霊山高原構想基本計画【概要版】
（３）霊山高原全体の将来像

１．計画の位置づけ

「霊山高原構想全体概念」
、
「霊山で重視すべき目標の柱」を踏まえつつ、計画の将来像を以下のように設定

本計画は、平成 26 年に策定した「霊山高原構想全体概念」を基に、霊山高原の既存資源と新規資源を組み

する。

合せた拠点整備と地域活性化策について、産学官民連携を基本とする霊山高原構想基本計画を作成するととも
に、本構想のスタートアップ事業として「霊山こどもの村」を中心としたコア拠点に、次世代を育む交流施設

～霊山の自然・恵み・歴史を、五感で体験し、
生きる知恵・健康な心身・豊かな人間性と創造性を育む
『チルドレンズ・キャンプ』づくり～

の機能拡充を行っていくことを目的とする。

２．霊山高原全体の将来像
（１）霊山高原構想の全体概念

りょうぜん 人・絆・未来を紡ぐ高原

平成 26 年に策定した「霊山高原構想全体概念」では、全体の概念を以下のとおりである。
【全体コンセプト(案)】

りょうぜん ： 絆、紡ぐ高原
時間の絆・空間の絆、そして協創の絆

・伊達市霊山町は日本最初の養蚕伝習所が発祥した歴史を持つ。
・伊達市の特産品である「天蚕（ヤママユガの繭からとれる天然繊維）」はしなやかで美しく、
しかも稀少で、繊維のダイヤモンドとも言われる。
・全体構想で想起した“絆、紡ぐ”は特産品である「天蚕」を意識しつつ、交流による高原づく
りの思い出として薦めたものである。
・なお、霊山地域では「りょうぜん天蚕の会」が発足し、地域資源として天蚕を保存・活用する
地域活動が進められている。

【生きる知恵】
○自然・恵み・歴史等から生きる知
恵・知識を学ぶ
○自ら考え動く主体性を育む
○様々な交流から笑顔を育む
○ひとや動物とのふれあいから思
いやりを育む

【健康な心身】
○山岳環境等を活かして逞しい肉
体を育む
○豊かな自然環境の中で、リフレッ
シュしたり健康を育む
○食を通じて健康を高める
○豊かな人間性・互恵の精神を育
む

【豊かな人間性と創造性】
○自然・恵み・歴史等から子どもの
想像力を育む
○こどもの村を中心に子どもの創造
力を育む
○自然等の地域の素材を活かし創
造的な活動を活性化する
○自然等を活かしたクリエイティブ
な人材等が集まる

３．霊山高原全体の整備方針
霊山高原全体の将来像を踏まえ、地域資源の特色や集積性を活かした拠点整備方向の全体構成について、以
下のように設定する。

（２）重視すべき目標の柱
この全体概念を踏まえつつ、霊山高原構想の
具体化方向として、計画で重視すべき目標の柱
を次のように設定する。

整備方針図（拠点整備の全体展開方向イメージ）
霊山高原資源を活かした広域交流拠点づくり
■ヒストリカル・エリア
○北畠家ゆかりの歴史、里山の風景や暮らしの体験等を楽しむ
拠点としての機能強化

■霊山高原の目標
○霊山の大自然・歴史や里山の農業等資源、
先駆的なこどもの村の取組み等を活かし、
「知・徳・体」を育む、健全な次世代の人材育
成の拠点としての機能強化を目指します

■サバイバル・エリア
○霊山の大自然を活かした登山・ボルダリング、雄大な眺望や自
然・生態系体験等を楽しむ拠点としての機能強化
新たな拠点開発
等の検討

○拠点における様々な取組みや活動を通じ
て、人・絆・地域を紡ぎ、伊達市の「未来を担
うひとづくり」や「魅力あるまちづくり」、「まち
や地域の活性化」につなげていきます

