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これまでの経過 

 現在の課題・・・今も続く、枯れ 

津波により被害を受けた福島県いわき市の海岸林の再生に市民の力で取り組む 
「苗木 for いわき」プロジェクトが2012年６月にスタートしました。 
 
あれから約１年半が経ちました。 
  
たくさんの方々のご協力により、当初計画よりも大きく目標を上方修正することができました。 
 
 
 
 

                  初期目標           修正目標または成果（2013年10月現在） 

 
 苗木の購入            ２，８００本          １４，０００本 
 
 クロマツパートナー       ５０団体            ７２団体 
                 （栃木県、いわき市合わせて） 

 
 寄付額             ３，０００，０００円       ２，８５８，６１３円 
 
 整備・植林ボランティア    ５００人              ７４９人 

東日本大震災発生から２年半以上がたちましたが、現在も海岸林のクロマツの枯れが 
続いています。原因は公式に発表されておりませんが、大きなクロマツから枯れていることから、 
地盤が沈下し根っこが地下水のある層に達してしまい、根腐れをおこしているのではないかと 
いわれています。 
 

いずれにしても、現在もクロマツが枯れるスピードが衰えず、最終的な被害面積がどれほどになるの
か、まだわかりません。 
 
 
 

クロマツの大きな木が、立ったまま枯れてしまっています 



今後の目標とスケジュール 

プロジェクトの流れ 

全体概要 

ボランティア数    ７００人       ６００人        ７００人      ６００人        ７００人        

H25 下半期      H26上半期    H26下半期      H27上半期      H27下半期 

植 林         2,500本        5,000本       6,500本       5,000本          4,300本 

寄付・資金累計   3,000,000円     3,500,000円     4,000,000円    4,500,000円      5,000,000円 

クロマツパートナー   ７５団体        ８０団体       ８５団体        －            － 

整備地Ａエリア   整備・保育             

整備地Ｂエリア   整備・保育             

 みなさまからの貴重な寄付を財源に、抵抗性クロマ
ツを購入し、いわき市、栃木県内の小学校や福祉施
設などで育てていただき、大きくなったら植林します。
購入する苗木は抵抗性クロマツの苗木です。 

 多くの方々のご協力により、初期に設定した目標を達成、あるいは目標を上方修正することができました。 
 （整備が進んできたので、苗木の購入と植林はこれから加速します） 
 
しかしながら、現在も広がる被害の拡大に対応するために、第２段階として、植林目標を23,300本とし 
引き続き取り組んでいきます。 
 
第２段 目標 
開始～平成27年末 

植林本数 23,300本、クロマツパートナー85団体、ボランティア数 4,000人強 



 実施活動① 海岸林の整備作業 

津波の被害を受けた海岸林の整備を進めています。 
植林ができるように、枯れた松を処理し、やぶ化が進む下草をかり、除伐をし、植林ができる 
状態にしています。約２haの整備ができました。 

福島県いわき市の北部、四倉から新舞子までの海岸林です。 
海岸沿いの道路を挟んで、被害状況も大きく異なりますが、現在のところ道路を挟んで陸側の、クロマツの 
海岸林にクロマツの植林を予定しています。主な植林予定地は、国有林で、地元のグループが協定を結び 
管理されているエリアです。 

７４９人 のボランティアが作業してくださいました 

 植林に向けての整備作業 



 実施活動② クロマツパートナーさんとの活動 

 市民による海岸林再生事業として、より多くの方に海岸林再生のプロセスにご参加いただくことを 
目的に、クロマツの苗木を育てていただく「クロマツパートナー」を募集しました。 
特に、小学生、幼稚園生、障がい者施設、高齢者の施設など、復興に協力したいという気持ちを 
持っていてもなかなか現地に行って活動することが困難な方にクロマツパートナーになっていただくよう 
協力を広げていきました。 

    ①参加案内をご送付。     ②登録用紙にご記入いただきます。   ③クロマツの苗木をお届け。  

 苗木の提供は、いばらき林業種苗組合と、 
苗木職人の大森さんに多大なご協力をいただきました。 
苗木をご提供いただくことに加えて、 
て方のアドバイスなどもいただきました。 

