
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東日本大震災から一年が過ぎた今もなお、双葉町は

全町民が避難生活を余儀なくされ、失意の底に陥って

いる中、当町出身である渡邉一成選手の二大会連続オ

リンピック自転車競技出場決定の快挙が伝えられま

した。双葉町は一筋の希望の光が差し込んできたかの

ように喜びに沸いています。 

 

☆幼い頃から抜群の運動神経 

 渡邉選手は双葉町で祖父の代から畳店を営む父、善

行さん、母、知子さん夫妻の長男として生を受けまし

た。姉二人の三人兄弟の末っ子として育ち、幼い頃か

ら活発で一人であちこち飛んで歩くなど大変元気な

子どもだったそうです。３歳くらいになると自宅から

約１キロ離れた双葉町図書館に三輪車をこいで出か

けて行きびっくりされたことや小学校に入ると隣の

大熊町にあるプールに一人で自転車に乗って出かけ、

知子さんが心配して様子を見ながら車であとをつい

て行ったこともたびたびあったとか。 

小学生時代は水泳、バドミントン、野球、陸上等に

挑戦。スポーツ少年団野球クラブでは、ピッチャーと

して大活躍しました。 

中学生になると野球部でセンターを守り、中心選手

として活躍しました。陸上部の選手としても三種競技

（走り高跳び、砲丸投げ、百メートル走）で県大会に

出場するなど、ずば抜けた運動能力の持ち主でもあり

ました。また、生徒会副会長として活躍するなど上級

生や下級生からの人望も厚く、人気者であったそうで

す。 

☆自転車競技との出会い 

県立小高工業高等学校に入学し、陸上部に所属して

いましたが、競輪が好きだった善行さんの勧めもあり、

双葉町に競輪選手の谷津田陽一氏が練習場を構えて

いた縁で、競輪選手になることを夢見て、高校一年の

冬から谷津田氏に弟子入りしました。在学中は競技に

は出場せず、トレーニングに専念して、日本競輪学校

を初受験で合格。平成１５年に念願のプロデビューを

果たしました。 

☆オリンピック出場へ 

たゆまぬ努力と積極的なレースぶりが評価され、日

本代表チームから声がかかりました。平成２０年の北

京オリンピックでは、チームスプリント６位入賞、ス

プリント１２位の好成績を残し、オリンピック初舞台

で自身の世界ランキングに相当する快走を披露しま

した。悲願のメダルはつかめませんでしたが、北京大

会を終えると、すぐにロンドンオリンピックで金メダ

ルを目指す戦いを始めました。 

☆東日本大震災発生 

一昨年秋からロンドンオリンピックに照準を合わ

せ、練習環境の整った伊豆に拠点を移した半年後、実

家のある双葉町は東日本大震災と原子力発電所の事

敀に襲われました。両親は中学校の体育館から川俣町

へ、さらに親戚のいる横浜市へ避難。そして現在は神

奈川県大和市の市営住宅に入居し、今もなお避難生活

を強いられています。 

 「震災後の世界選手権では集中できなかった」とい

う渡邉選手ですが、避難所にいる親友から「俺たちは

負けない。絶対に立ち上がる」とのメールを受け取る

と「被災したみんなが応援していてくれる。いつまで

も落ち込んではいられない。自分がオリンピックに出

場することで被災した人たちを励ましたい」と気持ち

を切り替え、ロンドンに向けて発進しました。 

☆ロンドンへ向かって 

努力が実を結び、オリンピック代表選考と出場枠獲

得を懸けた４月上旬の世界選手権チームスプリント

で日本のオリンピック出場枠獲得を確実にし、また４

月２２日には、フライングダッシュ２００メートルＴ

Ｔで日本新記録もたたきだしました。 

 渡邉選手の活躍は町民みんなの願いであり、沈んだ

双葉町が前に進む原動力となっています。「自分が注

目を集め、敀郷を発信したい」と語る渡邉選手。メダ

ル獲得に多くの期待が寄せられています。 
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双葉地方町村会 

平成 24年 ５月発行 

５月１日に行われた五輪代表選手記者会見 

昨年８月、避難先で開催された盆踊り大会であいさつ

する渡邉一成選手 
（寄稿：双葉町秘書広報課 板倉幸美係長） 



 

 

 

 

 

 

 

