海岸防災林再生ワークショップ２０１９

開催要項
平成 31 年 2 月 12 日

１．趣旨
東日本大震災の大津波により，180km を超える海岸防災林が甚大な被害を受けました。
海岸防災林は，潮風や飛砂から農地や宅地等を保全するとともに，津波に対しての一定
の被害軽減効果を有することから，被災地の復旧・復興に向け，海岸防災林の早期の復
旧・再生が求められています。
こうした中，公益社団法人国土緑化推進機構や宮城県では，大規模災害に対する防災
意識の向上を図るとともに，被災地の復興に向けたシンボルとして，地域住民や多様な
企業・NPO 等の国民の参加を得つつ，海岸防災林再生の取組を進めてきました。
さて，植栽等の再生活動が開始されてから６年が過ぎ，海岸防災林活動は新たな局面
を迎えつつあります。現在、今後の保育技術や手法等について検討されておりますが、
これから協働による保育活動を持続的に発展させていくには，保育活動のために必要な
情報を発信し共有していくことが大切です。
このため、これまでの民間の取組を通じて蓄積された現地の多様な植栽保育方法の状
況や，活動を通じて獲得した知見を基に，これまで海岸防災林再生植樹活動に参加した
活動団体と今後植栽や保育活動を行う団体等が一堂に会し，現地視察や研修を通じて植
栽、保育の状況や課題の検証，更に下刈り以降の対応方法等今後に向けての民間参画活
動の課題や対応について専門家を交えて論議し，将来を見据えつつ今後の取組の方向を
探る取り組みを継続していく必要があります。
また，参加者の情報発信，情報交換及び交流促進等を通じ，相互の連携・協働化の一
層の強化と新たに海岸林活動に参加する者の拡大にもつながる契機となることも念頭に、
ワークショップを開催します。
２．主催等
［主催］公益社団法人国土緑化推進機構
宮城県
公益社団法人宮城県緑化推進委員会
特定非営利活動法人 宮城県森林インストラクター協会
［後援］東北森林管理局，関東森林管理局，公益社団法人岩手県緑化推進委員会
公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会
３．日 程
平成 31 年 3 月 7 日（木）～3 月 8 日（金） 2 日間
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４．内 容
本番のワークショップは３月７日（木）の午後１時から始まりますが、先立ちまして午
前１０時から、ＡＢ会場それぞれでプレイベントを開催します。ぜひ午前中からご参加く
ださい。
［3 月 7 日（木）研修交流会

3 月 8 日（金）現地視察と育林作業体験会］
ア エ ル

◆会場 TKP ガーデンシティ仙台ホール 21AB（仙台市青葉区中央 1－3－1AER 21）
【3 月 7 日（木）ＡＭ 併催行事（プレイベント）－１】
宮城県緑化運動７０周年記念事業
「次代へつなげよう！ 海岸防災林再生の森林づくり」記念講演会
ア エ ル

（１）会場 TKP ガーデンシティ仙台ホール 21A（AER 21 階）
（２）時間 １０時～１２時
（３）内容

○講演

東北学院大学教養学部教授 宮城豊彦氏

テーマ 海岸防災林等グリーンインフラの意義と今後の展望
○質疑応答
※別添案内資料にてご確認ください。
公益社団法人宮城県緑化推進委員会が中心となって開催します。これまでも海岸防災林の再生に深く
関わってこられた宮城豊彦先生に，これからの海岸防災林の管理や在るべき姿について教えていただき
ます。

【3 月 7 日（木）ＡＭ 併催行事（プレイベント）－２】
海岸防災林相談会 フォローアップ研修
ア エ ル

（１）会場 TKP ガーデンシティ仙台ホール 21B（AER 21 階）
（２）時間 １０時～１２時（時間内随時参加可）
（３）内容

○各活動団体・企業によるポスターセッション
○海岸防災林活動なんでも相談所 開設
○企業向け 環境社会貢献活動プログラム相談所 開設
○団体向け 簡単ネイチャークラフトプログラムの展示・解説

気軽に出入りして海岸防災林活動で分からないこと，困ったことなどを直接相談したり，
また他団体の取り組みなどを確認したりできる良い機会となっています。簡単なネイチャー
クラフトを体験できるブースも設置しています。宮城県と（特非）宮城県森林インストラク
ター協会が中心となって実施します。
【ポスターセッションについて】
企業様、団体様の海岸防災林再生活動の取り組みを紹介できるポスターセッションのコー
ナーも設けております。掲示やパンフレット配付等のご希望があれば、宮城県森林インスト
ラクター協会事務局までご相談ください。※掲示物は事前に送付していただくか、当日持込
となります。
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【3 月 7 日（木）ＰＭ】
「海岸防災林再生ワークショップ２０１９」
ア エ ル

