
居久根ってそもそも何？　に応えるレクチャーを専門家、仙台市百
年の杜推進課と分担して行い、参加された方から「へぇー」「なるほど」
や「大切・重要」、「疑問・質問」に分けて意見をいただきました。居
久根の基本的な成り立ち、機能などを知る事ができた一方で、より詳
しく知りたいという声が目立ちました。居久根のある暮らしの魅力や負
担になっている事などの居久根の所有者の方にお話しを伺い、次回
のワークショップに活かす事としました。

ワークショップ第1回　　　　私が考える「これからの」居久根～そもそも居久根って何！？
開催日：平成26年7月11日（金）
参加者：28名　　開催場所：仙台市市民活動サポートセンター

テーマ

　居久根のある暮らしの様子を居久根所有者の方にお話しいただき、事務
局でも居久根の歳時記などをつくりお伝えしました。グループワークではモデ
ル地区である南蒲生の吉田邸をモデル敷地として、居久根再生への取り組
みやその関わり方などのアイディアを出し合いました。「すぐ実践できること」
「30 年後までにできること」などの時間軸で考えて行くことや、居久根を介
したコミュニティづくりが重要で、「子どもたち」「食」「多様な『関わり』をつくる」
などのキーワードと様 な々アイディアが出されました。

ワークショップ第2回　　　　居久根再生の関わり方～現在の居久根を参考に～
開催日：平成26年9月5日（金）
参加者：27名

テーマ

居久根の見学
開催日： 平成26年７月31日（木）（大崎市古川）
 ８月18日（月）（仙台市柳生）

　大崎市古川と仙台市柳生の居久根を訪ねました。同じ
仙台平野でも、おかれた環境で居久根の役割と必然性に

差があるのがわかりま
した。また、自然の豊
かさを暮らしに取り入
れた環境装置である
という事が実感できま
した。

高木が生い茂るこれまでの居久根を、個人で所有・管理するのは大変…。集
落の暮らしや住まいも変わって、居久根に求められる役割も変化しています。
「自然の豊かさを暮らしに取り入れてきた先人の知恵」が「居久根」というカタ
チになったと捉え、次の世代に継承していくべきこれからの暮らし方や自然と
の関わり方などを、復興まちづくりを契機に居久根を通じて考えてみました。

活動2年目となる平成26年度は、「みんなの居久根」のイメージを、関心のある市民が参加す
る場（ワークショップ）づくりや植樹体験などの実践活動を通じて深めつつ、それらの情報を発
信し、新たな参加を得ることと活動ネットワークの構築を目指すことを目的としました。
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・震災でなくなった生け垣をつくる
　-  美観を大切にする
　-  香りを感じるものはどうか
　-  生け垣を桑にしてみんなが実を

食べに来るようにする

２．生け垣をつくる
６．子どもの遊び場をつくる
・ 子どもが触れられて、掘ったりもでき
る地面を残す

・ 居久根の秘密基地を作る
・ 思いきって大きな池・水辺を作る
・居久根オアシス、居久根ビオトープ

・のこぎりやかなずちを使って町の家具をつくる
・とりあえずイスやテーブルなどを置いてみる

４．（今あるもので）つくる

５．落ち葉・間伐材を利用する３．果樹を植える、育てる、食べる
・みんなで柿をとって干し柿をつくる

・実が食べられる果樹（イチジクや柿）をたくさん植える
・ お茶の木を植えて、葉を天ぷらにする
・畑を活かす。居久根レストランをつくる

・地域のシンボルツリーになるような木を植える
　-  津波で土が流されたのであれば、土を入れるところから始める
　-  近所の人や都市部の人（外部の人）に一緒に植えてもらう
　-  何を植えるかみんなで考える
・吉田家の記念樹を植える
　-  子どもが生まれたときなどに植える。子どもと共に成長する

・大人も子どももつどえる居久根広場に
　-  毎年繰り返し集まるイベントを行い、
完成していく過程を見る
　-  イベントを近所の人と開催する　
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・肥料や燃料として利用する　
　-  薪をつくり、薪ストーブを使う
・落ち葉を迷惑と思う人の意識改革も必要
　-  落ち葉で遊ぶ
　-  地域の雨どい掃除や落ち葉対策を
　　子ども会のイベントにする

１．シンボルツリーを植える、育てる

・のこぎりやかなずちを使って町の家具をつくる
・とりあえずイスやテーブルなどを置いてみる

すぐ実践できること 30年後までにできること

吉田さん宅における みんなの居久根のイメージ（グループワークより作成） 3

<吉田ファミリーと樹木の 30年 ( 勝手案 ) >
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スギなどの常緑針葉樹が
冬の風を防いでいる。

