
エールくん
すばらしいみやぎを創る運動
イメージキャラクター

み や ぎ
まちづくり
情 報 紙

2016. 3  vol.61
すばらしいみやぎを創る協議会

平成の森仮設住宅団地自治会

東南町行政区花の会

小野地域まちづくり協議会

面瀬・上沢三区自治会

寺前コスモス会

平成28年3月発行　第61号
発行／すばらしいみやぎを創る協議会

仙台市青葉区本町三丁目8番1号　宮城県環境生活部共同参画社会推進課内
TEL 022（211）2576　　FAX 022（211）2392

※本誌の配布先：各市町村、市民センター、公民館等
※再生紙を使用しています。

宮城県環境生活部共同参画社会推進課
電話　022－211－2576
ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/comijyo.html
または、各市町村コミュニティ担当課までお気軽にお問い合わせください。
（仙台市を除く。）

本事業に
関する
お問合せは

表紙：みやぎ花のあるまちコンクール受賞作品の紹介
●すばらしいみやぎを創る運動功績者の紹介（個人）…………２
●すばらしいみやぎを創る運動功績者の紹介（団体）…………３
●すばらしいみやぎを創る協議会の事業紹介 ……………４・５
●犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり県民運動 …………６
●宮城県生活学校連絡協議会の事業紹介 ………………………７
●コミュニティ助成団体の紹介 …………………………………７
裏表紙：あなたのまちのコミュニティづくり

１. 安全で安心なまちを創る運動 ２. 心の通い合う地域を創る運動
３. 美しい生活環境を創る運動 ４. 地域文化を大切にする運動《４つの県民運動》

まちづくりに
ご活躍の
みなさまを
紹介します！

　皆さんの地域の町内会や自治会などでは、環境美化などのコミュニティ活動が盛んに実施されている
ことでしょう。そのような活動の中で、こんな施設や備品があったら、もっと活動が活発になるのにと
思ったことはありませんか。
　一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの受託事業費を財源とし、市町村を通じて、地域の町内
会、自治会の活動への助成を行っています。
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青少年の健全育成を目的
に地域で実施する親子参
加型のソフト事業への助成
です。

地域住民の共同活動の拠点
となる多目的な総合施設
の整備事業への助成です。

地域的な共同活動に必要
な施設・設備の整備事業へ
の助成です。

各種野外活動の実施，スポーツ・
レクリエーション大会の開催など
が対象となります。

コミュニティセンター新築及び修
繕、その施設に必要な備品など
が対象となります。

環境美化・文化学習・体育・レク
リエーションなど様々な活動で使
用する備品が対象となります。

白石市（わんぱく少年教室）美里町（起谷行政区）名取市（増田中央町内会）
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　花づくりや緑の育成を奨励することにより、｢ふれあい｣と｢思いやり｣
のある人づくり・地域づくり、そして、美しいふるさと『みやぎ』づくりを推
進するため、｢みやぎ花のあるまちコンクール｣を実施しています。
　今年度は１５件の応募があり、審査の結果、次の団体が入賞しました。
おめでとうございます！！

角田市西根４区行政区

町営枡沢復興住宅自治会

◆最優秀賞 角田市西根４区行政区（角田市）
◆優 秀 賞 小野地域まちづくり協議会（東松島市）
◆　〃 東南町行政区花の会（角田市）
◆仮設住宅・災害公営住宅コミュニティづくり賞
  町営枡沢復興住宅自治会（南三陸町）
  平成の森仮設住宅団地自治会（南三陸町）
◆審査員特別賞 面瀬・上沢三区自治会（気仙沼市）
◆　〃            寺前コスモス会（角田市）

受賞団体
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　３０年ほど前まで利府町では、商工会や農協などの様々な団体
がそれぞれ独自にお祭りを開催していましたが、１つのお祭りに
統一しようと町の方針がありました。加えて、町内に新しい団地
が次々と整備され、新たに移住してきた住民と元々住んでいた住
民の交流機会が必要になっていたという状況もあり、町民みんな
が参加できる総合的なお祭りとして「十符の里-利府」フェスティ
バルを企画・開催することになりました。

