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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92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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活動を続けることがみんなの心を
つないでいます

ているから︑辞めないで﹂と言
われて︑やっぱり続けようとい
うことになりました︒その人も
あんまり来られないんですけど
ね
︵笑︶
︒
鈴木さん 私たち自身も︑お互
いに会うのが楽しみでやってい
るところがあります︒集まると
まずしゃべってしまって︑練習
がなかなか始まらない︵笑︶︒練
習も楽しみだけど︑久しぶりに
会ってしゃべるのも楽しみで
す︒
佐々木さん イベントに出る
と︑練習に来られないメンバー
も見に来て﹁やっててもらって
よかった﹂と言ってくれます︒
今は踊る側と見る側に別れてい
ても︑同じメンバーとしての気
持ちのつながりがある︒だか
ら︑大変だけどやっている意味
があるな︑と思います︒
◆佐々木さんは浪江町民ではあ
りませんでしたが︑震災後に
メンバーになられました
佐々木さん 私はもともと本宮
市のチームで踊っていたんです
が︑メンバーが減って震災の少
し前に自然消滅してしまったん
です︒そのまま離れるのももっ
たいないので県のよさこい振興
会のサポーターをしていたんで
すが︑たまたま家が近くなった
常盤さんに声を掛けてもらっ
て︒今は宮城県の登米市に引っ
越したんですが︑そのまま参加
しています︒機会が無いと全く
動かなくなってしまうので︑あ
りがたいです︒
常盤さん 震災後に久しぶりに
踊ったときは息が切れて大変で
した︵笑︶︒やっぱり続けていな

◆チーム結成からこれまでの経
緯を教えてください
常盤さん 平成 年の﹁うつく
しま未来博﹂の時に︑商工会が
主導して県内各地によさこい
チームができました︒
﹁Wonderなみえ﹂もそ
の時に発足して︑震災前は週２
回練習をしていました︒小中学
生も合わせて 人くらいいたで
しょうか︒震災でばらばらにな
り﹁解散するしかないかな﹂と
思いましたが︑その年の夏に二
本松で開催された夏祭りに﹁踊
らないか﹂と声を掛けていただ
いて︒メンバーに連絡してみた
ら︑当日は結構な人数が集まっ
たんです︒それで﹁続けよう﹂
ということになって︑それから
は月に２︑３回︑いわき市など
で練習をしながら︑続けてきま
した︒
13

◆イベントに出る機会はどのく
らいあるのでしょうか？
常盤さん 今は年に 回以上あ
ります︒避難指示が一部解除に
なってから増えました︒相双地
域の他のチームは解散したとこ
ろもあるので余計に声が掛かる
のかもしれないですね︒メン
バーが各地に散らばっているの
で︑練習には数人しか来られな
いことが多いんですが︑本番に
はなんだかんだで 人くらい集
まります︒LINE︵スマート
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いと駄目ですね︒やっていない
人には﹁元気だね〜﹂と言われ
ますが︑やっているから元気な
のかなと思います︒
◆避難指示が一部解除になっ
て︑浪江町で練習できるよう
になりました︒町の様子を見
てどんなことを感じています
か？
佐々木さん ﹁信号が点滅信号
じゃなくなった！﹂とか﹁電車
が走ってる！﹂とか︑そういう
変化に感動がありますね︒
鈴木さん 最初の頃は︑子供た
ちゅうちょ
ちを連れて来ることに躊躇しま
したが︑今は楽しく来られるよ
うになりました︒今日も﹁どこ
行くの？﹂﹁浪江だよ︒お父さ
んのお母さんの家があるところ
だよ﹂なんて話しながら来まし
た︒
大原さん 解除になる前は︑も
う戻ってくる場所ではないとい
う感覚でしたが︑以前勤めてい
た職場の後輩が戻ってきて働い
ていたりするのを見ると﹁あ
あ︑普通に住めるんだな﹂と︒
福島市内に家を建ててしまった
ので複雑ではありますが︒
常盤さん 同世代の人が戻るた
めに家を建て直しているのを
知ったりすると︑私もいずれは
戻ってこようかなと考えたりは
しますね︒

