このレポート「Connect」の名前は
子どもまちづくりクラブメンバーが案を出し、
投票して決めました。

Speaking Out From Tohoku
〜子どもの参加でより良いまちに！〜
by 子どもまちづくりクラブ

③

セーブ ・ ザ ・ チルドレンとは

*「地域の紹介」の子どもの人口は、0〜18才未満です。

セーブ・ザ・チルドレンは、すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られる・参加する「子どもの権利」
が実現された世界を目指し、世界約 120か国で活動する国際子ども支援団体（NGO）です。教育や
栄養改善、保健衛生などの支援活動のほかに、災害が発生した場合の緊急支援活動も行っています。
日本では 2003年から、“Speaking Out~みんなで話そう ~”という活動を行ってきました。こ
れは、「子どものことは、子どもが一番よく知っている」ということから、子どもたちの意見を法律や計画など
のさまざまな決め事に取り入れられるようにする活動です。 2010年には日本の子どもの貧困を解決す
るための“Speaking Out Against Poverty ~夢や希望をうばわれないために ~” という
活動を、国・ 県・ 市町村と協力して行いました。
2011年 3月 11日の東日本大震災が起きてすぐから、セーブ・ザ・ チルドレン・ジャパンは、岩手県・
宮城県・ 福島県で、緊急・ 復興支援活動を始め、現在でも子どもたちや家族が普段の生活を取り戻
せるようにする活動を続けています。 さらに、 復興に向けたより良いまちづくりを目指すため、
“Speaking Out From Tohoku (SOFT)~子どもの参加でより良いまちに！~” という活動
を展開しています。

●岩手県山田町
クラブ名： けっぱれ山田 Toekomst(通称・ KYT)
コンセプト： 愛があふれる町 ~未来・ 伝統 ~
クラブ名の由来：チーム名の「けっぱれ」は方言で「がんばれ」、「Toekomst」は山田町と交流がある
オランダの言葉で「未来」という意味です。「未来に向かってがんばれ山田」という思いが
込められています。
トゥーコムスト

地域の紹介： 人口 17,013人（子ども 2,412人） *2013年 10月現在
カキ・ ホタテの養殖が有名で、まつたけやしいたけもたくさん採れるまちです。「山田祭り」も有名です。
姉妹都市があるオランダとの交流が深く、山田町には“愛”があふれていると感じます。
くわしい活動は p6,7 へ

●岩手県陸前高田市
クラブ名： 絆 ~save the hope TAKATA~（通称・ 絆クラブ）
コンセプト： 生きるだけの町ではなく豊かに暮らせる町
クラブ名の由来：陸前高田市は、人と人とのつながりが強いまちです。
人と人との関係を大切にして、地域に住む人たちの
絆をより深めていくきっかけになる活動にしたい、とい
う思いが込められています。
地域の紹介： 人口 20,584人（子ども 2,747人） *2013年 10月現在
「けんか七夕」、「うごく七夕」がある七夕祭りが有名なまちです。
かざりつけやお 子がたいへんだけど、すごくにぎわって楽しいです。
海のさちも山のさちもとてもおいしく、栄養があります。

青森県

秋田県

岩手県

山田町
陸前高田市

宮城県

山形県

石巻市

はやし

SOFT とは

福島県

「SOFT」とは、Speaking Out From Tohoku（スピーキング・ アウト・ フロム・ トウホク）の
略で、「東北から声をあげよう！！」という意味です。地域の一員である子どもたち自身が、復興に向けて
声をあげ、参加することで、より良いまちづくりを目指していこうとする活動です。セーブ・ ザ・ チルドレン・
ジャパンが、震災前から行ってきた“Speaking Out ”の経験を活かし、2011年 5月に開始しまし
た。
東日本大震災からの復興に向けた国・ 県・ 市町村の計画や取り組みの中に、 地域の一員である
子どもたちが声をあげ、参加できるように、「子どもまちづくりクラブ」や「Hear Our Voice〜子ども
たちの声〜」、「東北子どもまちづくりサミット」などを行っています。

くわしい活動は p8,9 へ

●宮城県石巻市
クラブ名：THE ローリング・ ストーンズ ~俺等はそれを ROCKと呼ぶんだぜ ~
コンセプト： 大人も子どもも過ごしやすい、古いものも新しいものも一緒に Rock’n RoIIのまち
クラブ名の由来：「石巻」＝ストーン +ローリング＝ローリングストーンズにもなる！“音楽”はたくさんの
人の笑顔を増やし、元気にすることができるので、全力 ROCKで活動に取り組みた
い、という思いが込められています。
地域の紹介： 人口 151,068人（子ども 22,490人） *2013年 9月現在
海・ 山・ 川、三拍子そろった豊かな自然に囲まれていて、人と人とのつながりが深いまちです。
石＝ロック、巻＝ロールで、“ロックンロール”なまちでもあります。

子どもまちづくりクラブとは
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが 2011年 5月 ~6月にかけて、岩手県・宮城県の子どもたちに行っ
た調査の結果、 たくさんの子どもたちが「子ども同士で話し合ってまちのために何かしたい」と考えている
ことが分かりました。
そこで、セーブ・ ザ・ チルドレン・ ジャパンは、この子どもたちの声を受けて、「子どもまちづくりクラブ」
という活動を始めました。岩手県山田町、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市の 3つの地域で、小学 5
年生〜高校生の子どもたちが定期的に集まって、子ども同士だけでなく地域の方や行政、専門家とも
話し合いながら、地域の復興に向け、さまざまな活動をしています。

くわしい活動は p10,11 へ

Hear Our Voice ~子どもたちの声 ~とは
アンケートや聞き取り調査などを通じて、地域の復興計画やまちづくり、防災（災害リスク軽減）
に対する子どもたちの思いや意見を集め、社会に発信しています。同時に、国・ 県・ 市町村の復興計
画やまちづくり、防災計画に子どもたちの声が取り入れられるように、子どもたち自身が国際社会・ 国・
自治体などに対する政策提言を行っています。
くわしい活動は p14〜17 へ

02

03

Speaking Out From Tohoku これまでの活動

2011年 5月に SOFTがはじまってから、2013年 11月で約 2年半がたちました。
一昨年、子どもまちづくりクラブメンバーが描いた“夢のまちプラン”。
これまでその実現のため、さまざまな“Action”＝「行動」をし、
行政や地域、新しい仲間とのつながりをつくってきました。
より多くの方々と連携し、“Connect”＝「つなぐ」ことを大切にしてきた
子どもたちの 2013年の活動をどうぞご覧ください！

子どもまちづ
くり
2013 年の活クラブ
動
スタート

陸前高田市子どもまちづくりクラブ
「進め！高田っ子！まちづくりトーク☆」
企画スタート

クラブ
もまちづくり
ど
子
町
田
山
想」
クトシティ構 ト
パ
ン
コ
「
ー
町の
案づくりスタ
に対する提

子どもまちづくりクラブ報告会開催
2012 年

2

1月

16

第3回

3

2月
12 19 20

New Year’s Message

〜ぼくらと一緒にすすむまち〜

開催

石巻市子どもまちづくりクラブ
子どもセンターついに着工！

2013
発信

3月
17

Hear Our Voice
~世界の防災に向けて~
福島の子どもたちと
国連事務総長特別代表（防災担当）
との意見交換

4月
16 23

子どもまちづくりクラブ報告会開催

5月 こどもの日

28 31 1

Hear Our Voice
~世界の防災に向けて~
事前ワークショップ開催

5

第4回

〜ぼくらがうけつぐ夢のまち〜

Hear Our Voice 8
~子ども参加に関する聞き取り調査~
100人の子どもの声を収集

開催

子どもまちづくりリーダーツアー2013開催

6月
19

23 26

7月
2

Hear Our Voice
~世界の防災に向けて~
第 4回防災グローバル
プラットフォーム会合
に参加

16

しい」が町の公
認キャラクターに
！

国連事務総長特別代表（防災担当）
と記念撮影

第 4回防災グローバルプラットフォーム会合
仙台市長にも提言書提出

子どもまちづくりクラブ報告会開催

8月
14

9月

27 29 30

Hear Our Voice
~世界の防災に向けて~
第 4回防災グローバル
プラットフォーム会合
活動報告会開催

第 4回防災グローバルプラットフォーム会合
分科会で東北の子どもたちの意見を発表！

04

山田町子どもま
ちづくりクラブ
「まつ

陸前高田市子どもまちづくりクラブ
災害 FMで地域の子どもやおとなの声を発信♪

子どもまちづくりクラブ地域合宿実施

2013 年

12月

石巻市子ども
まちづくりクラ
ブ
子どもセンター
の完成に向け
て
今年も活動ス
タート

25

東北子どもまちづくりサミット
「第 7 回キッズデザイン賞」 受賞

子どもまちづくりリーダーツアー、 みんなで記念撮影

子どもまちづくりクラブ地域合宿実施

10月
1

7

15

11月
29

Hear Our Voice
~世界の防災に向けて~
陸前高田の子どもたちと
国連事務総長特別代表（防災担当）
との意見交換

2

世界子どもの日
3

20

SOFT
中間報告書③
『Connect』発行

国連事務総長特別代表（防災担当）
と自らの経験にもとづき、話し合い

SOFT中間報告書とは
SOFTの活動のあゆみを説明するために、2011年より年に 1回、11月 20日「世界子どもの日」に合わせて発行しています。
『Connect』（SOFT中間報告書③）とは
2012年 12月 ~2013年 11月までの SOFTの活動について報告しています。
それ以前の活動については、『HOPE』(SOFT中間報告書①)、『Action』（SOFT中間報告書②）をご覧下さい。
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くわしくは p22 へ

トゥーコムスト

まちづくりの
コンセプト

( 通称 ・ KYT)

愛があふれる町 〜未来 ・ 伝統〜

」！
い
し
まつ
「
ぁ
おら

matsushiibook
matsushii
new!

