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まちづくり協議会
会員大募集
自己紹介から始めませんか！
紙面にご登場いただける移転予定者を大募
集！ まちへの思いや趣味、 日課、 毎日の楽
しみのことなどを自由に紙に書いて、 自己紹介
しませんか。 事務局が撮影にうかがいます。
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安心して暮らせる地域づくりのために

緑に囲まれた住宅街。 家々の前には花が飾ら
れています。 集会所では、お茶っこ会やカルチャー
教室が行われ、 希望者は合戦原の貸農園で野菜
づくりを行うこともできます。
健康が心配な方は、 区内の福祉施設で健康相
談を受けましょう。 体育館では、 町の指導員から
健康体操の指導を受けることができます。
天気の良い日はぐるりん号を利用して、 町内に
新しくできた大公園へ。 年に 3 回ほど行われる合
戦原の祭りごとへの参加も楽しみの一つです。
こういった暮らしが、 新市街地で実現されると
いいですね。 日々を充実したものにするためには
「住む人たちの声」 が必要です。 行政にお任せす
るのではなく、 皆で工夫して、 力を合わせ、 住
みよいまちを作っていきませんか。
まちづくり協議会は、 移転希望者の皆さんのご
参加をお待ちしています。
宮城病院周辺地区まちづくり協議会
会長 髙橋 清次

新しい毎日を皆で形にしていこう！

思いを話すことから
まちづくりは始まります

自主防災 ・ 防犯グループ結成の動きが少しずつ広がっ
ています。 熊野堂仮設住宅に入居する鈴木勝雄さんら
は、 新市街地への移転後も役に立つと、 防犯パトロー
ル隊や自主防災会を結成。 その取り組みを紹介します。

11 月 16 日、移転予定者向けの
懇談会に参加してきました
移転予定者対象
の第１回懇談会が、
1 1 月 16 日（日）13 時
30 分から体育文化
センターで行われ
ました。
受付後、 名前や出身行政区を書いた付せんを
「入居マップ」に貼ってから席へ。 懇談会は山元町
総務課担当者のあいさつに始まり、 テーブルご
との自己紹介や町から地区計画と行政区の説明
が行われました。 また、 会長に代わり、 宮城病院
周辺地区まちづくり協議会を代表してあいさつ
と、 まちなみづくり工夫集の紹介をさせていただ
きました。
後半ではテーブルごとに行政区についての意
見交換が行われ、 最後に既存行政区に統合と単
独行政区のどちらが良いか発表しました。
宮城病院周辺地区まちづくり協議会
副会長 橋本 憲夫

宮城病院周辺地区まちづくり協議会
事務局 TEL･FAX

0223-23-1753

〒989-2201 山元町山寺字山下 32
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二組織の隊長を務める鈴木
さん 亘理警察署から提供
されたベストと帽子が目印

防災・防犯対策を考えよう

このまち
、
この人。

自主防災会を結成しました

コミュニティの力で安心・安全に

中山熊野堂仮設住宅自主防災会の隊長とし
て日々活動する鈴木勝雄さん。 10 月には会
の組織図や規約を作り、 ２６日に町内仮設住
宅初の自主防火訓練を行いました。 亘理消防
署の指導の下で消火器の使い方の指導を受け
たほか、 「ドラム缶防火水槽」に溜まった水を
使ってのバケツリレー式消火訓練も実施。 約
４０人の住民らが防火意識を高めました。

被災地の仮設住宅は空き室が増え、 高齢
者の一人暮らしが増えています。 そこで鈴木
さんは住民 4 人と自主組織「防犯パトロール
目光（めひかり） 隊」を結成し、 住民の安全な
生活を守るため敷地内の定期的な見回りなど
を実施。 平成２５年３月にはそれらの活動が評
価され、 宮城県警から表彰されました。

ドラム缶防火水槽は同仮設住宅オリジナル。
仮設住宅近辺に消火栓がなかったため、 鈴木
さんが発案者となって各棟に設置しました。
「大切なのは初期消火。 ここは消防署から遠
い位置にあるため、 役場敷地内にあったドラ
ム缶 13 個を町に
交渉して譲り受
け、親類や住民の
協力を得ながら
雨樋から水が集
まるように加工
し ま し た」と 話 し
手作りの防火水槽と、 町から支給
されたバケツ。 普段はプランター ます。
の水やりに活用されています

交通事故防止を町担当課に
相談したことで支給された赤
色コーンには「駐車禁止」の
シールを貼るなどの工夫も

「移転予定の方は、
ぜひ協議会に参加し
て、 新市街地の豊か
な暮らしや安全につ
いて一緒に考えてい
きしょう」と、 住民自
らがまちづくり活動を
行うことの大切さを
話していました。
（インタビュアー／橋本 憲夫）

