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花づくりや緑の育成を奨励すること

みやぎ
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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19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】

平成26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

～伝統芸能を通じて生まれた強い絆～
村岡氏の紹介
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村岡 賢一 氏（南三陸町）

【県民運動】

平成26年度すばらしいみやぎを創る運動功績者

涌高ふれあい隊（涌谷町）

涌高ふれあい隊とは

約10年前、
地域の方々からの声を受け、
地域に貢献できることはないかと生徒会と風紀委員が中心と
なって学校周辺のゴミ拾いやあいさつ運動を行ったことがきっかけで活動が始まりました。現在は、
学校
全体で地域の方々と積極的に交流を図り、
様々な活動で地域に貢献しています。

村岡 賢一 様にお話を伺いました
活動の中心は子ども達

涌高ふれあい隊
の概要

参加してもらえないかとお声がけいただくようになりました。その

行山流水戸辺鹿子躍保存会の発足当時は、
大人だけで活動して

中で、高校生のメンバーとともにアメリカのメジャーリーグの開会

いましたが、地域の小学校の先生から「子ども達にも教えてほし

式で躍りを披露する機会をいただいたのですが、
そのような大舞台

い。」と依頼があったことをきっかけに、
小学生にも躍りや太鼓の指

でも堂々と立ち振る舞う子ども達の姿がとても印象に残っていま

導を行うようになり、
現在では卒業式に５年生が躍りを披露して卒

す。色々な場所に出向いて経験を積むことは、
子ども達の自信につ

業生を送りだすようになりました。イベント等に参加する際は、
小学

ながり、
それが躍りにも現われてきているなと感じています。

生に加え中学生・高校生もメンバーに加わり、子ども達が中心と

んでいけば良いことがある。」と伝え続けています。伝統芸能を通じ

活動拠点にしていた施設が東日本大震災の津波で流され、
一時

て共に活動を続けてきたことで目に見えない強い絆が生まれ、
長く

は全てを失ってしまったと落胆しましたが、
その後太鼓が奇跡的に

地域の人たちと一緒に

活動を続けてきたことで、
大人になった教え子とお酒を酌み交わせ

私達「涌高ふれあい隊」は、
涌谷高校の生徒だけではなく、
地

発見され、
全国の方々から衣装を支援いただいたりして、
活動を継

るようになりました。世代を超えた交流や人間関係を築けたことが

域の方々と連携・協力しながら活動を行っていることが大きな

続することができました。ご支援いただいた多くの方々には大変感

この活動に取り組んできた私にとっての良いことのひとつです。こ

特徴です。涌谷町の黄金地区が中心となって行われている高

れからも子ども達と共に鹿子躍を守り、
次世代へ継承していく活動

校前の国道、通称「天平フラワーロード」沿いの花壇の整備活

を続けていきたいと思います。

動をする際には、
自治会の方々から、
植栽の仕方や花壇の整備

謝しております。
私達の活動がテレビで放映され、
日本各地や海外からイベントに

平成26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

～気仙沼市の花のあるまちづくりに尽力～
小野寺氏の紹介

【県民運動】
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を
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方法を教わっています。
土を触るなど、普段の生活ではできない体験ができたり、地
域の方々と作業を通じてふれあえる貴重な機会であると感じて
います。

小野寺 亀喜 氏（気仙沼市）

なって聞き入っている姿に触れることができ、
やりがいを感じて
います。こうした活動は、
私達の視野を広げ、
将来の進路を考え
る良い機会にもなっており、保育士になることを希望する生徒

心に残る思い出

国道45号線気仙沼バイパスでは、
平成6年度から花壇の整備

平成20年に気仙沼市が「都市緑化及び都市公園等整備・保

が始まり、
今では総延長4.3ｋｍにも及ぶ花壇に、
サルビアやベコニ

全・美化運動における都市緑化功労者国土交通大臣表彰」を受

アなどの鮮やかな花々が咲き誇り、
道行く人々の心を和ませていま

賞しました。その授賞式に、私が代表として出席させていただい

す。この花壇は、
地域の各自治会が中心になって、
植栽、
除草、
整備

たのですが、長年続けてきた活動が認められ、気仙沼市民として

作業を主体的に行っているので、
地域内の連携が非常に重要です。

大変誇りに感じました。花や緑の育成を通じて、市民同士の絆が

私は、松五自治会長と市民憲章推進協議会長を兼務しておりまし

深まり、
まちづくりの輪がさらに広がるよう、
そして、東日本大震災

たので、
地区の集まりやイベントの際には、
参加の呼びかけを行い、

からの1日も早い復興に向けて、今後も活動を続けていきたいと

できるだけ地域の人々に情報が行き届くように心がけていました。

思います。

平成13年は宮城県で「新世紀・みやぎ国体」が開催されたことに
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進路を考えるきっかけに
た絵本の読み聞かせ活動では、子ども達の輝く表情や夢中に