山田町を飛び出し、 盛岡や広島のイベントにも参加。
ゆるキャラグランプリにもエントリーしたがぁ♪

matsushii

「まつこ」もいんがぁ♪

メンバー保護者の協力で、
まんじゅう、 大福、 クッキーに♪次は何だべか？

matsushii

KYT チャンネルで動画配信中だぁ！見でけろ〜！！
おらはまちの特産品である“まつたけ”と“しいたけ”から
生まれだぁが♪
これからメンバーと一緒にまちを盛り上げていぐがら
見かげだら応援よろすくなぁ!

http://www.youtube.com/user/KYTmatsushii

06

ドリ�ムコンパクトシテ�プラン

保育園の夏祭りや花火大会にも参加したがぁ！

3月
もっと多くの色々なアイデアを
集めるために、
地域の子どもたちに聞き取り

3月
たくさん出たアイデアから
5つにしぼり、模型を作成♪

4月
5月
みんなの思いを込めた
DCCPの実現に向け、
模型を使って、山田町長に 第 5回子どもまちづ
くりクラブ報告会で
DCCPを発表・提案！
地域の方々と意見交換

「避難タワー」

ドリームコンパクトシティプラン

町民の交通手段である
JRの再開と
利用者が増えることを願った

「まつしい電車」
スーパーやホテル、 防災倉庫もあり、
緊急時には避難してきた人を救出できる

「水中トンネル」
「まつしいの館」
山田町の魅力である海を
利用した観光施設

山田町内外の人が
交流できる

山田町は震災前から人口が減ってきているという問題があります。人口をふやすことは、
山田を復興させるだけでなく、今後、山田を活性化させていくためにも大事！
住みやすくて観光客が来てくれる、より良いまちにするためのアイデアをまとめました。

コンパクトシティ構想をはじめまちづくりに関し、今までに何度
か提案をしていただきました。私たちおとなは、色々なしがらみ
の中で生きています。その中での復興計画策定というものは、
おのずと枠にはまったものとなりますが、みなさんの発想は
私たちの枠の外にありました。実現は困難なものもありまし
たが、少し工夫をすれば充分に実現可能なものもありますの
で、参考にさせていただきたいと思っています。
自分たちの町です。これからも一緒にがんばりましょう。
山田町復興推進課 沼崎 弘明 課長

震災の記録だけでなく、
伝統の祭りやオランダとの
交流を伝える 「歴史館」

07

後世にも伝え、
残していく
私たちのまちづ
くりを！！

復興、さらにはその先のまちづくりに向けて、地域の子どもや
おとなと一緒に山田町の魅力を高め、どう山田を盛り上げて
いくか。DCCPやまつしいのアイデアには、常に「山田町を活
性化したい」という KYTメンバーの思いが込められています。
より多くの方々がまちに興味をもって訪れ、継続性のある交
流につなげていく。“夢のまちプラン”を夢だけで終わらせるこ
となく実現させるために、これからもメンバーとともに前進して
いきます！

つづく

matsushii

山田町の公認キャラクターに認定！
ますますがんばっぺす！

matsushii

2月
1月
復興整備計画を担う
商工会会長から
、 UR都市機構の方とも
コンパクトシティ構想について聞き
意見交換
意見交換
ジ♪
のイメー
町
田
山
新しい
む
ら
く
ふ

ドリームコンパクトシティプラン
歩み 其の二

2012年、 私たちは地域の方々へ復興に対する思いや意見をインタビューし、 それをふまえて商工会関係者や
山田町長と復興に向けたまちづくりについて意見交換をしました。 その時、 山田町が進めている復興整備計
画「コンパクトシティ構想」 （被災した陸中山田駅周辺を中心市街地として再開発する計画） に、 「子ども
たちのアイデアを反映していきたい」 という提案をもらいました。
そこで2013年はこのコンパクトシティ構想に、 私たち、 子どもたちの意見を反映するために活動！専門家や地
域関係者からアドバイスをもらい、 聞き取りを通じて地域の子どもたちの意見を集め、 「ドリームコンパクトシティ
プラン」 （通称 DCCP） という子どもたちによるまちづくりのアイデアを考えました。 そして、 実現に向けて町長
や地域の方々に提案をしてきました。
また、 2011年に私たちが考えたまちの活性化のイメージキャラクター「まつしい」 も活躍し、 まちを盛り上げ
ました♪

ン
ドリームコンパクトシティプラ
歩み 其の一

子どもまちづくりクラブ

けっぱれ山田 Toekomst

1月
陸前高田に建設予定の防災
メモリアル公園に「あかりの
木」 をつくりたい絆クラブ。
県と市が行った防災メモリア
ル公園についての意見募集に
対して、 意見書を作成！

絆 ~save the hope TAKATA~（通称 ・ 絆クラブ）
子どもまちづくりクラブ

まちづくりの
コンセプト

生きるだけの町ではなく豊かに暮らせる町

2013年、私たちは地域の子ども・ おとなの声をあつめ、意見書提出や新聞、ラジオ
を使って発信してきました！2012年にモニュメント・ミニ「あかりの木」をつくりましたが、
もっと大きい「あかりの木」を防災メモリアル公園につくれるよう、 1月に意見書を提出し
ました。そして 2月から、 高田のもっとたくさんの子どもたちがまちづくりに参加できるよう
に、子どもたち同士でまちづくりについて考え、市長・ 副市長・ 市議会議長 に子どもた
ちの思いや意見を届ける「進め！高田っ子！まちづくりトーク☆」 というイベントを考え、 行
いました。さらに 7月には神戸を訪れ、 震災で焼け残った木や電柱が保存されてい
ることを知りました。そこで私たちは、 高田でも震災を風化させないように物を残した
方がいいと思うか、地域の小学 5年生 ~80才くらいまで色々な年代の方々に意見を
聞き、ラジオで結果を伝えました。

ー♪
ゴ
ツ
レッ
START
みなさんも一緒に
活動を体験してください♪

高田の町の祭りが
復活した !
うれしくて
1マス進む

「いっせーの！」 で、
意見書をメールで送信★

1月〜3月

絆クラブすごろく

「まちトーク☆」 1回目
子どもたち同士で
高田のまちについて話し合い

デア
色々なアイ

た！
て
し
実
充

防災メモリアル公園実現
に向けて、絆クラブの声を発信！

県と市の資料を読んで、 気になるキーワード出し！

3月に発表された
防災メモリアル公園のあり
方に関する提言に、 「気軽
に来やすい公園にしてほしい」
という絆クラブの意見書の一
部が取り入れられた！

やったー！！！

3月
ラジオや新聞で広く広報♪
地元紙にも投書がのりました！

1月〜6月

う〜ん

「進め！高田っ子！まちづくりトーク☆」
子どもの声を集めて、 発信！
2月
「進め！高田っ子！まちづくりトーク☆」
（通称・まちトーク☆）準備スタート！

道路を直すために
道路工事
1回休み

出てきた意見をもとに、「高田すごろく」を作成♪

2013年3月9日東海新報

友だちの復興に対する思いが分かってよかった！
4月
「まちトーク☆」2回目
作った「高田すごろく」をしながら、
市長・ 副市長・ 市議会議長と話し合い♪

掲載

8月
震災を風化させないために物を残すことについて
地域の方々に聞き取り＆アンケートを実施！

7月
子どもまちづくりリーダーツアー！
神戸を訪れ、
復興の取り組みを調査

地域の印刷業者の方に
アドバイスをもらいながら、 チラシづくり
9月
地域の方々や市長、 自分たちの意見を
陸前高田災害 FMで発信！

7月〜9月

神戸の取り組みを参考に、
地域の方々の声を集めて、発信 !

