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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91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
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これまで取材を受けていただいた皆さん
に、再度の取材を行うコーナーです。
３・11から７年以上が経過した今、感じ
ていること、伝えたいこと、そして最初の取
材以降の気持ちの変化やふるさとへの思いな
ど皆さんの声をお届けします。

未曾有の大災害により甚大な被害を受けた
ふるさと浪江町。
震災前にふるさとを離れた方、町と関わり
がある方が抱く浪江町への思い、復興を支え
るために果たしたい思いなど「浪江町ゆかり
の人」の声をお届けします。

 





二本松市あだたら体育館から岳
温泉へ︒そして二本松市安達運
動場仮設住宅へと移りました︒
﹁この場を何とかしたい﹂と︑
避難先のホテルでも仮設住宅で
も自治会を立ち上げ︑避難先の
地元の方々と関わりながら︑毎
日を一生懸命に楽しく過ごして
きました︒中でも︑安達運動場
仮設住宅は︑当時244世帯
560人の最も大きな仮設住宅
で︑初代自治会長を務めまし
た︒
◆﹁困った時の秀三さん﹂と︑
毎日︑大勢の方が訪れます
平成 年9月に実施された
特例宿泊の時から︑うちの店に
浪江町内で人の集まれる場を作
ろうと︑種苗の陳列をしていた
大きなテーブルを改修しまし
た︒そして帰還準備期間を経
て︑いの一番に町に戻ったんで
すよ︒最初にテーブルを活用し
てくれた手芸グループから始ま
り︑浪江に戻った人たちや浪江
を訪れてくださる人たちが︑こ
こに毎日訪れてくれます︒
区長としての今の悩みは︑
回覧板が町内に回せず︑情報伝
達が難しいことです︒どのよう
に伝えたらよいか︑どうしたら
伝わるか︑いろいろ試している
ところです︒七夕の短冊に﹁浪
江町内のごみ拾いをしよう﹂と
書いたことがきっかけで︑まち

お ふだ

◆避難中︑厳しいと思ったこと
はなかったですね
あの大震災が起きた日は︑
私の誕生日でした︒運転免許証
の更新に出掛け︑新しい免許証
を手に店に戻ったら︑経験した
ことのない大きな揺れ︒津波警
報が鳴り︑区長だった私は︑気
になるお年寄りが何人かいたの
で地区内を一回りしました︒幸
い皆無事でしたが︑私たち家族
は3月 日まで津島活性化セン
ターに避難しました︒原発事故
の情報は全く入ってきませんで
したね︒その間︑すぐに自宅に
戻れると思っていたので︑権現
堂の区長さん方数人と震災ごみ
の片付けの相談をしていまし
た︒
その後︑全町避難となり︑
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づくりの団体と一緒にクリーン
作戦を行ったところ︑福島市や
会津地方などから大勢の人が集
まってくれました︒
また︑﹁チームなみえG&B
︵G は 但 ち ゃ ん ︑ B は 婆 ち ゃ
ん︶﹂を立ち上げ︑なみえ創成
小・中学校の子供たちと触れ合
いながら︑校内の花壇作りや清
掃︑給食を作って一緒に食べた
り︒夏休みにはバス旅行にも出
掛けています︒地域ぐるみの運
動会の開催も呼び掛け︑250
人も集まり大盛況︒子供たちを
励ますつもりでしたが︑私たち
の方が元気をもらっています
よ︒
◆廃炉や復興は急がずともい
い︒人が住めば︑町は必ず
復興します
大震災による津波被害と原
発事故で全町避難を余儀なくさ
れて︑町の人たちが離れ離れに
なった浪江でも︑人が住めるよ
うになれば︑震災前と違った形
でも必ず復旧︑復興は成し遂げ
られると私は信じています︒
今︑浪江に帰っている私にとっ
ては︑復興度 ％なんですよ︒
これからも﹁誰でも立ち寄
りたくなる浪江町﹂を目指し
て︑これからも町のいい所や伝
統文化︑季節の行事などを発信
し続けながら︑日々楽しく過ご
していきたいと思っています︒