松澤 正巳 様にお話を伺いました

みやぎまちづくり情報紙

平成27年度すばらしいみやぎを創る運動功績者　【個人の部】受賞者紹介

　「十符の里-利府」フェスティバルでは、和太鼓による演奏に合
わせてバチを持って踊る「利府祭人」と「利府太鼓」を毎年披露
しています。伝統芸能を通じて町をＰＲする良い機会になります
し、来場された他地域の方々から「私達のイベントでも披露して
ほしい」と依頼があるなど、様々な方と交流やつながりを持てる
ようになったことは嬉しいことです。これからはもっと交流を広
げ、いろいろな場所で伝統芸能を披露し、知名度を上げていきた
いと思います。

　「十符の里-利府」フェスティバルのプログラムを企画するにあ
たっては、新たに何かを生み出そうとするとなかなかアイデアは
浮かばないものですが、芋煮会などの集いをきっかけに仲間達
と本音で語り合い、心を開いたときに自然とアイデアが生まれた
ものでした。普通に顔を合わせて作業するだけではなく、仲間達
と交流が図れる機会を持つことも大切だと感じています。

和太鼓による演奏に合わせてバチを持って躍る「利府祭人」

～町民総ぐるみの「お祭り」を支える立役者～
松澤 正巳 氏 （利府町）

平成27年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（個人）
大橋　久子 氏（登米市）、佐々木千代志 氏（涌谷町）、
菅原　達 氏（涌谷町）、田中　宏志 氏（角田市）、
星　やす子 氏（仙台市）、水戸　寿範 氏（角田市）

約３０年前から利府町にお住まいになり、子育てを機にＰＴＡや子ども会育成会連合会、スポーツ少年
団等の活動に携わったことがきっかけで、町民総ぐるみのお祭り「十符の里-利府」フェスティバル立上
げの実行委員に抜擢されました。以後、現在に至るまでの２５年間、お祭りを支える中心人物として御
活躍されています。その他、利府町観光協会の観光ボランティアガイドや、子どもを対象とした朗読ボ
ランティア等を行うなど、地域活動に広く貢献されています。

東松島市のメイン通りにある商店街が衰退してきたことをきっかけに「商店街を活性化させ、街を元
気にしたい！」との思いから商店街の人々が結束し、平成１９年から活動を開始しました。現在では、地
域に住む様々な人たちがメンバーとして加入し、街を元気にするイベントを開催しています。

松澤氏の紹介

平成27年度すばらしいみやぎを創る運動功績者　【団体の部】受賞者紹介

～商店街を活性化し、人々を笑顔にさせたい～
東松島元気なまちづくり委員会 （東松島市）

東松島元気なまちづくり委員会とは

「十符の里-利府」フェスティバルのはじまり

町の良さをアピールする機会に！

　お祭りと言えば御神輿を担ぐイメージがありますが、誰もが参
加しやすいようにと「ファミリーマラソン」を実施した年もありま
した。ただのマラソンではなく、小さな子どもから、その親御さ
ん、おじいちゃんやおばあちゃんまで、家族みんなで楽しんでほし
いとの願いを込めて企画したものでした。
　初めての試みに不安もありましたが、「ファミリーマラソン」に

みんなが参加しやすいプログラムづくり

いいアイデアが生まれるとき

　「十符の里-利府」フェスティバルの運営委員を長年務めたこ
とで、もっと町の良いところを広めたいとの気持ちが強くなり、
観光ボランティアとして観光客を案内するようになりました。利
府町はそれほど大きな町ではありませんが、桜の名所である館
山公園や新幹線車両基地、竹の子掘り体験など観光資源が豊富
であり、リピーターも順調に増え続けています。今後も町の魅力
の発掘に努め、積極的にＰＲしていきたいと思います。

