このレポート 「HOPE」 の名前は
子どもまちづくりクラブの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

●●セーブ ・ ザ ・ チルドレンとは●●
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 ・

●●SOFT とは●●
「SOFT」 とは、 Speaking Out From Tohoku の略で、 「東北から声をあげよう !!」
という意味です。

参加する 「子どもの権利」 が守られる世界を目指し、 世界約 120 カ国で活動を行
う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には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
を子どもについて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。
今回の東日本大震災からの復興に向けた国 ・ 県 ・ 市町村の計画の中に、 これからふるさとの中
心となっていく子どもたち自身が、 復興計画や地域の復興に向けたまちづくりに、 声をあげ、 参
加していくことが大切です。
セーブ ・ ザ ・ チルドレンは、 日本でこれまで行ってきた "Speaking Out” の経験を活か
し、 今後も行政や地域、 保護者のみなさんと協力し、 子どもたちと一緒に、 復興に向けたよ
り良いまちづくりに取り組んで行きます。

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災後すぐから、セーブ・ザ・チルドレンは、岩手県 ・
福島県 ・ 宮城県で、 緊急 ・ 復興支援活動を行っています。 被災された子どもたち
や家族が普段の生活を取り戻していただける様にする活動と同時に、 復興にむけて、
これからふるさとの中心となっていく子どもたち自身が声をあげ、 参加することで、 より良
いまちづくりを目指そうと “Speaking Out From Tohoku 〜 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。
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●●子どもまちづくりクラブとは●●
セーブ ・ ザ･チルドレンが 2011 年 5 月〜 6 月にかけて、 被災した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。 （※詳しくは、 P12 Hear Our Voice1 の活動 をご覧下さい）
そこで、 セーブ ・ ザ ・ チルドレ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 （2011 年 11 月
現在） の 3 つの地域で、 小学校 5 年生〜高校生の子どもたちが週 1 回ほど集まって、 活動
しています。
「子どもまちづくりクラブ」 では、 自分たちのまちをより良いまちにするために、 子どもたち同士で話
し合うだけでなく、 専門家の話を聞いたり、 実際にある建築物を見学したりなど、 さまざまな活
動を行っています。
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フムフム

●●子どもまちづくりクラブこれまでの活動●●

シンケン

え〜っと、

「子ども参加に関する意識調査」 実施

カシャ

岩手県陸前高田市子どもまちづくりクラブスタート

建築雑誌か
ら
アイデアをふく
らませます

岩手県山田町子どもまちづくりクラブスタート
宮城県石巻市子どもまちづくりクラブスタート

アイデアを模造紙に
書き込んでいきます

自分の意見
をポストイ
ット
に書いて貼
ります

ワークシートを使って、
自分のまちについて考えます

ガヤガヤ

ワクワク

子どもまちづくりリーダーツアー開催

じゃーん

各地域にて、 活動報告会開催
建築物見学ツアー実施
どんなまちにしたいか
みんなで話し合います

子どもまちづくりクラブ地域合宿実施
東北子どもまちづくりサミット ~ みんなが夢見るまち ~ 仙台開催

夢のまちプ
ランの完成
です！

2011 年

で出し合った
そして みんな
めると．．．
アイデアをまと

さらに、 白地図
を貼って
アイデアを書き込
みます

開催
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子ども参加に関する意識調査実施

岩手県
陸前高田市

9 10
岩手県
山田町

宮城県
石巻市

10 11 12
子どもまちづくりリーダーツアー 開催
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各地域にて、 活動報告会開催

8 9 10
建築見学ツアー実施

5 6

20

子どもまちづくりクラブ地域合宿実施

カシャ

クラブの名前とルールは
みんなで決めました。
山田町
ブ
ま
も
子ど ちづくりクラ
活動の様子

クラブ名 ： けっぱれ 山田 Toekomst(KYT)
コンセプト ： 愛があふれる町〜未来 ・ 伝統〜

クラブ名 ： 絆 Save the hope TAKATA
コンセプト ： 生きるだけの町ではなく豊かに暮らせる町
陸前高田市
子どもまちづくり
クラブ
活動の様子
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石巻市 ラブ
ク
ちづくり
子どもま の様子
活動

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 Roll のまち
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子どもまちづくりクラブ

