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ワールド・モニュメント財団 

東日本大震災で被災した気仙沼の文化財復旧に２５万ドルを拠出 

ワールド・モニュメント財団（ＷＭＦ）は、このたび、東日本大震災で損壊した気仙沼市

の被災文化財復旧プロジェクトに２５万ドルの助成金を拠出することとしました。助成金

は同プロジェクトの推進母体である「気仙沼風待ち復興検討会」に贈られ、その伝達式が 3

月 10日に気仙沼市役所にて行われます。 

 

現在、気仙沼においては、市内湾地区に所在し東日本大震災で大きく毀損した、角星店舗、

男山本店店舗、武山米店店舗及び主屋、三事堂ささき店舗及び住宅、三事堂ささき土蔵、小

野健商店土蔵の６件の国登録有形文化財建造物の復旧が、『Save Our Culture～心を救う、

文化で救う～ (東日本大震災被災文化財復旧支援事業：ＳＯＣ)』の支援を得て進められて

いるところです。  

これに加えて、千田家住宅主屋（昭和５年建築）、北蔵（昭和５年建築）、南蔵（大正４年

建築）についても保存の体制が整い始めており、気仙沼風待ち復興検討会は気仙沼市と協働

し、これら７件を核として、失われた気仙沼の歴史的町並みを復興し、地域再生に取り組も

うとしています。 

ＷＭＦは、その活動を支援するため、フリーマン財団（米国）の協力を得て今回の助成を

決定しました。これは、既にエルメスジャポン（中央区銀座：本社フランス／パリ）の協力

を得て文化財保護・芸術研究助成財団（東京都台東区）を通じて進められている、気仙沼市

被災文化財復旧活動に呼応するものであり、国際協力で東日本大震災被災文化財復旧を目的

とする SOC の理念に沿うものです。 

 なお、ＷＭＦでは、これまで千葉県香取市佐原の歴史的市街地にある県指定文化財 7 件

の復旧支援を行っており、この度の支援は、ＳＯＣとして２例目となります。 

 今回の支援により、被災後２年が過ぎてようやく動きはじめた被災地域の復興のため、

被災文化財復旧支援への支援の輪がさらに広がることが期待されます。 

 

【参考】 

■ワールド・モニュメント財団（WMF: World Monuments Fund/米国ニューヨーク、理事長:ボニー・バーナ

ム：http://www.wmf.org/）は、1965 年に米国ニューヨークで設立された非営利民間組織です。国や文化

の枠を超え，歴史的建造物などの文化遺産を保護・保存することを目的とし、世界 90 カ国以上で政府など

の公的組織及び民間のパートナーと協力して、経済的・技術的支援活動や教育・啓発活動を行っています。 

■気仙沼風待ち復興検討会は、震災に耐えた気仙沼市の歴史的建造物の修復・保存を考えるために、市民

有志や専門家によって、平成２４年５月１８日に創設された任意団体です。平成２４年度には、文化庁よ

り「NPO 等による文化財建造物の管理活用事業」の委託を受け、「気仙沼市内湾地区の国登録文化財群の復

興プロジェクト」を実施しています。 
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■『Save Our Culture～心を救う、文化で救う～ 』（http://save-our-culture.jp/）は、ワールド・モ

ニュメント財団と文化財保護・芸術研究助成財団が、東日本大震災で被災した文化財の復旧支援活動の一

環として、被災地域主導での復旧活動を広く国内外に支援を訴えるキャンペーンです。 SOC は、文化庁の

協力を得て実施していきます。主な支援パートナー（平成 25 年 3月 4日時点：アルファベット順）:アメ

リカン・エキスプレス／バークレイズ・キャピタル証券／バークレイズ銀行東京支店／バークレイズ・キ

ャピタル・ファンド・ソリューションズ・ジャパン、ドイツ銀行グループ／フリーマン財団／エルメスジ

ャポン、J.P.モルガン、三菱商事、公益財団法人 野村財団、損害保険ジャパン／公益財団法人 損保ジ

ャパン美術財団        

■登録有形文化財建造物は、保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を文化財登録

原簿に登録し、所有者や地域住民等の理解や参画の下に保護が推進できるよう、平成 8 年の文化財保護法

改正によって創設された制度です。 

 

この件に関するお問合せは：  

ワールド・モニュメント財団   

稲垣 光彦 電話：080-6726-1308 e-mail: minagaki.culture@gmail.com 

http://save-our-culture.jp/
mailto:mitsuo61@gmail.com
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No. 1:  Otokoyama/ 男山本店店舗 
(as of May 2011: Damaged/ 被災直後：2011 年

5 月)// © manu or マヌ都市建築研究所 

No. 2:  Otokoyama/ 男山本店店舗 
(Current: Urgent repair done/ 現在:応急

措置済み)// © WMF or ワールド・モニュメ

ント財団 
 

  

No. 3:  Kakuboshi/ 角星店舗 
(as of April 2011:Damaged/ 被災直後：

2011 年 4 月)// © manu or マヌ都市建築研

究所 

No. 4:  Kakuboshi/ 角星店舗 
(Current: Urgent repair done/ 現在:応急措置済

み) // © WMF or ワールド・モニュメント財団 

 

  
No. 5:  Takeyama/ 武山米店 
(As of Sept. 2012:Damaged/ 2012 年 9 月時

点：応急措置前) // © WMF or ワールド・モニ

ュメント財団 

No. 6:  Takeyama/ 武山米店 
(Current: Urgent repair done/ 現在:応急措

置済み)// © manu or マヌ都市建築研究所 
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No. 7:  Onoken/ 小野健商店土蔵 
(As of Aug. 2011:Damaged/ 2011 年 8 月

時点：応急措置前) // © WMF or ワール

ド・モニュメント財団 

No. 8:  Onoken/ 小野健商店土蔵 
(Current: Urgent repair done/ 現在:応急措置

済み)// © manu or マヌ都市建築研究所 

 

  
No. 9:  Sanjido (two buildings)/ 三事堂

ささき（店舗・住宅と土蔵２件） 
(as of May 2011/ 被災直後：2011 年 5 月)//  
© manu or マヌ都市建築研究所 

No. 10:  Sanjido (two buildings)/ 三事堂

ささき（店舗・住宅と土蔵２件） 
(Current: Urgent repair done/ 現在:応急措

置済み)// © manu or マヌ都市建築研究所 
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No. 11  Chida House (Current: being left 
damaged )/ 千田家（現在：応急措置要)//  
© manu or マヌ都市建築研究所 

No. 12:  Chida House (Kura’s  or 
storehouses)/ 千田家 ( 現在：南・北蔵)// 
© manu or マヌ都市建築研究所 

 

  

No. 13:  Chida House (Current: ground 
floor of main building) / 千田家（現在：

一階店舗内部）//© manu or マヌ都市建築

研究所 

No. 14:  Chida House (Current: second 
floor of main building) / 千田家（現在：

二階座敷内部）//© manu or マヌ都市建築

研究所 
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