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ま ち づ く り をつなげる

三

者

経 済 成 長 へつなげる

対

教 育 福 祉 をつなげる

「健康」
「福祉」
「教育」
「観光」
多様性の時代に向けて

談

〜馬を活かしたまちづくり〜
高齢者や障がい者、
子どもたち、
そして国内外、
インバウンド
観光客などあらゆるニーズに応えたホースパーク構想
栗東市にJRAトレーニングセンター（以下トレセン）ができてから今年で50年を迎え、
トレセン本
体はもとより、
トレセンに関わる会社や関係者も栗東に根付いて久しくなっています。そんな中
「馬のまち」栗東のイメージも確立しつつあり、経済効果一つをとってみても、
トレセンがあること

（

山本高之氏 福永祐一氏 竹村

株式会社日本サラブレッド
コミュニティクラブ代表取締役

）

（騎手）

健

（滋賀県議会議員）

によるプラス効果は非常に大きいということができます。一方で、地域の素材であり宝でもあるト
レセンや「馬」がまちづくりに活かしきれていないという現状があります。そこで、馬にかかわる仕
事や活動に取り組んでいる騎手の福永祐一さんと、日本サラブレッドコミュニティクラブ代表の山
本高之さんをお招きし、
「馬」を通じたまちづくりの可能性について、お話を伺いました。

競馬でもない、乗馬でもないホースセラピーという
福祉的要素のある活動で地域に役立てたい。
（山本）

です。
「ホースコミュニティ」
はJRAの角居勝彦

ファンクラブ会員が所有し
山本／25頭です。

調教師が代表理事を務める団体で、馬の潜在

てシェアする形で、全国の乗馬クラブや大学の

竹村／山 本さんが、現 在 取り組んでおら

当初からホースセラピーに興味を持っていまし

能力を医療や福祉、
スポーツなど様々な分野

乗馬部に預託するという形で、引退した競走馬

れる
「馬」にかかわる事業について教えてく

た。
ホースセラピーとは、障がいのある人が馬の

に活かすための普及啓発活動に取り組んでい

が第二の人生をスタートさせています。
このよう

ださい。

世話や乗馬を通して心身を癒し社会復帰をめ

る一般財団法人です。私は立ち上げの際に事

に、全国各地に乗馬できる場所が増えてくる

山本／もともと東京で起業し、IT関係の仕

ざすという活動です。
こうした競馬でもなく、乗

務局として参加し、現在は理事をしています。

と、会員さんも自分たちの愛馬として飼育した

事をしていたのですが、東日本大震災を機に

馬でもない福祉的要素のある活動の場を、馬の

「ポニーキッズ」
を立ち上げるにあたって、
ホー

り、安価で乗馬が出来たりするので、馬術普及

地元に帰って地域に役立つ仕事をしたいなと

まちである栗東に作ることで地域貢献したい、
と

スセラピーの勉強や人脈づくりをさせていただ

につながっていくと考えています。
こうした仕組

いう思いを持つようになりました。

いう思いで事業を始めました。

きました。
「引退馬ファンクラブTCCFANS」
は

み自体、日本では栗東の
「引退馬ファンクラブ

栗東は
「馬のまち」
として知られ、東京でも栗
東にはトレセンがあり、馬がいると知っている人
は多かったのですが、栗東生まれ栗東育ちの
私自身は、実は馬に触れる機会がありません

引退した競走馬を支援するためのファンクラブ

TCCFANS」
でしか作れていない仕組みです。

運営に取り組んでいます。そうした団体と関わ

これが少しず

「ホースコミュニティ」
にも関わられていますね。 りながら、私自身は実施事業者として栗東で

つ広がってい

ホースセラピーの活動と、引退した競走馬の支

けばなという

援活動に取り組んでいます。

思いで参加し

「 引退馬ファ
竹村／現在は「ポニーキッズ」
ンクラブTCCFANS」
という取り組みをしつつ、

これはどんな活動なんですか。

でした。一方で妻は競馬の一家に育ち、落馬

は古民家で実施して
山本／「ポニーキッズ」

事故で体が不自由になった父のリハビリを見て

いる放課後等デイサービスで、
ホースセラピー

理学療法士を目指した、
ということもあり、結婚

を通して障がいのある子どもたちと関わる活動

竹村／これまでに何頭ぐらいの引退馬のセ

ています。

カンドキャリアを支援されてきたんですか？

馬のおかげで今の生活、人生があり、
社会貢献というのは常に頭にあった。自分の存在や、
（福永）
自分が発信することで馬に還元したい。
竹村／福永さんは、騎手という仕事の傍ら、

