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もとみやプラットの理念

設立に至るまでの経緯

台風19号、新型コロナウイルス感染症により激動した「まち」に、
市民による『主体』をつくり、まちづくりの土壌を耕します。

まちづくりもとみや塾で学んできた
ことをベースにスタートします。

まちと人をむすぶ

　本宮市は、市民が主役のまち
づくりを進めようと2019年から
『まちづくりもとみや塾 』を開
講し、人材育成とまちの資源の
掘り起こしを行ってきました。	
　2019年は、台風19号による水害
により延期され、2か月遅れの12月
にやっとスタートしました。困難を
乗り越え復旧していく過程で、変貌
していくまちの姿を見つめながら
初年度を終えました。そして2020
年、2021年を襲った新型コロナウ
イルス感染症は、塾運営にも大き
な影響を与え、2021年の塾開講は
断念せざるを得なくなりました。	
　しかしながら、第1期生が市広報誌
の表紙を飾りその活躍ぶりが注目さ
れると共に、本宮の高校生が積極的
に参加してくれたことなど、未来への
芽は確実に育ちつつありました。塾
生が「まちづくりもとみや椅子の旅

グループ」として主催した『フォトムー
ビーコンテスト「もとみや・しらさわ」
Instagram再発見』は、カナリヤ映
画祭でその表彰式が開かれ、地域資
源活用の芽を大いに伸ばしました。	
　2021年11月に開催された『地域と
学校の協働フォーラム』では、「高校
生が活躍できる、開かれた地域へ」と
題した講演とワークショップが開か
れ、高校生の総合的探究活動の事例
や地域と高校が協働して幸せになる
パターンとつまずきのパターンを学び、
未来を語り合いました。ここでの『発
見』は、高校生の地域学習を支援する
プログラムを用意することよりも、大
人自らが主体的に動き出してまちづく
りの土壌をつくりあげる方が学習効果
は高いということでした。目からうろ
この『発見』に、塾生はまちづくり団
体の設立に動き始めました。

本宮市主催の「まちづくりもとみや塾」から誕生した団体が設立されました。もとみやプラット／設立案内

www.motomiya-plat.net

Motomiya Platform

本宮の自然文化のキオクを伝承し、
まちを共創する。

シンモトミヤを描く
みんなのホーム基地

もとみやプラット

本宮の自然文化のキオクを伝承し、
まちを共創する。

活動内容

（1）未来に向けてすべてをつなぎ、まちの問題
を解決する活動

（2）市民の想いと取り組みを見える化し、まち
づくり活動を浸透させる活動

（3）まちを読み解き本宮らしさを発信する活動

（4）まちの自然・文化を継承する大人の姿を子
どもたちに見せる活動

（5）対話を基本にし、誰もが本宮のまちを学べ
る機会を創出する活動

（6）その他、この会の目的達成に必要な活動

公式
サイト

1．市民活動の
　プラットフォーム事業

2．まちの再発見（まち歩き）事業



会員募集
jimukyoku@motomiya-plat.net
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若者がまちを使う方向性

みずいろのまちを
育てる。

かつてこどもたちのために映画鑑賞会を開き、本宮市の映画文化を高めていった活
動は、本宮方式映画教室運動と呼ばれ、映画制作の動きにまで発展しました。本宮
市の市民活動を高めていく方法も、こどもたちのためにを目標に進めていきます。

次世代を育てるまちづくりを目指すために
対話を生み出す場をつくります。

こどもたちの地域学習を
応援する。

　市民活動を知り、応援し、育て合う関
係を豊かに作り上げていくためには、
どうしたらいいでしょうか。単に市民活
動の情報を集め、発信するだけではな
く、市民の想いと取り組みを見える化
し、まちづくり活動を本宮市に浸透さ
せていきたいと考えています。