小野寺 亀喜 様にお話を伺いました

より、
気仙沼市においても「花と緑で選手を迎えよう！」とさらに活動

平成２６年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（個人）

が盛り上がり、
現在では、
2,000人以上の地域の方々に参加いただ

鈴木

くようになりました。

絵本の読み聞かせ活動

保育園や幼稚園に出向いて行っている子ども達を対象とし

平成9年以降、
気仙沼市民憲章推進協議会松岩地区部会長、
気仙沼市民憲章推進協議会会長、
また、
平成25年か
らは同協議会顧問を歴任。市民憲章で掲げる「海と緑の美しいまちづくり」の実現に向けて、
花壇への植栽活動や
「花いっぱいコンクール」、
「花のみち45」等のイベントに携わり、
緑化活動に推進してこられました。

みんなでつくる「花のみち45」

など

生徒会長の石川 靖 様、顧問
（教諭）
の濱中 一道 様にお話を伺いました

子ども達には、
「小さなことでもいいから地道に一生懸命取り組

経験の積み重ねが自信を育む

●活動メンバー：涌谷高校の全校生徒
●主な活動概要
・学年単位またはクラス単位による学校周辺から涌谷駅周辺の清掃活動
・保育園や幼稚園での絵本の読み聞かせ活動
・地域のライオンズクラブ会員の方々と連携した公民館周辺の清掃活動
・ＪＲ職員の方々と連携した涌谷駅前での乗車マナーアップの啓発活動
・警察署や防犯団体の方々と連携した大型スーパー店頭での万引き防止の啓発活動
・自治会の方々と連携した花壇の整備や清掃活動
・小学校や児童クラブでの小学生への書き初め指導
・地元の特産物を使用したお菓子の製作・配布活動

活動を通じて得たもの

なって活動しており、
とても頼もしい存在です。

【団体の部】受賞者紹介

～涌谷高校生徒による
地域に根ざしたボランティア活動～

ぎょうざんりゅうみとべししおどり

300年以上前から伝わる行山流水戸辺鹿子躍の供養碑が昭和57年に発見されたことをきっかけに、
この伝統芸
能を復活させようと平成３年に行山流水戸辺鹿子躍保存会が発足しました。村岡氏は、
保存会の発足時から積極
的に活動され、
現在では地域の子ども達への鹿子躍の指導を通じて、
伝統芸能の継承に努められるとともに、
震災
後は、
国内外でのお祭やイベント等で躍りを披露するなど、
他地域との文化交流を深める活動もされています。ま
た、
保存会の活動以外でも戸倉地区コミュニティ推進協議会会長、
すばらしい南三陸をつくる協議会会長を務めら
れ、
地域活動に貢献されています。

動」
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貞雄 氏（登米市）

も出てきています。

地域の人の温かさに触れる
登下校時などには「昨日は花の植栽ご苦労さま。」、
「掃除し
地域の方々から御指導をいただきながら花壇の整備を行っています。

涌谷町の特産物をアピール！
町の特産物をアピールする町のイベントでは、
ほうれん草を
使用したクッキーを手作りし、
来場者の方々に配布しました。刻
んだほうれん草を練り込んだクッキーはまるでチョコチップのよ
うであり、
「クッキーの甘さとほうれん草の苦味が調和して美味
しい。」と、
イベント参加者にも好評でした。

てくれてありがとう。」と地域の方々がよく声をかけてください
ます。私達の活動は、
地域の方々に温かく見守られているのだ
と実感しています。これからも地域と連携した活動を更に広げ
ていきたいと思います。

平成26年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（団体）
・角田祭ばやし保存会
（角田市）
・仙台市天神沢生活学校
（仙台市）
・西根ボランティア友の会
（角田市）
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T O P I C S
【県民運動】

すばらしいみやぎを創る協議会では、率先して復興支援 「心の通い合う地域を創る運運動動」」
を創る
しい生活環境
活動に取り組む関係団体へ活動費の助成を行いました。「「美安全で安心なまちを創る運動」の活動
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）