貢献活動が出来ればいいなという思いがあっ

この事業にどのような立ち位置で関わっておら

たので、現役の騎手として自分が持っている発

れるのでしょうか。

信力が馬のセカンドキャリアやその先のホース

20年前にも対談していました（中央：竹村県議・右：福永騎手）

の評議員を務め
福永／「ホースコミュニティ」

セラピー、そして最後の養老牧場といった構想

退を余儀なくされたため、競馬界からの保証

ています。角居調教師からのお声がけで協力し

を実現する力になれると思ったんです。自分の

金が生活の支えになっていました。そんなこ

存在や発信によって馬に還元できるのであれ

ともあり、何らかの形で還元したいなという思

ば、
という思いで参加しています。

いは若い頃から持っていました。

竹村／そういう考えは、騎手の生活の中で

竹村／福永さん以外にも、騎手の仲間で社

定を締結しましたので、今後は会として市と

生まれてきたものなんですか。それとも小さい

会貢献活動に取り組まれている方はおられるん

連携しながら普及啓発活動なども出来るの

頃から持っておられたんでしょうか？

ですか。

ではないかと考えています。

福永／小・中学校はボランティア活動に熱

福永／毎年クリスマスに児童養護施設に

心な近 江 兄 弟 社に通っていたので、そこで

若い騎手と一緒にプレゼントを持って行く活

もっと早くこういう関係性があったらよかったと

学んだことが 影 響しているのかもしれませ

動を続けている騎 手がいます。野 球 やサッ

思っているほどですが、今、
まさに機は熟したと

ん。自分の生活が安定し幸せな環境の中で

カーのプロ選手はチーム単位で社会貢献活

いうことではないでしょうか。
このような関係が

ているのですが、自分としても馬のおかげで今

仕 事が出 来る、
というのは自 分 一 人の力で

動をしていますが、騎手は個人事業主なの

出来た中で、今後どんなことが生まれていくの

の生活、人生があるということから、社会貢献と

実現できたことではありません。特に私の場

で、すべて個人で活動するのが基本でした。

かが大事だと思います。私どももそうした動きを

いうのは常に頭にありました。馬にまつわる社会

合、二歳のときに父が落馬事故で負傷し引

今回新たに「騎手クラブ」が栗東市と協力協

しっかり捉えていきたいと考えています。

むしろ、
竹村／これは大変いいことですね。

ホースセラピーと引退競走馬のためのシェルターと、
馬を活用したまちづくりという3つの要素で活動。
（山本）
竹 村 ／ところで山
本さんは現在取り組ん

どこまで進んでいるのですか？
山本／竹村さんのご尽力もあって実現し

支援活動の拠点がトレセンの近くに出来れ

思っていました。そこで、気軽に馬と会える場

ば、啓発という意味でも大きな力になると考

所があれば、馬のまち栗東のブランティング

えたんです。
もう一つは、私自身栗東生まれ

に役立つのではないか、
ということでホースセ

栗東育ちでありながら、
これまで馬を見た事

ラピーと引退競走馬のためのシェルター、そ

でいる
「ポニーキッズ」

た計画なんですが、現在は古民家を活用し

も触れた事もなかったということがあります。

して馬を活用したまちづくりという三つの要

をさらに発展させた新

て行っている
「ポニーキッズ」の活動にどうし

JRAのトレーニングセンターは観光施設では

素の活動の拠点にしたいと、施設の整備を進

しい施設の建設計画

ても物理的な制限があり、より多くの人を受

ありませんが、地域資源として活かし、馬のま

めています。施設の建設は昨年末に着工し、

を持っておられるそう

け入れるため、
もう少し広い場所がほしいと

ち栗東に愛着を持てるようにするためには、

4月末引き渡し予定で順調に工事が進めら

ですね。現在、計画は

いう思いがありました。同時に引退競走馬の

子どもの頃から馬に触れる機会が必要だと

れています。

活躍していて、競馬界では栗東の名前もよく知

な体制を作っていかないといけないとも思って