■ベースキャンプ・エリア
○こどもの村を中心に、子どもの遊びと学びの空間が広がる、人
材育成や交流の拠点としての機能強化 （紅彩館も含めた宿泊・
交流・情報発信等の拠点も担う）
■ヒーリング・エリア
○トレーニングセンターの取組みや畜産資源等を活かし、自然体
験や動物とのふれあい、交流等を通じて、心身のリフレッシュと健
康な身体づくりを支援する拠点としての機能強化

○本拠点は広域的な拠点としての魅力や可能
性を有していることから、総合計画・総合戦
略等の上位方針も踏まえ、広域連携や国際
的な交流等も図りつつ、「霊山での暮らしや
活動」に魅力を感じる創造的でアクティブな
人材を積極的に呼び込み、人づくりから地
域イノベーションまでトータルで取組むことに
より、より成長性の高い拠点形成を目指して
いきます

■相馬市連携による新たな拠点開発等の連携エリア
○副霊山を構成し、隣接する相馬市側の地域資源を活かし、サ
バイバル・エリアやヒーリング・エリアの機能強化と、霊山地域全
体での滞留・回遊強化を図る拠点づくり
○新たな民間等需要に対応した、創造的な人材・企業等の活動
拠点の形成も検討（ＩＣ周辺への展開強化も含めて）
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霊山高原構想基本計画

－整備計画イメージ案－
サバイバル＆ヒーリング＆ベースキャンプ・エリアにおける整備計画イメージ案

ヒストリカル・エリアにおける整備計画イメージ案
短期的には、霊山神
社を中心とした取り
組みを行い、中長期
的には、宮脇遺跡の
整備と合わせて宮脇
地区を中心とする里
山資源と連携した取
り組みを行う。

○ 霊山寺での集客メニュー
開発
【短期】
・もちづきイベントの開催
（民間交流施設の米粉
と連携）
・地域資源案内ガイドの
育成
【中長期】
・座禅 ・瞑想体験、写経
体験
・健康増進につながる精
進料理の開発

○ 霊山歴史めぐりの開
発
【短期】
・代皇山トレッキング
【中長期】
・霊山山岳トレッキン
グ（山伏修行体験）
へ案内誘導
・古の食材再現、霊
山酒（御神酒）づくり
体験

○ 民間交流施設の強化
【短期】
・歴史博物館ブースの整備（子ども向け
総合案内情報の発信）
・資源の見方、霊山の歴史を教える散策
マップづくりワークショップ
・歴史探訪ウォーキングの開催
・加工品製作体験（米粉パン、蚕クラフ
ト）
・人工ボルダリング教室
【中長期】
・歴史探訪ツアーの造成（語り部、ガイド
の育成、米粉を使った新しい歴史おも
てなしレシピの開発）
・民間交流施設宿泊施設の宿泊者増大
プロジェクト
・観光体験農園の強化

短期的には、既存資源の最大活用を基本に、ベースキャンプ・エリアのこどもの村の機能強化（子
どもの物語ミュージアム整備）と、サバイバル・エリアの山岳環境・眺望を活かした体験プログラム
やイベントの強化を図る。
中長期的には、相馬市連携も含めて、自然環境等を活かした健康創造や芸術創作等の拠点機能
の誘致等を進め、集客・回遊・滞留性の強化を図る。
○ 眺望景観ポイントの整備と回遊魅力強化
【短期】
・既存登山コース周辺の眺望ポイントの整備
・紅彩館からの登山道（導入部）の魅力強化
・既存眺望ポイントや四季折々の見所を示す PR
ツールの強化
・周辺資源、歴史・物語、標高・歩行距離等の有
用情報の提供
【中長期】
・景観ポイント（多彩な景観の楽しみ方、コースの
拡充）

○ 相馬市副霊山・玉野地区との連携
【中長期】
・隣接する相馬市側の地域資源を活か
し、地域全体で滞留・回遊性強化を図
る取り組みの推進

道路整備（拡幅、散
策環境整備）

○ 既存施設・資源を活かした体験カリキ
ュラムの強化や交流イベントの強化
（各エリアで展開）
【短期】
・子どもだけ合宿、自分たちで考え決
める合宿体験
・テント設営、ドラム缶風呂、焚き火で
焼き芋、バーベキュー、料理対決
・星空観察、昆虫・野鳥探し、サバイバ
ル体験、森遊び
・木の実・枝・葉・花を使った創作クラ
フトづくりや、創作コンテスト
【中長期】・合宿施設の充実

