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すばらしいみやぎを創る協議会
１. 安全で安心なまちを創る運動

《４つの県民運動》 ３. 美しい生活環境を創る運動

すばらしいみやぎを創る運動
イメージキャラクター

２. 心の通い合う地域を創る運動
４. 地域文化を大切にする運動

優秀賞

面瀬・上沢三区自治会
（気仙沼市）

最優秀賞

寺前コスモス会
（角田市）

花のあるまち
ぎ
や
み

コンクール

優秀賞

上郡山自治会館運営委員会
（白石市）

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！
！
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【県民運動】

【県民運動】

平成28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

～地道に重ねる活動が心をつなげる～
大沼氏の紹介
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大沼 廣志 氏（蔵王町）

歩み寄る気持ちが大切

森地区コミュニティ推進協議会とは

デザインした
花壇

活動概要

小妻坂区は、
３３０世帯あるうち、
約１５０世帯は昔から住んでい

特色を学んだことがきっかけで、蔵王町でも「花いっぱいコンクー

る人々、残りの約１８０世帯は別荘地などに住む人々で構成され、

ル」を開催するようになりました。蔵王町のキャラクター「ざおうさ

他地域から移り住む人が多いのが特徴となっています。別荘地に住

ま」を花でデザインした花壇ができるなど、
各地区の特色が出るよ

む人の中には「近隣との関わりが面倒だ。」という方もいますが、
何

うになり、
ますます花づくりを楽しめる機会になったのではないかと

年も顔を合わせているうちに自然と気心が知れていき、
気軽に色々

思っています。

人々が利用するバス停前に、新たに花壇を設けて花を植えたとこ
ろ、
「心が和みます。」などの嬉しい声があり、
花壇づくりに協力して
くれた地元の人々には大変感謝しています。歩み寄る気持ちがあ
れば、
時間はかかっても心はつながると思います。

蔵王町を花でいっぱいにしたい
蔵王町では、
すばらしい蔵王町を創る協議会の事業「クリーン蔵
王町デー」による年２回の清掃活動や、
「花いっぱい運動」による緑

平成28年度すばらしいみやぎを創る運動功績者

子ども達も担い手の一員
私達の地区では、毎年防災訓練と消防訓練を行っていますが、
小・中学生にも担い手の一員として参加してもらいます。防災訓練

させてくれるのだと思います。
このお祭りでは、
はっと汁を販売するために毎年「はっとレディース

うのが恒例となっていた地域に根ざした踊りでした。時代が変わる

隊」が結成され、
各地区のお母さん達がメンバーとして集まります。

につれて踊る機会も減っていき、
この地域の「おいとこ踊り」を残し

はっと汁の講習会が開催され、
粉から練る方法からだし汁の取り方ま

いたことは、
いつか役に立つ日がくると思います。

たいとの思いから、
平成２年より
「伊達なおいとこ踊り宮城大会」を

で学ぶとともに、
お母さんたちの交流の場となり、
次の世代にはっと

開催し、
今回で２６回目を迎えました。お嫁に行った人たちが嫁ぎ先

汁の作り方が受け継がれていく仕組みになっています。

の地域でおいとこ踊りを広めたこともあって、
様々な地域から大会
へ出場して下さる方が増え、
「おいとこ踊り」を通じて他地域とのつ
ながりが深まっているのは大変嬉しいことです。

たき火にあたりながら初日の出を待
つ人々

【県民運動】
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「元旦あるけあるけ大会」
で友人や親
戚家族と歩く様子

森地区の頼れる実働部隊
「森風おこし行動隊」
私たちの地域には「森風おこし行動隊」が組織されています。各
地域から推薦された幅広い年代の隊員たちは、
それぞれの得意分

