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戸川

謙一さん（川添）

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：７月21日

福島県

この川俣町と、ふるさと浪江町の懸け橋に
なりたい

◆川俣町に避難︒以後︑
暮らしも仕事もその
ご縁です
震災当日は︑東京電力
第一原子力発電所の事務
本館に滞在していまし
た︒最初はプラント事故
かと思いましたが1号機
は何事もなく︑退社した
ものの道路は大渋滞︒徒
歩で帰りました︒自宅は
さほど被害も無く︑家族
も無事でしたが︑翌朝は
避難を呼び掛けるサイレ
ンで起こされました︒津島に向
かったものの︑すでにどこの避
難所も満杯で︑川俣町立川俣南
小学校に約 日間︒その後︑お
じまふるさと交流館に夏までい
ました︒当時一緒だった浪江町
世帯と南相馬市4世帯など主
な世帯は︑川俣町が管理する中
山工業団地応急仮設住宅に入居
することになりました︒
避難した当初︑通勤がまま
ならないこともあり職場を退職
しましたが︑川俣町原子力災害
対策室︵現在は原子力災害対策
課︶で絆づくり支援員となり︑
放射線や放射能測定の業務に就
きました︒仮設住宅では自治会
長も務めましたが︑川俣町の職
員さんが常に近くにいたので︑
住民の要望や提案などは伝えや
すかったですね︒
平成 年 月に︑復興公営
住宅壁沢団地に転居し︑平成
年4月からは復興庁の市町村応
援職員として︑以前と同じ部署
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で生活相談員として勤務してい
ます︒
◆浪江出身と伝えることで︑
心の垣根を超えています
川俣町の一部避難地区となっ
た山木屋の方々を訪問し︑暮ら
しの様子や放射線への不安︑帰
還に関する相談などを行ってい
ます︒山木屋と浪江は隣同士で
すから︑昔から往来があって縁
が深いんです︒ですから︑訪ね
て自己紹介をする時︑真っ先に
浪江町出身と伝えると一気に打
ち解けたり︑逆に励まされた
り︑お気遣いいただくこともあ
ります︒
平成 年7月1日︑国道
114号沿いに復興拠点商業施
設﹁とんやの郷﹂がオープンし
ました︒山木屋の人たちはもち
ろんですが︑浪江町を始め︑中
通りと浜通りを行き交う人たち
にもどんどん活用していただき
たいんです︒私にとっても︑こ
こは浪江とつながる重要拠点で
あり︑希望の場です︒
町では︑この施設が地区のに
ぎわいを復活させ︑帰還を促す
足掛かりの場として大きな期待
を寄せています︒お蔭さまで︑
利用者は予想より早く5万人を
超えましたが︑まだまだご存じ
ない方も多いようですから︑利
用者数の増加を図るにはイベン
トや折々のPRなど周知活動が
伴になるかと思っています︒
◆いつか浪江に︒子供たちの
成長と仕事が今は優先ですね
うちには子供が3人おります
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が︑一番上は就職し︑2番目と
3番目は来春︑大学と高校進学
です︒私の仕事もありますか
ら︑当分は川俣町にお世話にな
ります︒
妻と２人になり︑浪江町にこ
れまでの経験を生かせるような
仕事があるようでしたら︑いつ
とは言えませんが︑戻ることが
できたらいいですね︒

▲利用促進の仕掛けの一つである「食品検査」 ▲山木屋地区復興拠点商業施設「とんやの郷」
販売目的以外の食品の持込みは約10分で測
浪江にお越しの際は、休憩、お買物やお食事
れます。平成30年２月から、どなたでも利
に、ぜひご利用ください。
用できるようになりました。
トイレは24時間利用できます。お買物は10
受付：情報発信コーナー（平日10時〜16時
時から18時まで、お食事処（定休日：日曜日）
30分）※最終持込みは16時10分まで
は11時から14時までです。

ƆƆǀಧર
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避難生活を送ってきた川俣町山木屋地区の人たちと自治体や国とを
つなぐ仕事に取り組む戸川さんは、「避難指示解除後のこれからが “正
念場”。川俣も浪江も一緒ですよ。山木屋900人ではなく、一人一人、
（1/900ではなく）１/１人の暮らしへの要望や不安などの声を拾い、丹念
に伝えることが私の役目だと思っています。」とおっしゃっていました。
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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、大学等の皆
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た「ここ
ろ」を伝えることを大切にするため、取材者が聴き取っ
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、行政等が連携したコミュ
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88号」への
感想をお寄せください。
【連絡先】〒979−1592
双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7−2
「浪江のこころ通信」宛
FAX.0240
（34）
4593