！！
た
れ
ら
え
伝
PTAを卒業して 10年以上も過ぎてしまい、児童や
生徒と会話をする機会が少なくなった私にとりま
して、この「まちトーク☆」への参加は意義深いもの
でした。参加した子どもたちが、大震災で大変な苦
労をしてきたにもかかわらず、明るく、そして支援して
くださる方々に感謝しながら、前を向いてさまざま
なことに取り組んでいる姿に感銘を受けました。
子どもたちの目線で市の復興や新たなまちづくり
について、活発に話し合いをしましたが、私も少し
でも彼らの夢が実現できるように努力をしていき
たいと思います。
陸前高田市議会 伊藤 明彦 議長

6月
地域の仮設商店街で公開ラジオ収録！
「まちトーク☆」 で集まった意見を発信！

もっと多くの高田の子どもがまち
づくりに参加できるように、
イベントのタイトルにも内容にも
こだわって企画！

震災から 2年半経ち、学校の勉強や部活動、ス
ポーツ少年団の活動などで忙しい子どもたちが多
い中、高田の復興に向けたまちづくりに関わってい
きたい！という思いをもって、絆クラブは活動中です。
地域と連携した活動を進めていく中で、“復興の
主役は子どもたち”と、行政や地域の方々からの
後押しも！新たなメンバーが加わり、住んでいる
地域、学校・ 学年も異なったメンバーで、より多様
な視点からまちづくりに取り組んでいます★

GOAL

イ！
~
エ
イ

「まちトーク☆」の結果、
絆クラブのメンバーも
増えた！

♪
ドキドキ
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僕たちの活動は
これからもつづく！

♪

♪

市役所も訪問し、 市長にもインタビュー！

♪
09

たくさんの子どもがまちづくりに
参加できる機会を
増やしていきたいです！

THE ローリング・ ストーンズ ~俺等はそれを ROCKと呼ぶんだぜ ~
大人も子どもも過ごしやすい、古いものも新しいものも一緒に
Rock’n Rollのまち

まちづくりの
コンセプト

子どもまちづくりクラブ

込めて！
を
い
思
に
ー条例
子どもセンタ
2013年 3月

2011年秋から私たちが企画・ 設計してきた子どもセンター。 2012年は基本計画案を作成し、 2013年は
子どもセンターの条例について考え 、 子どもセンターが建つ立町商店街の活性化のために活動をしてきまし
た。 子どもセンターのコンセプトは、「石巻の活性化のために中高生が中心となってつくり、運営していく施設。
みんなが過ごしやすく、 子どもの想いを世間の人たちに伝えられる場所」。 そこには、 おとなだけではなく、
子どもたちも復興について考えたい、 自分たちの思いや意見を知ってもらいたいという思いが込められています。
地域の方々とも意見交換をし、 アイデアをもらい、 たくさんの方々が子どもセンターのことを応援してくれていること
がわかりました。 石巻に“ただ” 子どもセンターを作ることが私たちのゴールではありません。 子どもセンター
の利用により少しでも地域経済が潤い石巻の復興に貢献すること、 常に全力でロックな石巻を発信しつづ
けること、 それが THE ローリング・ ストーンズの役割だと思っています。

ター！
ン
セ
も
ど
これが子

屋上
次世代の畑！農業をやめてしまう
人を減らすため、地元から人が離れて行
くのを防ぐため、農業の楽しさと大切さを
知って、次の世代に受け継いでいく畑。
地域の方々と協力して、野菜を育て、収穫し、
1階のキッチン・ギャラリーのイベントで
野菜を調理します。

屋上

EV

ROOM3
防音仕様になっていて、
赤や黒でロックンロールをイメ
ージした色づかいです。

2F

デッキ

屋上

ROOM2

ROOM3

EV

吹抜

図書コーナー
天井も低く、ゆったり広場より
１段下がった落ち着いた隠れ部屋。
学校帰りの高校生がバスや電車を待つ
時間に読書したりと、普通の図書館とは
ちがいゴロゴロしながら本が
読めます。

トイレ トイレ

テラス

1F

図書コーナー
（隠れ部屋）

トイレ
授乳室

ギャラリー

入口

ギャラリー
子どもセンターの顔！
子どもたちの作品を展示したり、ライブ
ペインティングなどのイベントをしたり、
中高生がギャラリーを借りて自分たちで
イベントを企画・実施できます。

受付

事務室

EV

キッズコーナー

ゆったり広場
子どもセンターのシンボル！
子どもセンターがゆったり、のんびりでき、
自分の家のように使える場所となるように、と
名前を付けた一番のこだわりの場所。イベント
もでき、その様子をROOM1・2からも見おろして
1階と2階の人がコミュニケーションできる
仕掛けになっています。
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9月
市議会で条例前文として
正式にとり入れられた！

子どもセンター条例前文
子どもは一人の人間であり、子ども一人ひとりが生まれながら
に権利を持っています。子どもが幸せに健やかに成長するために
は、多くのことが必要であり、子どもたちは次のように語ります。

私たちが学べる場が必要です。
それにより、お互いに教え合い、考えることを好きになり、理解
することの楽しさを知ることができます。

「私たちを中心に、話し合ったり、ふれあったり、交流できる場
が必要です。
それにより、大人も含めた幅広い年代の人とのつながりを大切
きずな
に、絆を深めることができます。

私たちが自由に社会に意見を発信できる場が必要です。
それにより、自主的に活動できるようになります。
さらに、まちの未来について考えることが地域の活性化につな
がり、さらに多くの人に私たちのまちのことを知ってもらうことが
できます。

みんなが楽しめて、ゆったりできる場が必要です。
それにより、私たちは安心して心と体を休めることができ、笑顔
が増えます。

だから、私たち子どもが中心となって活動する子どものための
施設をつくっていきたいです。」

私たちが運動できる場が必要です。
それにより、体を動かして楽しく遊ぶことができ、心身ともに、
健康に成長することができます。

石巻市は、この子どもたちの想いを形にするための施設となる
石巻市子どもセンターを設置することにより、生まれながらに持っ
ている子どもの権利が尊重され、子ども一人ひとりが幸せで健や
かに成長できる社会につながることを期待し、ここに「石巻市子ど
もセンター条例」を制定します。

おも

建つ
の
ー
タ
けて！
ン
向
セ
に
化
子ども
性
商店街の活
2月

日々の活動や地域との交流・ 連携を
大切にして、子どもの意見を社会に発信し、
まちを活性化させていきます！

7月

2月

9月

10月

多目的トイレ

スポーツ室

庭

ゆったり広場

庭

6月
子どもセンター条例前文案を
市長に要望書として提出 ！

2012年 11月
子どもセンター条例について知り、考えた！
石巻市子育て支援課の方も一緒に♪

ROOM1・ 2
中高生が内緒の相談をし
たり、少人数で使う部屋。壁が
なく、2階から１階を見おろせて、
コミュニケーションを取ることが
できます。

ROOM4

キッチン

わ〜い♪

ROOM1

畑（プランター）
小屋

吹抜

吹抜

ROOM4
ROOM1・ 2より広くて開
放感があり、 20人程度で使え
る場所。 子どもまちづくりクラブの
活 動を はじめセ ミナー・ ワーク
ショップなどで使用できます。

EVホール

ク！！
全力ロッ

子どもセンター条例前文案を作成

収納

キッズコーナー
乳幼児を持つ保護者の生の声
からデザイン。保護者がカウンターで
お茶を飲みながら、安心して、子どもたちの
遊ぶ姿を見守れます。また中高生と乳幼児
の子どもたちが一緒にふれ合い、
遊べます。

スポーツ室
石巻市には小さい子ども
から高校生まで、運動できる場所
が少ないことからデザイン。
限られた広さですが、バスケットの
3on3やダンスなど体を動かす
ことができます。