すばらしい南方を創る協議会

（登米市南方総合支所市民課内）

明るく、住み良く、安全で安心な地域社会を目指して

第48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～

角田市民ボランティアが気仙沼市内の仮設住宅に

登米市南方町西郷地区の公民館において、
地区住

今年度で第48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

出向いて、
仮設住宅の方々と協力しながら深型のプ

民や南方仮設住宅入居者を対象とした自主防災

26年11月14日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

ラ鉢にテッポウユリやスカシユリの球根を植栽しまし

リーダー養成研修会を実施し、地域の防犯力を高

ダーや防犯団体関係者など約230名が参加しました。冒頭の表彰式では、
長年本

た。その後は、
集会所において参加者同士の交流を

めるとともに、
避難している被災者との交流の場を

運動に功績のあった3名・4団体と本年度の「みやぎ花のあるまちコンクール」の入

深めました。

設けました。

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。

鎌田宏会長より受賞者に表彰状を授与

活動紹介では、
方言を語り残そう会の伊藤恵子様よりお話をいただきました。方

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）

仙台市小学校長会

（仙台市立立町小学校内）

言を語り残そう会では、
方言を語り継ぐために「名取方言かるた」を作成し、
仮設住
宅への訪問活動の際には「かるた大会」の開催をはじめ、
クリスマスやお正月、
節分

方言を語り残そう会 伊藤恵子様の活動紹介

のイベントを行うなど、
仮設住宅の方々に寄り添った活動をご紹介いただきました。

登米市津山町内の仮設住宅において、
南三陸町か

震災時に津波によって被害を受けた荒浜地区の手

らの仮設住宅入居者と地元住民との交流を深めよ

助けをしたいと、
南小泉小学校児童が１人１鉢ずつ

引き続き行われた記念講演では、
「みんなで育もう！地域の安全力！」と題してうさ

うと、
プランターへ花苗の寄せ植え作業を行い、登

種を蒔き、
育て、
収穫した綿花を荒浜地区の方々に

ぎママのパトロール教室の安全インストラクター武田信彦様からご講演をいただき

米市津山町内の仮設住宅へ花を提供しました。

寄贈するとともに、児童が荒浜地区の綿花畑に出

ました。防犯パトロールを行う際の注意点として、
知らない人との距離感は新聞紙1

向いて雑草取り等の作業を行いました。

枚を目安とし、相手が腕をのばしても届かない距離を保って話をすること、防犯ブ
ザーを使用するときには、
音を鳴らしたままブザーを放り投げることで相手の気を
そらし、
その隙に逃げることが身を守ることなどをお教えいただきました。

安全・安心まちづくり県民運動を実施している団体を
【県民運動】
動」の活動
なまちを創る運
「安全で安心
対象に防犯用品の貸与を行っています。
平成26年度は、下記17団体に反射材付きのジャンパーを
合計474着貸与しました！
●白石市防犯協会連合会

●すばらしい角田を創る協議会

●大河原町防犯協会

●村田町防犯協会

●かわさきっ子応援団

●塩竈市防犯協会連合会

●多賀城市防犯まちづくり推進協議会

●岩沼市安全・安心まちづくり懇談会

●亘理町防犯協会

●すばらしいやまもとを創る協議会

●七ヶ浜町防犯協会

●富谷町防犯協会

●すばらしい色麻を創る協議会

●栗原市若柳地区防犯協会連合会

●すばらしい涌谷を創る協議会

●東松島市まちづくり推進協議会

●気仙沼市民憲章推進協議会

うさぎママのパトロール教室 安全インストラ
クター武田信彦様の記念講演

地域づくりに取り組む推進委員の資質向上を図る

平成26年度すばらしいみやぎを創る運動推進委員研修会
平成27年2月6日に登米市中田生涯学習センターにて、
平成
27年2月12日に大河原合同庁舎にて「平成26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約100名が参加しました。
はじめに行われた基調講演では、
「みんなで支え合う地域づ
くり」と題して、宮城大学事業構想学部事業計画学科の助教
鈴木孝男氏からご講演をいただきました。日本の人口減少に伴
う高齢化の現状を踏まえ、変化している地域コミュニティの役
割について事例を挙げてお話をいただきました。
テーマ
「みんなで支え合う地域づくり」
についての講演

ワークショップでは「地域の課題を出し合って解決
策を考えよう！」をテーマに「地域の課題」について意
見交換を行い、今後の地域活動の方向性を議論する
村田町防犯協会では、警察署等の関係機関と連携し、
町内の幼稚園や保育園において防犯教室を行っています！
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富谷町鷹乃杜町内会では、安全で安心な地域づくりを
目指して、定期的に防犯パトロールを実施しています！

機会となりました。
ワークショップ開催の様子
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みやぎまちづくり情報紙

犯罪のないみやぎ
安全・安心まちづくり県民運動

食品ロス
削減に
向けて

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」

平成26年度宮城県生活学校運動大会を開催
平成27年1月27日（火）東京エレクトロンホール宮城にて「平成26年度宮城県生活学
校運動大会」が開催され、
生活学校関係者約100名が参加しました。
「食品ロス削減にむ

