私は﹁プレーパークけせ
会う大人が少なく、将来の
んぬま﹂と﹁気仙沼あそびー
モデルは親か先生。地域か
ら孤立している子どもは少
ばー﹂の２つの遊び場の運
な く あ り ま せ ん。 し か し、
営に携わっています。ここ
た
どんな状況でも、子どもは
は、子どもが木工作、焚き
火、水遊びなどで自由に遊 ﹁遊び﹂で回復する力を持っ
ています。震災後、子ども
べる場所です。
の心の回復を目的に始まっ
２０１５年にボランティ
た遊び場活動は、子どもの
アをきっかけに気仙沼を訪
居場所づくりに移り変わっ
れ、ぬま大学の受講を決め
ています。
ました。ぬま大学では人生
私達の遊び場には﹁卒業﹂
の色んなことを諦める理由
がなく、必要としてくれる
だったアトピーをテーマに
限り、赤ちゃんの時から社
選びました。私はストレス
会に出るまで幅広い年齢の
でアトピーが悪化すること
子どもが来られるのが魅力
が多く、薬で治せない部分
で す。﹁ 大 人 に な る 準 備 ﹂
を、おしゃべりを通して改
として未来のために時間を
善できないかと﹁アトピー
使 う の で は な く、﹁ こ の 瞬
カフェ﹂というマイプラン
間が楽しいよね﹂と共に楽
を考えました。
しみながら、その子の﹁今﹂
ぬま大学卒業後は、子ど
を大切にする場所です。
もの遊び場づくりに注力し
先日、気仙沼を離れた子
ました。活動の中で、私が
うっくつ
が帰省した時に顔を見せて
幼少期から感じていた鬱屈
くれて、遊び場が帰ってき
した感情はアトピーのせい
たい場所になっていると感
ではなく、社会の大きな流
じました。子どもは遊んだ
れの中で生じる﹁子どもの
時に感じる﹁快や不快の感
生きづらさ﹂だと気づきま
情﹂が記憶を定着させると
した。気仙沼の子どもを見
言われていますが、子ども
ていると、身の回りの環境
時代の記憶がすっぽり抜け
で制限される、暮らしにく
ている若者が今、増えてい
さを感じます。過疎化で友
ます。子ども時代に思いっ
達の家は遠く、道路は不審
きり遊ぶことができなかっ
者や車や熊で危ない、と普
たのかもしれません。仲間
段は家の中で遊びます。出

と過ごした楽しい記憶が多
いほど、人生で何かがあっ
て心が折れかけたとして
も、その記憶が命を支える
と思います。そんな﹁人生
の土台﹂を作るのが、遊び
場の効果です。
子どもの遊び場活動は今
後も継続していく予定で
す。遊び場に興味がわいた
方は、ぜひ一度お越しくだ
さい。また、子どもだけで
来ても利用できるように無
料で開放しており、寄付金
で運営されています。この
ような気仙沼の子どもの環
境をより良くする活動に共
感 を お 寄 せ く だ さ る 方 は、
ぜひご支援をよろしくお願
いします。

気仙沼
あそびーばー
ホームページ

プレーパーク
けせんぬま
ホームページ

人

Key Person

仙沼の
になる

気

〜市人材育成事業特集〜

子どものための遊び場を作りたい

しらはた

白幡 みゆ さん

1991 年生まれ。岩手県一関市出身。ぬ
ま大学第１期生。一般社団法人プレー
ワーカーズ／一般社団法人気仙沼あそ
びーばーの会スタッフ。気仙沼に移住し
て 5 年が経過し、現在は、２つの遊び
場の運営と個人事業「アトリエみっけ」
を兼業。
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デジタル補佐官に