町の良いところを発掘し、発信したい！

◆「東松島市なべ鍋まつり」【平成20年～現在】
　 各飲食店が自慢の鍋を出品し、商店街の活性化と人が集まる活気のあるまちづくりを推進しています。
◆「ひがしまつしまカレー祭り」【平成21年・22年に開催】

東松島ならではのオリジナルカレーを各飲食店が出店し、早食い大会や大食い大会を開催するなど参加者が楽
しめるイベントを開催しました。

◆「サンタを探せ」【平成23年～現在】
震災後、地域の子どもたちを元気づけたいとの思いから、商店街に隠れている100人のサンタクロースを探すイ
ベントを開催し、親子が触れ合う機会をつくるとともに、商店街の活性化を支援しています。

※上記の他にも平成22年に「心豊かなクリスマスinあったかいホール」、「本音でトークinあったかいホール」など
多数のイベントを開催しています。

は、予想していた以上にたくさんの参加者があり、知らない者同
士が走りながら励まし合う姿や、完走を互いに讃え合う光景が随
所に見られ、町民の絆を深める機会となりました。

　東日本大震災発生後は、子どもたちの沈んだ表情を目の当た
りにして「子どもたちを元気にするイベントを開催したい。」との
思いが強くなっていきました。ちょうどその頃、東松島市役所に
応援に来られていた東京都中野区の職員の方から、「自分たちの
地域で行っている100人のサンタクロースが街を訪れる子ども
向けイベントを開催してみてはいかがですか？よければサンタク
ロースの衣装をお貸ししますよ。」との心温まる提案をいただい
たことが励みとなり、「サンタを探せ」のイベントを開催する運び
となりました。

委員長 大森宣勝 様、副委員長 伊藤せい子 様にお話を伺いました

　第１回「サンタを探せ」を開催するにあたり、東京都中野区や埼
玉県所沢市から大勢の方がバスに乗って応援に来てくださいま
した。その光景を目にしたときには、支援してくれる方々の温か
さを改めて感じるとともに、スタッフ一同、子どもたちや地域を
元気にしたい！との意欲をさらに奮い立たせたものでした。
　実際にイベントを開催すると、１００人のサンタクロースが商店街
を埋め尽くし、街が真っ赤に染まったように見えました。人通りが
少なく閑散としていた商店街にはたくさんの人があふれ、参加し
た親子や商店街の人たちまで笑顔でいっぱいになっていました。

　震災から５年が経った今でも、東京都中野区や所沢市をはじ
め、県内外から大勢のボランティアの方々がお手伝いに来て下さ
り、震災直後と変わらず私たちを支援してくださっています。そ
して商店街関係者や自衛隊など様々な方の力添えのもと、５回目
の「サンタを探せ」を盛大に開催することができました。ご支援
をいただいている皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
　今では定員を上回るほどの応募があり、私たちはやりがいを
感じながら準備を進めておりますが、イベントを楽しんでもらう
のと同時に「商店街にはこんなお店があったんだ！」と、もっと地
元に興味や関心を持ってもらえるような仕掛けを作っていきた
いと考えています。
　街は元気を取り戻しつつありますが、その礎に数え切れない多
くの人たちの想いがあることを忘れずに、これからも楽しいイベ
ントを開催していきたいと思います。

大勢のサンタクロースに喜ぶ子どもたち

平成27年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（団体）
石巻を考える女性の会（石巻市）、
猪岡区自治会婦人部（涌谷町）、ＳＴＡ（角田市）、
小村崎区（蔵王町）、向山区（蔵王町）