　私たちは、本宮市内にある市民活動
グループを取材し、得た情報をこどもた
ちのために使うことこそ、本宮市の市

民活動を高めることにつながるのでは
ないかと考えました。

　こどもたちへ市民活動を伝えること
は、伝える側こそ活性化するのではな
いかと考えました。それは、かつてこど
もたちのために映画鑑賞会を開き、映
画文化を高めることになった方法と重
なるものです。本宮式プラットフォーム
は、こどもたち、若い世代へ向けて走り
始めます。

本宮市の高校生が活躍した「まちづく
りもとみや塾」

高校生の活躍は、塾生の気持ちを明
るくしてくれましたし、希望を与えても
らいました。高校生、ありがとう！

キオクとミライをむすび、次世代に向けたシンモトミヤをつくる　もとみやプラット

学校と地域が連携し合う

本宮式プラットフォーム構想

Motomiya Platform

本宮の自然文化のキオクを伝承し、
まちを共創する。

もとみやプラット
趣旨に賛同していただき入会をご検討してください。規約、申
込み書を返信いたしますので、下記までご連絡ください。

1．市民活動の
　プラットフォーム事業
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キオクを伝承

福島県のへそのまち。ほぼ中央
に位置しています。

まちの文化を次世代へ

瀬戸川館跡　史跡　伊達成実陣地

地形のキオクをたどると 
本宮のまちの形が見えてくる

利便性だけに心を奪われず
次の世代にバトンタッチする。

伊達政宗の
キオク

モトミヤをぷらっと歩くベース基地　もとみやプラット

	� 阿武隈川

	� 安達太良川 

	� 五百川

	� 白岩川

	� 仲川

	� 岩角山

	� 高松山 

	� 岳山

	� 大名倉山

	� 阿武隈山系

本
宮
宿
の
キ
オ
ク

37/31/58.584000&140/22/34.161600 37/31/58.584000&140/25/12.270000

みずいろ公園

ブロンズ像

雷神清水雷神清水

石雲寺

グッドな景観ブランコ

伊藤久男顕彰歌碑

菅森館跡

花山公園

安達太良神社

安達太良神社参道入り口

高低測量の几号水準点

明治天皇本宮行在所跡の石碑
本陣のクロマツ

にしきみ提燈店
柏屋食堂

伊
藤
家

愛
宕
神
社

ぬか茂菓子店

金刀比羅神社
蔵（撤去）

きねや菓匠

大
天
狗
酒
造

本
宮
映
画
劇
場

駅
前
横
丁

本宮空き家プロジェクト本宮空き家プロジェクト
扉宮扉宮

伊藤久男之像伊藤久男之像

日吉神社

ヱビスヤパン店 イボ石

カフェ蔵

まちんなか
ソレイユ MOTOMIYA

玉の湯

金丸本店金丸本店

セブンイレブンセブンイレブン

高松山への道標／
小沼幸彦の歌碑小沼幸彦の歌碑石

田
商
店

（
撤
去
）

阿部写真館

本宮市立歴史民俗資料館
道路元標

開運酒造

お産の神様

金屋神

高木地区公民館
モコステーション

高木寺

本
宮
高
校
・
本
宮
台

大学館跡

糀和田屋

古民家スタジオ KAMIMACHI

薬師堂

塩田観音堂（太郎丸観音堂）
太郎丸供養塔太郎丸供養塔

チエ＆ブラザーズ

会津街道・地下道

観音様表参道通り

Chat Noir

えぽか
本宮市民元気いきいき応援プラザ

変
貌
す
る
阿
武
隈
川
岸
辺
の
町
並
み

昭和が香る
平屋（撤去）

宮川幸子さんは、空き家再生の
プロジェクトを紹介してくれま
した。

第 1 期生の竹内智美さんは、
本宮の個性を読み込んだカク
テルづくりのワークショップ
を空き家で開催する計画を話
してくれました。

大天狗酒造の
伊藤社長には
お世話になり
ました！

井筒屋酒店井筒屋酒店

正会員　　　　　　 3,000円
学生会員　　　　　　　  0円
賛助会員（団体）一口5,000円

古観音堂本陣跡／日輪寺

本
宮
を
食
べ
歩
く
企
画
も