フォンやタブレットなどで使用
できるソーシャル・ネットワー
キング・サービスの一つ︶で動
画を共有して︑それを見ながら
各自自宅で練習するなどして︑
なんとかこなしています︒新潟
や東京にもメンバーがいるんで
すけど︑本番に駆け付けてくれ
ています︒
大原さん 毎月何かとイベント
があるので︑それで日々が過ぎ
ていきます︒長くやっているの
で︑もし無くなったら何かが
すっぽり抜けたみたいになって
しまうと思います︒みんな住ん
でいるところは違うので︑活動
が無ければ会う機会も無いで
しょうから︑貴重なつながりで
す︒あまり来られない人とも︑
LINEでいつも会話している
と離れている感じがしないで
す︒お互いの場所で災害がある
と自然と﹁大丈夫だった？﹂と
声を掛け合ったりしています︒
◆各地にメンバーが散らばって
いて大変ではないですか？
大原さん 毎回数人しか集まれ
ないので︑何度も心が折れそう
になりました︒一度﹁もう辞め
よう﹂ということになったんで
すが︑ある人から﹁避難先では
自分の境遇を分かってくれる人
がいない︒練習で集まった時に
だけ気持ちを話すことができ
る︒それを楽しみに日々頑張っ

◆これからの活動の展望につい
て教えてください
常盤さん ここ数年︑ずっと同
じ曲を踊っていましたが︑最近
新しい曲を作りました︒これま
では﹁鮭が荒波を越えて故郷に
帰ってくる﹂という内容の曲を
復興のイメージに重ねて踊って
いましたが︑今度は明るくて空
に羽ばたくようなイメージの曲
にしました︒衣装も新しいもの
を作っています︒そうやって少
しずつ新しい挑戦もしていきた
いですね︒
鈴木さん 私は 歳の時にメン
バーになってから 年続けてい
て︑メンバーと結婚しました︒
子供たちも一緒に踊ったことも
ありますし︑震災後に生まれた
娘も旗振りをやりたいと言って
いるので︑これからも一緒に楽
しく続けられたらと思います︒
佐々木さん 今日も︑踊れるの
は４人ですが︑子供を連れて遊
びに来てくれている仲間がいま
す︒子供たちが増えてきている
ので︑これから一緒に踊れるよ
うになるのが楽しみです︒
大原さん 体力的にきついとき
もありますが︑仲間と一緒に運
動できるので心身ともに元気に
なれます︒そういう場はなかな
か無いのでこれからも続けてい
きたいです︒メンバーはいつで
も募集していますので︑気軽に
声を掛けてください！
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▲前列左から 常盤さん、大原さん
後列左から 鈴木さん、佐々木さん

香世さん（川 添）・大原 陽子さん（川 添）
純さん（田 尻）・佐々木和子さん（本宮市）
常盤
鈴木








 

▲活動を「育休」中のメンバーも集まり、
にぎやかな練習となりました
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取材者：地域社会デザイン・ラボ 谷津
取材日：11月10日

福島県

11月24日と25日、浪江町地域スポーツ
センターで「復興なみえ町十日市祭」が開
催されました。
昨年に引き続き、十日市祭でのステージ
発表に向け、浪江町地域スポーツセンター
に集まって練習をしているよさこいチーム
「Wonderなみえ」の皆さんを訪ねまし
た。12月には、浪江町仮設商店街まち・
なみ・まるしぇの「まるしぇの日」と同時
開催された「浪江ふるさとまつり北海道・
東北復興YOSAKOI」でも華麗な演舞を披
露。地元よさこいチームとして、各地に
引っ張りだこです。これまでの経緯と今の
想いをお聞きしました。
▲子供たちやお年寄りにもその場で参加してもら
える曲なども工夫しています
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Wonderなみえ
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井戸川さん
勝人さん

