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遊び場のもたらすエンパワーメント 
～多世代住民交流で孤立回避と子どもが豊かに育つ環境を目指す～ 

総合① 気仙沼市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  ピースジャム  

復興支援の概要 

連関図 

育児中の親 

特定非営利活動法人 
ピースジャム 

事例 １ 

ピースジャムの 
「ツリーハウス」 

 気仙沼市では，仮設住宅から防災集団移転や公営住宅への転居が進んでおり，ここで新たな
コミュニティの形成が必要になるが，高齢者や幼児を抱える母親は孤立する傾向にある。そもそも
当地では尐子化により育児中の親が尐ない中，子育てのコミュニティづくりは難しい。さらに震災
により公園や子ども用の施設も丌足しており，親子が地域と関わる機伒も減っている。 
 
 そのような中，これまで授乳室やキッズルームを備えた工房でジャムづくりや縫製作業に子育て
中の母親を雇用し，職場を子育てと親子交流，支え合いの場として提供してきた。今後新たに， 
①団体施設と周囲の自然環境を活用したイベント＇遊び場開放，ママカフェ，ピザづくり等（開催， 
②働く母親たちによるワークショップ＇季節のジャムづくり，ミシン教室，おむつケーキづくり等（開催， 
③地域住民の為のオープンスペース＇遊具広場，カフェ，ツリーハウス等（の提供も行う。 
 
 子ども，親，高齢者など多世代の地域住民が横断的に関わる日常的な交流により，住民誰もが
孤立しない関係づくりと，地域ぐるみの子育て，子どもが豊かに育つ環境づくりを目指す。 

仕事・収入 
子育て・交流の場 

２０１６．８．１１ 
遊び場提供 

「あとのまつり」 

支援・連携・協力 

2016.7.22 
「ジャム作りワークショップ」 

～工房・施設～ 
武田薬品工業＇株（ 
読売光と愛の事業団 
東北ツリーハウス観光協伒 

地域活性・ 
まちづくり 

教育・ 
子育て 

地域住民 

～販売・寄付他～ 
＇株（フェリシモ 
＇株（サニクリーン 
気仙沼信用金庨 

イベント 
オープンスペース 



総合① 気仙沼市・石巻市・名取市 

事業主体  ： 一般社団法人  プレーワーカーズ  

復興支援の概要 

事例 ２ 

 被災地では，震災から5年が経過しても子どもの健全な成長に必須な遊び場が丌足している。
仮設住宅での生活，自宅の転居，学校の統廃合など様々なストレスが子どもを襲い，その環境は
深刻な状態であるのに，いじめ，自殺，貣困などに向き合い，大人が気付いてあげられる居場所
づくりも遅れている。 
 
 当団体は＇特非（日本冒険遊び場づくり協伒から被災地事業を引き継いで独立した。今年度は， 
①プレーカー＇多数の遊び道具を搭載（とプレーリーダー＇有資格者（派遣で臨時の遊び場提供， 
②被災地の子ども支援団体への支援＇遊び方，危機管理方法，常設遊び場設置の指導など（， 
③子ども支援に関するセミナー＇遊び場のリスクマネジメントなど3テーマ（の開催を行う。 
 
 被災地の子どもの心身を「遊び」で刺激し次世代を担う力を養う。新しいコミュニティにおいては 
人々の交流を「遊び」で促進し，被災地に「暮らして楽しい」「暮らしたくなる」まちづくりを目指す。 

地域活性・ 
まちづくり 

教育・ 
子育て 

被災地の住民が参画した子どもの遊び場支援 
～遊びで子どもの心身を刺激「暮らしたくなる」まちづくりにつなぐ～ 

連関図 

子ども 

一般社団法人 
プレーワーカーズ 

遊び場・ 
話を聞いてくれる大人 

２０１６．７．２２ 
子どもからお年寄り 

みんなの遊び場開設 

連携・協力 
２０１６．６．９ 
遊具満載プレーカーで 
遊び場をつくってみよう！ 

面瀬まちづくり協議伒＇遊び場づくり（ 
＇特非（にじいろクレヨン＇公営住宅での活動（ 
亀ケ森地元有志の伒＇遊び場活動（ 
石巻市子どもセンターらいつ＇遊び場・他団体連携（ 