て︑決して町への思いが無くなっ
たわけではないんです︒
京都へ避難後︑息子は京都と
東京を往復する生活を続けていた
んですが︑﹁家族で支え合う暮ら
しを大事にしたい﹂と考えて︑退
職︒自炊していた学生時代に興味
を持った︑料理の道に進むことを
決めたんです︒京都市内の調理師
専門学校に通い︑料亭での経験も
積んで︑平成 年8月にお店を
オープンしました︒
妻は避難後も元気にしていま
す︒自宅で︑息子の店に出す料理
の下ごしらえを手伝ったりね︒
﹁浪江・福島の料理や酒を通じ
て福島の今を知ってもらい︑同
時に︑自分自身も故郷の一員で
あり続けたい﹂︒開店時に新聞取
材を受けたときの息子の言葉で
すが︑これは息子だけではなく
て︑私たち家族みんなの思いで
もあります︒
京都市伏見区桃山町山ノ下55−15
075（644）5770
http://senoshiro.seesaa.net/

浪江の子供たちから元気をもらいながら、
新しい浪江を創っていきたい
除染待つ仮設の壁に農事暦

▲復興祈念として収集を続けていらっしゃる御札
と御朱印帳を収めた部屋に案内していただきま
した。
「震災前と同じように家族全員で氏神様へ
の初詣ができたことがうれしかった」そうです。

皆さんが待っていてくださいまし
た︒阪神淡路大震災の受入れ経験
があるから︑とのことでしたが︑
本当に有り難く胸がいっぱいにな
りました︒
こうして京都での避難生活を始
めましたが︑浪江で楽しみにして
いた農作業もできない︑釣りもで
きない︑パークゴルフもない︑な
いないないの︑そんな日々が続き
ました︒川柳だけでは引きこもっ
ていたでしょうが︑浪江にいた時
からやっていたもう一つの趣味︑
ウォーキングで救われました︒今
は１日１万歩を目指し︑ウォーキ
ングを日課にしています︒ウォー
キング協会にも所属していて︑月
５︑６回は京都府内を中心に︑あ
ちらこちらを歩いていますよ︒
◆家族の思い
受け入れていただいた京都の
府 営 住 宅 で ２年 半 過 ご し ま し た
が︑﹁いつまでも他人様の家にい
るよりも﹂と︑全財産
をはたき︑マンションを
購入しました︒浪江の
家には米を置いていた
ので︑とんでもない数
の野ネズミがすみ着い
ていました︒だんだん
と朽ちていく我が家を
解体し︑庭の片付けな
どをやりましたが︑そ
の後︑１年くらい行って
いません︒でも︑家が
無くなったからといっ

『瀬のしろ』〜和ダイニングバー〜
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◆川柳作句が日々の日課
出身は︑南相馬市です︒双葉
高校勤務の関係で浪江町に移住
し︑ 年近く住みました︒その
後︑福島県教育センターに勤務
し︑この時に川柳と出会ったんで
す︒今では川柳作句が日々の日課
です︒川柳仲間もできて︑合同句
集を出すこともできました︒冒頭
の句に﹃農事暦﹄とありますが︑
退職後の楽しみにと︑早くから畑
を借りて準備してたんですよ︒
300坪︑広いでしょ︒柿の木も
あって︑良いところだったんです
が⁝諦めざるを得なかったです
ね︒
◆浪江から京都へ
発災時︑息子はプログラム・
エンジニアとして浪江町に就職し
ていましたが︑その息子が出張先
の東京で買ってきた線量計が反応
さくそ う
するんです︒情報が錯綜する中
で︑いわきの線量が低いというこ
とだったので︑最初の避難先の福
島市からいわき市へ行きました︒
ですが駄目︑やはり線量的には高
かった︒孫のこともあるので︑娘
家族は旦那さんの仕事先の京都へ
移動させました︒その後︑イン
ターネットで調べたら︑その京都
が避難者受入れをしていたんで
す︒電話をかけたら﹁すぐにどう
ぞ﹂と言っていただいたので︑4
月 日の真夜中に出て︑翌 日の
夕方に京都へ到着︒これから住む
ことになる府営住宅には︑地域の
24

