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Meet Green 南三陸プロジェクト 下期活動実施報告 

NPO 法人キッズドア 

 

 

 

日時 2014年 11月 1日（土）～3日（月） 

 

参加者 中学生 3名、高校生 6名、大学生 3名、講師 2名 

株式会社アミタ持続可能経済研究所 櫛田様、 

南三陸町産業振興課技術主幹水産業振興係長ネイチャーセンター準備室 太齋様、  

株式会社佐久 佐藤太一様、キッズドアスタッフ 3名 計 20名 

 

目的   

自然環境豊かな宮城県南三陸町の環境保全と、地域経済の活性化を目的とした、 

南三陸町および仙台市の中高生に対するフィールドワークを中心とした環境教育の実施。 

南三陸の新しい取組や、持続可能な循環型社会のヒト・モノ・カネの流れ（社会産業構

造）を理解し、更にＩＣＴリテラシーを身に付け、読み手にとっての価値を付加して町

の魅力を自分の言葉で発信することを通して、自分の地域で育つことに自信や誇りを持

つことをゴールとした取り組みである。 
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実施内容 

１日目 ワークショップ 

 

(1) 南三陸町の現状について事前学習 

 南三陸町の位置や成り立ち、津波浸水域や建物被害、人口流出推移等の被災状況、町

民の今を知り、復興の現状と課題を学んだ。 

 そして、人口や環境、町の機能等に関する都市部と地方部の違いについて、特に、仙

台と南三陸町に置き換えて各々考える時間とした。 

【夏合宿からの改善点】 

 前回の夏合宿で参加者が体験し、理解した「互いが互いを尊重し存在することで持続

可能な資源循環型社会の秩序が成り立つ」という学び等を、実例を紹介しながら秋合宿

の参加者に共有した。 

 同年代の受講者がどのような学びを得たのかを興味深く聞いていた。 

 

 

 

 

(2) 資源循環型地域産業育成ゲーム 

 ある１つの都市を中心に「なりゆきの未来」を抱えた各々の町の背景を知り、その町

の再生のプロセスを疑似体験することで、このフィールドワークで学ぶことの全体像を

理解すること、並びに、自分の子どもや孫の世代を考えた町づくりを考える機会となっ

た。 

 それぞれの町は、森・海・街・里に住む人々と役所が力を合わせ豊かな街づくりに取

り組む。ゲーム期間は 5年（5ターン）を 2回行い、最も資産が多いチームを表彰する

もの。 

 チームの中には原子力発電所を立て放射性廃棄物だらけの町や、町のブランド価値が
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上がらず産業の育たない町、資源循環型の新しい取り組みを活用し、町も人も経済も潤

う町もあった。それぞれの町の特徴と町づくりのプロセスを振り返ることで、ひとつ一

つの意思決定が町づくりに及ぼす影響等について学んだ。 

【夏合宿からの改善点】 

 夏合宿のフィードバックを受けて、今回は、自分たちの代だけでなく、次世代の人達

の暮らしも考慮した町づくりを考えられるようにルール変更を行った。変更点は、5年

間ゲームを進めた後に、チームはゲームの盤面をそのままにして、時計回りに移動し、

別チームが行っていたゲームの続きを行うもの。 
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(3) 持続可能な町づくり講座（バイオマス産業都市構想の取り組み理由について） 

 南三陸町で震災後に少子高齢化と人口減少が起きているが、それは震災前からの傾向

であり加速しただけ。町づくりに必要なことは何か、それは「この町に暮らす人々が誇

りに思い、他地域の人々が行ってみたい、暮らしてみたいと思える」こと。そのような

町にするためには、何が必要なのか？という問いで始まる。 

 そして、南三陸町の自然環境から、「小規模分散の考え方が向くのではないか」とい

う仮設の下、「資源・エネルギー・産物が地域の中で産まれ、循環する」ことによって

持続可能な産業が成り立ち、人々と町を豊かにするという構想を教わった。 

【夏合宿からの改善点】 

 夏合宿では、子ども達からは「持続可能な資源循環型産業」や「バイオマス産業都市

構想」の理解が難しかったというフィードバックを受けて、今回は、子ども達が１つず

つ理由を理解できるように、思考プロセス沿った説明の時間をとった。 
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(4) 記事の書き方および記者養成講座 