︵平成 年︶の臨時総会で予算
化し︑編集委員会が発足しまし
た︒そして︑今年3月の通常総
会までに冊子を発行し︑皆さん
に配ることにしました︒昨年4
月には各隣組から編集委員を選
出してもらい︑本格的な活動が
始まりました︒
井戸川さん 冊子は180ペー
ジを超える予定で︑﹁1．酒井行
政区のあゆみ﹂﹁2．酒井の言い
伝えと祭り﹂﹁3．ふるさと酒井
への想いと原発災害を経験し
て﹂﹁4．資料﹂の4つの章で構
成されています︒
特に︑第3章は昨年の総会後
から区民の方々に執筆をお願い
し︑電話や訪問をさせていただ

高田

60

◆あの大震災からの避難の様子
や今までのお暮らしをお聞か
せください
中谷さん 勤務していたJAふ
たばの社内で地震に遭いまし
た︒帰宅指示に従い退社しまし
たが︑道路は至る所で陥没︒山
側の道を通ってようやく 時ご
ろに浪江に戻りました︒翌朝︑
全町避難となり︑すでに津島の

帰還困難区域となっている酒井地区の様々な記憶を集め、記録として残す
ために、
「ふるさと酒井誌編集委員会」が編さんに取り組んでいる『ふるさ
と酒井』（以下、冊子）は、目下、最後の編集・印刷入稿作業の段階です。
編集委員11人の中から代表として4人の方々に、それぞれの暮らしや
編さんにまつわるお話などを伺いました。
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きながら取材し︑たくさ
んの方々の声を掲載でき
るようにしてきました︒
高田勝人さん 酒井は行
政区がまとまっており︑
防災への備えや祭り︑農
業など︑いろいろな取組
が盛んでした︒私も区長
として︑毎月﹃酒井ふる
さと会便り﹄を発行し︑
情報公開に努めてきまし
た︒震災後も作って郵送
していたんですよ︒
震災直後は帰りたい
と言う声が圧倒的に多
かったのですが︑高齢者
が多いこともあり︑避難
先への定住も増えてきま
した︒酒井を後世に残すには記
録があれば一目瞭然︒無ければ
全て無になってしまうという切
実な思いから︑編集委員 人で
取り組んできました︒
井戸川さん 皆さんからお寄せ
いただいた文章や様々な地域活
動︑伝統芸能などの写真を見る
と︑酒井地区の良さやこれまで
の歴史を再確認できるような気
がします︒中には 年も前の写
真を送ってくださった方もい
て︑とてもうれしい思いで編集
作業を進めることができていま
す︒
高田勝人さん 地区の皆さんに
は︑﹃編集委員会だより﹄を通
じて冊子の編集状況などを伝え
高田トシ子さん

中谷さん

酒井の人たちにふるさとの記録を手渡すために
29

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30日

福島県

勝人さん（編集長）・井戸川あけみさん（副編集長）
一さん（編集委員）・高田トシ子さん（編集委員）
高田
中谷

避難所は満杯と聞き︑南相馬市
小高区の妻の親戚を頼りまし
た︒2泊だけお世話になり︑同
市原町区の小学校に避難しまし
たが︑本当に寒かったです︒
道の駅﹁南相馬﹂に移動した
時に3号機の爆発を知り︑郡山
市に避難しました︒息子の会社
が社員寮をお世話してくださ
り︑今も住んでいます︒
井戸川さん あの日は︑勤務先
の中学校が避難所となったた
め︑被災者対応をしていました︒
翌朝浪江に戻り︑連絡が取れな
あん ど
かった母の無事を確認し安堵し
ましたが︑自宅は手の付けられ
ない状況でした︒再び職場に戻
ろうとした時︑浪江町に避難指
示が出されました︒実家に寄
り︑母と妹夫婦と共に小高に向
かいました︒
夕方には小高区にも避難指示
が出されたため︑原町区の学校
に避難し︑被災者で埋め尽くさ
れた体育館で寒い一夜を過ご
し︑翌日︑みんなで姉が住む仙
台市に避難しました︒2年前
に︑母は亡くなりましたが︑知
り合いもいない慣れない地での
生活は︑とても寂しくつらいも
のだったと思います︒私は学校
再開後︑なんとか相馬市にア
パートを借りることができ︑今
に至っています︒
高田トシ子さん ︵高田勝人さん
とトシ子さんはご夫婦︶3月 日

