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１．事業実施団体について

事業実施団体の概要
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＜団体の目的＞
関山街道沿線で活動する関係団体、機関、企業

など17団体が連携・協力し、豊かな自然、歴史、

文化、風土などの地域資源を掘り起こし、魅力あ

る地域、元気で活力ある地域とするための市民

活動を行うことを目的とし、平成24年12月8日に

発足しました。

＜これまでの主な取り組み＞
H23～講演会・フォーラム等の開催

H24～「関山隧道&嶺渡り」 等の探訪会

H26とうほく街道会議第10回交流会の主管

仙山線鉄道施設群の土木学会選奨土木遺産認定

「関山街道さんぽマップ」の作成

【R１～2】関山街道・さくらプロジェクト

＜団体の目的＞
宿場町《愛子宿・熊ヶ根宿・作並宿》だった地

域の史跡・名所などの文化遺産を守り、地元住

民や観光客に対して案内表示板やホームペー

ジなどで地域の歴史や文化への感心を深め、周

知することを目的とし平成30年2月8日に発足し

ました。

＜これまでの主な取り組み＞
愛子・熊ヶ根宿内の案内標示板

H30:11箇所、Ｈ３１：10箇所の設置

【文化庁の平成31年度文化芸術振興費補助金（文化

遺産総合活用推進事業）】

ガイド養成講座、探訪会の実施

仙台市まちあるき歩数表示事業にて案内図作成



２．令和２年度の実施内容

（１）課題

 作並温泉の観光客入込が年々減少している。
 関山街道沿道にあるカンザシザクラ、作並菊桜などの貴重な品種の桜等が地元での

認知度も低くPR不足などで有効に活用されていない。
 国道48号「作並の桜並木」は国道改修工事により消滅することになったが、作並温

泉郷・千年桜プロジェクト実行委員会を組織し、復元を検討。
 関山街道沿線各地で､実施されている桜の植樹団体の、活動の連携が必要
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（２）事業の目的

【最終的に目指す姿】
 『さくら』をテーマに関山街道沿いの取組みをつなぎ
 魅力発信により観光客や交流人口の増加を目指し、地域を活気づける。
 桜への関心の喚起・情報発信（さくらガイドブック作成）の強化
【令和２年度事業の実施により目指す姿】
 愛子宿を中心にしたR元年度の活動で、さくら関連事業団体等との協力が生まれて

きており、地域の皆さんの関心を高めるための活動を継続
 活動等が継続できる仕組の検討 （町内会や学校、子供会等の連携）



２．令和２年度の実施内容

（３）令和２年度事業の目標と実績

■花見ツアー等への参加者による定義、仙台ニッカウヰスキー工場、作並温泉旅館へ
の交流人口の増加
 現状値（Ｒ1年度）0 組⇒目標値（Ｒ2年度）10組（20人程度）

⇒コロナウイルス感染防止対策による影響で、花見ツアーが実施出来なかったため達
成は不可

■さくらに関するＨＰ開設による閲覧数（ＰＶ数）
 現状値（R1年度）0 ＰＶ ⇒目標値（R2年度）1000ＰＶ

 （R2年度は10月1日～の半年で：4847ＰＶ）

 （R21001～R30926）の約1年の実績では、ＨＰ全体：9677ＰＶ（さくら関連：610ＰＶ）

⇒ＨＰの正式版作成につなげたことから、閲覧数も今後のＰＲで拡大を期待。
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Ｒ３年春にモニターツアーとして開催をしたかったが、残念ながら実施は出来なかった



２．令和２度の実施内容

（４）事業の実施体制

■実施団体それぞれの役割分担
団体B：関係機関との調整、

■外部団体との連携
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 陸前高田市の桜ライン３１１との交流・情報交換、講習会支援