 子どもが記者となって、各自が興味を持った場所を紹介する記事を作成するための講

座を行った。自分の眼で見て体で体感した現状を自分の言葉にし、記事を書くことから、

持続可能な循環型地域の中で価値を生み出す「生産者」となるための、未来の取り組み

を語れるようになる取り組みを行った。受け身・消費者だけでなく自己肯定感を高め、

社会貢献の方法を学ぶための、ひとつの方法である。 

【夏合宿からの改善点】 

 この講座自体、秋合宿で初めて行った。写真の撮り方、質問の仕方、着眼点、タイト

ルの付け方など、プロの所作をロールプレイのワークをしながら学んだ。 

※講師は、共同通信の現役記者にお願いした。 

 

  

  

 

 

(5) ファシリテーター養成講座 

 子ども達向けに記者養成講座を行っている時間と並行して、子どもたちがスタディツ

アーで得られる学びと成果物の質の向上を狙って学生向けにファシリテータースキル

を身に付けるために行った。 

【夏合宿からの改善点】 

 この講座自体、秋合宿で初めて行った。南三陸町役場の太齋さんは、今後、このよう

なスタディツアーを町として様々な団体や個人と継続的に行って、町づくりに若い人や

町外の人が参加できるようにしたいと考えている。そのために、スタディツアーに参加

してくれたお客様の意見や考え方を上手に吸い上げることが、スタディツアーへの参加
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者満足度の向上並びに町の復興につながると考え、受入側の養成プログラムを共同で開

発したいと考えている。 

 今回は、その一環で、若手の人材（大学生ボランティア等）に当講座を実施した。な

お、受講したボランティアからは、「このスタディツアーだけでなく、他の機会にも使

えるスキルだ」ということで好評だった。 

※講師は、ファシリテーション技術に長け、ワークショップのファシリテーターとして

多くの実績を持つ太齋様（南三陸町役場）にお願いした。 
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２日目 フィールドワーク 

 

(1) 液肥散布圃場 

 南三陸町で農家を営む阿部さんの圃場を見学。 

 バイオガス施設で作られた液体肥料を利用し、環境に優しい農法でお米を作ろうとす

る取り組みを学ぶ。 

 一時期、カメムシが大量に出て先行きを案じたことがあったが、排除するのではなく、

大自然の中で育てているのだから「虫と共存する」ことを考えて稲作を行ったところ、

自然と虫も悪さをしなくなり、稲も順調に育ったということだった。 

 夏合宿の時の青々とした稲の状態と、秋の収穫前および収穫時の干した様子等との対

比によって、田圃の状態の違いを知る機会になった。 

 

  

 

 

(2) クリーンセンター（うみ編） 

志津川湾では、ワカメ・カキ・ホヤ・ホタテ・ギンザケの養殖が盛んで、湾に浮かぶブ

イの下には、養殖物の高層マンションが広がっている。その生産・消費とも人の暮らし

と密接に結びついていることを学んだ。 
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(3) カキ殻・戸倉漁業協同組合 

 南三陸町では、カキが名産品の１つとして沢山出荷されているが、養殖されたカキの多

くは、殻をむいて実だけの状態にした「むき身」で出荷される。そのため、加工時に廃棄

されるカキの殻（から）の処理が問題となっている。現場は、埋め立てして置くというよ

り、新しい山が出来ていた。8月に見学した時以上に山が盛り上がり、カキ殻の山には雑草

が生えていた。 

 一枚一枚がきれいな貝殻も積み重なると異臭を放ち、ごみになってしまう、生産現場で

起きている問題の実例を学んだ。 

 

 

 

 

(4) 良い山、悪い山 

 林業を営む佐藤さんが管理する山へ行き、「良い山・悪い山」が地域にもたらす影響

について、林業という仕事の話も交えながら学んだ。良い山は、日の光が程良く地面ま

で届き木を育て、山肌に栄養を蓄える。そして、山に蓄えられた栄養を田畑や川・海に

流し、郷を豊かにする効果がある。また、雨が降っても木が根を張ることで土砂崩れを

防ぐ効果がある。しかし、良い山にするためには間伐等の管理を行う等、たくさんの課

題がある。管理をしても思うように育たずに、60 年経っても大根一本の値段にしかな

らない木もあるという話に、参加者は林業の難しさを感じた。 

【伐採体験】 

 間伐の大切さ、林業経営の大変さを教えて頂いた後に、間伐の方法をプロに指導を受

けながら、実際にチェーンソーやのこぎりを使って伐採を行った。 

【夏合宿からの改善点】 

 夏合宿の際に話を聞くだけでは腑に落ちない点が多かったようだったので、実際に間

伐を体験する事で大変さを知ると共に、やりがいを感じる機会を作った。 
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３日目 記事発信・意見交換会 