地域活動で培った人脈を活かす
私は、
様々な団体に所属して活動していく中で、
多くの人と親し

とで「花いっぱい運動」の機運を高めたいと立て直しを図りました。

町内会や各団体において事務を担当してくれる人を見つけるのは

花壇を手入れする私達の姿を目にした地域の人々から「私達も協

大変ですが、
これまで培った人脈を活かして、会社や役場を退職し

力したい」との申し出を受け、一緒に花の植栽活動を行うように

た人に積極的に声をかけ、
運営に協力してもらっています。
一時は体調を崩し、
区長として活動することが厳しい状況になり
ましたが、
地域の人々が支えてくれたおかげで続けることができま

地区住民が運営する屋台には来場者が溢れ，
大盛況です

住民手づくりのお祭りを開催！

野を活かしながら地域イベントの準備を積極的に取り組んでくれる
とても頼もしい存在です。毎年元旦に開催している「元旦あるけあ
るけ大会」では、
朝６時に森公民館をスタートして８㎞ほど歩き、
お

「伊達なおいとこ踊り宮城大会」では、数多くの屋台を出店して

寺の境内でたき火にあたりながらお茶を飲んで初日の出を眺める

いるのですが、
すべて地域の人たちで運営する手作りのお祭りと

のが森地区住民の風習となっています。この行事でも「森風おこし

なっています。たとえば屋台では、
ＪＡ青年部は焼き鳥と焼きそば、

行動隊」が中心となり、
たき火の準備やテーブル運び、
お茶出し等

婦人会でははっと汁と焼きおにぎり、森風おこし行動隊はイカの

をやってくれるので、
運営側である私達は、
心に余裕をもって取り組

ぽっぽ焼きとげそ揚げ･･･というように業者顔負けの豊富なメ

むことができ、
感謝しています。

長年同じ活動を続けているとマンネリ化して目的が分からなくな

した。地域づくりは地道な活動ですが、
交流の場となり、
人脈を広げ

ニューの屋台が立ち並び、
来場者の中には、
屋台の食事を楽しみに

ることもあります。そんな時には活動を見直し、
「変化」をつけて軌

る貴重な機会になります。若い世代の方にも参加してもらい、
地域

参加している人も多くいます。また、
地域の人たちは、
テント設営や

ちろんのこと、
お正月に帰省した人達が家族を連れて参加するなど、

道修正することも必要だと思います。

の人々との絆を深めるきっかけにしてもらいたいです。

椅子を並べる等、
大会の準備を積極的に協力してくれるので、
「自

地域の人々が顔を合わせて交流を深める機会となっています。

平成28年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（個人）／敬称略

内海 勝行（気仙沼市）、小鴨 圭吾（角田市)、小林 喜一郎（七ヶ宿町）、坂田 俊夫（角田市）、佐藤 正儀（気仙沼市）、鈴木 亮（登米市）
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分もお祭りに関わっている」という思いが、
さらに楽しいものに感じ

栓を開け、
放水する体験をしています。何年も長い時間をかけて繰

くなり、
中には「友達」と呼べるほど信頼関係を築いた人もいます。

域の人々が自発的に活動してくれるようになりました。

伝統芸能を通じて地域の輪を広げよう

り返し訓練を行い、
身につけることは大切なことです。一度身につ

各行政区への花苗配布を廃止し、
町内４箇所に花壇を設置するこ

なってから１１年が経ちました。現在では各行政区の行事として、
地

子どもと親だけでなく、おじいちゃんやお
ばあちゃんなど親子三世代が参加すること
も多いなわとび大会では、年齢層ごとに飛
ぶ「なわとびリレー競技」などが行われ、ス
ポーツを通じて幅広い世代がふれあう機会
となっています。

会長 鈴木 香 様、森公民館長 米倉 紳児 様にお話を伺いました
元々、
「おいとこ踊り」は、
登米市内の３地区に広がったもので、
結

約４０年前から柴田町にお住まいになり、
地域の人々と交流を持ちたいとソフトボール協会に加入したこと
がきっかけで、
昭和５５年から船岡地区子ども会育成会に関わり、
平成１２年には会長に就任されました。
以後平成１５年からすばらしい柴田町を創る協議会長、
柴田町第７Ｂ区行政区長等を歴任し、
地域住民と
行政機関との架け橋となって、
地域づくりにご尽力されています。