88
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▲ランチタイムはバイキング形式。
イカニンジン、ひきないり、いわき市
から取り寄せているトマト等から、お
好みのものを。

▲合同句集を手に笑顔の
白瀬さん

佐藤種苗店を営む佐藤さんは、権現堂区長会、浪江町行政区
区長会の会長を務めておられます。
震災前からの区長のご経験を生かし、「浪江の復興は、人が
住めるようになること、誰もが立ち寄りたくなる町になるこ
と」をモットーに、新たな浪江のまちづくりに奔走していらっ
しゃいます。
「震災前に川柳との出会いがありました。原発事故で被災し、各地を
転々。そんな時、出会って間もない川柳が避難生活に生きがいをもたらして
くれました」と語る白瀬さん。第13号（平成24年７月号）掲載時、「今の
生活を少しでも活力あるものとするために、前向きに頑張りたい」とお話さ
れていた言葉どおり、川柳づくりとウォーキングで、頭と心と体の健康を保
ちながら、現在もご家族そろって京都でお過ごしです。

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：11月13日
取材者：ＮＰＯ法人つなぎ t e おおむた 彌永
取材日：10月10日

秀三さん（権現堂）
佐藤
美智男さん（田尻）
白瀬
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福島県
京都府
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ふるさと浪江会

前登録をしないとお墓参りにも
行けません︒父や母のお墓の前
で︑ゆっくりと手を合わせられ
る日が早く来ることを願ってい
ます︒
●木幡 正行さん
田尻出身です︒父母は震災
で︑浪江から秋田の姉夫婦の所
に避難しました︒その後︑東京
の私の所に来て一緒に暮らして
いましたが︑父は亡くなり︑今
は母一人になりました︒母は
﹁帰りたい﹂とよく口にしま
す︒震災後︑年に4︑5回は浪
江に帰りますが︑行くたびに壊
れていく家を見るたびに辛くな
ります︒浪江に行っても︑人が
ほとんどいない町は不思議な感
じがします︒昔ながらの田尻︑
浪江はどうなって行くのでしょ
うか︒役場関係者さまや地元に
戻られた皆さまが頑張っている
ことは応援いたします︒今後︑
5年 年後はどうなっているの
か︑元の町に戻れるのか心配で
なりません︒
●吉田 敏英さん
苅宿出身です︒震災前は︑
お盆と年末年始に浪江に帰って
いました︒帰れることが当たり
前でしたが︑それができないの
が悲しいです︒母校の双葉高校
は︑震災で休校︒同窓会が毎年
5月に開かれていますが︑新し

設立当時の会員は70人、現在
の会員数は120人。
浪江町出身者で関東圏に暮ら
す人たちがメンバー。

連絡先：ふるさと浪江会事務局
木幡正行さん
090（5585）3861

▲和やかに意見交換

●原田 直之さん
浪江町は︑海もあり山もあ
り︑自然豊かな町︒ふるさとを
離れて 年余り︑いつも浪江を
思い歌っています︒一番の思い
出は十日市ですね︒3日間︑町
を挙げてのイベントで︑子供に
とっても大人にとっても大きな
楽しみでした︒東日本大震災
で︑浪江の実家も無くなってし
まいましたが︑次の世代の人た
ちが浪江に戻って︑暮らすこと
ができるようになったらと願っ
ています︒
●斉藤 仁也さん
酒井の出身です︒丈六公園
の裏側に実家があり︑林あり田
んぼありの環境でした︒川で年
中泳いでいました︒わんぱくで
勉強はあんまりしませんでした
ね︒ 歳を越えても︑病気一つ
しないでいられるのは︑小さい
時に走り回って遊んで培った体
力のお陰と思っています︒5人
兄弟︑皆それぞれ遠く離れて暮
らす今︑お墓参りにも皆がそろ
うことが難しい︒自分が元気な
うちに浪江の復興が見られたら
と思います︒