 

(1) 南三陸町で取材した記事の発表・意見交換会 

 合宿で体験した「バイオマス産業都市構想」について、各々のチームが記者団となり

発信するアイディアを持ち寄り、南三陸町の復興への取り組みを様々な視点から発信す

る記事を作成した。 

 

【参加生徒の発表記事】 

A 班 タイトル： 『エコで優しい男、佐藤太一』 

   発表者：  高 1男子,高 1女子,中 3女子(M.S,N.O,M.I) 

 自然豊かな南三陸で林業を営む一人の男がいた。 

太一さんは南三陸の人々の幸せと街の将来を考え、街、

自然、そして将来に優しい林業を目指している。 

主に細く曲がった木を、間伐することで、一本一本が

強くなる。そして、根が太くなり土をより多く抱えられ

るようになった木々は、土砂崩れから街を守ることがで

きる。それだけではない。雨の時に、栄養分の染み込ん

だ水がゆっくりと一定の量ずつ流れるため、その水が流

れた田畑や海は安定して豊かになる。木を育てるのは山

のためだけではない。南三陸の海、田畑などの自然を支

えることにもつながるのだ。 

しかし、このようなメリットがある林業も、時代の流

れとともに、材木の需要減少、輸入木材の脅威、材価格低迷、人手不足などの問題を抱え

ている。そんな苦境の中、太一さんはなぜ林業をするのか。 

「お金になるから」と後先考えずに良い木だけをたくさん切ると、確かに今は安泰かも

しれないが、将来の林業を営む人々が切る木がなくなって困ってしまう。そうなると、家

具などの木製商品の生産の低迷や、木の伐採による収入が得られなくなるなど、将来の持

続可能なまちづくりに影響する。 

それに対して、太一さんは良い木は残して、“オワッテル”木を伐採している。そうする

ことにより、良い木が徐々に増えていき、収入が安定する。そして、南三陸の林業が守ら

れるのだ。 

  今と未来の人々と街を思う太一さんの姿勢は、もはや林業の枠にとどまらない。 
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B 班 タイトル： 『仕事はどうしてやるの？』 

   発表者： 高 1男子,高 1女子,中 3女子(R.T,M.T,N,K) 

 「仕事はお金のため。」という意識が今の中

高生の大半にあると思う。でもそれが全てだ

ろうか？20 年後 30 年後自分たちが社会の中

心になるときになにを目的として働くかを考

える機会があった。 

 

 11 月 1～3 日に MeetsGreen 南三陸合宿が

行われ、南三陸で林業を仕事にしている佐藤

太一さんに話を聞いた。 

 

  まず林業という仕事はただ木を切ってお金を得たり森を管理するのではなくて、将来を

見据えた森づくりをしている。 

 

 南三陸の約 62％が人工林であるがその人工林をすべてに手をかけているかというとそう

ではないらしい。コストの問題や人手不足のために管理が出来ていない森があるという。

森の管理を怠ると土砂崩れ、保水ができなくなってしまうという。 

 

 このような問題があるなかで仮に管理を行ったとしても、60年かけて育てた木の中には、

一本につき大根一本程度の利益しかでないものもある。しかしこのような苦労に比例しな

い利益しか得られないのに、なぜ太一さんは仕事にしているのだろうか？ 

 

太一さんは３つの事を答えた。 

 １、山を一つ作るのに代をまたいで作らなければいけないため使命感が生まれた。 

 ２、庭をきれいする感覚で山をきれいにする。 

 ３、仲間の高度な技を見ると刺激される。 

 

 確かに努力に比例するような利益は得られないが、持続可能な街づくりのため、次世代

のために厳しい状況の中誇りとやりがいを持って仕事をやっている。 

 「仕事はお金のため」という意識は中高生にはあると思うが、誇りとやりがいを持って出

来る仕事を選択するのも、いいのではないか。 
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C 班 タイトル： 『林業男子の魅せる藝(わざ) ～未来に託す人々の想い～』 

   発表者： 高 1男子(I.S) 

