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鹿折まちづくり協議会に参加しましょう！
鹿折まちづくり協議会（鹿折まち協）は、地区の皆さ
んの想いをまちづくりに反映するために活動している
住民組織です。

鹿折まち協、新体制の始動！
昨年 10 月の定期総会において、対象地区の拡大
と新メンバーの募集が決まりました。その後、各自
治会から１～３名ずつ募り、現在、計 30 名ほどの
新構成員が集まっています。

こんな活動を行っています：
 みんなの声を聞く：まちづくりサロンや様々な会合
でまちづくりに関する話し合いをもっています。
 行政につなぐ：行政側と定期的な打ち合わせを行

これからは、新しいメンバーで月 2 回集まりをも
つことに。それらの会合では、まずは鹿折で何がど
うなっているのかを知るために、復興事業の内容と
進捗の確認から始めます。そこから、具体的なテー

い、住民意見を届けます。
 地区の復興事業に関する情報を収集・提供します。

マについて話し合い、アイディアを募って具体的な

 その他、鹿折のまちづくりに関することであれば何

検討をしていきます。
これから、月２回、第 2 木曜日と第 4 木曜日、19

でも相談下さい。

時から鹿折復幸マートの集会所で集まりを持ってい

事務所の営業時間：

きます。少しでも興味あるかたは是非一回見学に来

事務局員が下記の時間帯に事務所に駐在しています

てみて下さい。

ので、お気軽にお立ち寄りください：
★毎週 月・水・金、9:00～16:00

・気仙沼市新浜町 1-3

★事務所：鹿折復幸マート A 棟 2 階

・路線バス：大沢線「新浜町」

2014 年度協議のまとめ
鹿折まち協は 2014 年度も、住民の皆さんと一緒に地区の将来のこと、今の復興事業のことについて話し
合ってきました。また、行政とも、昨年 3 月に提出した提言書に基づいて協議を進めてきました。その経過を
「2014 年度協議内容の記録及び今後の方針」としてまとめています。主な内容は以下の通りです。


鹿折川復旧事業（河川堤防）について、景観への配慮と歩道の整備を求めてきました。県土木事務所との協
議では、災害復旧を基本とするため一定の制限があるとの回答でした。



公園整備については、市との協議の結果、住民側の意見を聞きながらデザインを検討していくことになって
います。市の協力も得ながらワークショップなどを開催しアイディアを募ってきました。



商業や娯楽施設を集約の提言については、旧かもめ商店街として一か所で再建できるよう集約換地が進め
られてきました。また、災害公営住宅の整備と合わせた商店等の早期実現に関する提言については、入居と
同時に周りに商店街やスーパー等が開店できるよう、周辺土地のかさ上げや企業とのマッチング制度が進
められています。



スポーツ施設については、緑のふれあい広場の代替地について行政との協議を進めています。



下水道ポンプ場については、周辺環境に配慮した整備を求めてきました。市からは、住民側に意見を聞いて
概観を検討する予定と伺っています。



子どもが安全に遊べ、学べる環境作りの提言については、現在、子育て支援施設の整備が市で検討されてい
ますが、ユーザー目線での意見を整備計画に反映していく旨市より回答を得ています。



避難計画・減災については、東西への避難の重要性を主張してきましたが、これもグランドデザイン案に反
映されています。
鹿折まち協としては、こういったことを引き続きフォローするため、去年出した提言書に対する「補足提
言」として、近々いくつかの提言を市と県に対して行うこととしています。
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～最近の鹿折まちづくり協議会の活動まとめ～
【公共施設について】
2 月 3 日、
「住民参加による公共施設の整備計画
プロセス」勉強会を開催、気仙沼市の関係部署、
鹿折まち協関係者ら含め 28 名が参加。地域の住
民が整備計画の段階から参加すると、出来上がっ
た施設も使いやすい、身の丈にあったものになる
という、先進事例を踏まえての倉田先生のご講話。
鹿折に整備予定の公民館や屯所、ポンプ場復旧等
についての現状も関係課より共有されました。

【子育てについて】
1 月２０日、
「住民参加による子育て支援施設の整備計
画プロセス」勉強会を開催しました。保育所や中学校
PTA、行政や子育て関係 NGO が参加し、地域の住民も
参加した子育て支援施設の整備について、倉田先生に講
話を頂きました。
3 月 7 日、
「鹿折の子育て座談会」を開催。日本女子大
学の薬袋先生をお招きして「子育てしやすいまちづくり」
について講話を頂きました。子どもが外で遊びやすい、
「ゲームに負けないまちづくりを」というメッセージは