られています。
その意味で、観光という側面でも

います。
そうした構想に向けて、私が事業者とし

非常に大きな集客につながると思います。

て取り組んでいる活動を通して市民のみなさん

栗東市のホースパーク構想は観光という側面でも
非常に大きな集客になるのでは。
（山本）
竹村／今 、栗 東 市では「ホースパーク構

人的な資産も活かすことばできるのではない

ただ、市民のみなさんが、栗東を訪れる観

想」が浮上していますが、私は、山本さんが

でしょうか 。私 は 山 本さんの活 動 が 、市の

光客をあたたかく受け入れることができるよう

取り組んでいる活動と、様々な点でリンク出

「ホースパーク構想」
と連携できるのではない

来るのではないかと思っています。例えば高

かと思っているのですが、山本さんはどのよう

齢者の健康寿命の延伸に向けた乗馬活動

に捉えておられますか。

や、市 内や県 内の小 学 生のみならず、修 学

山本／そうですね。私が計画している施設

旅行生を受け入れて馬と触れ合えるよう施

はあくまでも福祉活動の場所ですので、それと

設があれば 、福 祉 、教 育の要 素が加わりま

は別に、馬にフォーカスした公園が出来るという

す。
さらに京都とも比較的近いので、外国人

のは本当に市民にとって大きな意味のあること

観光客に向けた乗馬体験という形で誘客し

だと思っています。私自身、子育て世代として

観光振興につなげていくことも可能です。構

栗東には公園がないなと感じていました。子ど

想の持ち上がった「ホースパーク」はそうした

もを連れて公園に遊びに行くと馬がいて触れ

栗東の核施設になるべきだと思っています。

合える、
という環境はすばらしいと思いますし、

それだけでなく、栗 東にトレセンがあること

観光資源としての価値も高いのではないでしょ

で、馬に関わる方もたくさんおられます。
この

うか。栗東の競走馬は世界中の大きなレースで

中学生から少年団に馬術部があり、多くの馬を扱える
人がいること。これが栗東のまちの一番の強み。
（福永）

と馬の距離を近づけることができれば、そこに
至る下準備になるのではと思っています。

TCCセラピーパーク
（4月末完成予定）

整備された林道を馬に乗って散策できる
（竹村）
トレッキングコースとして活かしたい。

竹村／ホースパーク構想が実現すれば、全

通のアクセスも非常によいので、そこにホース

竹村／一方、栗東市は市の面積が山林なの

国の競馬ファンの誘客にもつながるのではない

パークという施設があれは、
ある程度の集客は

ですが、近年は木材の販売価格が低迷してい

竹村／ということは、引退した競争馬を第二

かと思うのですが、騎手として協力していただ

見込めるのではないでしょうか。

ることから林業が下火になってきています。
その

の人生として活かそうと思うと、それなりのト

竹村／滋賀県には19の市町があるんです

ため山に入る人が減り、山が荒れてしまうことか

レーニングが必要なんでしょうか。

福永／それこそ、先日提携した取り決めが

が、実は栗東市は観光客の数というのが下から

ら豪雨の際に山崩れを起こすなど、防災面でも

福永／そうですね。競走馬に関しては、生ま

一番活かせるものではないでしょうか。ホー

一番か二番目ぐらいなんです。観光スポットも

大きな課題となっています。
こうした森林の荒

れたときから競走馬になるべく調教を受けてい

スパーク構想は、騎手としても大歓迎です。

ないし、宿泊施設もありませんからね。

廃を防ぐためには間伐を行う必要があるんで

るわけですから、乗用馬やホースセラピーに転

すが、
そのために林道の整備が不可欠です。
そ

用するとなれば、
トレーニングが必要になってき

こで私は、その林道を将来的に馬で山を散策

ます。

ける状況になってきているでしょうか？

特に栗東には、馬を扱える人がいること、
これ
が一番の強みだと思います。気性の荒い競

福永／最近だと、栗東市内でたくさん観光
客が訪れているのは大野神社でしょうか。