 11月2日、我々は急斜面の多い山道を登り、

実際に林業者に話を伺いながら、南三陸町で

は次の世代のためを想い林業をしているの

“林業男子”のかっこよさを知る機会となっ

た。 

 林業では刃物や重機を使って作業をする。特

に重機などは扱いが難しい。それを使いこな

している人は男性からみてもかっこいい。特

に刃物などはテクニックが必要になってく

る。ただ切るだけでは作業効率が悪く、刃を平行にするなど、綺麗にかつ素早く作業を進

めなければならない。 

例えば、丸太は一人で運ぶのは重量で大変だが、テコの原理などを駆使すれば鉤爪のつい

た道具の先で軽々と運ぶことが出来る。その技は、長く務めていなければ身につけること

が難しい、プロフェッショナルならではの技巧で、それを身につけるのも仕事の魅力の一

つである。 

 更に興味深いのは伐採だ。今まで鍛えてきた腕と技で大きな木を切ることにより、達成感

が産まれる。しかもその達成感は、木の倒れる音、倒した時に発生する大きな風など、体

全体で感じるものなのだ。木を倒すことの魅力は、何回でも味わえる伐採による達成感な

のだ。 

 

持続可能な森作り、そして行く当てのなかった木材に命を... 

 

そんな魅力とは裏腹に、今、南三陸は人手不足にみまわれている。 

 震災前の人口は１万７千人ほどいたが、東日本大震災のせいで人口は１万１千人にまで減

った。林業に直接的な被害がなかったが、人口が減ったことにより林業の後継者問題にも

影響がある。 

 人口が減る中で、林業を持続可能な事業にすることは出来るのだろうか。 

 ＦＳＣを御存じだろうか。ＦＳＣとは国際的な森林管理の認証を行う協議会のことだ。環

境保全と継続可能な森林管理を国際認証とすることを目的としている機関である。佐藤太

一さんによると、この制度を取り入れることにより、木材がブランド化され、高く売れる

だけでなく、孫の孫の代まで、良い木を引き継いでもらえる付加価値が生まれるとのこと。 

また、「これまでの林業は、６０年の木が大根１本の価値しかつかない」という問題がある

という。原因は、低価格の外材を購入することにより木材を安く仕入れることが出来るた

め、日本産の木材を購入する業者が減り、価値が下がっていたからである。 

 「真直ぐで丈夫な、売物になるような木を育てることは難しい。曲がっていても、細くて

も売物にならない。」すると売れなかった木はどこへ行くのだろうか。木を運ぶのにもお金

と時間がかかり利益がないと運ぶメリットがなくなるそして売れない木は、無数にあり森



13 

に置き去りにされている。 

しかし、そんな木材に命を与える人がいる。おがくずなどを圧縮成型した小粒の固形燃料

“ペレット”である。それは、おがくず自身が出す樹脂で固まっているので１００%木で出

来ており、あまった木材から作れるので低コスト。その利益をバイオマス産業都市構想に

投資できる。 

 更に、育林や新事業を開発、人手不足解消に繋げ、魅力ある木・山づくりが、持続可能な

循環型社会をつくることだろう。 

 

南三陸町ではバイオマス産業都市構想を計画しているが、未来に投資する人たちや相手を

思いやる心を持っている人達がいるからこそ、資源やエネルギーの循環するバイオマス産

業都市が成立するのだろう。 
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D班 タイトル： 『ササニシキ農家の挑戦～復興とともにはじまった～』 

   発表者： 高 1・中 3(N.I＆A.S) 

 南三陸町が震災からの復興に取り組むのと

時期を同じくして、同町の阿部博之さんは、

一時期生産が下火になっていた無農薬のササ

ニシキを再び作りはじめた。 

  宮城県の有名ブランド米であるササニシ

キは、粘り気が少なくぱらぱらとしている食

感が特徴的な品種である。寿司のシャリなど

に最適とされ、根強い人気がある。しかし一

方で、粘り気が強くもっちりしている、コシ

ヒカリなどが市場を席巻し、近年ササニシキはやや影のうすい存在だった。 

 

～無農薬の難しさ～ 

  無農薬のササニシキを作ることは簡単ではない。ササニシキは病気に弱い。機械で田植

えを行うとどうしても密度が高くなって病気の温床になるので、田植えは手作業で行わな

くてはいけない。機械を使わず人の手を使って田植えをすると仕事量が１０倍～２０倍に

増えるので、人を雇うにしても人件費がかさむし、人手が足りない南三陸では効率が悪く、

手間がかかる。無農薬のササニシキを作るには膨大なコストがかかるのである。 

 

