
34 家とまちなみ 84〈2021.11〉

遠藤　今日は、東日本大震災から10
年という年月におけるあおい地区会
の皆さまの活動と、住まいのまちな
みコンクールで住まいのまちなみ賞
受賞から2年経っての近況をお聞かせ
いただきたいと思います。

まちづくり整備協議会の活動

日本一のまちを目指して
小野　最初は、「日本一のまちをつく

る」と言っても、何を大風呂敷広げ
てという反応でしたが、それは目標
であって、目的をきちんとお話しす
ることによって、自分たちがやろうと
したら最終的にはできるということ
を、協議会のワークショップや会議
などに反映させていきました。行政
から70 ～ 80%、この辺までだったら
できるよという回答が引き出せたこ
とも重要だったと思います。
　「日本一のまち」と言っても第三者

の認定ではなく、住んでいる人たち
が心から日本一のまちだよねと思え
る、高齢者や子どもたちに優しいま
ちとして、自治会や地区会が中心に
なって活動を続けていくことが一番
大事なのではないかと思っています。
　まちづくりについては、東矢本駅
北地区（現 あおい地区）への移転希
望者で立ち上げたまちづくり整備協
議会（以下、協議会）の事務局を、
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会（以下、としまち研）が引き受け
ていただいたことが大きいです。役
所との交渉事や的確なアドバイスを
いただきました。住民主導と言って
も私たちが思っているだけでは行政
は進まないので、車のエンジンオイ
ルのような潤滑油の役割をする方の
存在が大事だと思います。

勉強会・相談会の実施
大月　としまち研やさまざまな専門家
とやりとりをされ、ワークショップで住
民の知恵や意見を吸い上げながら形
づくってこられたまちづくりだと思いま
すが、2013 ～ 2014（平成25 ～ 26）年
に勉強会を相当数やられていますよ
ね。講師をどのように見つけられた
のでしょうか。
小野　家を建てるためのルールを聞
くのはどんな人がいいのか、としま
ち研とのつながりや知り合いの方に
お願いしました。たとえば、まちの
ルールには何が必要なのかというこ
とは、たまたま私の友人のいとこが
印西市の市長でしたので、千葉ニュー
タウンをつくった当時の市長にお伺

いしてみようと考えました。
大月　そのようなつながりを活用さ
れたわけですね。そういう中で、当時、
住宅生産振興財団に出向していた村
山部長が講演をされたのですね。
村山　はい。当時は、防災集団移転
で注文住宅をどうやって建てたらい
いのかわからないということで、と
しまち研から相談を受け、お伺いし
ました。「後悔しない住まいづくり」
と題して、「人を介さないと家はでき
ないので信用してください、断り方
も教えますから」と切り出し、まち
なみ財団の立場から共通ルールに関
してもご提案させていただきました。
最後に、まちを、絆を、さらにお子
さんやお孫さんのために平成のふる
さとをつくっていきましょうねと話を
結んだ記憶があります。
小野　よく覚えていますよ。皆さん
のお話を聞いて住民同士で話し合っ
てできたのが、まちなみルールです。
普通の建築士さんだったら「境界線
からなぜ1.5mも離さなければいけな
いの？ 50cmでいいんだよ」と言われ
ると思います。でも私たちは、子ど

もたちや孫たちのためにつくるまち
なみが「日本一のまちだよ」と言わ
れるためにも、そうしようと決めまし
た。
　まちなみルールができたので、ここ
で家を建てる工務店、ハウスメーカー
の方に自分の会社をPRしてもらう「住
宅何でも相談会」を行いました。
大月　村山部長の講演が相談会につ
ながっていったのでしょうか。
小野　そうです。45社が一堂に集ま
り、このまちなみルールでこんなこと
ができますよとPRしてくださいと。
大月　一つひとつきちんと詰めてや
られていて、本当にすごいですね。
土井　協議会を立ち上げた時から全

図1　住民の意見が反映されたあおい地区のまちづくり

写真2　当財団による住まいづくりの講演
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部で230回ぐらい、3日に1回ほど会議
しました。