竹村／大野神社は今が旬ですが、観光施

できるトレッキングコースに活かしたいと考えて

れますし、中学生からスポーツ少年団に馬術

策の結果観光客が増えたわけではありませ

いるのですが、引退競走馬をそのような形で活

部があるというのも、栗東ならではの特色で

んからね。その意味で、ホースパーク構想は

用することは出来るんでしょうか。

す。そんなまちに、馬を核とした施設が出来

遅きに失した感もありますが、福永騎手の言

福永／調教次第ですが十分可能です。先

るというのは非常に有意義なことだと思いま

葉にもあったように、馬のまちとしての強みを

ほど競走馬は気性が荒いと言いましたが、馬は

すし、騎手が果たせる役割も大きいと思って

活かすこともできますし、騎手クラブと栗東

去勢することで大人しく従順になります。
また競

います。確かに栗 東にはトレセンがあります

市との連携も出来たことで、イベント等で全

走馬は大きなストレスのかかる環境にいるので

が、競馬ファンが来ても見学ツアーの開催時

国からファンに来ていただくなど、大きな可能

気難しくなりがちですが、乗馬クラブなど穏やか

しか入場できないのが現状です。栗東は交

性が広がっていくと思っています。

な環境の中に入ることで、性格も変わっていき

走馬を扱っていた厩務員の方がたくさんおら

栗東市民である私たち自身がもっと馬を好きになって馬を見に来てよ、
というような取り組みにつなげていきたい。
（竹村）

ます。

来ないことがたくさんあるので、それを市が率
先して取り組んでくだされば、協力できる体

福永／実は乗馬は、高齢者に向いた運動な

歩いているだけで、人間が汗をかくぐらいの運

制は整いつつありますので、非常に大きな可

うイメージがありますが、山本さんも言われたよ

んです。
というのは運動は基本的には能動的な

動量のある競技なので、乗馬にはまだまだ、す

能性を秘めているなと思います。認知症予防

うに、住んでいる人に実体験がなく愛着も薄い

ものなんですが、馬に関していえば、動く馬に

ごい可能性があると思っています。

にも効果的だと言われていますし、
ダイエット

ということがあります。その意味で、山本さんが

乗って動かされるという受動的な運動なんで

ただ、馬を扱える人がいないと、落馬して負

計画されたホースセラピー・ホースシェルターの

す。
だから、障がいを持った人でも、高齢になっ

傷する恐れもあります。そのために、
きちんとト

竹村／最近高齢者もスポーツジムに通われ

施設は
「馬のまち」
として愛着が持てるようにな

て走れない人であっても、馬に乗ることで高い

レーニングして人を落とさないように教える必

る方が多いですが、栗東であれば、高齢者向

るための一助にもなりますね。
と同時に、活動を

カロリーを消費する運動ができます。運動が苦

要があるんです。

けの乗馬教室などがあるといいですね。

通して自分たち自身がもっと馬を好きになり、

手な人や運動が出来ない人にとって一番いい

私たちが好きな馬を見に来てよ、
というような

運動になり得るんです。

「馬のまち」
とい
竹村／栗東市は対外的には

竹村／日本では乗馬自体がマイナーな競

山本／そういった高齢者向けの乗馬の取り

技で、馬に触れたことのある人もわずかです

組みができれば、栗東独自の施策になります

が、
ここ栗東は違いますね。

し、乗馬が気軽にできる栗東に住んでみたい、

取り組みにつなげていかないといけないのかな

馬はもともと体温が38度と人間よりも高いの

と思っています。そんな中で、違った視点での

で、一時間馬にまがたっているだけで体があた

福永／そうですね。栗東には馬もいるし、馬

たまり、汗をかいてしまうんです。一時間乗って

を扱える人がいます。
その意味で、
ここでしか出

馬の活かし方などはあるでしょうか。

にも最適です。

という人も増えてくるのではないでしょうか。
竹村／その視点は面白いですね。

ホースパークの取り組みは、少子高齢化の
課題解決に。
（竹村）

いたこともあります。元騎手の常