夢のまちプラン

けっぱれ 山田 Toekomst(KYT)
愛があふれる町〜未来 ・ 伝統〜

元のキレイな山田の 「海」

行くだけで勉強になる
「くじらと海の科学館 & 図書館」

山田は前から海で有名なところです。 私たちも誇りに
思っているので、 多くの人に山田の海を観光してもらい
たいです。 その人たちが泊まれるホテル、 散歩できる
浜辺、 釣り堀や、 水中トンネルもあればいいと思い
ました。 元の山田のキレイな海を取り戻したいです。

大迫力のマッコウクジラの骨の展示や伝統漁法の紹介
があり、 螺旋通路の壁に海洋生物の紹介や山田の
海産物が飾ってあります。 たくさんの本がある図書館
がとなりにあって、 静かに勉強もできて、 もっと詳しく
調べることができます。

心をいやす復興のシンボル 「花まりん」
山田には 「花まりん」 という花にあふれ、 公園、 動
物園、 遊歩道などの施設があり、 みんなが心をい
やして楽しめる場所がありました。 その 「花まりん」
を再建し、 さらにパワーアップさせるためにオランダと
の交流やオランダ島 （海水浴場のある無人島） を
PR するための風車 （風力発電ができる） を作りたい
です。 さらに復興のシンボルとなる花時計や、 津波
で公園がなくなってしまったのでアスレチックや釣り堀、
動物園などみんなが気兼ねなく楽しめる施設にしたい
です。

□ 元のキレイな海を取り戻して、 山田の海を観光して
もらえる人が増えれば、 山田が発展できると思いまし
た。

□ 多くの人に山田と海の関わりを知ってもらいたいし、
私たちも学ぶことが楽しいと思える場所になってほしいと
思ったからです。

□ 現在は津波でなくなってしまいましたが、 私たちは
花まりんが好きだったし、 色々な目的でたくさんの人が
利用できる復興のシンボルがほしいと思っています。 そ
れに加えて、 自然とふれ合い、 心をいやす遊歩道や
噴水、 花壇広場などを作ればいいと思いました。 そ
んな花まりんを私たちは再建したいです。

● おとなの声
美しい花が連続してある風景は、 誰しもが心をいやさ
れます。 ましてやそこに、 オランダの風車が回っていた
ら多くの方々が山田町を訪れたくなるでしょうね。 観光
にも私たちの心のなごみにも、 ぜひ実現してほしいと
思います。

● おとなの声
さすが山田で育った子だなぁと感じました。 失って分かっ
た山田の良さ、 震災後キレイな海を取戻すために、 大
変な仕事なのに多くの方々が働いています。 海も少し
づつキレイになり湾内に養殖筏が増えてきました。 私
たちにできることは、 海を守るために継続して取組ん
できた活動を復活させることですね。

● おとなの声
防災シェルターも兼ね備えた博物館、 図書館。 そし
て、 運動施設も隣接して高台に作る。 そこには山田
町各地から来ることのできる道路を整備する。 自然豊
かな山田町から宇宙を眺めることのできる天文台と、 三
陸の海を見渡せるパノラマ展望台もあるといいですね。

※山田町とオランダのザイスト市は姉妹都市です。
Toekomst( トゥーコムスト） とはオランダ語で未来という意味です。

キミをまつしいが待っている！？
「まつしいの家」
「まつしい」 は私達の考えた山田のイメージキャラクター
です （まつたけとしいたけが特産品なので、” まつた
け × しいたけ＝まつしい”）。 そこで 「まつしい」 が
住んでいるきのこ型をしているまつしいの家をつくり、 そこ
を中心にみんなが自然を楽しめる場所になればいいと
思います。 そんな 「まつしい」 の家の周りに花や木を
植えて、 海に魚が来るように、 自然を山から良くしてい
く働きをします。

● おとなの声
山田町のことを思い 「まつしい」 というキャラクターを作
りあげたアイデアは素敵です。 なにより、 山田の良さ
を知ったうえで、 山から海へと自然をとりもどそうとしてい
る考えに、 拍手です。

□ 震災によって山田のキレイな海は汚れてしまいました。
海を良くするためには山から良くしていく必要があります。
そのために木や花を植えて自然を増やしていかなけれ
ばなりません。 また増やすだけではなく、 人々が自
然とふれあえるようにすればいいと思います。 ここが復
興のシンボルや観光地になってほしいです。