抵抗性クロマツの苗木の確保 

73団体 
がクロマツパートナーと
して、苗木を育ててくだ
さっています。 

いわき市内では 
 
クロマツパートナーでもある、自由空間
のメンバーの皆様が、「クロマツ見回り
隊」として、他のクロマツパートナーを訪
問し、様子を見て回ってくださいました。 



一般社団法人 
 とちぎ青少年自立援助センター 

一般社団法人栃木県若年者支援機構 

NPO法人 
 とちぎユースサポーターズネットワーク 

グループホーム草想舎 

学校法人自然保育学園 風と緑の幼稚園 

学校法人 高根沢育英会  
 高根沢第二幼稚園 

栃木県立益子特別支援学校 

認定NPO法人 
 とちぎボランティアネットワーク 

社会福祉法人 益子のぞみの里福祉会  
 美里学園 

2 tree café 

トライ東 （宇都宮市青少年活動センター） 

フリースペース ひよこの家 

宇都宮市立 鬼怒中学校 

医療法人北斗会 宇都宮シルバーホーム 

宇都宮市立 平石中央小学校 

宇都宮市立 平石北小学校 

平石地区まちづくり協議会 

NPO法人足尾に緑を育てる会 

ボランティアグループ1+1 

宇都宮大学  学生有志 

さくら市立上松山小学校 

浄鏡寺 

佐野市社会福祉協議会 

学校法人北城学園 平出幼稚園 

医療法人社団豊和会グループホーム菜の
花園・多機能ホーム菜の花 

デイサービスセンターあおぞら 

永野 敬子 

池田 はるみ  

 社会福祉法人  
幸世会 高齢者介護施設 宝夢 

合同会社ラムタフ 

上三川町立本郷小学校 

上三川町立坂上小学校 

上三川町立本郷北小学校 

メダカ里親の会 

みやおとめ（グループ名称） 

クロマツマツパートナー森しま 

コミュニティ広場 Bonbon 

星の宮幼稚園・ほしのみや保育
園 

特別老人ホーム 県西せいかん
荘 

星降る学校 くまの木 

金次郎（グループ名称） 

トライ東 ネイチャーキッズ係 

作新学院高校 硬式野球部 

NPO法人いわきの森に親しむ会 

社会福祉法人 エル・ファロ 自由空間 

ぱお広場 

3.11被災者を支援するいわき連絡協議
会 

アライブ いわき自立生活支援センター 

NPO法人  ザ・ピープル 

千日紅（せんにちこう）の会 

木紅木（きくもく） 

チーム結 （ありがとうファーム） 

フクシマ環境未来基地 

下矢田仮設住宅 

江名小学校 

Open Garden Iwaki 

チーム戸渡 

いわきリエゾンオフィス企業組合 

いわきサポートステーションもみの木 

長岡 宗一 

いわき市立永崎小学校 

福島県立平商業高校 

リプロ内郷企業組合 

大玉 畑の学校 

福島県立双葉高等学校 

いわき市立藤間中学校 

みまやバレーボールスポーツ少年団 

いわき内郷ロータリークラブ 

Drink Space gom!! 

内郷商工会 青年部 

内郷商工会 女性部 

クロマツパートナーさん 
   一 覧 



 実施活動③ 寄付の募集、ファンドレイズ 

その他にも、募金箱の設置に協力いただきました。（敬称略） 
エコ・ハウスたかねざわ      （高根沢町）     ２ tree café              （宇都宮市） 
ヘイコーパック             （芳賀町）      益子の茶屋 2号店           （益子町） 
益子の茶屋 1号店         （益子町）       益子の茶屋 3号店         （益子町） 
Moga                   （宇都宮 ）      ん・たろうの店 2店舗        （宇都宮市）   
岡精肉店               （宇都宮市）        竜鳳４店舗              （県内各地） 
ファイテンプラスアルファ      （高根沢町） 
 

プロジェクトの財源は、市民の皆様からの寄付を財源です。 
個人、団体で多くの方が寄付をしてくださいました。 プロジェクトを進める大きな力です。心より感謝しております。 

個人による寄付 

チラシやホームページ、ＮＨＫでの放送をみてたくさんの方がご寄付をくださいました。 
振込用紙やホームページに暖かいコメントをお寄せくださる方もたくさんいらっしゃいました。 

企業の皆さんの協力 

寄付付き商品の開発 

スーパーのたいらやさん 
県内25店舗に募金箱を設置 

たいらやさん×アサヒ飲料さん 
１本１円寄付キャンペーンを実施 

本業を通じての寄付支援もいただきました。 

エコ配株式会社さん       SPORTS・ZEROさん     2tree caféさん 。 

自由空間さんと、平商業 
高校さんが缶バッジを制作 
してくださいました 



 実施活動④ 情報発信 

クロマツパートナーの皆様、ご寄付をいただいた皆様、 

プロジェクトにご協力いただいている皆様に、進捗をご報告することと、ボランティア募集情報
をお伝えするなどのコミュニケーション媒体として、情報誌「クロマツ通信」を 
２ヶ月に１回発行し、送付いたしました。 

クロマツ通信①号 
表紙：苗木のお届け 
    始まりました！ 

クロマツ通信②号 
表紙：いわき市で 
 キックオフイベント開催！ 

クロマツ通信③号 
表紙：海岸林清掃も 
  続けています！ 

クロマツ通信④号 
表紙：スーパーのたいらや 
 に募金箱設置させて 
 いただきました！ 

クロマツ通信⑤号 
表紙：植林予定地の 
 整備行っています！ 

クロマツ通信⑤号 
表紙：企業ボランティアの 
    みなさん、活躍 

クロマツ通信⑦号 
表紙：植林予定地の 
   整備が進みました 

その他の情報発信 

「苗木forいわき」ホームページ 活動紹介スライド 第３弾 「苗木forいわき」チラシ 



 メディアでもご紹介いただきました 

その他、ＮＨＫや民放ラジオ
でもご紹介いただきました。 
 
 

みなさま、ありがとうござい
ました。 



 
 「苗木 for いわき」プロジェクト 事務局  
   NPO法人トチギ環境未来基地 
 
 住所：〒321-4104  栃木県芳賀郡益子町大沢2584-1 
  
   電話：0285-81-5373  FAX：0285-81-5373 
     
  E-mail   tochigi@conservation-corps.jp 
 
  HP          http://conservation-corps.jp/tochigi/ 
  
   苗木 for いわき プロジェクトHP  http://naegi.jimdo.com/ 

 
 