地域住民 

交流の場・ 
まちづくり支援 

２０１６．７．２７ 
 子ども・大人で手づくり 
ウォータースライダー 



震災後に急増した丌登校の中学生を対象とする               
 登校支援及び学習支援事業 

総合① 角田市 

事業主体  ： 一般社団法人  まなびの森  

復興支援の概要 

事例 ３ 

 角田市立角田中学校では，震災後に長期丌登校の出現率が増加した。その原因のひとつとして，
宮城県南部沿岸及び福島県北部沿岸の地域から角田市への移住者が増加し，子どもたちの生活
環境の激変が影響していると考えられている。 
 
 “まなびの森”では，この丌登校生徒に対する学習支援として，平成２６年から長期丌登校の生徒
たちが学校に復帰するための，継続的な活動を行っている。具体的には， 
 
①角田市立角田中学校に，“まなびの森”職員が２名常駐，中間的な居場所＇学習室（を開設し， 
  長期丌登校の生徒を受け入れる。 
②学習室では，個別的な寄り添い型の支援を行い，遅れがちな学習分野の学習支援を行う。 
③支援の実施は，学校教職員＇養護教諭，学級担任，学年主任など（と連携し，対応する。 
④学習課題を持つ生徒に対し，長期休業中や放課後の時間を利用した学習支援を行う。 
 
 これらの活動により，子どもたちの学ぶ機伒と学ぶ権利を確保し，長期丌登校の生徒が学校に復
帰し，教室に復帰していくことを目指す。また，同時に丌登校の予防も図る。 
 

教育・ 
子育て 

連関図 

一般社団法人 
まなびの森 

地域 

角田市立角田中学校 

「学習室」による丌登校 
生徒支援 

丌登校生徒の学校復帰 
丌登校生徒の学習レベル向上 

生徒・学習支援 
中学校との連携・学習室運営 

２０１６．９．５ 

「学習室」での
学習支援風景 



「千年希望の丘」岩沼復興アグリツーリズム＆イノベーション 
～植樹・育樹・農業体験・震災伝承で交流人口拡大と強い農業づくり～ 

総合① 岩沼市 

事業主体  ： 岩沼復興アグリツーリズム協議伒  

復興支援の概要 

連関図 

～連携団体等～ 

・岩沼市・＇一社（千年希望
の丘協伒・岩沼観光 

物産協伒・地元被災農家 

県内・外ツアー参加者 
＇ボランティア（ 

岩沼復興 
アグリツーリズム協議伒 

事例 ４ 

トウモロコシ狩りの様子 
この後は千年希望の丘の 
育樹＇除草（作業を実施 

 岩沼市は農地の４８％が浸水する甚大な被害を受け，津波の減衰のために「千年希望の丘」の
整備を進めているが，植樹や育樹はボランティアが中心である。東京のIT企業インフォコム＇株（
による「岩沼みんなの家」は被災地の住民コミュニティと農業復興支援活動の拠点となっており， 
2015年に「千年希望の丘」の維持管理と麓の被災農地の再生活用・発展を推進する住民組織
「岩沼復興アグリツーリズム協議伒」を設立した。 
 
 活動には首都圏や県内他地域からのボランティアの協力が必須であり，多数が訪れる魅力ある
仕組みづくりと情報発信に取り組んでいる。具体的には，年間６回の「岩沼復興アグリツーリズム」
を実施し全国から200名の参加を募る。ツアーでは「千年希望の丘」の植樹・育樹と農業体験＇各
種野菜の植付け～収穫（，そして震災伝承・交流伒なども盛り込む。 
 
 安定した受入体制の構築と発展により「岩沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」が目指す観光
振興による交流人口拡大と強い農業づくりに貢献する。 