ササやツバキが
目隠し代わりになっている。

スギなどの密植部分には
下草はあまり生えない。

・ミョウガタケ
・ミソハギ
・ウツギ
・ガマズミ　など

「にわ」

居久根の「かこい」の内部は
空洞になっていて涼しい。
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（サワラなども）
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草取り

敷地面積：約 2,876 ㎡ (870 坪 )

都市計画区域内

建築面積：約 270 ㎡ (82 坪 )
＊写真上での計測

基本情報

■カキやリンゴ、サクラやクリの花が咲く

■北西からの季節風「船形おろし」を「かこい」で防ぐ ■木陰が涼しい

■畑に植えている野菜の収穫ができる

■冷たい北風を居久根で遮る■葉が散って遠くの景色が見える

■果樹の収穫ができる

「にわ」の落葉・落ち枝拾い

動物や虫が見られる

・夏は台風で枝や葉が散り他人の田んぼに入ってしまう

・「にわ」に三部砂利を敷いているが、下草が生えている場所は手で取る

・落葉や枝が母屋の樋に詰まる（年３回の清掃）

野鳥（約 70種）の休憩場となる
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「かこい」の木々が密集

して厚い

「にわ」は三部砂利＋土
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大崎市古川 Oさん宅の居久根
＊現地見学と所有者へのヒアリングに基づいて作成

都市デザインワークス
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平成26年度の取り組み



　活動2年目の平成26年度は、より広い範囲を対象としたワークショップの開
催と、実践活動の“はじめの一歩”としての植樹体験を開催できました。そこか
ら見えてきたのは、様 な々参加の形と、実践活動における「役割」でした。
　また、活動のイメージとして、仙台市の「ふるさとの杜再生プロジェクト」で掲
げる「植える」「育てる」「支える」をエンジンに、より多くの参加者を得るような「楽
しむ」「考える」「伝える」を加えた6つのキーワードに整理されました。（右図）
　アイディアを実践活動に繋げ、プロジェクトへの参加を増やしつつ、土地所
有者の理解・協力を得られるように、来年度以降も取り組みたいと思います。

　ワークショップや植樹体験への参加者から感想やコメントをいただきながらこれま
での活動をふりかえりました。
　初めての参加者もおり、居久根への理解が深まり「やってみたいこと」として「居
久根の学校」や「ツアーの企画」などのアイディアが積極的に出されました。プロジェ
クト開始当初にぼんやりと見えていた居久根を介したコミュニティ・ネットワークづく
りのイメージが、実践活動によって参加者の顔や役割が見え、一段と深まりました。

ワークショップ第3回　　　　「みんなの居久根」のこれから～２年目の活動をふりかえる～
開催日：平成27年2月6日（金）
参加者：20名　開催場所：仙台市市民活動サポートセンター

様々な立場の方に参加いただき、土地所有者の方々の協
力を得て南蒲生にて実生苗などを植え替える植樹体験を実
施しました。ワークショップで出たアイディアを基に、ランチや
チェーンソーアート体験など多彩なプログラムとしました。小規
模ながら、民地での緑再生の試みとしても「はじめの一歩」が
実現できた事は大きな一歩であると考えます。
楽しめた！　学びのための有効な機会になった！　との参加
者の声がある一方で、植えた苗の行く末を心配する声や、
今後の活動の輪の拡げ方を課題とする声も聞かれました。

国連防災世界会議の公式スタディツアー
のコースの一つ「津波被災地における自然
の再生」で、外国からの参加者に南蒲生
地区で「みんなの居久根」の取り組みを実
際に現地を歩きながら説明しました。

植樹体験
で植えた苗を
地元の稲藁を
使い手当てし
ました。

みんなの居久根はじめの一歩 ～植樹体験in南蒲生
開催日：平成26年11月8日（土）
参加者：17名　開催場所：南蒲生地区

〒980-0802　宮城県仙台市青葉区二日町6-6-903
TEL. 022-264-2405　FAX. 022-796-0080
E-mail. info@udworks.net
URL. http://www.udworks.net/

特定非営利活動法人

都市デザインワークス

テーマ

国連防災世界会議のスタディツアーへの協力
開催日：平成27年3月15日（日）16日（月）
開催場所：南蒲生地区

成果

居久根苗の手当て
作業を行いました

facebookで発信中！
https://www.facebook.com/minnanoigune

同じ
場所です

「みやぎ地域復興支援助成金」の補助を受けて作成しました。　2015年3月　発行

仙台平野「みんなの居久根」プロジェクトホームページ
http://www.udworks.net/igune/

実施日：平成27年3月8日（日）