ふるさと・津島の伝統芸能を継承し、
次の世代につなげたい
まい

◆津田沼
︵千葉県習志野市︶
での
暮らし
津田沼で暮らして６年︑お蔭
さまで大した病気もせず︑ご近
所さんや浪江町の仲間との行き
来を楽しむことができています︒
今日も︑住んでいるマンション
の同じ階に住む人が︑福島の昔
話の読み聞かせをするから︑方
言を教えてほしいと頼まれ︑
﹁あんば様﹂や﹁歯形の栗﹂の話
をしました︒方言で話しては分
からないだろうと思い︑普段は
使わないようにしているけれ
ど︑病院の行き返りに乗るタク
シーの運転手にも﹁東北の人で
すか？﹂と聞かれることもある
から︑﹁浪江言葉﹂が出ている
んでしょうね︒
津田沼の支援団体が主催する
交流会﹁にんじんカフェ﹂やバ
スツアーに参加して︑同じよう
に浪江町から避難して暮らす人
たちとおしゃべりするのが楽し
みです︒今年の夏は︑今までに

▲周囲の人を和ませてくれる琴子さんの
笑顔…息子さんのお仏壇の前で

◆役場勤めの苦労や楽しさ
今年の4月から中島村役場に
勤めさせてもらっています︒建
設課で上下水道関連と公営住宅
の担当をしていますが︑まだま
だ分からないことだらけで︑一
つ一つ先輩方に教わっていま
す︒事務的な仕事をしながら現
場のことを学ばせていただいて
いるので︑大変なこともありま
すが︑村民の方に﹁ありがと
う﹂と言ってもらえると本当に
うれしくて︑もっと頑張ろうっ
て思います︒
役場の一員として地域に関わ
るようになってから︑ものの見
方が随分変わりました︒震災
後︑一町民としては〝役場の方
がもっとこうしてくれたら〟と
思うことも正直ありましたが︑
今は感謝の気持ちしかありませ
ん︒次々に問題が発生する中︑
限られた人数で対応してくだ