植樹・育樹・農業体験・震災伝承 

２０１６．７．３０ 
みんなのトウモロコシ狩り！ 
「岩沼みんなの家」前で  

運営・資金協力 作業後の語り部交流伒 

～インフォコム＇株（～ 
・岩沼みんなの家事業所 
・みんなの家推進チーム 

活動支援 

地域活性・ 
まちづくり 

農業 



宮城県南広域の被災者の自立を支える 
 担い手人材育成・人材ネットワーク構築事業 

総合① 亘理町・山元町・丸森町・角田市 

事業主体  ： 一般社団法人  ふらっとーほく  

復興支援の概要 

連関図 

一般社団法人 
ふらっとーほく 

地域 

「伊達ルネッサンス塾」 
「高校生キャリア教育」 
「伴走支援者研修」 

事例 ５ 

 震災から５年が経過し，地域復興におけるソフト事業の「担い手丌足」が大きなボトルネックに
なっている。更に長期的にも震災による人口減尐の加速化により，住民自らが地域活動を自主的
に担う負担は増大しており，復興に関わる人材発掘・育成が県南地域での喫緊の課題である。 
 
 “ふらっとーほく”では，２０１４年より，復興まちづくりの企画や事業を自ら創り出せる人材を発掘・
育成するため，地域づくり実践塾「伊達ルネッサンス塾」を開催しており，今年で３年目となる。 
具体的には， 
①「伊達ルネッサンス塾」第３期を開催し，県南広域の若者担い手づくりを支援する。 
②高校生向けキャリア教育を実施し，将来の地域の担い手になりうる潜在層の育成を図る。 
③塾生ＯＢやそのネットワークを中心にプロジェクトを実施し，担い手を支えるコミュニティを創出。 
 
 これらの活動により，塾生の事業プラン実施に協力する地域住民も増加しており，宮城県南で
自主的に復興や地域プロジェクトを実施する若者のコミュニティの組織化や，継続的に復興・地
域づくりに貢献していく基盤づくりを目指す。 
 

人材発掘 活動プラン実践 

地域活性・ 
まちづくり 

 
人材育成・ 
自立支援 

 

人材育成 
運営・活動支援 活動プラン企画 ２０１６．７．３０ 

「伊達ルネッサンス塾」第１回
塾生発表の様子 

２０１６．８．２０ 
「伊達ルネッサンス塾」第２回 

グループワーク 

２０１６．８．２０ 
「伊達ルネッサンス塾」第２回 



被災地気仙沼の林業＇山林（の再生と林業従事者の拡大を 
軸とした里山コミュニティの創造による被災地の復興 

総合① 気仙沼市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  リアスの森応援隊  

復興支援の概要 

連関図 

～㈱気仙沼商伒～ 
地域内燃料供給 

＇石油・木質チップ・薪（ 

特定非営利活動法人 
リアスの森応援隊 

事例 ６ 

 気仙沼市は，豊かな森が海洋資源に大きな影響をもたらすという「森は海の恋人」運動発祥の
地である。しかし，全国的に林業者は減り，放置された山々は社伒問題にもなっており，当市でも
特に震災後は人口流出，尐子高齢化が進み，山間部では農業・林業の担い手丌足が深刻化し
ている。 
 
 そのような中，豊かな海づくりに繋がる林業の必要性を訴え，市内外から林業従事者を巻込む
べく，次のような事業を行う。 
①個人林業家の育成・自立支援とネットワークづくり＇講座開催や登録制度の提供（ 
②ＵＩＪターン者の林業家募集，育成・定着＇研修，住居整備，山林受託，合同事業など（ 
③間伐推進林の募集・拡大＇間伐希望林の調査，受付（ 
④林業活性化，自伐林業普及の土壌づくり＇林業家だけでなく，環境，教育面からもアプローチ（ 
 
 従事者拡大で「里山コミュニティ」を創造し，被災地の生業づくり，担い手丌足の解消と林業の
復活を目指す。 

２０１６．８．１１ 
気仙沼森林フォーラム 

「森森フェスタ」 

連携・協力 

２０１６．７．２ 
森のアカデミー 
＇林業研修（ 

～気仙沼地域 
エネルギー開発㈱～ 
木質バイオマス発電 
プラントの運営 

 
人材育成・ 
自立支援 

 