＊おとなの声 ： 地域のおとな （行政、 学校関係者、 専門家、 保護者

伝統と活気あふれる集いの 「駅ビル」
ここに集まれば、 山田の特産品、 山田の海で採れる
ホタテやカキ、 山で採れるきのこなどが買えます。 伝
統の祭りを知るためにミニチュア模型を置いたり、 階段
や壁に絵を描いたりします。 そんな風に駅をにぎやか
にして活気のある集いの場にします。

● おとなの声
車の生活に慣れていますが、 電車がない今では高校
生も大変だと聞きました。 駅ビルがあったら、 うれしい
ですよね。 「みんなの集まれる集いの間」 という考え
方が素晴らしいと思います。
そんな場所、 必要ですよね。

□ 山田のまちには、 いつも電車が走っていました。 今
度は駅を復活させるのはもちろん、 駅ビルや花壇や広
場を作り、 さらにせっかく山田のまちを訪れた人にまち
のことを知ってもらうために、 特産品や祭りの紹介をする
模型を置くことで、 もっと華やかで活気のあるみんなの
集える場にしたいです。

● セーブ ・ ザ ・ チルドレンスタッフの声
山田町の子どもたちはコンセプトを見て分かる通り、
まちづくりという未来に向かいながらも今まであった伝統
も大切にしています。 彼らのアイディアはそんな愛にあ
ふれたまちづくりでいっぱいです。

など） からの 「夢のまちプラン」 に対するコメントです
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子どもまちづくりクラブ
夢のまちプラン
絆 Save the hope TAKATA
生きるだけの町ではなく豊かに暮らせる町

みんな気軽に集まれる総合施設

陸前高田を照らし、 みんなが集える
シンボルあかりの木

具体的には 「図書館、 博物館、 体育館、 グラ
ウンド、 ホール、 公園」 など、 かつて高田のまちにあっ
た文化施設をひとつにまとめた物です。 前の野外活
動センターよりももっと大きくて、 海がみたいひとは眺
められるところです。 また、 緊急避難所としても使えま
す。

みんなが気軽に集まれるところです。 遊んだり、 本を
読んだり、 景色を見れる展望台へ行ったり、 あかりの木
の中には時計があって、 その時計はみんなに幸せを
運びます。

だれでものんびりできる子どもの森

□ 今、 震災を受けて、 仮設住宅に住んでいる人たち
の中には子どもからじっちゃん、 ばっちゃんまでたくさん
の人がいます。 子どもたちが遊べる公園が近くになく、
暇をしている子どもがいると思います。 だからあかりの木
があればいいと思いました。 こういった場所が、 これ
からの陸前高田市を照らす 「灯り」、 シンボルになって
ほしいと思い、 「あかりの木」 と呼んでいます。

コンセプトは 「子どもからおとなまでのんびりできる所」
です。 気仙杉を使ったアスレチック、 水遊び、 秘密
基地。 ケガなどしないように考えられた森です。 バー
ドウォッチングができるような豊かな自然があります。
□ 気仙杉という高田で有名な木を使って、 子どもたち
がぬくもりを感じられるようにしたいからです。 さらに緑
が多ければ、 「子どもからおとなまでのんびり」 とい
うコンセプトにぴったりだと思います。 前まで 「あぶな
いから」 と言われてできなかった遊びをのびのびやりた
いから、 安全な施設ということも大切にしたいです。

● おとなの声
「灯り」 という意味が、 将来への希望という形で実
現したいと感じました。 そこが人々の集う場所になれ
ばいいなと思います。
時計台については、このような幸せを送る時計台が人々
の生活の中にあれば、 いい時間を過ごせるのではな
いかと思いました。

● おとなの声
小さい頃自分がしていた遊びを、 今の子どもたちには
「危ないからやめろ」 と言って止めていることに気が付き
ました。 子どもたちのアイディアのような場所が、 子
どもだけではなくおとなも夢中になって遊べる場所にな
ればいいなと思います。

みんなを絶対守る防波堤
高さ 100m、 奥行き 30m の巨大防波堤です。 普
段は地面と同じ高さに埋まっていますが、 津波が来る
と、 100m の高さまで上がっていくようになっています。
中には非常食や毛布もあって、 水も用意されています。

□ 陸前高田市内の人が使うところと、 県外から来た人
も一緒に使える施設で、 高田以外の人たちとも仲良く
なれるような場所です。 その中の体育館は緊急避難
所としても使え、 命を守る施設です。