まちづくり
①災害公営住宅
大月　災害公営住宅のバリエーショ
ンがすごく多いですね。大抵、行政
は嫌がるのですが、行政とやりとり
をされてこうなったのでしょうか。
小野　はじめは、行政では2階建てを
80%ぐらいつくりたかったようです。
しかし、そこに申込みをした580世帯
がどんなタイプの住宅を求めている
のか意向調査をしてほしいと言って、
行政がやらないなら協議会の私たち
がやりますよと。
　そして意向調査をしてみたら、
80%が平屋の意向だったのです。し
かも、行政は5年か10年経って払下げ
したい気持ちがあるなら、買っても
いいと思える間取りやタイプをつく
れば、それは注文住宅と一緒だよね
というふうに思える。そうすれば、
みなさん買うのではないのと。
大月　設計の段階で入居予定の人の
意向や間取りに関しても話を聞いて、
バリエーションが増えていったとい
うことでしょうか。
小野　2LDKでも10タイプぐらいあり

ます。
大月　そこまでやられたのはかなり
珍しいと思います。
小野　災害公営住宅や集団移転で新
しい団地ができて、よそのところだ
と全戸住んでいるというのはあまり
ないのですが、東松島は災害公営住
宅を最終的に1,110戸つくって全部埋
まっています。空いても次の募集で
すぐ入ります。
　さらに、私たちのまちづくりの考
え方や、目標を持ってみんなでワー
クショップを行政と一緒にやってき
たのは、他の被災地ではあまりない
ことです。
②公園
大月　いまお話を伺っているあおい
西集会所は、隣の公園が運動場になっ
ていますよね。住民の要望でこのよ
うになったのでしょうか。
小野　公共施設は大事ですから、公
共施設検討部会をつくって、住民の
意見も取り入れて検討しました。3カ
所ある集会所はまったく同じ機能の
ものをつくる必要はないので、広く
て100人単位で入れる集会所、趣味
の教室ができる小中サイズの部屋が
ある集会所、預かり保育の場所にも
なるような図書室、授乳室、和室が

ある集会所にしています。
大月　福祉から建築、まちづくりの
話まで幅広く、ベストな解決をすべ
ての方向でめざされていますね。
小野　公園は4カ所あって、お祭りの
ための公園、子どもたちが遊べる公
園、健康づくりのための公園、冬に
イルミネーションを設置する公園、
といったように四季を感じられて使
用目的が違う公園にそれぞれ整備し
ました。あおい地区は3つの丁目に分
かれていますが、公園や集会所はみ
んなで使うことにしています。
大月　そうするとまちの中を回遊す
る人たちがたくさんいて、そこで出
会って、まち全体が知り合いになり
やすいという作戦ですね。
小野　200世帯ぐらいが一つの自治会
としてベストなので、便宜上3つに分
けていますが、本来はあおい地区で
一つのコミュニティなのです。

あおい地区会の活動

高齢者等見守り訪問
小野　このまちをつくるときから、
将来的には高齢化がものすごく進ん
でいくことがわかっていましたので、
協議会解散後は、3つの自治会の連
合会組織である地区会で高齢者の見
守りや介護予防などをやっていくべ
きだと考えていました。行政に頼っ
ていただけでは駄目だよねと。
　震災後、復興庁の予算で、被災地
の社会福祉協議会が中心になってサ
ポートセンター事業（以下、サポセン）
を始めました。高齢者の見守りは、
災害公営住宅に入居した方は継続し
て対象になりましたが、仮設住宅か
ら出て自立再建した方は対象外でし
たので、サポセンや市の福祉課の目
が届かない部分を住民がやろうと始
めたのが、地区会の高齢者等見守り
部会です。私たちがやろうとしてい
た見守り活動に関しては、東北文化