○ 心身の健康・やさしさ・逞しさを育む拠点整備の検討
【中長期】
・自然体験拠点（ワンダーパーク）整備
（人工的ボルダリング施設（メッカづくり））
・オートキャンプ場等の強化
・ペットふれあい拠点の整備など、新たな機能の導入検討
自然を活かした新たな拠点整備・誘致の候補地
（既存の低未利用施設・低未利用地の活用）

○ 里山資源を活かした機能強化
【短期】
・まちなかのフラワーロード整
備（宮脇地区）
・農作業・収穫体験（宮脇地区
等を中心に）
【中長期】
・西舘橋上流部の親水空間の
利活用（じゃぶじゃぶ淵、川
遊び体験）
・エコツーリズムの強化
・民間交流施設の体験学習機
能・プログラムの強化、里山
散策の健康の森づくり
・空き家再生リノベーション、
古民家（空家再生）を活用し
た農家レストラン
・霊山の風習を学ぶ場づくり
（郷土料理、保存食の掘り起
こし）

○ 宮脇遺跡の保全と環境整備
【短期】
・日枝神社を核とした古の情報発信、霊
山を眺める視点場づくり
【中長期】
・史跡保存と自然探訪地区整備及び庭
園復元
・ガイダンス施設整備（霊山の歴史文化
の総合案内拠点）
・四季折々の花が楽しめる庭園（万葉集
ゆかりの草花を集めた庭園）
・歴史観光ツーリズムメニューの開発（南
北朝時代の絵皿の絵づけ体験、利き茶
体験）
・廃校敷地 宮脇遺跡周辺の整備イメージ
を活かし
た駐車場
等の整備

○ 霊山神社周辺環境整備
【短期】
・例大祭と連携したイベント（郷
土食おふるまい、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ等）
・参道の景観改善とフラワーロ
ードづくり
・パワースポット礼拝ウォーキン
グ（階段から上るルートの推
奨）
・不忘橋辻の駐車場部分の景
観整備、総合案内板リニュー
アル
・バス停留所を活用した情報発
信
・バスアクセス可能な道路・駐車
場・遊歩道整備
【中長期】
・運を強める・記念となるおみく
じ、お守り開発
・境内での「徳」体験メニュー、濫
觴武楽等の神楽体験

○ 登山・ボルダリング・修行・山岳環境
を楽しむ体験プログラム強化
【短期】
・子どもや女性が参加しやすいプロ
グラムの強化、歩く以外の魅力あ
る連携プログラムの強化
・ボーイスカウト等の既存団体と連
携したイベント強化
・子どものボルダリング教室
・奇岩を活かした物語づくり、奇岩ア
ート体験、霊山の自然・歴史性を
活かしたアートイベント開催
【中長期】
・アーティスト参加型の国際・広域イ
ベント開催
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○ こどもの村周辺の拠点機能の強化 （子どもの夢の砦と
しての創造と広域交流機能の強化）
【短期】
・子どもの物語ミュージアムの整備
（多彩な本の創作工房、物語のライブラリー＆展示、絵
本カフェやショップ、子どもの物語研究所など）
・新拠点整備と連携したエントランス空間や遊びと学び
のミュージアム前面広場の改善
（ホースヒーリング空間、万葉集ゆかり植物や県立自然
公園内貴重植物のミニ庭園など）
・こどもの村・紅彩館・登山口が連携した相互利用促進
プログラムの強化
【中長期】
・こどもの村の遊戯施設等の改善や、紅彩館の機能強
化の検討

○ 健幸創生、文化芸術、産業振興等に資
する発展的な機能強化の検討
【短期】
・トレーニングセンターでの活動との連
携、既存牧場との連携
【中長期】
・健康回復・維持・増進支援の拠点づくり
・動物とのふれあいを通じた健康づくり
・周辺自然体験等プログラムと連動した
大学・企業等の研修・交流の場づくり
・クリエイターズビレッジの誘致