ています︒また︑茨城県や仙台
市︑いわき市など遠方の編集委
員たちとはLINEで折々の情
報交換をしています︒一方︑会
議に参加する交通費や通信費な
どの負担は大きいです︒
伝統やいわれを掘り起こすた
めにお年寄りから話を聞くな
ど︑一生懸命活動していると︑
関心を持ってくれる人も多いよ
うです︒若い人たちはふるさと
の話を直接聞くことが少ないで
すから︑今のうちに書き留めた
いと思っています︒
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◆これからのふるさとへの思い
などをお聞かせください
中谷さん 震災がなければ︑た
ぶん生産組合が中心になり生
産︑加工︑販売までを行う６次
産業化で機能していたかもしれ
ません︒ただ営農ができません
ので︑今後は太陽光発電に変わ
り︑新たな組織で進んで行くと
思います︒
高田勝人さん 震災後すぐに︑
町へ復興について提案書を提出
したり︑復興計画策定委員とし
て発言をしたりしました︒しか
し︑現在は皆︑居を構え生活し
ているため︑帰還する人はわず
かです︒私には酒井や町をどう
すべきか分かりませんが︑帰還
困難区域として初の大規模太陽
光発電所ができますので︑地権
者の組合が末永く地元の人たち

は甥の結婚式が予定されていた
ため︑前日 日の午後︑郡山市
の妹の家に向かい︑到着後間も
なくあの大震災が起こりまし
た︒当時︑夫は酒井区長だった
ので地区のことが気掛かりだっ
たようですが︑避難指示が出て
いるのでどうすることもできま
せんでした︒
家族で話し合い︑私たちは横
浜市に住む義姉夫婦の家に避難
しました︒そして︑6か月間お
世話になった後︑近所の借上げ
住宅に移り︑現在に至っていま
す︒
高田勝人さん 酒井行政区区長
として一番先にしたことは︑地
区の皆さんの安否確認でした︒
震災直後︑高齢者の方々は携帯
電話を持っておらず︑避難場所
を転々とされていた方も多く
て︑確認作業は大変でした︒
震災の翌年から毎年︑総会を
兼ねた﹁会えてよかった 来て
よかったの会﹂を郡山市の月光
温泉で開催しています︒最初の
年は全戸住民の7割近くの参加
があったんですよ︒
◆どのようないきさつで︑冊子
を発行することになったので
すか︒編さん中のこともお聞
かせください
高田勝人さん 帰りたくても帰
れない︑ふるさとの記録を残し
たいという話が出て︑一昨年
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の絆となればよいと思います
よ︒
町の復興計画にはまったく新
しい発想が必要だと思います
し︑一方︑私たちは原発事故の
計り知れない影響を多くの人た
ちに正確に伝えていかなければ
ならないと思っています︒
井戸川さん 帰還困難区域であ
る酒井地区再建のための方針が
何一つ示されていない中︑朽ち
ていく家を見ながら︑今後の行
く末に不安を感じています︒故
郷に帰還できない私たちにとっ
て︑復興への対策や心の支えと
なる施策が︑今後︑具体化して
いくことを望みます︒
そして︑この現状を風化させ
ず︑多くの方々に原発事故災害
がいかに深刻かを考えてほしい
と思っています︒
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ふるさと酒井誌編集委員会

▲インタビュー風景