！！
じゃ〜ん

※子どもセンターは完成後、 2013年12月には石巻市に児童厚生施設として寄贈され、
市が子どもたちや地域の方々と協力し、 運営・ 管理していきます。

石巻市復興政策課の方から
中心市街地の復興計画に
ついて聞き、 意見交換！

商店街をまち歩き！
商店街の状況を調査♪

商店街の方々から魅力や
課題を聞き取り

みんなの想いが込められた「子どもセンター」がいよいよ完成します。ここは、
石巻市の子どもたちをはじめ、 全国・ 全世界の子どもたちの居場所であり、
地域のまちづくりへの参加、そして、復興した石巻市を世界に発信する拠点
としていよいよスタートします。子どもセンターの完成がゴールではなく、 ここか
らが始まりです。 自らの想いを声にして活動してきたことが実現するということ
は素晴らしいことです。そのみんなの想いのために、 これまで多くのおとなた
ちが協力し、ともに歩んできたことを忘れずに、みなさんがおとなになった時
には、子どもたちのために耳を傾け、協力できるおとなになってほしいです。
石巻市福祉部子育て支援課 門間 一也 主査
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第７回子どもまちづくりクラブ報告会
商店街について、
どんどんくわしくなってきた♪

中心市街地を活性化する計
画について石巻市復興政策課
の方と意見交換

震災前の石巻よりも明るくにぎわっている石巻にするために、 いつ
もノリノリで元気に活動するメンバー。 メンバー一人ひとりが意見
を出し合い、全員で納得し合うまで真剣に話し合って、結論を出
しています。 活動の回を増すごとに活動歴の異なるメンバー同
士の仲も深まりました！ これからも今年 12月に完成する子どもセ
ンターを拠点に、 もっともっと子どもたちの声を発信していくことで
しょう ！今後の活動も目が離せません！！

子どもまちづくり
リーダーツアー

東北子どもまちづくり
サミット

「子どもまちづくりリーダーツアー2013」＠兵庫・ 神戸
2013年 7月 27日 ~7月 30日 参加者 37名
岩手県山田町、陸前高田市、宮城県石巻市の子どもまちづくりクラブメンバーが神戸に行き、阪神淡路大震
災からの復興の取り組みを学びました。3地域の子どもまちづくりクラブメンバーが交流を深めながら、地
域の復興に向けた今後の活動への新しいアイデアを発見する機会となりました。
●1日目： オリエンテーション

「第 3回東北子どもまちづくりサミット ~ぼくらと一緒にすすむまち ~」＠岩手・ 花巻
2012年 12月 2日 参加者 68名（1都 8県の小学 4年生〜高校 3年生）
3地域の子どもまちづくりクラブメンバー43名と地域で主体的に活動する子どもたち 25名が集合し、活動をして
いて“良かったこと”や“困っていること”について話し合い、話した内容をさまざまな形で表現。子どもたちが声をあげ、
社会に参加することの意義や課題をまとめ、地域を越えて子どもたち同士がネットワークをつくる場となりました。

ご飯の後は交流会で、わいわい♪
3地域のメンバーが 3カ月ぶりに集合！

●2日目： フィールドワーク

阪神淡路大震災について経験者から話を聞くメンバー

神戸のまちに飛び出し、調査

1日目！

実際に

収録も
体 験♪

~サミットに参加して〜
◎年令に関係なく、みんなの意見が吸収できました。（愛知県・ 16才・ 男）
◎おとなや社会に伝えれば子どもの意見が通るかもしれない。（埼玉県・１４才・ 女）
◎もっと仲間とつながってみたい。（岩手県・ 15才・ 女）

地域住民が主体となったまちづくり

●3日目： フィールドワーク

商店街の活性化に向けたさまざまなイベント

神戸のまちに飛び出し、調査

キャラクターを使ったまちおこし

災害 FMからはじまったコミュニティラジオ

2日目！

イベントを通じて人を集める公園づくり

「第 4回東北子どもまちづくりサミット ~ぼくらがうけつぐ夢のまち ~」＠宮城・ 仙台
2013年 5月 5日 こどもの日 参加者 224名（1都 2府 11県の子ども 92名、おとな 132名）
「子どもまちづくりクラブ」を通じた子どもたちの思いや意見を子どもたち自身が、市長や議員など政策を決める方をはじ
め行政・ 地域の方・ 保護者などの全国のおとなや子どもに発表。より良いまちにするために、子ども同士、子どもと
おとなが一緒に考え、話し合いました。

商店街の方々に聞く活性化の取り組み

●4日目： 3地域のメンバー全員で神戸での学びを共有♪

4日間おつかれさまでした〜♪

~リーダーツアーに参加して〜
◎復興したときにそれが本当に必要なのか考えながら今復興させていきたい。（石巻市・ 13才・ 男）
◎神戸の人たちが、若者の参加は大切とか、10年、20年後をみすえた復興が必要とか言ってくれてうれしかったし、

子どもの意見でできた物をみれた！！（陸前高田市・ 15才・ 女）
再度公園

長田神社前商店街
まち・コミュニケーション
KIITO

新長田まちづくり株式会社

たかとりコミュニティセンター
FMわぃわぃ

●子どもまちづくりリーダーツアー2013 フィールドワーク受け入れ協力団体
北区： 再度公園 /神戸市建設局 公園砂防部森林整備事務所
中央区： デザイン・ クリエイティブセンター神戸 (KIITO)
長田区： 新長田まちづくり株式会社 ／株式会社 神戸ながたティ・ エム・ オー
（特活）エフエムわいわい
（特活）たかとりコミュニティセンター
（特活）まち・ コミュニケーション
長田神社前商店街振興組合
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~サミットに参加して〜
◎震災を経験した同世代の“生”の声を聴き、直接話し合いができた。そして、自分がこのサミットの経験を広く
伝えようと実感できた。（愛知県・ 14才・ 男）
◎3地域全ての取組みが全国の先がけとなっていて全国的に活動が広がることで子どもの地位が確立すると
思う。 有事の際でも即子どもの声が取り入れられる社会づくりを応援していきたい。
（宮城県・ 議員関係者・ 男）

2013年 7月、「東北子どもまちづくりサミット」が第 7回キッズデザイン賞を受賞！
★子どもたち自身が地域の復興に向け提案し、それが実現していること
★子どももおとなも話しやすい環境をつくっていること
★子どもたちが主役となって、企画・ 運営も担当していること
という点が評価されました。
13

Hear Our Voice ８ 〜子ども参加に関する聞き取り調査〜
SOFTでは、昨年 4月に実施した「Hear Our Voice５〜未来新聞プロジェクト〜」から、子どもまちづくりクラブ
メンバーをはじめ地域で主体的に活動する子どもたちが一緒に活動する機会をつくってきました。
そこで、2012年 10月〜2013年 3月に全国（1都 1府 9県）の 17団体の小学 4年生〜高校生約 100名に「子ど
も参加に関する聞き取り調査」を行いました。この聞き取り調査では、子どもたちが、“活動して良かったこと・ 活動に参
加して自分が変わったこと”や“活動の時に困ったこと・ おとなにしてほしいこと”について話し合いました。

Hear Our Voice 〜世界の防災に向けて〜
昨年に引き続き、東日本大震災を経験した子どもたちが、自分たちの経験にもとづき、防災（災害リスク軽減）についての
思いや意見を自ら世界に発信！世界の防災の取り組みをより良くするために活動しています。

●2013年2月17日： 福島の子どもたちと国連事務総長特別代表（防災担当） との意見交換
国連国際防災戦略事務局（UNISDR） 駐日事務所の協力のもと、 福島の子ども・ 若者5名が国連事務総長
特別代表（防災担当） マルガレータ・ ワルストロム氏と意見交換をしました。

Hear Our Voice 8 協力団体
（都府県市町 /団体）
岩手県奥州市 /水沢ジュニアリーダーズクラブ「JUMP」
岩手県大槌町 /大槌子ども議会
宮城県気仙沼市 /（特活）底上げ
宮城県仙台市 /仙台市ジュニア・ リーダー「ずんだ」
宮城県南三陸町 /南三陸町ボランティアサークル「M.V.C ぶらんこ」
福島県福島市 /（特活）フリースクールビーンズふくしま
千葉県佐倉市 /（特活）佐倉こどもステーション・ NPO子どものまち
埼玉県和光市 /和光こどもかふぇ
東京都板橋区 /フリースクール＠なります
神奈川県川崎市 /川崎市子ども会議
長野県茅野市 /茅野市子ども会議
愛知県名古屋市 /（特活）こども NPO
愛知県名古屋市 /子どもの権利条約フォーラム 2012inあいち
大阪府をはじめとする近畿圏 /WITH
大阪府大阪市 /（社）子ども情報研究センター はらっぱ子ども編集部
大阪府松原市 /大阪府立松原高等学校
兵庫県神戸市 /ワールドキッズコミュニティ