□ 私たちは巨大な津波から高田を守るために、 大きな
防波堤がほしいです。 なぜなら今は建物が全くなく
て、 このままでは波が住宅の方まで来てしまうからです。
防波堤の高さが変わるのは、 いつもきれいな海が見
えるようにしたいからです。 また、 防波堤を避難所と
しても利用できるように、 食べ物や毛布、 水が中に用
意されています。

● おとなの声
今後場所がない中で、 市民が必要としている施設が
一つになっているというアイディアは、 市の復興計画を
進める上での良いヒントになりました。

運転手 ・ 歩行者も安心安全な
通学路
車を運転する人も道を歩く人も安心して利用できるよう
に、 街灯や歩道の整備が必要です。 交差点に信号
もつけたいです。
● おとなの声
物資をもらいに行くときに子どもたちの通学路を通りまし
たが、 たくさんのダンプや車が肩にぶつかりそうなくら
いすれすれを通り、 横断も出来ない道なので、 おと
なの私でも怖かったです。 子どもならもっと危なくて怖
いと思います。 歩道の整備はぜひ必要ですね。

□ 震災前はあまり人通りが多くなかった道路がありまし
た。 しかし震災後は人通りがなかったところも、 今で
は通学路やスクールバスの停留所、 仮設住宅へ行
くための道として使われるようになりました。 そして交差
点に信号がなく、 お年寄りや小さな子どもにとってはと
ても危ないです。 なので、 お年寄りや小さな子どもが
安心して利用できるように、 暗い所に街灯をつけ、
道路がせまいところなどに歩道を作り、 交差点に信号を
作りたいです。

● セーブ ・ ザ ・ チルドレンスタッフの声
「ちびっこからじぃちゃんばぁちゃんまで豊かに暮らせるま
ちを実現するために、 大人と一緒にまちづくりを進めた
い！」 という声が普段の活動に出ています。 この夢の
まちプランには、 そんな想いが込められています。
＊おとなの声 ： 地域のおとな （行政、 学校関係者、 専門家、 保護者

など） からの 「夢のまちプラン」 に対するコメントです
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子どもまちづくりクラブ

夢のまちプラン

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

ゆったり広場
おとなも子どもも色々な年代の人みんなが集まれて使え
る広場です。 ゆったり広場はガラスばりになっていて昼
は太陽の光がたくさん入り、 夜には星空が見れます。
キッチンや食堂も入っていて自分の家のようにすごせる場
所です！
□ 石巻の老若男女皆が集まって、 他の世代 ・ 学校の
人たちとも交流できる場所がこれまでにもありませんで
した。 だから、 みんながそれぞれ楽しめてゆったりで
きる場所が欲しいです。

次世代の畑
石巻の人がみんな使うことができる畑です。 誰でもとっ
た野菜を直売できて、 その場で料理もできるように調
理場も付いています。 地元の畑をやっている方たちに
農業方法を教わりながら、 子ども会で水やりをして育て
ます。 レストランもあり、 収穫祭の運営なども子どもた
ちで行います。
□ 農業をやめてしまう人を減らすため、 地元から離れて
行くのを防ぐために、 農業の楽しさと大切さを知って、
次の世代に受け継いで行ってもらいたいです。 そこで
子どもでもおとなでも気軽に楽しく参加して、 農業体
験を通して他の年代、 世代とも交流を深めて、 自分
たちで作った農作物にふれ、 そこで収穫されたもの
を料理し、 食にふれる場所にしたいです。

● おとなの声
みんなで元気にイベントをするときにも活躍しそうなス
ポットだと思います。 自然たっぷりの空気のきれいな場
所をゆっくり散歩してみたり、 いろいろな人が集う場所
でゆったり過ごしているうちに、 新しい発見ができそう
です。

● おとなの声
「次世代の畑」 という言葉でとても夢が膨らみます。
畑には、 野菜や果物の収穫の喜びや命の力強さを感
じるところです。 市民が自由に作付し収穫ができる。
みんなが喜びを感じられる場所は、 いろいろなところか
ら人が見にくるようになり、 やがて観光地となり、 観
光に来た人がそこで収穫したものを食べて幸せを感じる。
次世代の畑にはそうした力があると思います。