 桜シリーズ講座等への、秋保ばんどころ、西多賀まちづくり推進委員会等の方

の参加、交流

 桜フォーラムへの、日本櫻学会の協力

 植樹団体へのアンケートの実施

関山街道フォーラム協議会

 事業総括、事務局業務

 全体的なプロジェクト企画・運営検討

 フォーラム、桜シリーズ講座、さくら樹

木調査等の企画

 会計

 広報関係

愛子宿めぐり実行委員会

さくら探訪会の実施

愛子地区を中心とした関山街道沿線の

桜樹木調査

さくらフォトコンテスト



２．令和２年度の実施内容

(1)事業スケジュールについて
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(2)使用経費について

月 主な活動内容

4月 ・桜フォトコンテスト応募期間（4/1-5/31まで）
・桜開花調査①/桜リストの作成
・１１日 さくらてくてくめぐり（参加者13名）

5月 ・桜開花調査②/桜リストの作成

6月 ・17日陸前高田市の桜ライン３１１との交流
・29日桜フォトコンテスト審査会（20名61作品）

7月 ・応募作品のＨＰ掲載
・7/22-8/17桜フォトコンテスト入選作品等の展示会

９月 ・桜シリーズ講座3回（9/27,10/25,11/29)開催
・～3月 桜ガイドブック・マップの企画検討

10月 ・4日関山街道フォーラム講演会にて活動紹介

11月 ・6日とうほく街道会議交流会にて活動紹介
・桜ガイドブック用のアンケート調査

12月 ・12日さくら植樹調査

2月 ・花見ツアーの本格実施に向けた調整

3月 ・20日西舘跡への桜植樹会（参加者12名）/さくら植
樹調査
・さくらガイドブック「関山街道さくらめぐり」の発行

項 目 金額（万円）

事業費総額 200.0

収入内訳

・仙台市助成金 180.0

・団体自己負担 20.0

支出内訳

・人件費 26.1

・報償費 24.2

・旅費 3.5

・消耗品費 8.0

・印刷製本費 67.4

・通信運搬費 0.7

・使用料及び賃貸料 5.2

・その他の経費 64.9



３．実施した取り組みの紹介

（1）地域の大人から子供まで、桜への関心の喚起
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フィールドワーク陸前高田市さくらライン311との交流＿さくら講座、現地調査、さくら接ぎ木体験の講師
●日時：6月17-18日（参加者9名）、・10月19-20日（参加者10名）

愛子宿の春をめぐる探訪会「さくらてくてくめぐり」
●実施日：2020年4月11日（土）（参加者13名）

 勉強会「さくらシリーズ講座」 （参加者 約15～20名）
●第1回：9月27日（土）テーマ：「私の桜道中記」 講師：高階道子氏 （さくらの名所づくりアドバイザー）

●第2回：10月25日（日）テーマ：「桜の育て方・増やし方」 講師：佐藤源三氏 （源造園、宮城地区郷土史探訪会）

●第3回：11月29日（日）テーマ：「桜と街道写真」講師： 阿部啓二氏（写真家）

さくら植樹調査 ●実施日：2020年12月12日（土）/2021年3月20日（土・祝）ガイドブック掲載の桜調査
西舘跡への桜植樹会：2021年3月20日（土・祝）（参加者12名）
 さくらガイドブックの発行 【1,000部印刷】

 関山街道・桜フォトコンテスト/関山街道の四季フォトコンテストの開催

◆反省点等
 さくら交流は、コロナ禍もあり相互交流には繋がらなかった。平日開催のため仙台からの参

加は講師と補助者の2,3名に留まった。
 さくらシリーズ講座は、特に高階先生の講座は、内容が濃くて、数回程度の開催が必要
 さくら植樹調査は、やはりコロナ禍もあり小学校等との連携は難しかった。



３．実施した取り組みの紹介
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（2）情報発信の強化

（3）団体等との連携

 さくらガイドブック用のアンケート調査

 「関山街道・桜フォトコンテスト」応募作品写真展

 さくらガイドブックへの学校の桜掲載
 ガイドブックは、一般の方から申し込みをいただき150部配布

（4）その他

◆反省点等
 桜フォトコンテストの写真展は、さくらの時期でないことから、もう少しＰＲが必要。
 さくらガイドブックは評判が良く、もう少し一般配布が出来ると良かった。