~ワルストロム氏の声~
震災後 2年たって、長い目で見た時にどういう影響があったのか、みなさんのような子どもたちの意見を
発信できたらいいなと思います。

◎ 原発事故の後、 学校の給食やプールを利用するのが怖いです。 これから弟たちが、 福島で外遊びの楽しさを分からないまま大きくなるのは、
本当に悲しいことだと思います。 （15才・ 女）
◎ 医師・ 看護師が避難して不足しています。 特に小児科・ 産婦人科の医師が不足し、 住んでいる子どもたちがなかなか安心して生活することが
できないので、 解消して欲しいです。 （16才・ 女）
◎ 日本国憲法には“すべて国民は法の下に平等” と記されているのに、 保養に行けている子と行けない子がいるのでは平等ではないと思います。
本来はもっともっと大勢の子どもたちの健康が守られ、 命が平等であるはず。 （16才・ 女）
◎ 保養プログラムに子ども全員が平等に参加できるようにしてほしいです。 福島県内全域で学級・ 学年・ 学校単位での保養が行われるべきだと
思います。 （15才・ 男）
◎ 福島の復興をすすめるためにも、 周りの人に福島に関心を持ってほしいし、 福島の子どもたちが話せる場をつくってほしいです。 （19才・ 女）

●2013年3月31日・ 4月1日： 第4回防災グローバルプラットフォーム会合 事前ワークショップ
~調査に参加して ~

事前ワークショップを仙台で実施し、岩手・ 宮城・ 福島の子どもたち 32名が世界の防災について考え、提言書を作成しました。

◎他の人と話すことによって自分が思ってないこともわかる。人の意見もきける。（埼玉県・ 13才・ 女）
◎自分のことがもっと分かった。（愛知県・ 14才・ 男）
◎もっと多くの人と話したい。おとなと話したい。知ってほしい。（宮城県・ 17才・ 女）
◎今日をきっかけにいかせることを見つけた！（岩手県・ 16才・ 女）

~調査に協力して ~

「提言書 東北の子どもたちの声 ~私たちの経験を世界の防災へ ~」
☆提言内容
・ 子どもの意見も聞いて、これからに生かしてください。
・ 子どもが求める 5つの支援を知り、行動してください。
・ 子どもと一緒に、防災・ 災害時の対応を世界中でもう一度考え直して、実現させましょう！
・ 震災の出来事を共有し合って下さい、後世に伝えて下さい。

◎子どもたちが、あんなにも自身の気持ちを伝えられることに正直驚きました。（神奈川県・ 女）
◎普段自分たちが行っていることをあらためて振り返ることができて、子どもたちもよい時間を過ごせたと
思います。（千葉県・ 女）
◎子どもたちの声を聴きながら、私自身、感動した場面が何度もありました。
話しやすいスタッフ（セーブ・ ザ・ チルドレン・ ジャパンの）ぞろいで、そんな出会いもうれしかったと思います。
（大阪府・ 女）

この調査をまとめたレポートは、2014年 1月にセーブ・ ザ・ チルドレン・ ジャパンのホームページで
公開予定です。ぜひご覧ください♪
http://www.savechildren.or.jp/jpnem/jpn/pdf/SOFT_HOV8_2014.pdf

~ワークショップに参加して ~
◎ 他の地域の人と話すと、 いつもより新鮮だった。 （宮城県・ 14才・ 男）
◎ 自分たちはおとなと同じくらいこの震災のことを考えているので、 それを知ってもらいたい。 （岩手県・16才・ 男）
◎ みんなで1つの提言書を作ったのは、 とても達成感があった。 （福島県・ 15才・ 女）
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〜世界の防災に向けて〜
●2013年5月19日〜23日： 第4回防災グローバルプラットフォーム会合 本番
事前ワークショップに参加した子ども同士で決めた代表メンバー4名がスイスを訪問。 はじめの2日間は本会議に
向け、 7か国14名の子ども・ 若者とともに準備ワークショップに参加。 その後、 本会議に参加し2度発表。
分科会「子どもと防災（災害リスク軽減）： 私たちが望む災害に強い未来」 では、 各国の仲間たちとともに、
子どもの思いや意見を発信しました！また、 政府・ 国際機関・ NGO関係者などへ提言書を渡しながら、
世界中のさまざまなおとなに働きかけました。

〜世界の防災に向けて〜
●2013年7月14日： 第4回防災グローバルプラットフォーム会合 活動報告会
第4回防災グローバルプラットフォーム会合での経験を伝えるために、 仙台にて報告会を実施。
3月31日・ 4月1日の事前ワークショップに参加した子どもたちも、 代表メンバーの報告を楽しみに、
活動報告会にかけつけました♪

~代表メンバーの声~
日本の子どもたち、自分のまち、そして世界の未来のために、貴重な時間を捧げてつくったこの提言書への強い思いは
計り知れないです。より多くの人にその思いを、今回の素晴らしい機会の中でできる限り伝えてこれたらと思います。

~事前ワークショップに参加した子どもの声~
参加したメンバーがしっかりと世界へ発信してきてくれたことを
聞いて、とてもうれしい気持ちになりました。（福島県・ 16才・ 女）

~報告会に参加して ~
◎ 国際社会に東北の子どもたちの声を届けるという素晴らしい役割をみなさんは果たしていると思います。UNISDRとしても第 4回防災グローバルプ
ラットフォーム会合やアジア防災閣僚会議がそのような機会を提供する場となっていることを大変うれしく思います。今後も、“防災の担い手”とし
ての子どもたちの活躍に期待しています。（国連国際防災戦略事務局 駐日事務所代表）
◎ 子どもたちが一生懸命考えていることを感じました。子どもたちと一緒に考えていけるような仕組みづくりも検討していきたいと思います。
（仙台市総務企画局国連防災世界会議準備室 主査）
◎ 復興のためにがんばる！という姿勢は素晴らしいと思います。おとなとして、子どもに復興のすべてを任せるという形ではなく、教育を通して一緒に
前へ進んで行けたらと思います。（高校教員）

●2013年10月29日： 陸前高田の子どもたちと国連事務総長特別代表（防災担当） との意見交換
国連国際防災戦略事務局（UNISDR） 駐日事務所の協力のもと、 陸前高田市子どもまちづくりクラブの高校生
メンバー5名が国連事務総長特別代表（防災担当） マルガレータ・ ワルストロム氏と意見交換をしました。
~参加したメンバーの声~

ワルストロムさんに2回
も会えて良かった！
これからも、 こうやって
関係を築いていけたら
良いなぁ。

~会合に参加して ~

（16才・ 女）

この活動に参加するまで私は、自分の思いを他人に伝えることはおろか、自分が福島県民
であることはできるだけ口外したくないと思っていました。自分の意見が否定されることが恐
いのと現実と真っすぐ向き合うことを避けていたからです。
しかし、活動に参加する中で、私は自分の意見を発信していくことの重要性と、それがもたら
す大きな喜びに気付かされました。スピーチをした時に、観衆が熱心に傾聴して下さり、
彼らと一瞬でも思いをかよわせられたことがあまりにもうれしくて、涙が出そうになりました。
スピーチ後には、何人もの人が握手や記念撮影を求めてきて、世界中の人が私のことを応
援してくれていることが分かりました。(16才・ 女）

~会合に参加して ~
第 4回防災グローバルプラットフォーム会合で、みなさんの発表の司会をすることができて、私はとても誇りに思ってい
ます。あなたたちは、間違いなく、友だちをたくさん増やし、参加者をとりこにしました。さらに、あなたたちは各国政府
に対して重要な指摘をし、とても貴重な考えや意見を共有しました。全体会議では、各国政府からも防災（災害リスク
軽減）に対し子どもたちが参加することを求める声が聞かれました。
これは、とても素晴らしい結果です。今後も、友だち・ 同級生・ 家族ともに、みんなが安全に暮らしていけるように、ぜ
ひ自分の地域での素晴らしい活動を続けてください。そしてまた、いつの日か、2015年に日本で行われる国連防災
世界会議または兵庫行動枠組につづく枠組みをつくるための協議で、活動をともにしたいと思っています。
（海外開発研究所 気候変動・ 環境・ 森林事業統括 トム・ ミッチェル 氏）
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◎ （地震発生当時）私は学校 にいたのですが、先生たちが集まって話をしていて、私たちには何の説明もなく、とても不安でした。
震災の状況を詳しく話すのではなく、ただ一言「大丈夫だよ」という言葉が欲しかったなと思いました。（16才・ 女）
◎ 被害が大きかった地域から遠いところでは、もうすでに震災の情報が少なくなってきています。自分たちで、震災の情報を発信できるような
場所を作って、震災を風化させないようにしていきたいと思います。（17才・ 女）
◎ 新しい避難計画を作っていく時には、専門家の確かな知識と災害の脅威にさらされているまちに住んでいる人の過去の経験などを一緒に
あわせて考えることが必要だと思います。（18才・ 男）
◎ 障がい者やお年よりも多い中、知識があっても一人で逃げられないこともあるので、個々の学びも必要だけど、地域で防災について学んで、
話し合えたらいいと思います。（16才・ 女）
◎ “防災教育”という名前だけでかた苦しい言葉だから、難しいと思っている人もたぶん多いと思うので、遊び感覚で覚えていくのも一つの案だと
思います。（17才・ 男）