ライブハウス

愛の橋

音楽が好きなら誰でも、 どんなジャンルでもOK ！
聴くだけじゃなく、 自分たちも演奏できたり、 レコーデ
ィングもでき、 イベントもできます。 マイク、 アンプ、
楽器がレンタルできます。 ラジオ局、売店、レコーディン
グスタジオがあり、 練習スペースもあり、 屋上では野
外ライブができます。

「ここを渡れば一生結ばれる」 という橋です。 家族
や友達同士でもこの橋を渡れば、 幸せになれます。
橋の左右のはしと真ん中に三つの神様のほこらがありま
す。 この橋は月ごとに” 恋愛の橋” ・ ” 親愛の
橋” ・ ” 友愛の橋” のローテーションで変わります。
□ 全国 ・ 全世界のみんなが知っているようなスポット
にしたい！！ 「愛の橋」 を作ればたくさんの人が集まっ
て、 みんなが楽しく幸せに過ごせる場所になります。
観光客がたくさんくればまちも活性化します！

□ 石巻には元々ライブハウスがあったけど津波でなく
なってしまったので、 ライブが観られて、 自分たちも自
由に音楽を表現できる場所がほしいです。 ファッション
ショーや舞台としても使える場所にし、 いろんな人がた
くさん集まる石巻の活性化の拠点とします。
● おとなの声
音楽が人々の心に寄り添い、みんなが笑顔になったり、
やさしい気持ちになれたら、 とてもすてきなことです。
たくさんの音楽に触れあえる場所が増えて、 心豊か
に笑顔と思いやりのあふれたまちになればいいなぁと思
います。

子どもの絵ランプ
子どもたちが明るく楽しい絵を描いた街灯が、 駅前
の商店街や通学路に並びます。 そこが観光スポット
になりまちに訪れた人みんなが自由に見ることができま
す。ランプは LED で地球にやさしく、人が通るとセン
サーで光がつきます！
あっ点い

□ 震災で暗くなった石巻を子どもたちの力で明るく、
温かくしたいです。 そこで子どもが描いた絵をランプ
にし、 まち全体を照らすことで、 人々の心まで明るく
温かくしたいです。

た、、

● おとなの声
東北の冬は長い。 夜も長い。 寒くて暗いイメージ。
嫌なイメージ。 でも、 もしそこに子どもの絵のランプ
があったら。 冬の夕方、 暗くなり始めた街道にランプ
が灯る。 子どもたちの描いた絵が影になって道に映
る。 何とも暖かいイメージに変わる。
＊おとなの声 ： 地域のおとな （行政、 学校関係者、 専門家、 保護者
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● セーブ ・ ザ ・ チルドレンスタッフの声
石巻＝ロックンロール !! と元気いっぱいに石巻が大好き
な子どもたち。 いつもの活動でも音楽が絶えず、 音
楽で石巻を元気にしたい。 古いものも新しいものも大事
にしたい。 石巻のことを思う気持ちいっぱいです！

など） からの 「夢のまちプラン」 に対するコメントです
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●●Hear Our Voice 〜子どもたちの声〜 とは●●
「Hear Our Voice 〜子どもたちの声〜」とは、子どもたちにアンケートや聞き取り調査といっ

●●Hear Our Voice２の活動●●

た形で、 被災した子どもたちの復興計画やまちづくりに対する思いや考えを集めて社会に発信し、
2011 年 7 〜 9 月に岩手県 ・ 宮城県の小学 4 年生〜高校生に 「まちづくりに関する聞き取り

国 ・ 県 ・ 市町村の復興計画やまちづくりに子どもたちの声を取り入れてもらう活動です。

調査」 を行いました。 この聞き取り調査では、 毎回約 4 〜 5 人の子どもたちに、 簡単なゲー
ムやワークシートを使いながら、 まちのいいところ、 こうだといいなというところ / まちにほしいもの、

●●Hear Our Voice１の活動●●

について子どもたちの意見を聞きました。 また、 「もっと話したい！」 という人にはインタビューを行い、
2011 年 5 〜 6 月に、 岩手県 ・ 宮城県の 5 つの地域の小学 4 年生〜高校生に、 復興
にむけた 「子ども参加に関する意識調査」 というアンケートを行いました。 その結果、 1 万

その様子を YouTube の Speaking Out チャンネルで公開しています。
ぜひこちらもご覧下さい。 http://www.youtube.com/user/SpeakingOutCh