（１）会場 TKP ガーデンシティ仙台ホール 21AB（AER 21 階）
（２）時間 １３時～１６時
（３）内容

◆技術的講話
①テーマ これからの海岸防災林の保育管理と活用について
②講師 ○国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所
森林防災研究領域 研究専門員 坂本 知己 氏
○北庄内森林組合酒田支所 嘱託職員 梅津 勘一 氏
◆パネルディスカッションと報告会
①テーマ 海岸防災林再生活動の状況と今後の保育指針
②報告

宮城県 ／ 活動団体

これからの海岸防災林の保育管理と活用を主なテーマに，研修と意見交換を行ないます。
今年は，皆さまに発言していただく時間もとりながら，パネルディスカッション形式にて行
ないます。

【3 月 7 日（木）
】懇親会

17 時～19 時

会場未定（会場周辺の飲食店）事前予約制

会場を近くの飲食店に移動して、懇親を深めましょう。
会費：5,000 円／１人

各団体 2 名様までとさせていただきます。

【3 月 8 日（木）】
「海岸防災林再生ワークショップ２０１９ 現地視察と育林作業体験会」
9 時～14 時 10 分

貸切バスで移動

※各団体 2 名まで

（１）会場 ①七ヶ浜町湊浜字砂場地区（24.6.16 海岸林再生キックオフ植樹会場）
②七ヶ浜町菖蒲田浜地区
③東松島市大曲地区植樹地
④東松島市 大曲市民センター
（２）内容

○植栽から６年半経過した植樹地の視察と育林作業体験
○植樹から間もない場所と，これからの植樹活動予定地の視察
○昼食交流会

（３）行程（予定）
８：４５ ＪＲ仙台駅 ステンドグラス前集合
９：００ ＪＲ仙台駅 東口バス乗り場より乗車 出発
９：３０ 七ヶ浜町湊浜字砂場地区到着 見学と育林作業体験
１０：１５ バス乗車 出発
１０：３０ 七ヶ浜町菖蒲田浜地区到着 見学
１０：４５ バス乗車 出発 （途中トイレ休憩あり）仙台東ＩＣ～矢本ＩＣ
１１：３０ 東松島市大曲植樹地 到着 見学 説明 ２ヶ所
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１２：００ バス乗車 出発
１２：１５ 大曲市民センター到着 昼食交流会
１３：１０ バス乗車 出発
１４：１０ 仙台駅着予定
植栽から６年半が経過し，防災機能を発揮し始めた海岸防災林と，これからの植樹予定地
など，これからの植栽や保育活動の参考になる見学会です。
希望の方に除伐作業を体験していただいたり，また一緒に昼食を食べながら交流したりす
る時間も設けております。
【大曲市民センターでの交流会について】
楽しく昼食をとりながら、できるだけ多くの企業様、団体様の活動についてお話を伺いた
いと思っております。この機会にぜひ発表しておきたいことなどがあれば、事前にご相談く
ださい。

５．参加対象
①植栽活動等参加団体（協定を締結した団体）
②参加団体と連携して海岸林再生の活動を支援する団体（協定等の締結団体）
③今後，海岸林再生活動への参加・協力を検討している企業、団体等
④関係行政機関
６．参加予定数
総勢７0 名程度
７．宿泊について
現在海岸防災林再生活動に取組んでいる団体（5．の①）で，遠方から 2 日間とも参加
される場合には，1 名分の宿泊
※宿泊キャンセルは，キャンセル料を実費ご負担いただきます。
なお，5．の②・③の参加者については，宿泊費の支援はありません。
ホテル：JAL CITY 仙台（住所：仙台市青葉区花京院 1－2－12

TEL：022－711－2580）

※宿泊費は当事務局で一括支払いいたしますので，支払いは不要です。
※部屋は禁煙ルームのみとなっております。
※3 月 6 日以降の宿泊キャンセルは，キャンセル料を実費ご負担いただきます。

８．集合場所までの交通費について
集合場所までの交通費につきましては，自己負担となります。ご了承ください。
９．参加申込方法
同添の「海岸防災林再生ワークショップ２０１９参加申込書」に必要事項を記入し、受
付事務局である宮城県森林インストラクター協会までお申込みください。
締め切りは平成 31 年 2 月 26 日（火）
１０．その他
この事業は，宮城県「みやぎ防災林パートナーシップ事業」および国土緑化推進機構「緑
と水の森林ファンド」
（中央事業）で実施します。
以上
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