竹村／日本で唯一、介護施設で乗馬を取り

から、馬が嫌いな人っていないと思うんです

い者乗馬のジャンルでがんばっ

入れているところが、北海道浦河町にあります。

よ。
とすれば、導入部分さえきちっとしてあげ

ておられますね。

昨年開催された障がい者乗馬の国際研究大

たら、誰もが馬との接点を持つことができそう

会でその取り組みが発表され、日本ならでは

ですね。

石勝義さんは落馬事故により引
退を余儀なくされましたが、障が

福永／常石さんは、今東京パ
ラリンピック出場を目指しておら

の取り組みとして世界中から注目されている

福永／乗馬クラブで乗馬をしようと思うと費

れますが、障がいがあるために普

んです。私自身も
「介護予防の乗馬をしてい

用もかかるので、
その問題さえクリアして出来れ

段はできないことも、馬に乗ったら

るところはないですか？」
とメディアから何回も

ば絶対、乗馬を楽しむ人口は増えてくると思い

できる、
と聞いたことがあります。

問い合わせを受けたことがあります。乗馬を

ます。

されている高齢者の中には「また来月も馬に

「ホースセラピー」
の活動を通し
山本／私も

いる少子高齢化の課題の解決につなげていく
ことができそうですね。
「ホースセラピー」
の活

竹村／高齢者が元気になることによって、医

て、馬による癒しの効果を実感しています。
「ポ

動など、様々な制限のある中で取り組んでおら
れる現場を目の当たりにしたとき、
まさにこれは

乗りたいからがんばって生きる」
という方もい

療費が削減できれば、
その分をそうした施策に

ニーキッズ」
では年間3000件の子どもたちの受

て、高齢者のモチベーションにもつながって

振り分けていけばいいわけですからね。
そういう

け入れ事業を行っていますが、今後ますます

政治の仕事だと思いました。そうしたことが出

いるようです 。体を自 由に動かせない人に

可能性もあるわけですね。

ニーズが増えてくるのは間違いないと思ってい

来る場所をつくり、場合によっては規制緩和を

福永／馬の世話をするだけでも脳にとって

ます。
ただ、
ニーズに応えるためには馬が扱える

していくのが私たち政治家の役目だと思ってい

はいい影響や効果がある、
とも言われていま

人材も必要ですし、法令的に超えないといけな

ます。今後とも
「馬のまち」
にふさわしい活動を

福永／本当に、馬はすごい力を持っているん

す。そこに子どもたちやシニア世代の方があつ

い問題も多々あります。
さらに、馬が活動できる

応援していきたいと思っています。そのことが、

ですよ。自閉症の子どもが馬と関わることで表

まって、馬を通して触れ合えるコミュニティが出

だけの広さのある場所も必要になります。

結果的にホースパークの取り組みにもつながっ

情が変わってきますからね。

来ればいいな、
と以前から思っていたんです。

とっても、受動的なリハビリテーションにもな
るのですごくいいと思います。

竹村／馬ってそもそも触れ合う機会がない

と聞
竹村／乗馬は障がい者にとってもいい、

竹村／そういう意味では、社会的なニーズ
に応じていくことで、結果的に、今日本が抱えて

ていくのではないかと思っています。
今日はありがとうございました。

活動報告

▲守山市「おうみんち」にて和歌山産みかんの販売お手伝い。
和歌山では近江米を売っていただいています。

▲我が自由民主党県大会において「ガンバロー三唱」の大役を仰せつかり
無事役目を果たす。

▲山形県天童市の出羽桜酒造様を訪問、日本酒輸出の秘訣に ▲会派視察で全国学力トップの秋田県へ赴き
「学力向上に向けて」の取り組みを学ぶ。
ついて学ばさせていただく。
▶１万人以上の日本兵が戦死されたパラオへ
戦跡慰霊巡拝に︒ご英霊の御霊安らかなれと哀悼の誠を
捧げさせていただきました︒

▲恒例の県政報告会を今年度も開催、まだ一度もお越しいただけていない方は
是非ご参加ください。

▲旧ＲＤ最終処分場にて。定期的に現場視察と説明会に出席し
進捗状況を確認しています。まだまだ予断は許せません。