1008 人のうち、 約 90% の子どもたちが 「自分のまちのために、 何かしたい」、 約 80% の
子どもたちが 「自分のまちを良くするために、 人と話をしてみたい」 と答え、 被災した子どもたちの
多くが自分たちの住む地域の復興に向けたまちづくりに、 進んでみずから参加したいと考えている
ことが分りました。
あなたは自分のまちのために、 何かしたいと思いますか？
0
比率
総数
はい
はい
9,617
87.4％
1,391
12.6％
いいえ
いいえ
全体

11,008

11,008

10,000
9,617

1,391

●●子どもたちの声●●
●まちのいいところ

100％

星がきれいにみえる。 （中 3 ・ 女子）

あなたは自分のまちをよくするために、 人と話しをしてみたいですか？
0
比率
総数
はい
はい
8,503
77.2％
2,505
22.8％
いいえ
いいえ
全体

5,000

祭りは盛り上がるよな。 （高 1 ・ 男子）
5,000

10,000
8,503

2,505

100％

●こうだといいなというところ / まちにほしいもの
遊ぶところがほしい。 ( 小 6 ・ 男子 )
子どもからお年寄りまで、 年代にあわせた商店街をつくりたい。 地震も来て、 今頑張ろうみたい
な感じになっているんで、 その商店街を明るくして、 石巻だからできることをしたい ( 高 3 ・ 女子 )

この結果は、 東日本大震災復興構想会議、 岩手県 ・ 福島県 ・ 宮城県知事に、 要望書として
●その他

直接手渡しました。

（秘密基地を誰かにつくってもらうか？という質問に対して、） 自分たちで作る。 なんか、 子どもと
かで作ったほうが考えるかも ( 小 6 ・ 男子 )
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●●Hear Our Voice３の活動●●

復興計画

子どもたちの意見

いいなと思ったところ 岩手県東日本大震災津波復興計画
復興基本計画 （案）

2011 年 10 月から、 子どもまちづくりクラブのメンバーに、 県 ・ 市町村の復興計画につい
て意見を聞く 「復興計画に関する聞き取り調査」 を行っています。 12 月には、 子どもたちの意

P11 「ふるさと」 が、 一人ひとりにとってい
きいきと暮らすことのできる 「ふるさと」 であ
り続けることができるような地域社会づくりを
通じた復興を実現する。

見をまとめ、 県 ・ 市町村に対して政策提言を行う予定です。
※政策提言とは、 国や県、 市町村が決めた政策に対して、 市民が自分たちの意見や考えを取り入れてもらうよう求

陸前高田市復興計画 （素案）

めること。

第 1 部第 3 章 1 高田松原地域については、
( 中略 ) 防災メモリアル公園の設置を促進
し、 海と緑が織りなす松林を再生する。

●●子どもたちの声●●

こうしてほしいと
思ったところ
復興計画

復興基本計画 （案）
P27 災害に強い交通ネットワークの構築

山田町復興計画 （行政素案）
P9 鉄道は施設の安全確保や利便性
向上を前提として早期復旧を目指します。

こうしてほしいと
思ったところ

岩手県東日本大震災津波復興計画
復興基本計画 （案）
P50 新たな商店街の再構築による
にぎわいの回復や地域の特性を生かし
た産業の振興を支援する。
山田町復興計画 （行政素案）
P20 防災無線の再配置

岩手県東日本大震災津波復興計画

P15 ウ 産業の再生と活性化

子どもたちの意見

いいなと思ったところ 岩手県東日本大震災津波復興計画

今回の震災で道路が使えなくなって、 田の
浜が孤立したけど、 三陸道は使えて物資
を輸送することなどできた。 この経験から、
交通は大事だと思った。
学校の通学や仕事の通勤をするときに鉄道
が便利になったらいい。 バスは値段が高い
し、 遅い。 そしてバスは座席が少ないの
で座れない人がでてくるので、 長時間移
動するときやお年寄りにはとても不便になる。