［市長コラム］

－ Go Ahead !
Kesennuma －

た

気仙沼

115回 「半期と節目」

第

年度が基本の行政。１年を一区切りと考えること
が習慣化されています。古い話で恐縮ですが、私が社
会人になった頃、会社の決算はもちろん年度末締め。
一方で半期の決算も相当大事にされていて、上層部
からは数字について必達に近い指示があり、部・課と
しても相当緊張感を持って9月末を迎えたものでし
た。冬のボーナスの査定に関わると言う事情もあっ
たと思います。
そんなこんなで10月１日は後期のスタート、前期
が思うようにいかなかった場合、挽回へと気持ちを
新たにするなど重要な節目と感じてきました。
（現在
は４半期毎の決算公表をする企業も多く、少し状況
が変わっているものと思います）
この節目を感じることは仕事の進捗や結果を意識
するうえでとても有効であり、年度で考えがちな行
政職員にも一層意識してもらうよう促しています。
仕事に向かう姿勢のメリハリ、そして何より仕事の
スピード感に繋がると思っています。
９月後半は祝日もあり、このコラムの締切は今日
16日。全国的に緊急事態宣言や宮城県ではまん延防
止等重点措置が９月30日までの期限で発令されて
います。ぜひ、節目として予定通りの解除が行われる
状態になることを願っています。一挙の収束は無い
にしてもワクチン接種も相当進み、ハッキリした出
口を見たいところです。
先ほど、自民党の総裁選立候補者が４人になると
のニュースが飛び込んできました。10月１日には新
総理が確定している予定です。ぜひ、これもハッキリ
した節目としてコロナ後の日本の進む道と地方を大
切にする姿勢を国民に示していただきたいと思いま
す。国内の課題も随分たまってきましたし、国際的に
は局面が明確に変わっています。新総理の手腕に大
いに期待したいと思います。
もう一つの節目、
「 おかえりモネ」がいよいよ終盤
となり舞台は気仙沼へと帰っているはず。全国の皆
さんが一生忘れないような気仙沼漬けのひと月に
なって欲しいと思います。私たちも多くの「モネ」を
迎えられるよう、みんなでまちづくりに励んでまい
りましょう。

気仙沼市長
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種子野 亮氏が就任しました

市では、国が昨年 12 月に策定した自治体デジ
タル・トランスフォーメーション（DX）推進計画
等に基づき、行政のデジタル化に向けた施策を着
実に推進し、市民の利便性の向上や行政運営の簡
素化・効率化を図ることとしています。また、第
２次市総合計画
（後期基本計画）
において、人口減
少やポストコロナ時代の新たな日常への対応な
ど、さまざまな社会課題の解決と地域経済活性化
の両立を目指し、地域一体となったデジタル技術
の活用による改革を推進することとしておりま
す。
これらの施策展開に際しては、専門知識や経験
を有する外部人材を「デジタル補佐官」として登
用することとし、８月１日付で株式会社バーチャ
ルクラフトの種子野亮氏が就任しました。
現在、国の動向を踏まえた本市 DX の全体マネ
ジメント、デジタル施策推進に係る技術的・横断
的助言、デジタル人材の育成やデジタルに関する
能力向上を目的とした職員研修などに従事して
いただいております。
た

た

ね

の

種子野
申

ね

の りょう

りょう

亮

氏
コメント

気仙沼を初めて訪れて３年が
経ち、多くの人々と関わってい
く中で、デジタル化の波にどう
向き合うべきかを地域の皆さん
と考えるべき時期が来たと感じ
ています。
行政における DX はもちろん
ですが、水産・漁業をはじめと
する産業の DX、ならびに、出産・
育児、健康・介護、教育等、暮
らしの DX についても、皆さん
と一緒に考えていきたいと思い
ます。

Profile ／福岡県在住、現在 49 歳。社員 10
名以下の IT ベンチャー企業から社会人のキャリ
アをスタートし、その後国内大手・外資系の通
信事業者を経て、外資系クラウドベンダーで主
にソリューション・ビジネス開発をミッション
とした組織のマネジメントを経験。平成 30 年
以降は、行政におけるデジタル化や地方におけ
るデジタル化に関わる機会を得て、副業・兼業
やリモートワークといったニューノーマルな働
き方を体現。令和元年５月から令和２年３月ま
で内閣官房
IT 室政府 CIO 補佐官（IT 室担当）、
申
令和２年４月から令和３年８月まで内閣官房 IT
室政府 CIO 補佐官（農林水産省担当）を務めた。