なく暑く︑電車に乗っ
て出掛けようとすると
大変なんだけれど︑い
つも︑元復興支援員の
井戸川さんや支援団体
の人が車で送り迎えを
してくれるので︑助
かっています︒
◆息子が亡くなる
震災直後︑私は息子
夫婦や孫夫婦と一緒に
２台の車に分乗し︑い
くつかの避難所を経
て︑埼玉の娘の所に避
難しました︒娘の家に着いたの
は︑震災後１週間を過ぎていま
した︒着の身着のままだったの
で︑通り掛かりのスーパーで着
られるものを買って行きまし
た︒ 日間近くもお風呂に入ら
ないでいたという経験は︑これ
までなかったですね︒娘の家
に︑大勢で長く居るわけにもい
かず︑津田沼の借上げ住宅に越
してきました︒その後︑孫夫婦
が津田沼の近くの藤崎のマン
ションに引っ越したので︑行き
来がしやすい場所が良かろうと
息子が︑このマンションを探し
当てました︒
リフォームし︑越して １年
経った頃︑息子は亡くなってし
まいました︒息子は︑浪江町で
﹁山水社﹂という配管工事の会
社を経営していました︒使用人
が 人ほどいて︑孫も中心と
なって働いていました︒震災の
時は︑会社を設立して 年︑順
調に事業を拡大していた時でし
たから︑随分気落ちしていまし
た︒先日亡くなった馬場前町長
とは高校の同級生で︑とても仲
が良く︑家にもよく遊びに来て
くれました︒息子の葬儀の時に
は駆け付けてくれて︑参列して
くださった皆さんに︑１時間近
くも息子との思い出話をしてく
れました︒うれしかったですね︒
◆浪江に帰りたい
震災前に︑隠居所をリフォー
ムして︑台所やトイレ︑お風呂
も付けました︒９時頃になると
近所の友達が﹁お茶飲みに来た
よ！﹂と訪ねてくるので︑朝４
時には起きて畑仕事を済ませ︑
みんなが来るのを待つのが日課
でした︒今︑住んでいるマンショ
ンは駅にも近く︑不便はありま
せんが︑浪江での生活と比べる
おり
と⁝何だか檻の中にいるような
気がするときもあります︒浪江
に帰れるようであれば帰りた
い︑そんな思いでいた２年ほど
前︑井戸川さんが自分の車で︑
大堀の自宅付近まで連れて行っ
てくれました︒家の様子も気に
なりましたが︑母屋の西側にあ
る﹁氏神様﹂がどうなっている
か見たかったのです︒でも︑家
の周辺は高い草木に覆われ︑近
づくこともできませんでした︒
大堀は避難指示がいまだ解除
されていません︒福島第二原発
の復旧も先が見えていない中︑
浪江に帰ることはできないと諦
めています︒悔しい思いは胸に
止め︑これからも︑日々の暮ら
しを楽しみたいと思います︒
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さったのは想像を絶するほど大
◆心をつなぐ津島の伝統芸能
変だったろうと思います︒
両親は大玉村に住み︑私は中
◆ふるさと再生への思い
島村で一人暮らしをしています
震災が起きた年は︑私は憧れ
が︑浪江の方とはいろんな形で
ていた南相馬市の高校に進学
つながっています︒避難した当
し︑4月からの高校生活を楽し
初は︑津島出身の児童と保護者
みにしていました︒けれど震災
でキャンプに出掛ける機会もあ
が起き︑福島市︑それから岩手
りましたし︒
県の親戚宅に避難した後︑5月
それから地域の伝統芸能﹁津
から二本松市内の高校に転校し
島の田植踊﹂を保存・継承して
たんです︒転校してからは周り
いこうという取組がありまし
の人に支えてもらい︑大好きな
て︒今年1月 日には二本松市
友人もできたので︑今ではこう
で発表会が催され︑私もお声掛
いう道も良かったんだなと思っ
けいただいて︑早乙女役を踊ら
ています︒けれど避難直後はす
せていただきました︒
ごく無気力になってしまったこ
元々は男性だけが参加する踊
とがありました︒ただ︑ある日
りなので︑子供の頃は兄だけ練
津島の中学校を訪ねたら﹁卒業
習に誘われるのを羨ましく思っ
おめでとう﹂というお祝いの掲
た記憶があります︒でも実際に
示がそのまま残っていて⁝それ
踊ってみるとなかなか難しくて
を見た時︑自分も地域のために ︵笑︶︒中腰で︑腰を低くして踊
何かできないかなと強く思いま
るほど美しいといわれますが︑
した︒
足が相当に疲れます︒先輩はお
津島は山林が多い地域ですか
年を召した方も腰を低く落と
ら︑森林について学んだら何か
し︑とても優雅に踊るので︑す
役に立てるかもしれないと思い︑ ごいなあと︒うちは祖父も父も
神奈川県の短期大学に進学した
踊り手で︑母もお手本を知って
んです︒私のリサーチ不足で︑
いるので︑家族から駄目出しを
想像していたようなカリキュラ
受けながら特訓しました︒
ムではなかったんですが︑短期
会場には︑震災後会えなかっ
大学の先生に〝公務員という道
た浪江の方がたくさん見にきて
もあるよ〟とアドバイスをいた
くださり︑懐かしい方たちとお
だいたのがきっかけで専門学校
会いできました︒また機会が
に入りなおし︑今の仕事に就き
あったら踊らせていただきたい
ました︒短期大学で学んだこと
ですし︑これからも浪江の皆さ
も職場で役立っていますし︑２
んとつながっていけたらと願っ
年間の学生生活は私には必要な
ています︒
時間だったんだと思います︒
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京成津田沼駅から徒歩５分のマンションに、お嫁さんの
邦子さんと二人暮らしの琴子さん。
近くに住むお孫さんたちや友達との行き来もあり、精一
杯今の暮らしを楽しもうとしていらっしゃいます。
津島で生まれ育った今野さんは、二本松市の高校を卒業後、短期
大学と専門学校を卒業し、西白河郡中島村役場に就職しました。
現在は仕事に邁進しつつ、ふるさとの伝統芸能を継承しようと
「津島の田植踊」の早乙女役の振り付けを習得。今年１月には二本
松市で開催された発表会で早乙女役を踊り、好評を博しました。

浪江への思いを胸に、日々の暮らしを
楽しみたい
千葉県
福島県

浪江から避難
してくる時に
持ち出した
「修了証」
…頑張ってき
た証し

▲平日は役場の仕事でお忙しい今野さん。
白河駅にて。

取材者：ＮＰＯ法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 鍋嶋
取材日：８月２日
取材者：地域社会デザイン・ラボ 中島
取材日：８月11日

琴子さん（大堀）
山田
満里実さん（南津島）
今野

の
り
ま
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