子どもたちを元気にしたい！その思いがつながる

商店街にたくさんの人と笑顔あふれる

みんなの力が結集された「サンタを探せ」

「心の通い合う地域
を創る運動」

【県民運動】
「地域文化を大切に

する運動」

「心の通い合う地域
を創る運動」の活動

【県民運動】

東松島元気な
まちづくり委員会
の活動概要

利府太鼓
を披露

商店街に隠れているサンタ

を見つけてビンゴを完成さ

せる子どもたちの様子です！

今回は、スペシャルサンタ

としてタレントのなすびさん

が参加し、お祭りを盛り上

げてくれました。
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　今年度で第49回を迎えたすばらしいみやぎを創る運動「県民のつどい」が平成27年
11月17日にホテルメトロポリタン仙台で開催され、県内各地からまちづくりリーダーや
防犯団体関係者など230名が参加しました。冒頭の表彰式では、長年本運動に功績の
あった７名・６団体と今年度の「みやぎ花のあるまちコンクール」の入賞者に表彰状と記念
品が贈られ、その栄誉が称えられました。
　活動紹介では、赤井市民センター事務次長の渡邊和恵様から赤井地区自治協議会の
取り組みについてお話をいただきました。震災後、東松島市赤井地区の復興を目指して、
子どもたちが積極的に参画するまちづくりを計画し、小学校５年生から高校生までの子ど
もたちが主体となって地元の野菜を販売する「子ども朝市」の活動が生まれました。そのほ
か、子どもたちに地元の漬け物の作り方を伝承する「漬物サミット事業」や福祉施設等で子
どもたちが読み聞かせを行う「読み聞かせクローバーの会」等の活動を紹介いただき、ま
ちづくりの次世代を引き継ぐ子どもたちへの人材育成について学ぶ機会となりました。
　引き続き行われた記念講演では、「地域の子どもを犯罪から守るために」と題して危機
管理教育研究所代表の国崎信江様からご講演をいただきました。
　子どもの犯罪被害の実態は、高校生以上がもっとも被害に遭いやすく、駐車場や駐輪
場、道路等での犯罪が多く起きていることから、駐車場や駐輪場が人目につきやすい場
所であるか、電灯などの明るさは問題ないか等を確認し、安全な場所であるかを再度見
直すことの大切さをお話いただきました。また、死角になりやすい場所には、子どもの視
点に沿った見やすい場所にカーブミラーを設置することで危険を回避できること、地域と
学校が連携して不審者情報を共有し、ネットワークを広げながら不審者が出没したエリア
を重点的に見回ることも効果的であること等をお教えいただきました。

ワークショップで議論する参加者会場の様子

すばらしいつやまを創る協議会
（登米市津山教育事務所内）

登米市津山町内の仮設住宅において、南三陸町か
らの仮設住宅入居者と地域住民との交流を深めよ
うと、プランターへ花苗の寄せ植え作業を行い、登
米市津山町内の仮設住宅へ花を提供しました。

宮城県私立中学高等学校連合会

白百合学園高等学校の有志生徒にて構成している

「花を届け隊」のメンバーが南三陸町歌津地区に

出向いて、校内で種から育てた花を提供し、地元

住民と交流する活動を行いました。

すばらしい角田を創る協議会
（角田市教育委員会生涯学習課内）

角田市民ボランティアが南三陸町内の仮設住宅に
出向いて、仮設住宅入居者の方々と協力しながら
深型の鉢にテッポウユリやオリエンタルユリの球根
を植栽しました。その後は、集会所において参加者
同士の交流を深めました。

明るく、住み良く、安全で安心な地域社会を目指して
第49回 すばらしいみやぎを創る運動

「県民のつどい」
～安全・安心まちづくりフォーラム～

　平成２７年８月２６日に大河原合同庁舎にて、平成２７年９月
１０日に登米市中田生涯学習センターにおいて「平成２７年度
すばらしいみやぎを創る運動推進委員研修会」が開催され、
地域づくりに取り組む推進委員等の関係者７０名が参加しま
した。
　前年度に実施したワークショップでは、「まちづくりを行う
役員が高齢化し、担い手がいない。」との問題点が多く挙げ