スタートアップ事業（「子どもの物語ミュージアム（仮称）」）のイメージ
４．「子どもの物語ミュージアム（仮称）
」の整備イメージ

■各フロアの考え方

東北を代表する拠点施設として、
「遊びと学びのミュージアム」に隣接して「子どもの物語ミュージア

既存の傾斜地を活かし、メインの出入口は３階を利用します。３階にはさまざまな工房を設け、

ム(仮称)」の整備を行う。

活動を中心とした空間の中で、創造の楽しさを伝える配置とします。また、カフェやショップを設

多彩な本の創作工房、物語のライブラリー＆展示、絵本カフェやショップなどの導入を図るものとし、

け、訪れた人へ開かれた、安らぎのある雰囲気を感じてもらう。

整備イメージを以下に示す。

２階には、施設の目玉のひとつでもあるライブラリーや展示機能を設け、物語の世界へ心ゆくま
で浸ることのできる魅力ある展示空間を作ります。隣接する既設「学びと遊びのミュージアム」と

１） 建築空間の考え方
３つの建築空間の考え方を軸に、物語を想像・創造するための施設として相応しい、自然と調和した空

は２階でつながり、活動の幅を広げ、無駄のない運営が行えるよう配慮する。

間を検討する。

１階には事務管理や相談室、出版社など事業開発オフィス等を設置して、管理動線と一般来館者
動線を明確に仕切ることのできるような検討をおこないます。閉架書庫は、将来的に蔵書が増える

１．周辺と調和した一体感のある景観美の創出

ことを充分に考慮の上、配置や管理システムを導入する。

地域性・文化性を踏まえた形状と素材を有効に取り入れ、子どもたち・若者たちの“夢の砦”
としてのシンボル性を備え、自然環境や周辺環境と調和した一体感のある景観美を創出する。

２．創造を刺激する“物語の森”空間の創出
子どもと若者たちの創造活動が発揮できる“夢工房”として、各フロアの活動機能が明快で、
子ども目線を重視したユニバーサル・デザインの施設を創出する。また、可動性のある間仕切り
を取り入れ、さまざまな場面で対応可能な機動性ある空間をつくる。

３．明るく開放的な施設の創出
立地環境を充分考慮し、周囲からの景観を損なわず、活動の様子が外部からも伺えるような開
放感のある建築とする。建物空間は土地形状の特性（傾斜面）を活かした３層構造とし、最上階
にメインエントランスを設け、下方へ降りていく基本動線とする。

２） 施設配置と各フロアの考え方
施設配置と各フロアの考え方は以下のとおりである。

■人が集うために相応しい建築
来館者が心を落ち着けて本を読むことの出来る空間や創造するワクワク感を持てる雰囲気づく
り、また実際に活動を行うための機能的な空間など、日常と非日常を行き来できるような、これま
でにないユニークな顔を持った空間を検討する。
利用者のメインは子どもたちですが、障がい者や高齢者、そして親子（乳児）など幅広い利用者
層を想定しながら、人が集い、楽しむことに相応しく、将来も人とミュージアムがともに成長して
いけるような施設をイメージして取り組む。
・ユニバーサルデザイン
・自然環境に配慮したエコシステムの導入
（自然光の取入れ方、LED 照明、雨水利用、ソーラーシステムなど）
・福島産の建築資材などを積極的に使用

■外構植栽等
当施設の外構環境は“物語の森”をテーマに庭園整備します。訪れる市民の休憩場所として四阿
(あずまや)を設置し、屋外での読書や講座の開催、または団体客へのランチ場所等として利用でき
る機能を備える。
また、絵本や物語を題材とした植栽花壇やハーブ園などを配したり、物語の一節を織り込んだベ
ンチを設置するなど、自然と調和した“物語の森”を演出する。
「子どもの物語ミュージアム（仮称）」のイメージ
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