2015年には国連防災世界会議が宮城県仙台市で開催され、災害から私たちの命を守るための国際的な行動計画が、
兵庫行動枠組につづく枠組みとしてつくられます。
東北の子どもたちは、これからも自分たちの経験にもとづき、“Speak Out”声をあげ、参加していきます！
17

子どもの声 ~ 活動をふりかえって〜
みんなで受け入れあうことができる
男女の壁がない
家族みたい

自由に発想できる
口から心が出せる

みんな違う意見をもっている
自分の意見を聞いてくれる
子どもらしい純粋な意見を出せる
色々なことを本音でぶつけあえる

自分が進化できる
子どもが強くなれる 自分が変われる
心を成長させることができる

子どもまちづくりクラブってどんな場所？

ぼくたち（子どもたち）の夢が集まる
自分たちの夢を言い合える

生きがいがある
自分が自分でいられる
困らせないていどに行く
無意識のうちに行く

人やまちに触れ合える
復興のことを考えることができる
地域のため活動もできる
町をつくる
新しい未来が見えそう
行政の方々と一緒に活動できる

学校とはちがく行きたくなる
誰でも落ちつける、いごこちが良い
友達の次に大事

将来をかなえる

家と同じくらい大事

経験したことのないようなことができる

この 2年、本当にさまざまな人と出会い、活動してきました。す
べてがうまくはいかなかったけど、少しずつ少しずつ進んでき
て、たくさんの知識を手に入れ、経験をしてきました。これか
らは、それをアウトプットしていけたら良いです。震災の風化も
少なからず進んでいるし、地震だけにとどまらずさまざまな自
然災害に対する防災意識も高いとはいいがたいのではな
いでしょうか。防災に対する意識があれば助かる命も確実
にあるはずです。今、私は高１でまだまだなこともたくさんで
すが、少しでも影響を与えられるように、これからも色んな人と
会って話して、がんばります！！
（2年 3か月・16才・ 女）
いつまでも故郷であり、これからも生きていくまちで、地域
の方と一緒になって活動できたことは本当にたのしかったし、
嬉しかった！活動をしていくうちにどんどん人とのつながりが
広がっていって、たくさんの人と話ができたし、子どもまちづく
りクラブのことも応援してくれて、感謝の気持ちでいっぱい
です。私たちにもそれぞれに今のまち、そして未来のまちに対
する想いや意見があります。これからもずっと続いていくまちづ
くりに、子どもたちが声をあげる機会が少しずつでも増えて
いけばいいなって思います。子どもたちの声を、想いを、もっと
もっと皆さんに伝えていきます。受けとめてください、そして、一
緒に未来をつくっていきましょう！
（2年 5か月・17才・ 女）
＊（） の中は、 （活動期間 ・ 年令 ・ 性別） です。

☆この文章は、1年以上活動してきた子どもまちづくりクラブメンバー有志が、
座談会やアンケートを通じて考え、それぞれがまとめました。
*

私は子どもまちづくりクラブに入ってから、楽しいことが増え
てきたよ。みんなが興味をもってくれた。前はあんまり人の
前でしゃべらなかったけど、司会をやるようになってしゃべるよ
うになった。でも、町民やおとなはなかなか子どもの話を
きいてくれない。だからおとなにも信用されたいと思ってい
ます。子どもまちづくりクラブでは、子どもたちだけでもがん
ばって考えています。だからおとなも子どもを少しは信じてほ
しい。信じてくれなかったら、私たちは何のためにやってき
たのか。より良い町にしていきたい。
（1年 6か月・ 11才・ 女）

震災から二年半たち岩手県は復幸していません。でも人々は
復幸に励んでいます。でも悲しいことに国は復幸に目を向
けてくれません。原発を売りにいったり、オリンピックに励ん
だり。わかりません。被災地に励んでほしいです。僕は子
どもまちづくりクラブで活動してきました。活動する前まで
は、考えたことが現実になるわけないって思ってました。そし
たら現実になってきて、ゆるキャラつくって、公認になったりグ
ランプリに出たり、夢は夢じゃないんだなって思います。将来
の夢も持てたし、信じることができる力がつきました。
（2年 3か月・13才・ 男）

この一年間は、とても大切な一年間でした。なぜかと言う
と、外国にも行ったりしたりして、世界の子どもたちとも話し
たからです。そして、KYTにとってもこの一年でメンバーが
たくさん増えました。今や中核をなすメンバーも一年前ぐ
らいに入りました。そして、俺にとってもこの一年がのびざか
りだと思いました。けれど悪い点などもたくさん見つかりまし
た。そして、KYTの将来も考えるようになり、今年の活動
が最後になるかもしれないから、活動を完 に終わらせ
て、最後に KYTに貢献したいです。
（2年 3か月・ 16才・ 男）

KYTに所属する前は、賛成人数が多いほうに流されて
ばかりで、中々自分の意見を自分から出すことはありません
でした。それに意見を出すことが怖くてどうしようもありませ
んでした。でも、KYTに所属し、活動を重ねていくにつれ
て、自分から怖がらずたくさん意見を出せるようになったし、
相手の意見のいいところ（こんな意見もあるんだ、これ良く考
えたらこういういいところもある etc…）も見つけられるよう
になりました。メンバー同士の仲も良くなり、楽しく活動す
ることもできています。
（1年 4か月・ 14才・ 女）

＊（） の中は、 （活動期間 ・ 年令 ・ 性別） です。

*ここでは本人の希望により「ふっこう」を「復幸」としています。
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私は、自分の意見を言うのも、他のメンバーや同じ地元に
住むおとな、遠くに住んでいる子どもやおとななど、色々な
人の意見を聞くことが楽しいです。
自分の意見を言うことを恥ずかしがるメンバーもいますが、
私は、自分の意見にもっと自信を持ってほしいと思います。だ
から、私は「意見を出すことが恥ずかしいことではないとア
ピールしたり、スムーズに物事が進むように自分から動い
たり、働きかけたりしよう」と思いました。達成できているの
かは自分ではわからないけれど、これからもそれを続けて
行きたいし、自分のできることを全力でやりたいと思います。
（2年 3か月・17才・ 女）
自分にとって、子どもまちづくりクラブは学校のようなもので
す。ですが実際の学校とは違い、男女や先輩後輩の壁が
なく、自分の言いたいことを言えます。「参加」「守秘」「尊
重」のルールがあるからこそ楽しいと思えるのではないかと
思います。さまざまな場所で発表していくうちに、人と話す
こと、人前で発表することも徐々に好きになりました。いず
れ私は大学生になり、この活動に参加できなくなります。
ですが、何かしらの方法でこの活動に関わっていき、新しく
入って来たメンバーにも楽しいと思ってもらえるような場所に
したいです。
（2年 3か月・16才・ 男）
＊（） の中は、 （活動期間 ・ 年令 ・ 性別） です。 19

