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霊山プロジェクト１０年の歩み
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NPO 法人 再生可能エネルギー推進協会

はじめに
NPO 法人再生可能エネルギー推進協会(REPA) 代表理事

保坂 英夫

２０１１年３月の東日本大震災後「私たちに何かできることはないか」との思
いで始まった“霊山プロジェクト”は今年で実質的に発足後 10 年を迎えました。こ
れまでの霊山プロジェクトの活動を振り返って記録に留めるため多くの方々から
寄稿をいただき記念誌「霊山プロジェクト 10 年の歩み」の発刊を迎えることがで
きました。霊山プロジェクト発足時の思い、震災後１０年を経てこの地域の変化
に霊山プロジェクトがどのように関わったのかを記録に留めることができ、被災
地と支援グループの協働活動の歩みの記録となり、今後我々の活動の原点となる
と思います。
霊山プロジェクトは、放射能計測、水田の除染活動から始まり、東日本大震災
復興支援活動、
「新しい東北」選考モデル事業において、当協会が得意とするメタ
ン発酵技術によるエネルギーと地域、食との循環社会を構築するためのフィール
ド実践場として、現地の佐藤好孝会⻑、大沼豊現地代表並びに多くの地元関係者
の甚大なご協力のもと推進され、また地元食材を生かした地域再生活動へと発展
してきました。一方本活動の中で私共協会関係者自身、東日本大震災で苦労され
ている方々の実態、悩み、問題点など多くの事を肌で学び取ることが出来、また
農業の大切さ、自然の豊かさを改めて認識することができました。またその間、
地元関係者、連携団体並びに多くの方々との交流があり、そこで築かれた信頼関
係、絆は大きな輪となって当協会の不動な財産になりました。
“１０年ひと昔”といわれていますが、半減期の⻑い放射能汚染による風評被害
や廃炉処置などの対策にとって１０年の歳月は始めの一歩です。また“プロジェク
ト”の語源はラテン語の「prō + ject」という単語だとされていて「未来に向かっ
て投げかけること」を意味するものと言われています。今後当協会は霊山プロジ
ェクトを通し“未来に向かって”精力的な活動を進めていく所存です。
２０２１年１０月 31 日
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