地域づくりに取り組む推進委員の資質向上を図る
平成27年度すばらしいみやぎを創る運動推進委員研修会

〇すばらしい角田を創る協議会 〇大河原町防犯協会
〇村田町防犯協会 〇塩竈市防犯協会連合会
〇名取市防犯協議会 〇多賀城市防犯まちづくり推進協議会
〇岩沼市安全・安心まちづくり懇談会 〇すばらしいやまもとを創る協議会
〇利府町防犯協会連合会 〇大和町防犯協会
〇栗原市若柳地区防犯協会連合会 〇東松島市まちづくり推進協議会
〇気仙沼市民憲章推進協議会

危機管理教育研究所代表　国崎信江様の記
念講演

赤井市民センター事務次長　渡邊和恵様の
活動紹介

られたことから、今回は「自分たちの活動を振り返り、未来へ
つながる活動を考えよう！」をテーマに、宮城大学事業構想学
部事業計画学科助教の鈴木孝男様の指導の下、ワーク
ショップを実施しました。各地域課題の解決方法を考えると
ともに、「新たな担い手を確保する方法」や「活動費を確保す
る方法」について議論し、今後の地域活動の方向性を改めて
見直す機会となりました。

大友副会長より受賞者に表彰状を授与

みやぎまちづくり情報紙

大河原町西部地区防犯連絡所では、小・中学校の夏休み期
間中、万引きを防止するため大型ショッピングセンターを
防犯パトロールしています。

大和町防犯パトロール隊では、通学路に啓発用のぼりを設
置し、子ども安全パトロールを定期的に実施しています。

防犯パ
トロール

防犯
パトロ

ール

防犯パトロール
防犯

すばらしいみやぎを創る協議会では、率先して復興支援
活動に取り組む関係団体へ活動費の助成を行いました！

「心の通い合う地域
を創る運動」

「美しい生活環境を
創る運動」の活動

【県民運動】

「安全で安心なまちを
創る運動」の活動

【県民運動】安全・安心まちづくり県民運動を実施している団体を
対象に防犯用品の貸与を行っています。
平成27年度は、下記13団体に反射材付きのジャンパー
319着と腕章295個を貸与しました。

学校内で
種から花を

育てました！

S C T O IP S C T O IP
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　宮城県北部に位置する大崎市は、平成１８年３月に１市６
町（古川市・松山町・三本木町・鹿島台町・岩出山町・鳴子町・
田尻町）の合併によって誕生し、今年３月末には、大崎市が
誕生してから１０周年を迎えます。豊かな自然、農産物等の
食材、スキー場や温泉等の観光スポット、伝統・文化など多
くの地域資源に恵まれ、総面積約７９７㎢の中に、約１３万４
千人の市民が暮らしています。
　大崎市の地域自治組織は、旧市町単位に設置された７つ
のまちづくり協議会と５４の地域づくり委員会により構成さ
れています。その一つである鬼首地域づくり委員会は、大崎
市西部の鳴子温泉地域の中でも最西北端に位置する鬼首
地区の住民により、平成１８年７月に設立されました。当委員
会は、身近な課題を自主的に解決することを目的に、鬼首
地区公民館の指定管理や鬼首カレンダーの作成など、地域
住民が一体となって様々な活動を行っています。
　このように地域活動を活発に行っておりますが、一方で
盆踊りや文化祭などの地域行事に欠かせない太鼓が老朽

化し、使用できなくなったことで、コミュニティ活動に支障を
きたしていることから、平成２６年度コミュニティ助成事業を
活用し、太鼓を新調しました。
　この助成事業で、地域住民に昔から馴染みのある太鼓を
整備したことにより、鬼首の地名にちなんだ演奏曲目を創
作するなど、太鼓を通じて世代を超えた交流の場を形成す
ることが出来ました。平成２７年１１月１５日に開催された国
道１０８号「花渕山バイパス」開通記念イベントの際にも、今
回整備した太鼓を活用して、ふるさとの風～心鼓太鼓を演
奏するなど盛大に開催することが出来ました。
　これからも、現在の地域活動を継続しながら、太鼓を通じ
て親から子、子から孫へと地域を愛する心を育み、後継者育
成にもつなげていきます。
（大崎市まちづくり推進課作成）

