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平成23年３月11日に発生した東日本大震災、そし
て福島第一原子力発電所の事故により、町内全域に出
されていた避難指示は、平成29年３月31日に「帰還
困難区域」を除き解除されましたが、多くの浪江町民
は福島県内外に分散して避難生活を続けています。町
を取り巻く状況が徐々に変化する中で、町民の皆さん
がどのような思いで生活し、ふるさとへの思いを抱い
ているのか。
“浪江のこころプロジェクト” は、町民の皆さんの
声を「浪江のこころ通信（※1 ）」を通してお届けし、
皆さんの思いや暮らしぶりを発信・共有しようとする
ものです。
一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム
（※2 ）が中心となり、全国各地のＮＰＯ、大学などの
皆さんが取材を進め、浪江町と連携し「浪江のこころ
通信」を編集・発行しています。
※１ 浪江のこころ通信は、町民の皆さんがお話しした「ここ
ろ」を伝えることを大切にするため、取材者が聞き取っ
てまとめた原稿をほぼ原文のままで掲載しています。
※２ 一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムは、大
学、ＮＰＯ、企業、経済団体、行政などが連携したコ
ミュニティ支援ネットワーク。仙台が本拠地。

「浪江のこころ通信／第102号」への
感想をお寄せください。
【連絡先】〒979−1592
浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
「浪江のこころ通信」宛て
FAX 0240
（34）
4593
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県営表団地自治会

会

員

とき︑いわき
市の山間部に
行ったら︑お
米を分けてく
ださったおば
あさんがい
て︑それはも
う有り難かっ
たですね︒
家族やペット
と一緒になれ
たのは︑福島
市松川町の応
急仮設住宅に
移ってからで
した︒父が亡
くなったり︑
今は川俣町に
住む祖母が寝
たきりになっ
たり︑８年の
間にいろんな
ことがありました︒
松川町で２年過ごした後︑復
興公営住宅をあちこち探してい
たところ︑この表団地の抽選最
終日に行き当たって入居できた
んですよ︒そうしたら︑入居説
明会前に管理人就任の打診があ
り︑迷いましたが引き受けまし
た︒

成 年７月︒その年の 月には
総会を開きました︒全戸が自治
会に加入しており︑現在は浪江
町が８割︑後は大熊町や富岡
町︑南相馬市小高区の方々で︑
子供は小学生と幼稚園児の２人
だけです︒
今年の４月から山形さんが自
治会長になり︑役員も１人増え
て５人で運営しています︒
最初の１年は住民やペットの
トラブルや駐車場の街灯のこと
など問題があり︑結構苦労しま
したが︑２年経って落ち着いて
きました︒ただ困ったことに︑
総会を開いても皆さんから要望
や意見が出てきません︒
月１回の美化活動も約 パー
セントの参加が得られているの
ですが︑こちらもしかりです︒
団地の人たちの日頃のサポート
や会話がほしいと思っていま
す︒
集会所の定期的な利用は﹁踊
りの会﹂の皆さんのみですが︑
その他︑支援してくださる団体
や介護福祉専門学校さんが県立
安達高校と一緒に月１回の学生
食堂やよさこい︑健康体操や趣
味の教室を兼ねたお茶会などを
開いてくださっています︒
山形さん 今年の夏祭りは１５
０人〜２００人くらいだったか
な︒最初の年は集会所と周りの
芝生だけで手狭だったので︑今
年は駐車場を会場にしたんだ︒

佐々木さん
志賀さん
佐藤さん
山形さん

員
◆団地の暮らしはいかがです
か︑団地自治会の活動の様子
なども教えてください
佐藤さん 団地の入居開始は平
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表団地は、みんな協力的で、いい団地ですよ

今年もにぎ
わった表団
地の夏祭り

会
福島県

◆東日本大震災が起きた時か
ら︑この団地に落ち着かれる
まで︑どのような経緯だった
のでしょうか
山形さん 地震の時は船を出し
ていて︑戻ってきたらなぁんに
もなかった︒役場に行っても誰
もいない︒どうしようかと思っ
ていたら︑軽トラックで大堀ま
で連れて行ってくれる人がい
て︑小学校と中学校に２日間ず
つ︒東京都の息子のところに
日間︑福島県に戻ってからは津
島から川俣町へ︒川俣高校体育
館︑おじまふるさと交流館と
転々としたよ︒おじまふるさと
交流館には１週間くらいいたか
な︒それから野地温泉︵福島
市︶に１年近くいて︑二本松市
郭内の仮設住宅に移って︑ここ
に来たんだ︒
妻が津波で行方不明だったの
で︑相馬市や南相馬市原町区の
遺体安置所を探し歩いて︑よう
やく４か月後に見付かって︑二
本松市安達の高林寺で供養して
もらったんだよ︒
佐々木さん あの時は津島に避
難して︑すぐに都路村に移って
３日間いたね︒会社の仲間たち
と東京都の借上げ住宅に１年ほ
どいて︑それから６年ほど二本
松市の雇用促進住宅にいて︑こ
の表団地に来たんだ︒
志賀さん すぐに南相馬市原町
区に避難して３日間︒喜多方市