・2020年7月22日～8月17日 【会場】 作並湯のまち観光交流館ラサンタ
・2020年12月3日～12月15日 【会場】 仙台市広瀬市民センター

 関山街道・さくらフォーラムの開催（さくらプロジェクトの活動報告）【会場】 仙台市広瀬市民センター

・2021年4月24日（土） ※新型コロナウィルス感染防止のため中止

※ガイドブックで紹介する桜について所有者等へのヒアリングを予定していたが、新型コロナウィル
スの感染拡大の影響で対面での実施は見合わせ、アンケートに変更



４．令和２年度事業の成果

(1)事業の成果

 桜植樹や桜の樹木調査、さくらガイドブックの町内会や地元小・中学校への配布を通じて、
の地域の貴重な桜についてや、活動の情報発信を図ることができた。

 様々な取り組みを関係の植樹団体にも周知や、さくらフォーラムへの後援等の協力をいた
だき、それぞれの活動についての相互理解に繋げることができた。

 観光交流については、旅行代理店、作並温泉旅館組合や定義観光協会等と連携して、地
域内外から人を呼べる魅力的なツアー企画を検討する。（コロナ禍で実施不可）

 新しい取り組みにより、桜シリーズ講座の講師の方々、活動や交流を通じて、色々な方と
の絆ができた。
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(2)今後の展開について

 愛子宿のように、すでに学校や町内会との連携、協力の下地がある地域は良いが、これ
からコミュニケーションを図る地域への展開は、理解が得られるまでハードルが高い

 協議会とはいえ、限られた人員で事務局機能が弱いため、イベント等の運営が難しい。

 特に、助成金が無くなった場合は、少ない予算での維持、継続が課題



５．令和２年度事業の実施状況

実施状況について
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今後の展開（新型コロナによる影響とその対応策など）

 新型コロナウィルス対策を講じながら、できる範囲での活動を実施する。

 桜ガイドブックのＨＰでの紹介、内容の充実や引き続き出来る範囲でさくらプロジェクトの
継続、展開を図る。

 関山街道の四季フォトコンテストの開催により発展的な継続を図る。

愛子宿の春をめぐる探訪会「さくらてくてくめぐり」 ⇒ 関係者・会員中心での開催
●実施日：2020年4月11日（土） 参加者：13名

フィールドワーク陸前高田市/さくら交流・講習会の開催
●6月17（水）-18日（木） 【講師】佐藤源三氏 【参加者】9名【内容】 桜の手入れの方法や病気などの見分け方
●10月19（月）-20日（火）【講師】佐藤源三氏 【参加者】10名【内容】 桜の接ぎ木体験

勉強会「さくらシリーズ講座」 【参加者】 約15～20名程度 ⇒人数の制限
●第1回：9月27日（日）「私のさくら道中記」 講師：高階道子氏 （さくらの名所づくりアドバイザー）
●第2回：10月25日（日）「桜の育て方・増やし方」 講師：佐藤源三氏（源造園、宮城地区郷土史探訪会）
●第3回：11月29日（日） 「桜と街道写真」 講師：阿部啓二氏（写真家）

桜フォトコンテストの実施・応募写真の展示会
●実施日：7月22日（水）～8月17日（月） 【会場】 作並湯のまち観光交流館ラサンタ

関山街道・桜フォーラムの開催
●2021年2月28日（日） 【会場】 広瀬市民センター（コロナ感染対策のため中止）

さくらガイドブックの作成
●2021年3月 1000部印刷発行 ⇒マスコミに取り上げていただき一般に配布

▲山形新聞（4/25）

◀ 河北新聞（4/22）



さくら1

【実施内容①】 さくらてくてくめぐり

4 月 11 日（土）愛子宿の春をめぐる探訪会を、コロナ禍の中でしたが、室内で無いこと、
マスク着用で少し間を置くなどの配慮をして開催しました。【参加者13名】
【コース】愛子駅前枝垂れ桜⇒延命地蔵尊⇒津島祇園神社⇒諏訪神社⇒御殿山山頂
※津島祇園社の桜は見頃でした。スタッフは昨年度制作したビブスを着用した。

R2.11.9
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■会場：広瀬市民センター

■審査委員

・（審査委員長） 宍戸清孝氏（写真家）

・（審査委員）

高階道子氏（桜の名所づくりアドバイザー）

平川新氏 （元宮城学院女子大学学長）

Ｒ2/6/27 審査会の結果

最優秀賞 1作品

「雪桜をスマホで写せば思い出広がる」
庄子一夫様

【講評】 宍戸清孝審査委員長
春4月11日撮影とありました。関東から南はすでに桜が終わった時期、

南東北は桜が咲きまだ花々が残って居る、そんな春の時にも時折雪
が降る。その感動をスマホで残しておこうと思った気持ちを更にカメラ
に納めている。東北の春の意味が伝わり、それが東北の三大祭りへと
冬を乗り越えた心までつながる感じを受けました。「雪桜をスマホで写
せば思い出広がる」