考
え
た
い

岩角山

プリンス・ウィリアムズ・パーク

春日神社

2．まちの再発見（まち歩き）事業
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サイト

公式サイト

https://motomiya-plat.net/

お問い合わせ
jimukyoku@motomiya-plat.net

Facebook
https://www.facebook.com/motomiyaPlat

Instagram
https://www.instagram.com/motomiya_plat/

公式サイト

https://motomiya-plat.net/
市民活動のプラットフォーム事業
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本宮市の市民活動を
調査し紹介・応援します。

小さく誕生させ、たくましく育とうと
いう「まちづくり団体」もとみやプラ
ットをご支援ください。

スモールスタートの世話人を
務めます。

代表　本田 裕之 副代表　佐々木 清 事務局長　長谷川 沙貴 監事　渡邉 清人

新着順 人気順

日本語教室の活動から始まった自主夜間
中学へご協力をお願いします。

本宮自主夜間中学 本宮夜間中学は、2021年7月に市
民有志によって開校されました。そもそも夜間中学
とは、さまざまな事情から義務教育を学び直したい
人や、日本語を学びたい外国人が通う法律で定めら
れた公立の夜間学校です。年齢や国籍を問わず、誰で
も学ぶことができ、授業料は無料です。福島県内に
はまだありませんが、福島県教育委員会が財政的支
援策を発表し、福島市に令和6年に設立される予定で
す。 自主夜間中学とは […]

「まずはやってみよう！」を心がける障
がい者支援

特定非営利活動法人スケッチブック 主な活動分野：
障がい福祉 全ての活動分野：保健・医療・福祉／社
会教育／学術・文化・芸術・スポーツ／環境の保全
／地域安全／人権・平和 活動理念この法人は、生涯
学習を抱える人々と地域で共に暮らす人々に対し
て、地域福祉の向上につながる事業などを行い、最
終的には誰もが安心して暮らせる豊かな社会の実現
を目的とする。同時に、単体法人のみの取り組みで
終わることなく、他機関・事業 […]

スポーツと生涯学習の場を民間が担う

特定非営利活動法人生涯学習プロジェクトもとみや
この法人は、 主的な学習や文化・スポーツ活動を求
める地域住民に対して、生涯学習の環境整備と活動
支援に関する事業を行い、生涯学習活動の振 と地域
の活性化に寄与することを目的とする。総合型スポ
ーツクラブの運営、本宮市が行う生涯学習事業やス
ポーツ行事の運営、敬老会や長寿大学などの高齢者
対象行事の運営、スポーツ・文化施設の管理を行っ
ています。 ○生涯学習支援 […]

本宮方式映画教室運動を引き継ぎ、カナ
リヤ映画祭を主催する。

特定非営利活動法人 本宮の映画文化を継承する会 第
9回カナリヤ映画祭は、当初予定されていた2021年
の9月には実施できずにいましたが、12月11日
（土）、12日（日）にサンライズもとみやにて無事
に開催されました。コロナ禍での準備はたいへんで
したが、高校生のボランティアをはじめ関係者が、
映画上映ほか「空家プロジェクト」の作品発表、そ
してカナリヤ映画祭フォトムービーコンテスト表彰
式が行われました。 活 […]

本宮市の新しい姿を描くホームを立ち上
げます

台風19号、新型コロナウイルス感染症により激動し
た「まち」に、市民による『主体』をつくり、まち
づくりの土壌を耕す決意をしました！ 設立に至るま
での経緯 　本宮市は、市民が主役のまちづくりを進
めようと2019年から『まちづくりもとみや塾』を開
講し、人材育成とまちの資源の掘り起こしを行って
きました。奥州街道の本宮宿として江戸期に栄えた
歴史があり、また阿武隈川の流れに沿って肥沃な丘
陵地が広がる本宮市のま […]