今年は特に子どもまちづくりリーダーツアーが印象的で、ま
ち歩きという初めての内容があり、いつもより楽しく活動でき
ました。また初めてのラジオ収録でいい経験ができまし
た。このような活動ができる子どもまちづくりクラブは、自分
を成長させてくれる場所です。たくさんの人たちと話し、たく
さんのことを学び、少し成長できたと思います。初めて会う人
ともスムーズに話せるようになりました。これからもたくさんの
ことを学んでいきたいです。最後に、僕たち子どもまちづくり
クラブでは子どもの声を発信し、形にしていきます。子どもだ
から…ではなく、子どもだからこそ！という活動をしていきたい
です。
（2年 3か月・13才・ 男）
私にとって、子どもまちづくりクラブは自分の発言がみんなに
発信できる場所です。私は続けることが苦手で、何度か、
活動をサボってしまいましたが、自分の意見をみんなに伝え
たいという気持ちになり、参加していくようになりました。なの
で、私が変わる「きっかけ」となりました。今、高田は復興を
進めていますが、あまり子どもの意見が反映されてない気が
するのです。おとなにも子どもたちの意見を、取り入れてもらい
たいです。
（1年 4か月・13才・ 女）
私が子どもまちづくりクラブに入って変わったことは、人の前
でしゃべれるようになったことです。入る前まではすぐ顔が
赤くなったり、モゴモゴしたりして、言おうとしたことが伝わらな
いのがほとんどでした。でも、子どもまちづくりクラブで意見を
言って、だれかに反対されることはなくて、前よりはリラックス
して言えるようになりました。
（1年 3か月・12才・ 女）
私はこの活動に参加して、そして続けてきて、人前で話すこと
やきちんと自分の意見を伝えるということが、前までの自分とは
大きく変わりました。今では参加して良かったと思っています。それ
によって報告会の時の話し合いでは、自分が思う意見を素直に
他の人に伝えれるようになりました。また人の前での発表が
緊張せずにできるようになってきたので、私にとって子どもまち
づくりクラブはとても大切な場所になったと思います。
（2年 3か月・14才・ 男）
私が参加しはじめた頃は、なかなか自分の意見を持つことが
できず、他のメンバーの意見を聞いていました。しかし、活動に
参加するにつれて、子どもまちづくりクラブでは自分の意見が否
定されることがないので、自分の意見を話せるようになったり、
あまり話したことがなかったメンバーのがんばりやいいところが
見えてくるようになりました。今では、サミットや話し合いの場が
楽しいです。ですから、おとなのみなさん！！ 私たち子どもにお
となのみなさんと話し合える場を用意してください。子どもの意
見を否定せずに聞いてみてください。
（2年・15才・ 女）
この活動に参加して特に発言する楽しさを知りました。前は発
言をすることが怖かったのですが今はちがいます。それは否定を
する人がいないからだと思います。ここには「参加」「守秘」
「尊重」というルールがあり、否定をすることがなくみんなが尊重
してくれます。なので私は怖がらず楽しく自分の意見を発言する
ことができます。だから、もっと子どもの意見を聞いてほしいです。
もし聞いてくれれば、幅広い意見が集まるので、その分より良い
ものを作りあげることができると思います。
（2年 3か月・14才・ 女）

子どもの声 ~ 活動をふりかえって〜

おとなの声 〜活動をふりかえって〜

子どもまちづくりクラブメンバー座談会
1年以上活動してきた子どもまちづくりクラブメンバー有志が 2013年 10月 6日に座談会を実施。
その一部を紹介します♪
K： 子どもは一種類じゃない。
H： 子どもはどうせなんの知識もないだろうし、被災して
傷ついているだろうし、どうせふざけてばっかりだしって
いうそういう固定概念みたいなのは捨てて欲しい。
そういう子どももいるかもしれないけど、そういう子じゃ
ない子どももいるよっていう。

H： 報告会から初めて（の参加）だったから、「こういう
場所なんだな」って。おとながいる時に話している、
グループつくって。おとなもこういう考え持ってるって初
めて知って。で、その次の活動の時に、子どもだけで
話した時になんか、「子どもたちだけだとこういう意見
が出るんだな」って。
F： 違 っ た ん だ ね 。
H： 違う。
「おとなに流されてないってこういうことだな」って。
K： だいたいの子どもは、意見は言いたいけど、
一人一人には力がないから、集まる、
みたいな。
F： 一人 だ と い い に く い ？
K： いや、いいやすいっていうか、一人でも言えるけど、一人
だと力がない。
Y： ただのつぶやき。。

JN： 最初の子どもまちづくりリーダーツアーで、なん
となく、アニキが参加したんだけど、俺もついでに
行くってことになって。それまでずっと家に引きこもって
たっけ。「出ろ」って言われてたんですけど。
ここに参加して、

けっこう外に出るようになってきた。
F： 平 気 に な っ た って 感 じ ？
H： やばかったホント。震災後外に出るのが怖くて、外
出てる間に地震あったらどうする、津波来ちゃったらどう
する、家族に何かあったらどうするっていうのがすっごい
怖くて。家出なくてずっとネットに依存してて、「出かけ
るけどお前行く？」って言われても「絶対行かねえ」っ
て言ってたんだけど、KYTの報告会あるっていった時に
お母さん約束してたらしくて、むりくり連れ出されたら、
そこから。ひきニート崩壊みたいな。

YM： 前おじいちゃんらしき人が運動会に来て、椅子が
なくて。で、「子どもはケガして学ぶんだ」って言ってて、
あぁそうだなと思って。でもケガして学ぶっていったらどうい
うことなのかな。
F： ど う い う こ と な の か な？
YS： 失敗して学ぶとか。
JK： 実際に自分で体験することで、学ぶ。

M：「おとなより子ども」ってか、学校だとおとな優先
で決められるじゃないですか、いろいろ。でも、子ども
まちづくりクラブでは子どもから決めていくから、だか
ら、行きやすいし、楽しい。
F： 例 え ば、あ ん 時 こ う や っ た わ と か？
M： 学校だと、おとなが決めて、それに従うような感じ
で子どもが活動するけど、子どもまちづくりクラブは

F： 全 体 的 に 、子 ど も の こ と を 一人 の 人 間 と し
て 見 て く れて な い 感 じ が す る ？
K： いや、見てんだけど。
H： 社会に貢献させてくれない。
K： 子どもで、デモ起こしたらどうなるんだろ。
「社会に貢献させろ」
F： こ の 憲 法（ 話 し 合 い で K が 提 案 し た 子 ど も
用 の 憲 法 ）に は ど ん な こ と 書 い た ら い い ？
K： 最初に、子どもも社会に貢献、みたいな。

子どもが決めて、
おとなが助けてくれるから。

H： 山田町・ 14才・ 女、K： 山田町・ 16才・ 男、YM： 山田町・ 13才・ 男、YS： 陸前高田市・ 12才・ 女、
JK： 石巻市・ 16才・ 男、JN： 石巻市・ 14才・ 男、M： 石巻市・ 14才・ 女、Y： 石巻市・ 17才・ 女、F： ファシリテーター
20

山田町
佐藤 信逸 町長

2011年に第 1回子どもまちづくりクラブ報告会の会場を提
供して以来、地道な活動を垣間見てきました。最近は、活動
に参加している生徒の成長（復興への意欲、知識・ 見聞の
豊富さなど）を強く感じています。児童・ 生徒からの提言をどの
ように反映させるのか、地域によっては難しいと思いますが、
今後の課題であるように思います。活動
に参加している生徒は自分自身の成長の
ためにも、セーブ・ ザ・ チルドレン・ ジャ
パンのみなさんとともに最後まで活動を
継続してほしいと思います。
山田高校
関川 繁雄 校長

「まつしい」とハグ !! これが私と山田町子どもまちづくりクラ
ブ/KYTとの関係です (おわかりですか ?)。年令、性別も
関係なく、一人、一人の自覚と自分たちで決めた“約束”や“き
まり”を守ること、そして子どもたち自身の自由な発想をおとなの
スタッフが包みこむようにやさしく見守っていることが、さらに子ど
もたちの積極性を増していると思いま
す。KYTが山田町の公認キャラクター
「まつしい」とともに積極的におとなに
良い刺激を与えるように活動していくこと
を期待します。
山田町商工会
阿部 幸栄 会長

出会ったばかりのころは、うつむいて顔を隠し、“伝える”という
姿勢が見えなかった子どもたち。それが今では、堂々とした態度
で“伝えよう”という意思がはっきりと見えるようになりました。
提案の内容もレベルが上がり、会うたびに成長していると感じら
れる子どもたちを見るのが、最近では何よりの楽しみになって
います。復興への道はまだ遠く、やっとス
タートラインに立てたかどうかという時点
ですが、山田町子どもまちづくりクラブ
/KYTメンバーのアイデアが詰まった新
しい町を、今から楽しみにしています。
保護者
外舘 こずえ さん

子どもたちが、地域の一員として自分たちの住む陸前高田市の復興
やこれからのまちづくりについて真剣に考え、みんなでまとめた発想や
アイデアを市へ提言いただき、また市内はもとより東北地方や全国、さ
らに世界に向けて活動の場が広がっていることに対し、とても心強く、
そしてたくましく感じています。陸前高田市の復興状況は、ようやく高
田松原地区の防潮堤工事、新しい住宅を建てるための高台造成
工事、災害公営住宅建設工事がスタートしまし
たが、まだまだ長い道のりです。しかし、陸前
高田市は必ず復興しますので、これからもずっ
と復興に関わっていただき、一緒に新しい
「陸前高田市」をつくっていきたいと思います。
陸前高田市
戸羽 太 市長

「誰に似だんだが…」、「俺じゃねーなー」などと言う会話が
我が家にありました。「まちづくり ?誰が ?」そんな会話もあ
りました。なぜか、参加するんですよね〜。いいことだと思うんで
すよ、もちろん !でも、そんなに一生懸命になるタイプだったか
な ?うちの息子は…不謹慎かもしれませんが、ちょっとうらやまし
いです。“まちづくり”ですよ！ガッチガチ頭のおっさんたちより、
子どもたちの柔軟なかけ引き無しの発想
力 !20年後…、30年後…子どもたちの思
いがどれだけ実になっているか !
「あの子どもたちのおかげだな〜」って言い
たいですね !
保護者
佐藤 忠義 さん