写真3　さまざまなタイプの災害公営住宅
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学園大学（仙台）の野﨑教授に関わっ
ていただき、専門的なケアマネジャー
とは違う緩やかな見守りを主体とし、
皆さんの負担にならないようにとア
ドバイスいただきました。
大月　専門家の外からの応援もあっ
て成り立っているのですね。この見
守りの対象は、災害公営住宅も入っ
ているのでしょうか。
小野　入っています。仮設住宅では
週1回でしたが、こちらでは月2回に
なってしまうので、その分を地区会
で月2回行ったら、合計で月4回にな
ります。10名の隊員を2名1組5チーム
にして、ローテーションで活動して
います。ここの住民が訪問するので、
顔見知りになれば24時間365日体制が
できて、何かあれば夜中でも電話で
きる関係になっていきます。
土井　サポセンと私どもの見守りの
大きな違いは、どんな薬を飲んで、
いつ病院に行っているとか、きめ細
かい情報を持っていることです。
小野　そのような情報は事務局でパ
ソコンに蓄積しています。
大月　それで情報の共有を図るわけ
ですね。今、訪問対象は何人ぐらい
ですか。
土井　210世帯です。
小野　1回当たり1組で20から25世帯
ぐらい訪問しています。
土井　上がってお茶を飲んでくださ
いと誘われたら断る必要はないので、
1件に時間をかけてもいいことにして

います。
小野　コロナで2カ月ぐらい中止にし
ましたが、インターホン越しや電話
対応など、その都度臨機応変に対応
しました。月1回の全体会議では、自
分が訪問していない人の情報を共有
していますし、会議には野﨑教授や
サポセンのあおい地区担当者にも
入っていただいています。
大月　サポセンともそこで情報の共
有ができるのですね。見守り隊員は
どうやって募集されたのでしょうか。
小野　ピンポイントでお願いした人
もいますが、基本的には自薦です。
将来的にはもっと増やしたいと思っ
ています。
　その他にも、継続的にやっていくた
めには事務局機能が必要ですので、
隊員の賃金体系と、訪問した時に市
から業務委託されている証となるネー
ムプレートが欲しいところです。行政
には、この機能を継続するために業務
委託してもらいたいという要望を出し
ていますが、先進事例がないからとい
う理由で予算がつかないのです。
大月　先進事例だからこそつけるべ
きですよね。
小野　この事務局機能があれば、別
の地区でも、見守りに行く人材だけ
が集まればできるわけです。東松島
だったら拠点になる事務局が3カ所ぐ
らいあれば、市内を回せると思いま
すので、予算づけをしてもらえない
かと要望しているところです。見守

写真4　見守り訪問では、お茶をいただきながら
お話しすることも

写真5　小野会長と土井事務局長。後ろには「ねぶた」を展示

り隊員にも時給の最低賃金は渡した
いです。
大月　現時点では、隊員の方にお支
払いはされているのでしょうか。
土井　東松島市の「心の復興」事業
資金で対応していて、今年度で終了
すると思います。事務局の人件費は
宮城県の地域復興支援助成金でしば
らくは大丈夫そうですが、問題なの
は見守り隊員や介護予防で農園をし
ている方への賃金です。
大月　本来、行政がやるべきところ
にまで気を回してハイレベルで見守
りの体制を築かれていますが、来年
度以降の資金の手当てに苦慮されて
いるということですね。

あおい農園
大月　先ほどお話がありました農園
は、どこでおやりになっているので
しょうか。
小野　場所は、津波で被災をして移
転してきた人の元地です。そこは市
が買い取りましたが、そのままだと
荒れ地になるので市でも利活用をし
たいわけです。それならば自治会で
コミュニティ農園として借りて、見
守り部会の活動の一つとして、元気
な高齢者の人たちに従事してもらい
ましょうという趣旨です。高齢者の
見守りは当初77歳を対象に始めまし
たが、今は70歳まで引き下げ、見守
り訪問が不要な元気な人は農園でサ
ツマイモづくりを手伝ってくださいと
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登録してもらっています。
大月　あおい地区会が市から農園と
して、無償で借りているのですか。
土井　そうです。1,600㎡、450坪ぐ
らいですね。
小野　つくったサツマイモは、ここ
の住民の人たちに売り、その売上げ
で来年の肥料を買ったりします。
　農協のような市場で高く売って、
日当分を払えればいいのですが、な
かなか難しい。皆さんが元気でいる
ことが一番の目的ですので。
大月　農作物ですから、ほぼ毎日通っ
て草取りをしたりしないといけない
ですよね。
小野　草取りと水やりは、45名のメ
ンバーのうち必ず出てこられる30名
で15名体制の2班にしています。1班
が第2土曜日、2班が第4土曜日です。
1カ月に1回出ればいいのです。
大月　将来的には農園の面積を増や
すのでしょうか。
小野　今後はハマナスを植えたいと
思っています。花もきれいですし、
花びらを乾燥させたものがローズ
ヒップティーになります。じつはジャ
ムにして売っている団体さんもあり
ます。業務委託できるようになって
金銭的にもちょっと余裕ができれば
いいなと思っています。
大月　それは楽しみですよね。経済
的に地域活動がどう自立できるかと
いうのはテーマですね。