すばらしい柴田町を創る協議会では、
平成１８年から、
それまでの

元日の朝 6 時 に 地 区住 民 が 公民 館 に 集合
し、年頭の挨拶を交わしながら約8km歩い
て、お 寺 の 境 内で 初日の出を拝 む 行 事 で
す。家族での参加はもちろんのこと、お正
月で帰省した懐かしい顔ぶれが揃うお正月
の風物詩となっています。

婚式やお正月、
宴会などの地域の人達が集まる機会に、
皆で踊り合

半澤 正孝 氏（柴田町）

活動を見直すには
「変化」
が必要

登米市内3地区に伝わる伝統芸能「おいとこ踊
り」を後世に残すために開催したのがきっかけ
でしたが、現在では栗原市や大崎市のほか、岩
手県からも多数出場され、それぞれの地域で
独自に踊り継がれてきた芸能文化を楽しめる
大会となっています。

元祖親子なわとび大会
【昭和50年～現在】

元旦あるけあるけ大会
【昭和50年～現在】

では、
児童委員と中学生がグループとなって、
高齢者等の安否確認

【個人の部】受賞者紹介

半澤 正孝 様にお話を伺いました

奥州森邑十三講秋祭り『伊達なおいとこ
踊り宮城大会』【平成２年～現在】

※下記の他にも多数の催しを開催しています。

をしたり、
消防訓練では、
消防団が先導しながら子どもたちが消火

～柴田町の花のあるまちづくりに尽力～
半澤氏の紹介

～地域住民がひとつになるお祭り～

昭和５２年に設立。平成２６年４月から森公民館の指定管理者として地域の活力拠点である公民館の
機能充実に努め、
地域コミュニティ活動のほか、
住民の健康づくりや生きがいづくりなどにも活用しや
すい拠点を目指し、
運営に当たっています。

化活動を積極的に行っています。角田市へ視察に行き、
他の地域の

な話しができるようになったことはとても嬉しいです。別荘地の

【団体の部】受賞者紹介

森地区コミュニティ推進協議会（登米市）

地域の人々に懇願され、
遠刈田小学校ＰＴＡや遠刈田地区子ども会育成会役員への就任のほか、
平成１３年度から蔵王町小妻坂区役員（平成１４年度から区長）、
すばらしい蔵王町を創る協議会
会長を歴任し、
地域住民と行政機関との架け橋となって、
地域づくりにご尽力されています。
ざおうさまを

大沼 廣志 様にお話を伺いました

平成28年度すばらしいみやぎを創る運動功績者

動」
う地域を創る運
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大
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今年の参加者は１０５名にものぼり、
見慣れた地元の人たちはも

平成28年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（団体）

気仙沼市民憲章推進協議会松岩地区部会（気仙沼市）、多賀城市多賀モリ会（多賀城市）、若林区荒浜生活学校（仙台市）
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T O P I C S
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
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）

【県民運動】

運動」
う地域を創る
「心の通い合
の活動
動」
運
る
創
を
環境
「美しい生活

すばらしいつやまを創る協議会

明るく、住みよく、安全で安心な地域社会をめざして

第50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～

（登米市津山教育事務所内）

県との共催により、今年度で５０回を迎えたすばらしいみやぎを創る運

「南三陸町の復興を願い、花を通じて応援しよ

登米市津山町内の仮設住宅２箇所においてパン

う !」をテーマに角田市民ボランティアを募り、南三

ジーやビオラ、葉ボタン等の鮮やかな花をプラン

陸町内の災害公営住宅に出向いて花の植栽活動を

ターや花壇に植栽し、仮設住宅入居者と地元住民

行いました。花の寄せ植えをしながら地域住民の

の交流を深めました。

動「県民のつどい」を平成２８年１１月１５日にホテルメトロポリタン仙台
で開催し、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２４１
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８名・
４団体と今年度のみやぎ花のあるまちコンクール入賞団体に表彰状と記