暑かったけれど︑﹁智恵子のふ
るさと太鼓保存会﹂や﹁Ｗｏｎ
ｄｅ ｒ な み え ﹂ の よ さ こ い 踊
り︑ファッションショーやカラ
オケ︑ビンゴゲーム︑水風船な
どの出店も︒結構いろいろあっ
たな︒
祭りの前︑知り合いから借り
た大漁旗を団地北側の通路に
飾ったら︑結構インパクトが
あって︑いい宣伝になったんだ
よ︒
佐藤さん ビンゴゲームの賞品
で一番人気があったのがお米︒
その他の賞品も日常生活で役に
立つものにしたので︑喜ばれま
したね︒でも︑近隣の人たちに
当たることが多くて︑団地には
少なかったですね︒お隣の高齢
者施設﹁JWS陽だまりの郷﹂
の職員さん方も来てくださっ
て︑やはり地元の方々の理解は
大事ですね︒来年度も︑暑さ対
策と食中毒に注意を払いなが
ら︑団地最大のイベントとして
続けたいです︒
また︑団地には一人暮らしの
方が多いので︑その生活が心配
です︒長期の入院や留守の場合
の緊急対応などについても︑県
とも相談しながら適切な対策を
取っていきたいですね︒
◆最後に︑ふるさとに対する思
いなどを聞かせてください
山形さん 請戸にはもう何も無

で葬式があったものだから駆け
つけて︑そのまま１か月くらい
喜多方市にいて︑それから埼玉
めい
県の姪のところへ行って 日間
ほどいたかな︒
その後︑兄の友人の紹介で新
潟県三条市の避難所に行ったん
だけど︑３日くらいは体育館の
物干し場で過ごさなくちゃなら
なかったんだ︑ひどかったね︒
三条市の雇用促進住宅で７年間
過ごした後︑浪江町役場から団
地の情報を聞いて︑ここに来た
んだ︒
佐藤さん あの日はいわき市の
海から１キロメートル圏内のと
ころで仕事をしていて︑すぐ目
の前まで浸水していることも知
りませんでした︒午後９時頃に
仕事を終え︑普段だったら宿泊
先に 分くらいで帰れるのに︑
橋が通れず１時間 分くらい掛
かって戻りました︒夜中にラジ
オを付けて初めて津波被害のひ
どさを知りました︒そのまま１
年ほど小名浜の会社で仕事を続
け︑その後も飯舘村には戻らず
に︑いわき市に３年ほどいまし
た︒
震災直後︑浪江町の人たちは
避難所とはいえ救援物資もあっ
たようですが︑いわき市では食
べ物はおろか︑飲み物さえあり
ませんでした︒お店は開いてな
いし︑お金があっても買える物
がないし︑情報も来ない︒ある
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くなってしまったから︑みんな
と仲良く︑心地よく︑ここで暮
らせたらいいね︒
佐藤さん 買い物も交通も不便
だし︑昔のような近所付き合い
や農業もできないことを考える
と︑飯舘村には帰れないです
ね︒早く仕事に就いて︑ここで
普通の生活をしたいと願ってい
ます︒
志賀さん 実家は南相馬市の小
高にあるけれど︑今のところは
ここで暮らしますよ︒
佐々木さん 左官屋として仕事
をしながら小高や大熊町︑浪江
町と住まいを移してきたけれ
ど︑この団地で楽しく暮らしま
すよ︒
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二本松市の霞ヶ城公園の北東側にある県営表団地は、現在、33世帯が暮らすこぢんまりとした団地です。
団地住民総出の夏祭り（８月４日開催）は、今年で２回目を迎えました。
「近隣の人たちはもちろん、市
内の県営根柄山団地や若宮団地、出演チームの家族など、大勢の人たちが祭りに参加してくださって、かな
りのにぎわいでした」と、当日の写真をたくさん見せてくださいました。
山形会長と佐藤管理人、会員として自治会のお手伝いをされている志賀さん、佐々木さん、４人の方々に
お話を伺いました。
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取材者：認定特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ古山・松田
取材日：９月10日
▲

管理人兼庶務

山形 武さん（請戸）
佐藤 浩さん（飯館村）
志賀 康士さん（権現堂）
佐々木初雄さん（川添）
長
会
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▲インタビュー風景