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

けて」をテーマに農林水産省東北農政局 経営・事業支援部事業戦略課長 松嶋喜昭 氏

運動を推進しています。

より、
国が推進している食品リサイクルの現状と今後の課題等について講演をいただきま

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

した。

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

引き続き行われたパネルディスカッションでは、下記の3名をパネリストに迎え、
テーマ
「みんなで減らそう！食品ロス削減」と題し、
活発な意見交換や質疑応答が行われました。

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

※パネルディスカッション

り県民運動を進めていきましょう。

パネリスト

・農林水産省東北農政局 経営・事業支援部事業戦略課 松嶋喜昭 氏
・みやぎ生活協同組合 生活文化部長・くらしの安心サポート部長 小澤義春 氏

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。

・宮城県生活学校連絡協議会副会長 久我節子 氏

第 1 回：平成 26 年 8 月 1 日（金）塩竈市公民館
第 2 回：平成 26 年 10 月 23 日（木）松島町役場
講座では、
「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、
地域安全マップ作成の正しい知識を学び、
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。

地 域 安 全 マップ とは

みやぎ生協の取組を紹介する
小澤氏

きを行い、
その場所を地図にまとめたものです。
景色に潜む危険性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は、
地域社会への関心や、
近隣住民との絆を高める効果が期待されております。

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

『名取市 野来町内会』
名取市（人口約７万6千人）は、宮城県の中央に位置し、北

「入りやすい場所」
、

とは…
Check 「見えにくい場所」

誰もが簡単に入ることができる駐
車場や公園などは、
犯罪者も簡単に入ることが
できるため、
「入りやすい場所」とされています。
また、
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は、周
囲の目が行き届いておらず、
心理的に「見えに
くい場所」とされています。

を兼ねた芋 煮 会など
を実施しております。
ま
た、
地区公民館行事の
高舘公民館長杯球技
大会や地区民体育大
会に積極的に参加を
しています。しかし行

卓球愛好会の方々の様子

は仙台市、
南は岩沼市、
西は村田町と接し、
東は太平洋に面し

事計画を立て予算措置を講じているものの、
会員数の増加の

ています。西部には高舘山や五社山が連なる丘陵地、東部に

停滞や会員の高齢化などにより財政事情が厳しいことから、

は閖上海岸、
そして、
名取川・阿武隈川の両水系に囲まれた肥

諸政策の遂行に必要な備品を整備すべく、
平成２５年度コミュ

沃な名取耕土が広がるとともに、温暖な気候に恵まれるなど

ニティ助成事業を活用しました。

豊かな自然条件を有しています。

「入りにくく見えやすい場所」にす
るには、駐車場入口への柵の設置
や、家の周囲に花を植え地域の清
掃活動を行い秩序のある街にする
ことが大切です。
一人ひとりの小さな活動で、犯罪
が発生しにくい地域社会を作りま
しょう。
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東北農政局 松嶋氏の講演

地域安全マップ作製風景

「地域安全マップ」とは、犯罪機会論に基づき、犯罪が発生しやすいとされる「入りやすい場所」、
「見えにくい場所」を探してまち歩

！

パネルディスカッションの様子

今回の助成事業により集会所内の備品が整備され、
これま

名取市には約140の町内会・自治会があり、
その一つである

で行ってきた町内会行事はより一層充実し、
会員同士の親睦

野来町内会は、高舘吉田地区の田園地帯に宅地造成された

が深まりました。集会所内では子どもたちが囲碁将棋をし、
毎

新興住宅地です。開発当時は隣に住んでいる人が誰か分から

週月曜日には卓球愛好会の方々の軽快なラリーの音が響き、

ず、
また、
共働き世帯が多かったため、
区長は広報配付や寄付

笑い声が聞こえてきます。パソコン機器類の配備により、
会議

金の集金に何度も足を運ばなければなりませんでした。地域

資料等は会議直前に作成・印刷することができ、
より最新の情

内でも町内会の設置の要望があったことから、
昭和58年6月1

報の提供はもちろんのこと、手間と経費の削減に役立ってお

日に野来町内会が設立されました。

ります。

町内会は、
「会員相互の親睦・文化生活の向上」を目標に掲

これからも町内会のため、
今回整備した備品を町内会行事

げ、公園や道路の町内清掃活動、防火婦人クラブ合同による

に用い、
会員相互の連帯意識の向上・次期世代に引き継がれ

防火訓練、
町内夜間パトロール、
会員相互の親睦や防災訓練

る子どもたちの社会教育に繋げていきたいと思います。
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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等
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）

本事業に
関する
お問合せは

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。）
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