鈴木勝雄さんのプロフィール
昭和２２年生まれ、 ６７歳。 磯地区出身。 鮮魚仲買い
や漁師として海と向き合ってきた。 現在は山元町中山
熊野堂仮設住宅団地の行政連絡員代表、 同住宅自主
防災会隊長、 防犯パトロール目光隊長、 磯長命会会長、
宮城病院周辺地区まちづくり協議会副会長を務める。

協議会活動報告
10/26 工夫集承認と町からの情報提供について

10/31 まちなみづくり工夫集と運営支援継続要望書を提出

10 月 26 日（日）にまちづくり協議会が開催され、 入居予定者の
皆さんへのアンケート結果や、 協議会員による視察 ・ 勉強会を通
じて検討してきた「まちなみづくり工夫集」が承認されました （工
夫集については下記を参照）。
新市街地の工事についての情報提供も行われ、 廃棄物処理の
日程が遅れていることや、 宮城病院と町の土地の売買について
は 11 月に仮契約を予定していることなどが報告されました。

町民グラウンド仮設住宅集会所にて開催

3 地区の各協議会会長が提出

10 月 31 日 ( 金 )、 「まちなみづくり工夫集」
と、 次年度も町から協議会への支援をいただ
けるよう要望書を 3 地区の各協議会が連名で
町長に提出しました。 提出の席で町長は「完
全にお約束はできないが、 協議会活動の継続
に対する皆さんの想いを受け止められるかど
うか、 検討していきたい」と話しました。

縁の下の力持ち！
《まちなみづくり工夫集の目的》
暮らしの変化と「まちなみ」

新市街地では、敷地の大きさやお隣
さんとの距離など、これまでの暮らし
が大きく変化します。新市街地のみん
なが快適な生活を送るための取り組み
が｢まちなみづくりの工夫｣です。
山元町の新市街地まちづくりにおける

「まちなみづくり工夫集」

まちなみづくり
工夫集

平成 26 年 10 月
新山下駅周辺地区まちづくり協議会
新坂元まちづくり協議会
宮城病院周辺地区まちづくり協議会

協議会では、隣近所と
のコミュニティの形成や
プライバシーへの配慮の
ために、各世帯ができる
工夫を｢工夫集｣としてま
とめました。

《プライバシーや日照確保の工夫》
隣同士が気兼ねなく暮らせるような
工夫も考えられます。北側の窓ガラス
をくもりガラスにしたり、視線を遮る
ように樹木を植えることも有効です。

合戦原区の女性部会

《垣や柵の工夫》
ブロック塀をやめて、フェンスや
生け垣など向こう側が見えるものに
することで、まちから死
角がなくなり、交通
安全にも役立ち
ます。

ブロック塀

裏方さんとして地域行事を支えて 40 年
婦人防火クラブとしての顔も持つ、 合戦原区の女性部会。
昭和 48 年に婦人部として発足し、 現在は会員85人で活動
しています。 主な活動は 4 月の合戦原神社祭典、 10 月の
合戦原学堂まつり、 12 月のしめなわづくりの準備や調理な
ど。 心のこもったもてなしが評判で、 世代間交流が芽生え
てきました。 東日本大震災では、 避難所となった合戦原学
堂で手分けして数日間の炊き出しを行ったほか、 町や宮城
病院、 地元消防団への差し入れもされたそうです。

10 月に行われた合戦原学堂まつりにて
（準備に参加した協議会会員含む）

豊かな地域社会づくりの一助に
生垣

《緑化の工夫》
各世帯が緑化に取り組むことで、連
続した緑豊かなまちなみとなります。
ご近所と相談して同じ花を植えたり、
一緒に剪定をしたりすることで、ミュ
ニティの形成にもつながるでしょう。

クラブの一大行事は、 町の新春行事「消防出初式」と、
県南クラブ員らが参加する「防火のつどい」です。 「どちら
も 1 月に行われるので大忙し。 でもはっぴを着ると気が引
き締まります」と会長の目黒てい子さんは笑顔を見せます。 まつりの来場者が毎年楽しみにしている
昼食を準備中
このほか、 AED 講習などのクラブ内研
修を年一度、 町本部と連絡を取り合っ
合戦原区の冬の風物詩 しめなわづくり ・ もちつき
もちつき大会
大会
ての役員活動を月 2 回実施していま
12月 21 日（日）9:00 ～ 13:00 会場 ： 合戦原学堂
す。 「行事の準備はたくさんの手が必
杵と臼で昔ながらの餅つきをし
要。 ぜひ多くの方に活動に参加してい
た後は、 しめなわを作ります。 お
楽しみは皆で食べるつきたてのお
ただきたいですね」。

窓の向き合い
目隠し樹木

緑化
スペース

高木
木

駐車
スペース

出初式 目黒さん提供

緑化
スペース

住宅

（インタビュアー／根本

澄男）

餅！ 当日参加できなかった高齢
者の方には赤飯が振る舞われます。