あおいペットクラブ
大月　ペットを介したまちづくりも
大変ユニークな取り組みですよね。
今も続けられていますか。
小野　今は休止をしています。災害
公営住宅はペットを飼っては駄目と
いう条例がありますが、津波から助
かったペットなので、行政を説得し
て一代限りで飼っていいことにして
もらいました。自立再建の人たちは
もちろん飼っていいわけですから、

一緒に緩やかな形
のサークルがいい
ねということで始
めました。
大月　市街地と災
害公営住宅の接点
が増えればいいな
というところから
出発されたわけで
すね。
小野　それと、自
立 再 建 の 方 でも
ペット嫌いな人は
いますので、そこ
の摩擦を解消するために、ペットク
ラブの人たちがペットと一緒に散歩
をしながら道路に落ちているごみを
拾って、小学校低学年の下校の見守
りのパトロールをしたら受け入れて
もらえるかなと思って始めました。
大月　散歩のついでにやってしまう、
ちょっとした社会貢献みたいなこと
も、ペットを飼う人たちの立場をキー
プする上でも重要ですね。

まちの伝統づくり
小野　私が仮設住宅にいるときに青
森の人が支援で来てくれたので、そ
の人にイベントをやりたいから「ね
ぶた」を持ってきてもらえないかと
話しまして、それ以来毎年、つくっ
ています。去年は中止にしましたが、
仮設住宅に入居してから一昨年まで
はずっとやっていました。
土井　一昨年までは他の市やまちか
らも人が来て、約8,000人ぐらい集ま
りました。本物のサイズの1/3でも結
構な大きさがあります。
小野　ただ、私たちも震災から10年
経って、青森のねぶたの祭りをここ
の祭りとしていいのかどうか考えて
いかなければいけないと思っていま
す。これから10年先、20年先のあお
いのお祭りとして、何が一番ふさわ
しいのか。みんなが継続してやれる

ことをこれからはやっていかなけれ
ばいけないわけですよね。
大月　新しい伝統をどのようにつ
くっていくかというのは、ニュータウ
ンが考えなければいけない課題の一
つですよね。

世界からの研修対応
小野　その他に、JICAを通じて海外
の方に話し合いの仕方や考え方の研
修、津波災害を受けたインドネシア
のスマトラ島のバンダ・アチェの方
には、災害時の医療体制、避難所や
仮設住宅で住民にどんな体制が必要
なのかという研修をしました。また、
としまち研の紹介で、アフガニスタ
ンのカブールの役所の方には、役人
として住民にどんな気持ちで接した
らいいのか話をさせていただきまし
た。
大月　まちが破壊されても持続的に
活動が続けられるための秘訣を教え
てほしいということで、アフガニスタ
ンからわざわざ来られた。みなさん
は日本一をめざしておられたわけで
すけど、知らないうちに世界レベル
で、こうしたまちづくりのトップラン
ナーになっていたということですね。
今日はとても丁寧にお話しいただき
まして、どうもありがとうございま
した。 （2021年6月13日）

写真6　あおい農園で記念撮影。左から、村山、小野、大月、遠藤（敬称略）