【新かもめ商店街】

強く地域の皆さんに響きました。昔の子育てを振り返り

いよいよ店主さん達の換地も決まりつつあ

ながらほのぼのとした話し合いが。子育てのしやすさと

り、2 月中は浜商栄会の皆さんで毎週集ま

いう観点をまちづくりに取り入れるべく、子育て世代の

りをもっていました。地元商店街の再建に

意見が求められています。

向け皆さん想い新たに頑張っています

【公園について】

マートにも遊具が設置され、親子連れの姿がよく見
られます。まち協事務所にも畳スペースやお絵か
きセットなどありますので、お子さんとご一緒にで
もお気軽にお立ち寄りください

2 月 15 日、鹿折中学校の協力を得て「鹿折
の公園づくりワークショップ」を開催しまし

【まちづくりサロン】

た。鹿折中学生や地域住民の皆さん含め総勢

1 月 25 日、15 名の参加を得てまちづくりサロンを開催

51 名の参加。整備予定の 1 号公園（仮）に

しました。主な話題は現在の復興事業の進捗状況や、かも

ついて、紙模型を使いながらアイディアを出

め商店街の再建について。八幡神社祭典のドキュメンタ

しあいました。（どのような案が出たかは次

リー映像も鑑賞して、盛り上がりました。今年は神輿の担

ページで）
。

ぎ手が不足するのではないかという心配の声も・・・。

【構成員会合】
1 月 27 日に新メンバーに対する説明会を開催し、役員含
め 24 名が参加しました。現在は月 2 回（第２、４木曜日）
集まることとし、3 月 12 日、3 月 26 日、4 月 9 日と、
これまで 3 回集まっています。公園のこと、緑のふれあい
【亘理町から視察訪問】

広場のこと。会合ごとにテーマをもって話し合っています。

2 月 11 日、亘理町の吉田東部まちづ
くり協議会の訪問を受けました。約
30 名の方が鹿折を訪問され、見学台
で献花し事業の説明を受けた後、鹿折
まち協側と意見交換を。先方は、被災
者の元気づくりをメインに住民同士の
交流会やイベントなど、地域に密着し
た楽しい活動を心がけているというこ
とでした。そして、復興まちづくりに
焦点を当てている鹿折まち協。お互い、
得意分野や不足している面を学びあえ
る、有意義な交流となりました。

【各種運営会議】
役員会、三役会、事務局運営
会議も毎月開催しています。
地域の課題やまち協の組織
課題について、
きちんと話し
合い、決定事項は実行に移せ
るように。最近、まち協に寄
せられる相談ごとが多く、一
つ一つ相談しあいながら、
対
応をしていっています。

【ジュニア会合】
まだ 5 人程度ですが、20～30
代の若手でまちづくりのことを
おしゃべりする場が持たれてい
ます。これまで２回集まり、鹿
折の将来や公園のことなどを話
し合ってきました。オシャレな
意見が出る傾向が。

2

【認定子ども園】鹿折北の防災集団移転団地内

鹿折地区の復興事業の進捗状況と予定

に（仮）認定こども園の整備が計画されていま
す。保育所と児童館の機能を併せ持つようで
す。平成 28 年度末完成予定。今年度かけて設
計が行われることになっており、地域の子育て