陸前高田市復興計画 （素案）
第 1 部第 3 章 5

環境にやさしいまち

復興計画

P6 保健、 医療、 福祉の確保

石巻市震災復興基本計画 （骨子）
P8 1 地域の力でみんなで守る

こうしてほしいと
思ったところ

宮城県震災復興基本計画 （最終案）
P71 高台移転 ・ 職住分離イメージ
について

復興基本計画 （案） http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=32806

山田町復興計画 （行政素案） http://www.town.yamada.iwate.jp/20_fukkou/pdf/fu_soan-honpen.pdf
陸前高田市震災復興計画 （素案）＜概要版＞http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shinsai/kakuka-oshirase/fukkou
-taisakukyoku/hukkou_katarukai/hukkou_plan/hukkouplan_soan.pdf
宮城県震災復興基本計画 http://www.pref.miyagi.jp/seisaku/sinsaihukkou/keikaku/index.htm
石巻市ホームページ 「復興をめざして」 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/reconst/re_const.jsp
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この震災の被害や、 世界中からの協力を忘
れずに伝えていけなければいけないと思った
から。 世代や地域を超えて、 みんなが見
やすく、 分かりやすく、 来やすい公園という
形で残していきたい。
もともとあまりさかんではない産業を 「元通り
にして盛んにする」 だと、 前より少しは盛ん
になるとは思う。 しかし、 元通りではなくもと
よりさらに良くし、 いままで以上に盛んにして
ほしい。
エコタウンなどを作るのは良いが、 それがき
ちんと使用されるように管理をちゃんとしていっ
てほしい。 また、 高田の良いところは豊かな
自然があるところなので、 環境に 「やさし
い」 だけではなく、自然の中で生きていく 「自
然と共存したまち」 にしたい。

子どもたちの意見

いいなと思ったところ 宮城県震災復興基本計画 （最終案）

商店街より駅ビルの方が良いと思った。
1 回でエレベーターで移動できるし避難ビ
ルにもなるから良いと思ったし、 屋上から景色
が見られるから良いと思った。
防災無線をきちんと伝えられるように、 家に
一つずつ防災無線をせっちしたり、 消防団を
家のちかくにつくったり、 つたえたりしたほう
がいいと思う。 そのほかに、 津波とか火事
の違いををサイレンの色や音で伝えればしょう
がいしゃにもつたわる。

岩手県東日本大震災津波復興計画
復興基本計画 （案）

とても気に入った！岩手はみんなの 「ふるさ
と」 であり続けてほしい。 「ふるさと」 に
来る気分でその場所に来てくれるような魅力
的な所にしていきたい。

石巻市震災復興基本計画 （骨子）
P8 1 新たな防災体制の構築
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物だけつくってもまちの人々が健康で元気
じゃなければ、 まちづくりする前とかわらな
いから、 まちの人々にも健康で元気でいて
ほしいから。
自分だけ助かっても、 他の人がいなければ
一生楽しいことがないから、 災害から命を守る
ための仕組みを変えたり、 自発的な防災
教育を促すのは良いことだと思う。
避難ビルや工場などが津波をかぶってし
まったら、 産業がとまるし、 避難ビルの意
味がなくなるから、 前もってひがいにあった
時の準備をしたり、 政策をととのえておく。
（書類の予備をとっておいたり、 仕事をなく
した人にお金で支援してあげたり）
防災マップのようなところが海のちかくにほし
い。 あればすぐに逃げ道にいけるから。 じ
しんの大きさでひなんする所をかえられるよう
なひなん所のレベル分けもした方がいい。

●●山田町活動資料●●

●●陸前高田市活動資料●●

地域報告会展示資料

地域報告会配布資料

子どもまちづくりリーダーツアーまでのプラン
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子どもまちづくりリーダーツアーまでのプラン
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●●石巻市活動資料●●

●●子どもまちづくりクラブこれからの活動●●
第二回子どもまちづくりクラブ地域報告会開催 （12 月初旬）
Hear Our Voice３政策提言実施 (12 月中旬 )
仙台市子どもまちづくりクラブスタート （予定）
第二回 「東北子どもまちづくりサミット」 （仮題） 東京開催 （2012 年 5 月 5 日）

地域報告会配布資料

企画 ： 徳丸由紀子
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
編集 ： 長谷川有美子
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 ・ 石巻市の方々
● 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 仙台事務所
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-3-7 横山ビル 2F
TEL ： 022-263-4561、 FAX ： 022-263-4562
E-mail ： soft@savechildren.or.jp
http://www.savechildren.or.jp/jpnem/jpn/index.html

子どもまちづくりリーダーツアーまでのプラン
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