宝くじ普及広報事業
「コミュニティ助成事業」で
備品を整備した団体紹介

「鬼首地域づくり委員会」「鬼首地域づくり委員会」

花渕山バイパス開通記念イベントの様子

　当日は、「地域安全マップ」の考案者である立正大
学の小宮教授を講師に招き、「地域安全マップ」に関
する正しい知識を学ぶとともに、まち歩きとマップ作
りを実際に行うことにより、犯罪が発生しやすい場
所と犯罪が発生しにくい場所を判断する視点を養
いました。

犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくりリーダー養成講座を開催しました。犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくりリーダー養成講座を開催しました。

　「地域安全マップ」とは、まち歩きをして見つけた、「入りやすい場所」・「見
えにくい場所」を地図にまとめたものです。マップづくりを意識しながら、自
分のまちを歩くことで、これまで気付かなかった危険箇所を発見でき、危険
を予測する能力が身に付きます。
　また、地域安全マップを作成することにより、地域社会への関心が高まり、
近隣住民との絆を強める効果も期待されます。

柵の設置、目隠しとなるような草木の伐採、清掃活動の実施などにより、犯罪が発生しやすい、「入りやすい場所」・
「見えにくい場所」を、犯罪が発生しにくい、「入りにくい場所」・「見えやすい場所」にすることができます。

会場の様子 レシピコンテスト表彰式パネルディスカッションの様子

　平成２８年２月２日（火）東京エレクトロンホール宮城にお
いて「平成２７年度宮城県生活学校運動大会」が開催され、
生活学校関係者１０２名が参加しました。
　生活学校では、「食品ロス削減に向けて」をテーマに掲げ
て活動しており、「保存食レシピまたは残った料理から作り
替えレシピコンテスト」を開催し、優れたレシピを考案した

平成27年度宮城県生活学校運動大会を開催平成27年度宮城県生活学校運動大会を開催

　宮城県では、犯罪のない安全・安心な地域社会の実現を目指した県民運動を推進しています。
　安全に安心して暮らすためには、行政や警察の活動に加え、県民の皆さんが、「自らの安全は自らが守る」、「地域
の安全は地域で守る」という意識をもってまちづくりに取り組むことがとても重要です。
　県民の皆さん一人ひとりが手を取り合い、協力して、安全・安心まちづくり県民運動を進めていきましょう。

犯罪のないみやぎ
安全・安心まちづくり県民運動
犯罪のないみやぎ
安全・安心まちづくり県民運動

地域安全マップ作製風景

みやぎまちづくり情報紙

第 1回：平成 27年 11月 5日（木）色麻町農村環境改善センター
第 2回：平成 27年 12月 2日（水）美里町中央コミュニティセンター

　柵などがなく、誰もが簡単に入ることができる駐車場や公園などは、「入りやすい場所」です。
　また、うっそうと茂る草木に囲まれ、死角がある公園や、田畑に囲まれており、人の視線がない道路などは、
「見えにくい場所」です。ゴミが捨てられていたり、フェンスや看板が壊れたまま放置されていたりする場所
も、人の目が行き届いていないため、心理的に「見えにくい場所」であると言えます。

「入りやすい場所」、「見えにくい場所」とは…

団体には賞状と賞品が贈られました。引き続き行われたパ
ネルディスカッションでは、各地域の生活学校代表者をパネ
リストに迎え、テーマ「地域に広めよう！食品ロス削減」と題
して、活発な意見交換が行われました。

すばらしいみやぎを創る運動を実践している団体「宮城県生活学校連絡協議会」

柵などがなく、誰もが簡単
に入ることができる「入りや
すい場所」です。

両側が高い塀となっている
「見えにくい場所」です。

田畑に囲まれており、人の
視線がない「見えにくい場
所」です。

とは
地域安全マップ

とは
地域安全マップ

！Check