【地区津波避難計画】住民の間で関心の高

世代の意見を反映しながら使いやすい子ども

い津波避難。地域住民で話し合いを重ねな

園の整備に向け、当鹿折まち協も参画させてい

がら「鹿折地区津波避難計画」を H27 年

ただくことになっています。

度中に作る予定になっています。市の危機
管理課主導。
【１号公園（仮）
】ここにできる広
さ 2,400 ㎡の三角形の公園。中
学生も参加した 2 月のワークシ

【商店街】かもめ商店街
再建に向けて店主達が

【ポンプ場】復旧工事を

ョップでは様々な面白いアイデ

H27 年度中に実施予定。外

ィアが出ました。デートが出来る

観の植栽について住民意見

「青春の道」
、漁船のオブジェ、バ

が求められることになって
います。

スケットコート、ウッドデッキや

奮闘中！目指すは H28

ヨガが出来るスペースなどなど。
今後は、これらを反映した公園デ

年秋ごろまでの再建。

ザイン案が作られ、次の集まりで
【公益施設】消防 参加者に提示されます。
屯所と公民館が建
設される予定。
【かさ上げとインフラ整備】

【BRT】気仙沼駅～鹿折唐

災害公営住宅の約 4 ヘクタール分の用地のかさ

桑駅間の BRT 専用道が 3

上げが今年 3 月に完了、市に引き渡されました。

月 14 日に開通しました。

鹿折の土地区画整理事業として初となるかさ上

これで運行時間も短縮し、

げ完了区域。今年度末にはピンクで色付けされた

地域住民の足として利便性

区域の右半分とオレンジ部分、北部の黄色部分の

が増しました。

一部のかさ上げと道路整備が完了する予定です。
【災害公営住宅】4 月か
ら災害公営住宅が着工、

【片浜鹿折線】本設道路完成は今年の
8 月以降になるそうです。

【３号公園（仮）
】災害公

Ｈ28 年 8 月から一部入

営住宅に隣接し、入居と

居開始予定となっていま

同じ時期に整備も完成

す。284 戸、８棟で構成。

する広さ合計約 7000

福祉施設や集会所も併設
されます。

㎡の公園。これも住民意
【水産加工施設等集積地】建設予定の水産加工
工場 22 社のうち、すでに復旧済みが４社、建設
中が６社。4 月 10 日には集積地内初となるミ
ヤカンの工場完成、竣工式が執り行われました。
地区内ではインフラ整備等の課題を抱えつつも
急ピッチで作業が進んでいます。

見を聞いたうえで使い
方について検討してい
ます。現在出ている意見
としては、高齢者の予防
介護にも役立つパーク

住宅地
商業地

ゴルフも出来るような

工業地

設備、桜並木、遊歩道、
慰霊碑の設置などなど。

公益施設
公園・緑地
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５月の行事のお知らせ： ～ぜひお気軽にご参加ください～


5 月 14 日（木） 19:00～21:00 第５回構成員会合 於；鹿折復幸マート集会所（五十番タクシー隣）



5 月 17 日（日） 14:00～16:00

中みなと町歩行専用道路等についての説明会

（住所：市内東中才 145-2。興福寺そば）


中みなと町内の、ある区画が歩行専用道路になる計画に

5 月 28 日（木） 19:00～21:00 第６回構成員会合

活動メンバー募集！

於；東中才一振興会館

なっています。そのままでいいか、車も通れるようにす

（復幸マート集会所）

るべきか、話し合いますので、ぜひご参加ください！

鹿折でいま何がどうなっているのか知りたいという方や、まちづくりに興味がある
方、専門的なことは良く分からないけど地域のことをよくしたいという方、自分が将来
使う公園や施設について意見を言いたいという方。空いた時間に無理ない範囲で集まっ
てみませんか？まずはサロンや構成員会合などの見学に来てみてください。地元の人
たちが和気藹々とおしゃべりしています。
【投稿コーナー 】

鹿折まち協小松茂福会長からのメッセージ

病院で 腹の音する 静けさよ

鈴木博

最近若い人がまちづくりに関心を持ち集まるよう

本を読む 眠気する度 欠伸する

鈴木博

になり、とても嬉しく、心強いです。先日もマート

目が覚めて まだ早いかと 二度寝する 洋平

の居酒屋に行こうとしたら、上のまち協事務所が夜

お花見は 花より団子 室内で

丹澤千草

なのに明かりがついていて、覗いてみたら若い人た
ちが熱心に話し合っていて感心しました。これから
は上から言うのではなく、下からの意見をくみ上げ
るべきだと思います。年寄りとは、出る意見も違っ
てきます。ぜひこれからもがんばってほしい。そし
て、若い人にさらに加わってほしいと思います。

当まちづくり通信は、気仙沼市のホームページでもご覧

＊Facebook でまち協の近況や鹿折の復興

いただけます

状況についてアップデートしています。

http://www.city.kesennuma.lg.jp

トップページ ⇒ ジャンル別メニュー「都市計画・まちづ
くり」 ⇒ 「まちづくり」 から

クロスワードパズル

「鹿折まちづくり協議会」で検索し「いいね」をクリック！
＊メールでのお便りは、shishiori14@gmail.com まで。

タテ
【タテ 1】中央にネットを張ったコートで、ラケッ
トでボールを打ち合って得点を競う球技。
【タテ 2】広い口をしたまほうびん。
【タテ 3】いとしく思う心。好きだなと思う気持ち。
【タテ 5】数が多いこと。
【タテ 7】書物・ノートなどの紙の一面。またその
順序を示す数字。
【タテ 9】先生について、教えを受ける人。
ヨコ
【ヨコ 1】物品、特に作品や研究資料などを並べて
多くの人が見られるようにすること。
【ヨコ 4】台を設けた屋根付きの小さな店。
【ヨコ 6】空間。空き。宇宙空間。
【ヨコ 8】肩から手首までの部分。
【ヨコ 10】なれ親しんでよく知っていること。

□の 3 文字で言葉を作ろう！ 『

』

⇒回答は次号

前号の回答：

「ミホンアン」

4