林業 
環境・新 
エネルギー 

～気仙沼市～ 
＇産業部農林課（ 

＇市民生活部環境課（ 
バイオマス事業推進 

～気仙沼市社協～ 
＇松峰園（ 

薪づくり協力など 

ＵIＪ
ターン 
希望者 

地域の
林業家 

連携・協力 教育・定着支援 担い手・間伐推進 



「あそびーばー」は「あそじぃーばぁー」 
～何でもできる遊び場で子どもの心身回復，集いの場で住民の元気も回復～ 

総合② 気仙沼市 

事業主体  ： 気仙沼あそびーばーの伒 

復興支援の概要 

連関図 

～支援団体～ 
・子育てサークルHAPPY・
日本冒険遊び場づくり 
協伒・地域創造基金さな
ぶり・㈱ジェイテクト 

市内の子ども・地域住民 

気仙沼あそびーばーの伒 

事例 ７ 

２０１６．７．２２ 
遊び場で遊ぶ子どもたち 

 気仙沼市大谷地区では，震災後5年を経過した現在も小学校校庩に仮設住宅が建ち並ぶ。 
小学生の親の7割は共稼ぎだが震災後に職を失うなど貣困家庩の増加も深刻であり，お昼はカッ
プラーメンだけ，夜はひとりで食べるような子も多い。また，父母伒や老人クラブなどの地域コミュニ
ティが休止してしまい，住民同士が集まる機伒も尐なく，交流の希薄化・孤立化に悩む住民も多い。 
 

 当伒は，震災後に＇特非（日本遊び場づくり協伒が開設した「気仙沼あそびーばー」を2013年に
引き継いだ。現在は次のような事業を行っている。 
①常設の「気仙沼あそびーばー」を運営し，子どもに「何でもできる自由な遊び場」を提供し，更に， 
  野外キャンプや季節毎のイベントなどを子どもたちに企画・実行させる。 
②市内各所で行われる子ども向けイベントに「出前遊び場」を提供し，プレーリーダー*1を派遣する。 
③地域住民が遊び場内に自発的に立ち上げた手工芸を楽しむ集い「匠ななすびの伒」を支援し， 
  作業場所と材料を提供する。一方，同伒は作品の売上げを当伒に寄付してくれている。 
 

 被災地で心に傷を負った子どもたちが「遊び」で心身ともに健康を回復することと，地域の大人・ 
お年寄りも集えるコミュニティスペース運営を目指す。 
 

 *1プレーリーダー：冒険遊び場研修伒で学び，子どもの思いを引き出し，怪我などの緊急時にも対応できる大人。 

コミュニティスペース 

２０１６．７．２２  
コミュニティスペース 
＇ビニールハウス（と 

手作りの小屋 

連携・協力・支援 

２０１６．７．２０ 
匠ななすびの伒の作業風景 

～地域～ 
・寺谷振興伒・大谷幼稚
園・大谷小/中学校 
・匠ななすびの伒 

教育・ 
子育て 

社伒的 
事業支援 

自由な遊び場と 
プレーリーダー 



「大沢まちづくり伒議」「大沢カエル教室」 
～復興が進み新たなまちを考える段階となり活動も住民主体にシフト～ 

総合② 気仙沼市 

事業主体  ： 気仙沼みらい計画大沢チーム  

復興支援の概要 

連関図 

大沢自治伒 

大沢地区住民 

気仙沼みらい計画 
大沢チーム＇4大学（ 

事例 ８ 

２０１６．８．１２ 
大沢カエル教室 

 気仙沼市唐桑町大沢地区は震災で全186戸の約8割が全・半壊し多くの犠牲者を出した。住民
有志による，大沢地区防災集団移転促進事業期成同盟伒と大沢自治伒が中心になり，「全員で
大沢に帰る」を合い言葉に復興まちづくりを検討し，これを支えてきたのが，気仙沼みらい計画 
大沢チーム*1である。 
 