55

●浅野 節子さん
室原出身です︒ふるさと浪
江会の立ち上げの時から関わっ
てきました︒7人兄弟ですが長
男以外は浪江から出ています︒
私も高校卒業以降︑東京で暮ら
しています︒実家は︑ 代続く
農家ですが︑震災以降はお墓参
りの時にしか実家に立ち寄るこ
とはありません︒浪江のイン
ターチェンジから見えるのだけ
れど入れないという現実にもど
かしさを感じます︒妹が映画関
係の仕事をしていて︑震災後4
か月目に町に入りました︒請戸
の家並みが津波で流され土台だ
けが残り︑内陸に船が押し流さ
れている光景や﹁車の窓は開け
ないでください﹂という言葉に
がくぜんとしたことが思い出さ
れます︒実家には︑申請をしな
いといまだに入れない状況で
す︒家の中は泥棒に荒らされ︑
庭にあった灯籠まで持ち去られ
てしまいました︒思い出がたく
さんある家が荒れていくのを見
るのは辛いです︒

い卒業生が入ってこないという
現実に寂しさが募ります︒

●能勢 秀幸さん
樋渡出身です︒生まれも育
ちも浪江で︑震災後︑先祖代々
の家の屋根を直したら︑親戚か
ら﹁住める当てもないのにばか

80

●作間 清子さん︵浅野さんの妹︶
室原出身です︒﹁ふるさとは
遠くなりにけり﹂と言いつつ︑
いつでも帰れると思っていたふ
るさとがもう無くなってしまっ

19

ふるさと浪江会は平成22年
に、「ふるさと納税制度」を活
用して浪江町を応援しようと、
関東圏に暮らす浪江町出身者で
立ち上げられました。
東日本大震災後は、「ふるさ
とを忘れない」という思いで、
支援のための寄附活動や浪江町
への視察バス旅行などを行って
います。
会長の原田直之さんは、福島
県内はもちろん全国各地で公演
を行い、歌を通して浪江町民の
交流と元気づくりを進めていま
す。
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「ふるさと」の復興を応援したい
東京都

ね！﹂と言われました︒やはり
愛着があるので︑住める状態に
戻したかったんです︒しかし︑
修繕を終えた後︑イノシシに入
られて取り壊しせざるを得ない
状況になってしまいました︒子
供たちに話したら︑小さい頃に
遊んだ家を見てみたいと言うの
で︑取り壊し前に一緒に浪江に
行くことになりました︒
●大清水善信さん
幾世橋出身です︒﹁ふるさと
浪江会﹂設立の時から関わって
います︒高校卒業までは浪江に
いました︒フナ釣り︑ドジョウ
取り︑思い出はたくさんあり︑
浪江のことはいつも心から離れ
ません︒浪江町出身の人たちが
集まるこの場があって良かった
と思います︒町役場から協力の
依頼があれば︑対応したいと思
います︒
●見山ミチ子さん
大堀出身です︒実家は大堀
相馬焼の窯元です︒登り窯への
﹁窯入れ﹂や﹁窯出し﹂の時に
は︑請戸の浜で取れた魚など︑
ごちそうがたくさん並び︑職人
の皆さんと一緒にいただきまし
た︒壊れた器でままごとをした
ことや︑高瀬川で取れたアユを
庭先で炭火焼きにして食べたこ
とが思い出されます︒大堀は今
もまだ︑避難指示区域なので事

た︒無くなると行きたい︑行け
ないと思うと余計に行きたくな
ります︒しゃくに障ります︒少
しでもふるさとのためにできる
ことがないか考える日々です︒
●山田
攻さん
牛渡出身です︒震災後︑2
年目に実家に行きました︒実家
の周辺は草ぼうぼうで︑請戸の
浜は何もない野原のような様子
に驚きました︒震災から4年目
に︑母が避難先の二本松で亡く
なりました︒今の浪江には︑若
者が働く場所がない︒常磐線が
全線開通し︑企業誘致が進んだ
ら違ってくると思います︒国や
福島県がもっと復興に向けた支
援を行ってくれたらと思う︒震
災前は︑浪江に帰ると同級生︑
同窓生に会えるのが楽しみでし
た︒丈六公園の風景や十日市の
にぎわいが思い出されます︒
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ふるさと浪江会

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：11月９日

▲ふるさと浪江会役員メンバー

▲浪江町訪問旅行についての打合せ