～普及に向けての試み～ 

  コストこそかかるが、無農薬のササニシキの良さをみんなに知ってもらいたい阿部さん

は「自分がやらなきゃ始まらない」と意気込み、若い人たちが無農薬のササニシキを継承

する未来への希望を語った。 

 

 Mr.Abe in Minamisanriku produces pesticide-free SASANISHIKI after 3.11. The 

work mirrors the reconstruction of the region. SASANISHIKI is a bread which is 

famous for non-glutinous rice. It’ s suitable for Sushi. But glutinous rice like 

KOSHIHIKARI is dominant in the market. Sales of SASANISHIKI was low in recent 

years. Mr.Abe in Minamisanriku produces pesticide-free SASANISHIKI after 3.11. The 

work mirrors the reconstruction of the region. 

 

  It isn’t easy to grow pesticide-free SASANISHIKI.Planting. SASANISHIKI should 

be done by man hand, because planting by machine makes the density of the field too 

high to grow.But planting by man hand costs a lot, therefore it is an inefficient work.It 

is vulnerable to cold weather and stinky turtle bug. 

 

  Since Mr. Abe wants many people to know pesticide-free SASANISHIKI, he says,  

“If I won’t begin, nothing will start.” He wants young people to grow SASANISHIKI. 
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(2) 南三陸町立志津川中学校との交流 

 キッズドアが学習支援を行っている地元の中学校の文化学習会を見学した。 

 第１～３学年の総合的な学習の時間の発表展示では、地域の海・里・山の産業や生態

が報告されていた。スタディツアーで学んだことを知識基盤として、展示を興味深く読

みこんでいた。 

 その後、体育館に移動し、吹奏楽部演奏に続き、総合的な学習の時間発表と題して伝

統芸能の「長清水鳥囃子」と「行山流水戸辺鹿子躍」を観覧。特に鹿子躍は、命の鎮魂

だけでなく若者の自立を表現していることを学んだ。 

【夏合宿からの改善点】 

 地方部の子どもたちは、小中学校からふるさとの伝統芸能や農漁林業等の生業を学ぶ

機会が多い事を知る機会を作った。仙台等の都市部の子どもたちにとって、文化の違い

を学ぶきっかけとなった。 

 

 

  

 

 

(3) 南三陸から、全国・世界へ発信 

 南三陸町の資源循環型社会の取り組みを東北発・被災地発の持続可能な社会のモデル

として、各グループが facebookに投稿・発信した。 

 この発信する活動を通じて、参加者は自分と対話する機会となった。その中で、「自

分たちがどうにかしなければならないと思った」「自分たちに役割がある」という声が

聞かれたことから、若者たちが自分自身に出来る事を発見し、更に伝播していく機会が

増えることと思う。 
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（最後に） 

 都市部と地方部の中高生が、持続可能な循環型地域を目指すモデルとして、最新テクノ

ロジーを駆使した環境産業および自然環境と里山・海などが共生する地域産業の取り組み

を講義やフィールドワークを通じて学び、この体験を通じて感じ得たことと素直な気持ち

を文字や写真を用いてブログやＳＮＳを通じて世界に発信した。 

 これからの未来を担う中高生が、復興へ向けて動き出している新しい南三陸町の魅力を

発見し、同時に発信することで、中高生の経験や能力が豊かになると共に、地域の大人や

ＳＮＳで取り組みを知る世界の人たちにとっても、新しい町の在り方のひとつを考えるき

っかけとなると考える。これら複合的な取り組みによって、持続可能な循環型地域を目指

す南三陸町の復興と少子高齢化・過疎化する地域が再興するモデルを示すことができ、こ

の活動が広がることで、町に暮らす人々や関係する人々が、「この町を誇りに思い、他地域

の人々が行ってみたい、暮らしてみたいと思える町になる」と思う。 

 

 今回の体験で各々の町・故郷を振り返る中で、

地方部ならば都市部に行かないと仕事がない

という考えや、都市部ならば世帯所得の低さや

お金の稼ぎ方が不透明である現状に対し、新し

い出来事やそれに関わる人たちに出会い体験

することで、自分のやりたいことや活躍できる

場を発見し、将来の進学先や職業の具体的な選

択肢にも繋がるきっかけとなった。                      以上 