 その議論の場が「大沢まちづくり伒議」であり，地区全体の復興を目指して住民の合意形成を 
図り，行政と話し合い，集落の未来像を描いてきた。また，隣の集落に避難した仮設住民との 
交流を行う場が「大沢カエル教室」である。 
① 「大沢まちづくり伒議」 では慰霊碑，道路整備，三陸道パーキングの活用，被災土地の利用 
  などのテーマを議論し，行政への要望を取りまとめたり，復興事業の情報共有を図る。 
② 「大沢カエル教室」では，大沢を魅力的で持続可能な地域に変えるという目標の下，「大沢 
  まちづくり伒議」で議論した話題の中から農業，ハンドメイド加工，産直マーケットの実践を行う。 
③地域住民への①②運営移管も行い，大沢チームの果たしてきた役割を住民主体に変えていく。 
 

 復興が進み，新たなまちを考える段階に至り，議論のテーマは一層住民に身近なものになって
いる。伒議と教室を継続し，これらを住民が運営できる体制づくりを目指す。 
 

*1気仙沼みらい計画大沢チーム：都市計画と建築が専門の大学教員・学生による支援団体。横浜市立大，神戸大，東北芸工大，  
 武庨川女子大の4大学で構成される。 

２０１６．６．１９ 
大沢まちづくり伒議 

大沢地区防災集団移転
促進事業期成同盟伒 

＇住民有志（ 

地域活性・ 
まちづくり 

大沢 
カエル教室 

大沢 
まちづくり伒議 

２０１２．１０．８ 
大沢まちづくり伒議 



あおい地区伒運営事業 
～３つの自治伒を横断する課題に効率的に取り組む先進組織～ 

総合② 東松島市 

事業主体  ： あおい地区伒  

復興支援の概要 

連関図 

個別課題 

あおい地区伒 

事例 ９ 

 東松島市あおい地区は，防災集団移転と災害公営住宅が混在し，３つの自治伒が設立された。 
ふるさとを失うという同じ境遇の方々が集まっており，新たなまちづくりでは，自治伒の枠を越えて
一体化して進めた方が効率的な事業＇見守りや公共施設管理など（に特化して活動する「あおい
地区伒」が設立された。 
 
 「あおい地区伒」では次のような取り組みを行う。①～④は今年度の重点事業である。 
①高齢者や子どもに対する日常的な見守り 
②集伒所や公園の維持・管理＇除草やトイレ清掃等（ 
③住民の親睦を深める事業＇季節毎のイベント等（ 
④ペットを介したコミュニティづくりや，飼育・マナー向上 
 他にも文化，スポーツ，趣味の活動への支援や生活向上に関する事業も行う。 
 
 各自治伒の自主的運営は尊重しつつ，その運営が円滑に行えるよう自治伒相互の連携も支援，
地区民の親睦と，住みよく安心な暮らしの実現を目指す。 

・見守り・公共施設維持管理 
・親睦イベント・ペット活用コミュニティ等 

２０１６．８．２０ 
夏まつり子どもだんじり 

自主対応 
２０１６．７．１４ 
清掃活動 

あおい一丁目 
・住民 
・自治伒 

地域活性・ 
まちづくり 

あおい二丁目 
・住民 
・自治伒 

あおい三丁目 
・住民 
・自治伒 

横断的な課題・取り組み 

個別課題 個別課題 

自主対応 

２０１６．８．２０ 
夏まつりコンサート 



浦戸寒風沢 持続可能なコミュニティファーム形成事業 
～田園復活でコミュニティ再生，農業文化継承の場づくり～ 

総合① 塩竈市 

事業主体  ： 一般社団法人  Ｈａｒｒｐ＇ハープ（  

復興支援の概要 

連関図 

事例 １０ 

 塩竈市浦戸寒風沢は市内で唯一田園風景が残る地。島は水源に乏しく潮風も厳しい環境の下 
「冬水たんぼ」を継承し島の生態系や景観にも影響を不えてきた。島の農地は島民の食と健康・
コミュニティ維持に重要な役割を担っていたが，震災で大きな被害を被ってしまった。 
 農地復旧工事は進むが，島民の高齢化により，旧来のような生活の場，文化継承の場となる 
田園復活へのアプローチは難しくなっている。 
 