方々と交流し、花による癒やしの空間作りをお手伝

鎌田会長より受賞者に表彰状を授与

念品を贈り、
その栄誉を称えました。
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、立正

いしました。

大学文学部社会学科教授の小宮信夫様からご講演をいただきました。
小宮教授が提唱する「犯罪機会論」は、
「なぜ犯人はこの場所を選んだ
のか」に着目する考え方で、犯罪者が好む環境「入りやすく、見えにくい
場所」について映像を見ながら実例を挙げてご説明いただきました。効
果的な防犯パトロールの方法として、周囲が木々に囲まれ、人から見えに
立正大学文学部社会学科教授 小宮信夫様
の記念講演

くい公園や、泥棒が車で立ち寄りやすい駐車場などの「犯罪者が潜みや
すい場所」を積極的に見回ることが重要であること等を学びました。
引き続き行われた活動紹介では、
「地元のために主体的に活動する若
者たち」と題して、特定非営利活動法人底上げ理事の成宮崇史様から、

安全・安心まちづくり県民運動を行っている団体に
防犯用品の貸与を行いました

高校生が地域づくりに取り組む「底上げYouth」についてお話をいただ

【県民運動】

の活動
動」
なまちを創る運
「安全で安心

きました。気仙沼市の高校生が郷土愛を育みながら主体性を培っていく
事業として、気仙沼が発祥と言われる「恋人」という言葉の歴史を学んで
観光パンフレットを作成し、高校生自らが観光ツアーを案内する事例な
特定非営利活動法人底上げ理事 成宮崇史様
の活動紹介

どをご紹介いただきました。

地域づくりに取り組む推進委員の資質向上を図る

平成２８年度すばらしいみやぎを創る運動推進委員研修会
栗原市若柳地区防犯協会連合会では、銀行前で特殊詐欺
被害防止への啓発活動を行っています。
パトロール
防犯

防

ール
トロ
犯パ

地域づくりに取り組む推進委員の資質向上を図るため、平成２８年

気仙沼市民憲章推進協議会では、市内の仮設住宅や災害
公営住宅において防犯パトロールを実施しています。

平成28年度は、ジャンパー351着と腕章263個を
下記14団体に貸与しました

８月２６日に山元町中央公民館で、平成２８年９月２９日に登米市中田
生涯学習センターで「すばらしいみやぎを創る運動推進委員研修会」
を開催し、推進委員１０３名が参加しました。

防犯

パト
ロー

防犯

ル

今回は「小規模集落元気大作戦！と山元町新市街地のコミュニティ

〇すばらしい角田を創る協議会

〇大河原町防犯協会

づくり」と題して宮城大学山元復興ステーション特任調査研究員の橋

〇かわさきっ子応援団

〇塩竈市防犯協会連合会

〇名取市防犯協議会

〇岩沼市安全・安心まちづくり懇談会

本大樹様からご講演をいただきました。高齢化率４０％以上、５０世帯

〇亘理町防犯協会

〇すばらしいやまもとを創る協議会

〇松島町防犯協会

〇七ヶ浜町防犯協会

はじめ、被災により一からまちづくりを進めている山元町新市街地で

〇すばらしい大衡を創る協議会

〇栗原市若柳地区防犯協会連合会

〇すばらしいみやぎを創る登米市連絡協議会

〇気仙沼市民憲章推進協議会

のコミュニティづくり等の事例についてお話をいただきました。

山元町で開催した研修会の様子

以下の兵庫県内小規模集落で実施した地域活性化への取組事例を

登米市で開催した研修会の様子
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みやぎまちづくり情報紙

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」

犯罪のないみやぎ
安全・安心まちづくり県民運動

し、
平成29年1月25日（水）仙台市で「宮城県生活学校運動50年記念大会」

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。

て、
これまでの歩みを振り返りました。

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・安心まちづくり活動リーダー養成講座」を開催しました。
第 1 回：平成 28 年 9 月 29 日（木）村田町沼辺地区公民館
第 2 回：平成 28 年 11 月 30 日（水）仙台市民会館