日本最古の本宮映画劇場

検索
検索

最近の投稿
日本語教室の活動から始まった自主夜間中学へ
ご協力をお願いします。
「まずはやってみよう！」を心がける障がい者
支援
スポーツと生涯学習の場を民間が担う
本宮方式映画教室運動を引き継ぎ、カナリヤ映
画祭を主催する。
本宮市の新しい姿を描くホームを立ち上げます

最近のコメント
表示できるコメントはありません。

アーカイブ
2022年2月
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News
市民活動

CATEGORY カテゴリ最新記事

! 2022年2月26日  " 2022年2月26日

日本語教室の活動から始まった自主
夜間中学へご協力をお願いします。

! 2022年2月19日  " 2022年2月20日

本宮市の新しい姿を描くホームを立
ち上げます
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する。

スポーツと生涯学習の場を民
間が担う

本宮市の新しい姿を描くホー
ムを立ち上げます

日本語教室の活動から始まっ
た自主夜間中学へご協力をお
願いします。

「まずはやってみよう！」を
心がける障がい者支援

市民活動 ' 市民活動 ' 市民活動 ' 市民活動 ' News ' 市民活動

' 市民活動

' 市民活動

' 市民活動

' 市民活動

' News

 
( $ % &    News まち歩き モトミヤノキオク 市民活動 未分類

)
SEARCH

*
MENU

2022/02/26 14:47
1 / 1ページ

　社会情勢の影響を受け、人
とのつながりが分断されてし
まった昨今。不安や寂しさを
感じた方も多くいらっしゃる
のではないでしょうか。そん
なネガティブな想いは吹き飛
ばし、明るく輝く未来に向か
うために。”もとみや”という町
で新しいつながりを一緒に見
つけませんか？

　あなたの知らない「もとみ
や」を知ってみませんか？私
は本宮に住んでいて本宮の自
然、歴史についてまちづくり
に参加するまで何も知らなか
ったなと実感しました。「もと
みや」を「知る」ことの楽しさ
を一緒に楽しみながら「もと
みやプラット」で描いていき
ませんか？

Motomiya Platform

本宮の自然文化のキオクを伝承し、
まちを共創する。

シンモトミヤを描く
みんなのホーム基地

もとみやプラット

　2019年の調査では、本宮
市にはNPO法人が7法人あ
り、任意団体を含めると40以
上の市民活動団体があること
がわかりました。この成果を
もとに本宮市で活躍する市民
活動団体の紹介を行うことは
もちろん、情報交換の場をつ
くり、相互の対話で本宮市を
さらに魅力的なまちにしてい
きたいと考えています。

　公式サイトでは、できるだけ
市民活動の生の声を拾いなが
ら市民活動の魅力をお伝えし
ていければと考えています。　
　取材をお願いすることがあ
りましたら、ぜひ我々のこと
も知っていただき、本宮市の
市民活動を相互に高める仲間
づくりにご参加くださいます
ようお願いします。

もとみやプラット役員のメッセージ

　私は「まちづくりもとみや
塾」「もとみやカフェ」とい
う集まりの中、3年間に色々
な方の話を聞き、話し、そし
て行動してみて結論にいたり
ました。「もとみやは面白い」
もとみやの自然、文化、歴史、
人の面白さを、集い、話し、
歩き、そして共創する会。「も
とみやプラット」で遊びませ
んか！

　みなさんの頭の中に眠っ
ている素敵なキオクを呼び起
こしませんか。みなさんの家
の中にしまってある貴重なキ
ロクを取り出してみませんか。
「昔」の本宮を知り、「今」の
本宮を見つめ、「未来」の本宮
へ、MOTOMIYA　NEXT便
をいっしょに送り届けません
か。