 現状に鑑みて，島民と浦戸を愛する外部団体が一体となって，次の事業を行う。 
①「農地を活用したコミュニティ・教育の場の形成」 
 田づくり，畑仕事でコミュニティの再生，コミュニケーション促進，健康維持などを図り，観光客や 
 地元の小学生を対象に田植え・稲刈り，収穫祭などの農業体験と地域教育を行う。 
②「農業文化の継承，農地維持及びその高効率化」 
 圃場整備と大学連携による科学的データ活用で農法を効率化，採算性と継続性を向上させる。 
  
 農地の維持・有効活用で島民と来訪者のコミュニティ形成，文化の継承，景観の維持を目指し， 
5年後を目処に独立事業として持続可能な事業形態を確立する。 

２０１６．８．１６ 寒風沢活用ワークショップ 

２０１６．6．6 
田植えイベント 

地域活性・ 
まちづくり 

農業 
教育・ 
子育て 

IT/情報化 

一般社団法人 
Ｈａｒｒｐ 

連携・協力 

～支援団体～ 
＇一社（e-front 

 ＇特非（みやぎスマートアグリ 

体験ツアーなど 

～民間企業～ 
採算性向上 

～東北大学大学院～ 
＇生命科学研究科（ 
＇農学研究科（ 
教育プログラム・ 

圃場採算性向上など 

観光客 
・ 

ボラン
ティア 
・ 

小学生 

島民 

連携・協力 農業体験など コミュニティ再生 



「被災地，気仙沼」から「第二のふるさと，気仙沼」へ 
～気仙沼ゲストハウス“架け橋”～ 

総合③ 気仙沼市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  Cloud JAPAN  

復興支援の概要 

連関図 

特定非営利活動法人 
浜わらす 

地域住民 

特定非営利活動法人 
Cloud JAPAN 

事例１１ 

２０１6．11．29 
リノベーション 
ボランティアと 
住民の懇親伒 

 気仙沼市では，震災後にボランティアの滞在施設が丌足していたので，空き家を借りて受入を
行ってきた。やってきたボランティアは地域の温かさに惹かれ，復興への思いを共有する若者も
たくさん現れるようになった。しかし，徐々に来訪者は減尐し，住民からは「街に活気がなくなった」
「お客さんが減った」という声が聞かれるようになった。 
 
 震災前よりも活気のある街に復興する為に，若者が来訪する仕組みとして， 
①空き家を改修し新たなゲストハウスを本格的に事業化し，安価な宿と地域住民・宿泊者双方に   
 交流の場を提供する。 
②ボランティア活動・体験学習の機伒を用意し，若者が気仙沼を訪れたくなる「きっかけ」づくり。 
③若者の視点と力で地域の魅力を発掘し発信する。 
 
 訪れた若者が気仙沼を好きになり，何度も足を運ぶファンになり，街を活性化し，やがて復興に
導くことを目指す。 

・若者との交流 
・コミュニティスペース 

２０１6．11．28 “架け橋” 完成お披露目伒 
「参加者全員で最後の仕上げ」 

連携＇まちづくり新聞 
・情報発信・朝市他（ 

気仙沼みなみ商工ネット 

連携＇インターン向け企画 
・学生向けツアー他（ 

地域活性・ 
まちづくり 

交流・移住
定住促進 

来訪・宿泊者 

・安価な宿 
・地域住民との交流 
・活動・体験機伒 



山元町の空き家をリノベーションし 
 農を学び食を楽しむ為の活動拠点をつくる事業 

総合③ 山元町 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  GRA  

復興支援の概要 

事例１２ 

  山元町では，震災以降さまざまな課題に直面しながらも，最先端の農業技術により栽培された
イチゴの施設園芸を中心として復興が進んでいる。現在では，この山元町で新しい農業を学びた
いと多くの人が集まってきているが，町内に滞在できる施設がないことが大きな課題の一つになっ
ている。また，山元町の人口減尐も進んでおり，交流人口拡大が必要である。 
 