宮城県生活学校運動50年記念大会

豊かな地域社会づくりに取り組む「宮城県生活学校運動」の50年を記念
を開催しました。会員など約150名が参加し、
記念講演や実践発表などを通じ
◆記念講演
公益財団法人あしたの日本を創る協会理事 金森房子 氏
演題「動けば変わる変えられる～地域と共に更なる活動をめざして～」
◆実践発表
１「食品ロスの削減」実態調査と啓発活動（角田市生活学校）
２ 地域と関わりを持った活動について（仙台市人来田生活学校）
３ 復興支援活動と環境問題への取り組み（栗原市築館生活学校）

山田副知事

祝辞

当日は、｢犯罪機会論｣や
「地域安全マップ」
に関する講義の後に、
参加者による、まち歩きとマップ作りが行われ、｢犯罪が発生しやす
い場所｣を判断するための視点が養われました。
※当講座は、宮城県と市町村の共催により開催しています。開催を
記念講演

希望される場合は、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。

｢犯罪機会論｣
とは…

犯罪者は、犯罪がうまくいきそうな場所を探した上で犯行に及ぶため、そうした場所を除去し
たり、そうした場所に近づかないようにすることにより、犯罪を防止しようとする考え方です。
具体的には、
「入りやすい場所」
・
「見えにくい場所」が｢犯罪が発生しやすい場所｣とされてい
ます。
｢地域安全マップ｣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。

実践発表

記念パーティー
（若林区荒浜生活学校）

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

角田市

南岡行政区

宮城県南部に位置する角田市は、昭和33年10月に市制

Check！
！

「入りやすい場所」
・
「見えにくい場所」
とは…
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、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。

施行し、来年10月に60周年を迎えます。豊かな自然、農産
物等の食材、四方山や高蔵寺等の観光スポット、伝統・文化
などの多くの地域資源に恵まれ、総面積約148ｋ㎡の中に、
角田市には93の行政区が設置されており、主にこの行政

状況にありました。このことから、住民の間では新たな集会

区を単位として自治会が組織されています。南岡行政区

施設建設への要望が強く、以前より、建設費用の積立てを

は、住民の生活環境の保全や福祉の増進、地域の文化等の

行ってはいたものの、建設予定額に至るまでには相当の期

向上のため、新年会や夏まつり等の開催、定期的な清掃活

間を要するため、平成28年度コミュニティ助成事業を活用

動の実施のほか、高齢者のひきこもり解消のためのサロン

し、コミュニティ活動の拠点として、また防災拠点としての

を開催するなど、住民間の交流を深めながら地域に密着し

新たな集会施設の建設と必要な備品の整備を行いました。

た活動を行っています。
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 壁 になって お
り、
「見えにくい場所」
です。

乗り捨てられたオートバイ
が放置されており、心理的
に
「見えにくい場所」
です。

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。
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落成式の様子

約3万人の市民が暮らしています。

これにより、子どもから高齢者まで誰もが安心して利用

南岡行政区の集会施設は、昭和29年に建設され、これら

できるようになったことから、住民の利用頻度は高まり、集

の活動の拠点として活用されてきました。長年にわたって

会施設を使用する高齢者サロン等のコミュニティ活動も

住民から大切にされ、親しまれてきた施設でしたが、還暦を

益々充実しています。

過ぎ、劣化が激しく、高齢者や障害のある方には使い勝手

今後もこの集会施設を最大限活用し、様々なコミュニティ

が悪く、また和式トイレのため子どもたちや女性からも使用

活動を行うことで、安全・安心な地域づくりにつなげていき

を敬遠され、様々なコミュニティ活動に弊害を及ぼしている

たいと考えています。

（角田市総務部政策企画課作成）

7

あなたのまちの
コミュニティづくり
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。

一般
コミュニティ
助成

コミュニティ
センター
助成

青少年
健全育成
助成

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。

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。

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。

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。

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。

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。

名取市
（増田中央町内会）

美里町（起谷行政区）

白石市（わんぱく少年教室）

宮城県環境生活部共同参画社会推進課
本事業に
関する
お問合せは

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。）
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