優秀賞 2作品 佳 作 3作品

【講評】
平川新審査委員

赤い鳥居と明るい桜のコン
トラストが良い

「人知れず」
鈴木裕子様

「青空に映えて 古木」
大釜孝様

【講評】
平川新審査委員

土手の上にそびえる桜、立
体感がある

【講評】
高階道子審査委員

まさに山里の春、菜の花と
エドヒガンのピンクがハー
モニーを奏で農作業の始
まりを伝えている。

「貫津の種蒔き桜（山形天童）」
浅黄健一様

「待ちに待った春」
藤澤美千子様

「満開のダム公園2」
小松和廣様

【講評】
高階道子審査委員

雪の船形山連峰を背景に
満開の春を楽しむ親子の
喜びが伝わってくるような
一枚。

【講評】
高階道子審査委員

青空の雲を背にダムの
アーチ形と満開のオオヤ
マザクラの枝が美しい構図
を作っている。

関山街道・桜フォトコンテスト【実施内容②】

■作品数61作品（応募者20人）の中から、最優秀賞、優秀賞２点、
佳作３点選びました。 関山街道の四季フォトコンテスト2020として継続実施 11



さくら3R2.11.9

【実施内容③】
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募集期間を9/30まで延長、審査会10/24予定



さくら3R2.11.9

【実施内容④】
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さくらマップ・ガイドブック
■対象樹木：さくらスポット１１ヶ所（仙台市9、東根市1、天童市1）、まだまだある関山街道の桜たち：41ヶ所（仙台市29、天童市5ヶ所、東根市7ヶ所）。

■発行部数、配布先：1,000部（関係者・関係団体配布及びさくらシリーズ出席者に配布。宮城県・山形県地方紙掲載により一般応募者150名に配布）

■調査方法：アポイントメント取得後、ヒアリング用紙を配布し、回収後、電話又は面談で補足。さくらスポット１１の樹木形状（樹高等）は実測。

■マップ・ガイドブック体裁：Ａ-5版32ページ（HPにも掲載し、データ更新予定）。

表紙及び裏表紙

目 次

全体地図
地区別地図及び個別紹介



■ヒアリング内容：・植栽時期について ・植えた目的について ・維持管理方法について

・移植について ・植えた方法について ・困っている事について

・植えた人について ・思い出、エピソードについて ・ガイドブック掲載の可否について

・桜を選んだ理由について ・愛称について ・看板設置の可否について

【実施内容④】
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さくらマップ・ガイドブック

質問項目

1 いつ頃植えられた桜ですか。又は、お聞きしていますか（伝承）
2 最初から、ここに植えられた桜でしょうか。

移植された場合、どこからか移植されたか、又はお聞きしていま
すか（伝承）

3 どなたが植えましたか。又は、どなたが植えたと聞いていますか
（伝承）

4 この桜にした理由はなぜですか。又は、この桜にした理由を聞い
ていますか（伝承）

5 何のために植えたのでしょうか（記念等）。又は理由をお聞きして
いますか（伝承）

6 どのように植えられましたか。
・自分又は家族、知人とで植えた
・職人に依頼した
・その他（伝承）
・不明

7 この桜に関する思い出、いわれ、エピソード、記念すべき出来事
がありましたら教えてください

8 この桜の愛称（地元で親しまれている呼び方）があれば、教えて
ください

9 維持管理はどのようにしていますか
10 困っている事は何ですか
11 マップ、ガイドブックに掲載してもよろしいでしょうか

・認める ・困る
12 案内看板等を設置する場合、よろしいでしょうか

・認める ・困る

関山街道フォーラム協議会ＨＰ
http://www.sekiyamaforum.com/

主要イベント写真

勉強会「さくらシリーズ講座」

10/19桜の接ぎ木体験 7/22-8/17桜フォトコンテスト」応募作品写真展

2021年3/20 西舘跡への桜植樹

11/29 阿部公二講師10/25 佐藤源三講師9/27 高橋道子講師