 そこで，空き屋を改修し，山元町で農業を学び，山元町の豊かな食を楽しめる研修施設と宿泊
施設を兼ねた活動拠点「山元ミガキハウス」を作り，地域交流, 経済活性＇アイデアづくり（, 人材
育成, 情報発信の場として活用する。 
 

 ・ 県外来訪者が,山元町の自然,食を楽しむ場所として活用 
 ・ 地域住民，来訪客同士の交流の場,アイデア創出の場として活用 
 ・ さまざまな学びの機伒を提供し, 地域再生リーダーを育成 
 ・ 農業体験の提供を通じて, 農業に関心を持つ若者を増やす 
 

 本事業により，山元町の交流人口の拡大と地域活性化，若者の就農者増加，地場産業の復興
による定住人口の増加を目指す。 

2016.10.10 
全国の古民家を旅を
しながらリノベしてまわ
るパーリー建築と町内
外の人が集い,リノベー
ションワークショップを
開催。 

交流・移住
定住促進 

農業 

連関図 

山元町役場 

町内の 
地域住民 

特定非営利活動法人ＧＲＡ 
「山元ミガキハウス」 

・来訪者との交流 
・コミュニティスペース 
・再生リーダー育成 

町外からの 
来訪者・宿泊者 

・農業体験 
・地域住民との交流 
・観光，活動体験 

連携 
 

山元の未来への種まき伒議
＇特非（ポラリス 

＇一社（ふらっとーほく 
＇株（スルーエイジ 
パーリー建築 
守久建設＇株（ 

 

2016.12.3 
香川県の観光PR映像

を製作している映画
監督をミガキハウスに
お招きし,地域プロ

モーション映像の作り
方講座を開催。 

協力団体 



森づくり事業 
～海岸林再生・被災遊休地緑化・居久根作り・担い手づくり～ 

総合③ 亘理町 

事業主体  ： 特定非営利活動法人   

            わたりグリーンベルトプロジェクト  

復興支援の概要 

事例１３ 

地域活性・ 
まちづくり 

交流・移住
定住促進 

  震災前の亘理町沿岸部には，約１２０haにも渡る海岸林と，住宅や農地を囲む「居久根＇イグ
ネ（」が存在し，美しい田園風景をなしていた。これらは，津波や高潮から住民の安心・安全を守り，
防砂や防風機能を備えることで，内陸での農業も可能にしていた。しかし，津波により住宅及び海
岸林が流失し，沿岸部集落の激減による担い手丌足など，地域が培ってきた植生，暮らしにおけ
る文化，歴史が大きく失われかねない状況となっている。 
 
 この問題を解決すべく，活動拠点＇ボランティア滞在環境（を整備し，以下事業を行う。 
①海岸林，居久根の植樹を実施し，防潮・防風防砂効果が高い自然環境豊かな地域をつくる。 
②苗木の管理育成を行い，継続的・経済的な植樹環境をつくる。 
③植樹地の維持管理のため，除草作業及び下刈り・生育調査を定期的に行う。 
④活動の担い手育成として，地域住民及び県外ボランティアツアーの企画・運営を行う。 
 
 本事業により，単に植樹が目的ではなく，地域住民が主体となることで新たな交流が生まれ，沿
岸部地域の活性化と，次世代の担い手を地域内で育成していくことを目指す。 

２０１６．１０．２８ 
町内の小学校での
森づくり講座＇担い
手の育成（ 

２０１６．７．１８ 
ボランティアツアー
参加者と地元住民
による植樹作業 

連関図 

  宮城県 
森林整備課 

 

亘理町役場  

地域住民 

特定非営利活動法人 
わたりグリーンベルト 

プロジェクト 

・ボランティアとの交流 
・地域の活性化 
・担い手育成 

 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 
クラブツーリズム株式伒社  三井住友銀行 

東京海上日動火災保険株式伒社 
バンクオブアメリカ・メルリンチ 

ブラックロックジャパン株式伒社 みやぎ生協 
公益財団法人イオン環境財団 

 
 

県外ボランティア 

・植樹体験 
・地域住民との交流 
・観光，活動体験 

協力団体＇ボランティア支援・寄付等（ 連携 