山田町子どもまちづくりクラブ/KYTの活動には、お誘いが
あればなるべく参加するようにしています。というのも、月日が
経つごとに目に見えて子どもたちの成長を感じ、無限の可能性
が我々を励ましてくれるからです。みんなの前での発表も、
最初は恥ずかしそうでしたが、最近は立派に行います。
復興に対する内容も現実性が出てきま
した。このような時だからこそ、子どもたち
の夢を大切にしたいと思います。
山田の未来は君たちにかかっています。

“生きるだけの町ではなく豊かに暮らせる町”の実現に向
け、活動範囲を広げた一年間。メンバー自身の発信として、
阪神淡路の震災について感得したことを広げ、深める活動
だけではなく、多くの地域の方々の声に耳を傾ける地道な
活動にも力を注ぎました。この取り組みを通して、主体的な
企画力・ 構想力・ 発信力に磨きをか
け、復興にかける強い思い、未来のまち
づくりに向かう子どもたちの願いと希望
をより多くの方々に浸透させていると感じ
ます。
陸前高田市教育委員会
陸前高田災害 FM
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三浦 紀久果 指導主事
阿部 裕美 パーソナリティ

今年の夏休みに、神戸に行き学んできたことを市長に報告し、
ラジオでも市民のみなさんに向けて報告の収録をしました。
絆クラブのメンバーそれぞれが、自分が学んだことや思っている
ことを“自分の声・ 言葉”でラジオから発信していくことは、こ
れからまちづくりをしていくうえでも、とても重要になっていくので
はないかと感じています。おとなが気づかない子ども目線の意
見をこれからも発信していきましょう。
次は、ラジオで市長とメンバーの対談も
してみたいですね。

おとなの声 〜活動をふりかえって〜
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＊営利目的や公序良俗等に反する利用はお断りいたします。
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震災直後、子どもたちがこんなにも力強くまちづくりを考える主体に
資料編
なるとは、多くのおとなは考えなかったのではないか。子どもまちづく
これまでに SOFTで制作・ 発行した報告書や動画を紹介します。
りリーダーツアーで耳にした「わたしたちがまちのことを考えなきゃ」
それぞれの URLと QRコードをのせているので、ぜひ色々な場面で活用し、
というつぶやき。活動のふりかえりを行う中で出た「いつまでも被災
東北の子どもたちの取り組みをご紹介ください。
あなたも一緒に Speaking Out From Tohoku!
地の子どもっていうな」というひとこと。そして、「子どもが憲法をつくる
ことってできないのかな？」という言葉。まちの復興を考えることを通し
●SOFT中間報告書① 『HOPE』
て、現在の社会のしくみや未来の世界に想いをはせる。子どもたち
2011年 5月 ~11月までの活動をまとめた報告書。
の学びは、おおらかで、豊かだ。
「子どもまちづくりクラブ」が考え、描いた“夢のまちプラン”や
「Hear Our Voice」で集まった子どもたちの声などをまとめています。
さて、これまでの成果は、子どもまちづくりクラブの子どもたちがとび
http://www.savechildren.or.jp/jpnem/jpn/pdf/SOFT_HOPE_2011.pdf
きり優秀だったからできたこと、ではなさそうだ。第一に、子どもを支え
●SOFT中間報告書② 『Action』
るおとな（セーブ・ ザ・ チルドレン・ ジャパンのスタッフ）がいたから
2011年 12月 ~2012年 11月までの活動をまとめた報告書。
“夢のまちプラン”を実現させるため、各地域の「子どもまちづくりクラブ」
こそ可能となったことである。支え方にも変化が見られた。はじめは、
がおこした“Action”、「Hear Our Voice」で発信した子どもたち
じっくり子どもを待ち、寄り添っていたおとなたち。今では、待たなくて
の意見書・ 提言書などをまとめています。
http://www.savechildren.or.jp/jpnem/jpn/pdf/SOFT_Action_2012.pdf
も積極的に話す子どもたちを前にして、子どものいうことを何でも
聞き入れるのではなく、子どもと意見が異なるときは、ひとりの人間と
●Speaking Out チャンネル
2010年 11月 20日「世界子どもの日」開設！セーブ・ ザ・ チルドレン・
して自分の考えを子どもに伝える。人間と人間との対話がそこにある。
ジャパンが取り組む子ども参加促進事業“Speaking Out”の活動
や子どもたちの声を届ける Youtubeでのチャンネルです。
子どもまちづくりクラブの成果を生みだしたのも、子どもを支えるおと
東北の子どもたちの活動の様子を見ることができます！
なを変えたのも、やはり、子どもたちの力である。当初は小さなつぶ
http://www.youtube.com/user/SpeakingOutCh
やきだった子どもの声は、仲間と出会い話し合いを重ねていく中で、
“まちづくり”という具体的な形をとりはじめ、東北を超えて日本全
国へ、そして世界へと発信を始めた。子どもたちの内に備わったレジ
リエンス（自己回復力）が、子どもまちづくりク
ラブと出会うことで大きく発揮され、まちをエ
ンパワーしていく。「子どもってたいしたものだ
なぁ」ー子どもまちづくりクラブの子どもたち
を見るたびに、そう感じる。
早稲田大学文化構想学部
安部 芳絵 助教 22
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これまでみんなが力を注いできた子どもセンターが、いよいよ
現実となるところまで来ました。子どもまちづくりクラブメンバー
たちの、これまでの貴重な経験や、たくさんの方々の声をもとに
つくりあげた子どもセンター、必ずや石巻の復興の一助とな
り、素敵なセンターになることでしょう！娘に、物づくりの楽し
さや厳しさ、相手を尊重することで自分も
認めてもらえるということなど、これからの人
生において大切なことをたくさん教えてくれ
たすべてのみなさんに感謝です！！
保護者
長谷部 久恵 さん
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・
ピー
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石巻市教育委員会生涯学習課
若生 孝之 社会教育主事
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回を重ねるごとに、どんどん自信をつけていく姿がとても印象
的でした。控えめそうな感じを受けた子が、次に会った時には
人前で堂々と発表していたり、発言で笑いを取るような余裕を
みせているのを見て、一人ひとりも成長しているけれど、“集団”
としても地域のみなさんを成長の渦に巻き込みながら大きく
成熟していくのを感じました。目標や想い
をていねいに共有していくことで“ひとご
と”を“じぶんごと”として地域を変える
力を感じました。
（特活）ベビースマイル石巻
荒木 裕美 代表理事

子どもセンターが少しずつかたちになってくるのと同時に、子ど
もたちの力もどんどん伸びてきたように思います。さまざまな年
代、さまざまな地域、さまざまな価値観の人たちと触れ合
いながら未来の石巻について真剣に考える姿にたのもしさを感
じました。これまでの経験をとおして身に付けた、話し合いで
考えを深める力や自分の思いを自信をもっ
て発信する力、そして前向きに行動する力
をこれからの新しい石巻のために生かして
ほしいと願っています。
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ひ

将来を担う子どもたちが市民の一人として石巻市の復興や地
域のまちづくりについて、地域のおとなと一緒に考えて行動
していることは、とても心強く感じております。同時に子どもたち
の行動によって実現する子どもセンターは、石巻市の復興の
シンボルとなるのではないかと考えております。また、石巻市に
は、「子どもの権利に関する条例」があ
り、子どもたちの権利を尊重し、推進する
まちです。これからもみんなの声を聞かせ
ていただき、石巻市の復興に向けてとも
に歩んでいきましょう。
石巻市
亀山 紘 市長

つづく

これからの活動で“大切にしたいこと”を、子どもまちづくりクラブメンバーが漢字 1文字で表しました。

SOFT中間報告書③
企画・ 監修： 山田町・ 陸前高田市・ 石巻市の子どもまちづくりクラブメンバー、セーブ・ ザ・ チルドレン・ ジャパン
イラスト・ デザイン： たかはしなな
その他協力： 山田町・ 陸前高田市・ 石巻市をはじめとする地域の方々
発行日： 2013年 11月 20日
●問い合わせ先
公益社団法人 セーブ・ ザ・ チルドレン・ ジャパン 本部事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-8-4 山田ビル 4F
Tel: 03-6859-0070 Fax: 03-6859-0069
E-mail:soft@savechildren.or.jp
http:www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?c=30
http:www.youtube.com./user/SpeaingOutCh
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