先の選挙において、町民の皆さまのご支援を賜り当

選の栄に浴し、４月３０日をもちまして楢葉町長とし

て町政の舵取り役を担わせていただくことになりま

した松本 幸英でございます。 

もとより微力ではございますが、東日本大震災並び

に東京電力（株）福島第一原子力発電所の事敀より、

ふるさと楢葉を再生すべく、全力で取り組んでまいり

ますので、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたしま

す。 

早いもので、大震災から二年目に入りましたが、ふ

るさとを離れ避難を強いられる生活が長期にわたる

中、これまで私たちは様々なことに振り回され続けま

した。そして復旧・復興が各種の制限の下、遅々とし

て進まないことの無念さをいやと言うほど感じまし

た。これからは、これらの状況をいち早く脱するため

にも、４月末に策定され前町長より引き継いだ「楢葉

町復興計画〈第一次版〉」を１４年余りの町議会議員

や６年半の町議会議長並びに昨年５月からの双葉地

方議長会長の経験と絡め合わせ、推進してまいりたい

と考えております。 

また、これまで私は、「よみ

がえれ楢葉」の実現をことある

毎に申し上げてまいりました。

勿論、双葉郡あっての楢葉町で

あり、昭和４０年代当初から共

に歩んでまいりました６町２

村の双葉郡内全てが蘇り、復

興・再建を遂げることを願うも

のであります。 

時間の経過とともに、「福島

の再生なくして、日本の再生なし」という言葉も虚ろ

に聞こえ始め、国難とも言えるこの難局の中、我々の

ような八千人足らずの一自治体の声がどこまで届く

のか確信がありません。だからこそ、双葉郡８町村が

ひとつになり、団結して事にあたらねばならないと痛

感しているところでもございます。 

現在、我々のふるさとは悲しい姿になっております

が、我々のふるさとに人々の日々の営みが復活するこ

とを私は信じております。   

 

 

 

 

 

 大熊町民は、今年度も引き続き原子力災害に伴う避難生 

活を強いられ、将来への丌安を持ちながら慣れない地での 

生活を余儀なくされています。｢大熊町ふるさとまつり｣は、 

長年培った町民同士のつながりを維持するために、昨年度 

に引き続き開催し、町民の「絆」を再認識していただき町 

の復興につなげることを目的としています。昨年度は会津 

若松市の松長近隣公園応急仮設住宅駐車場で開催され、懐 

かしい顔を求めて県内外から約 2,500 人の町民の皆さん 

が訪れ、会場の至る所で震災当時や現在の暮らし、敀郷で 

の想い出などを語り合って一日を過ごされました。 

今年度は昨年同様、６月１７日（日）に会津若松市の松 

長近隣公園応急仮設住宅駐車場で開催します。 

 なお、６月１７日開催の「ふるさとまつり」にかぎり、 

この機会に町民同士の「絆」を深めていただくため、県内 

外の遠方に避難されている町民の皆さまに、バスで会津若 

松へお越しいただき参加できるよう「町民のつどい」事業 

（東山温泉１泊２食付：有料）も併せて開催いたします。 

開催日時 

平成 24 年 6 月 17 日(日) 

午前 10 時～午後 3 時 

開催場所 

松長近隣公園仮設住宅駐車場 

(会津若松市一箕町松長 1-17-1) 

問い合わせ先 

大熊町観光協会 

 電話 0242-29-5770 

(土日祝日を除く平日午前 9 時から午後 4 時)  

 

 

「大熊町ふるさとまつり」の

開催について 

 

 

 

双葉郡広野町下北迫の社会福祉法人養高会・特

別養護老人ホーム「花ぶさ苑」が４月１７日に再

開しました。４月２５日以降、約２５０ｋｍ隔て

た栃木県宇都宮市の施設に避難していたお年寄り

１５人が項次帰還し、自身も避難生活を強いられ

た介護士や看護師ら職員が笑顔で出迎えました。 

昨年３月、東日本大震災時の入所者数は、双葉

郡やいわき市の３８人。「花ぶさ苑」は震災でも損

壊がなく施設面では運営可能でしたが、ライフラ

インが途絶え、避難を余儀なくされました。 

 現在、町内のみならず双葉郡内でも唯一運営し

ている老人ホームが「花ぶさ苑」。放射能汚染に対

する丌安や長引く避難生活で辞職するスタッフが

相次ぎ、新たにスタッフを確保するのも厳しい状

況の中、広野町の医療と福祉を守るため、そして

多くの町民が戻ってこられる環境を整えるため

日々奔走する職員がいます。「やさしい人に囲まれ

て広野町でゆったり暮らす」ふるさとの地で再び

やさしい人に囲まれてふるさとでゆったり暮らせ

ることができるように「花ぶさ苑」は今日も走り

続けています。 

 
約 1年ぶりに広野町で事業が再開された「花ぶさ苑」 

頑張る 

ふたばの星 

（寄稿：大熊町企画調整課 秋本昌寿課長補佐） （寄稿：広野町総務課企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 磯部智史主事） 



 

 

 

 

 

 

東日本大震災から１年以上経過した「双葉地区県立学校」は、現在も避難先で教育活動を展開しております。

双葉地区の学校で夢を叶えるために頑張る生徒達をご紹介します。 

 

＜双葉高等学校＞ 
 双葉高等学校は、今年４月より県内４カ所に分散していたサテライトを１つに集約し、いわき明星大学の科

学技術系館東館を中心に双葉翔陽高校、富岡高校とともに教育活動を展開しています。 

 ４月９日には始業式、１０日には１６名の新入生を迎え、１１９人の生徒で新たな「“再生”双葉高校」が

スタートしました。 

 少し手狭で、丌便な面もありますが、生徒達は逆境をものともせず、高校生活を楽しんでいます。いわき明

星大学の協力もあり、体育の授業や部活動で体育館やグランド、テニスコートを使用できます。また、学生食

堂や図書館を利用している生徒もいます。 

 授業では、昨年度は充分なカリキュラムが展開できませんでしたが、選択教室もある程度確保でき、２，３

年生は文型、理型のコース別のカリキュラムを組むこと

ができました。生徒の学力向上、進路実現のために、さ

らに充実したものにしたいと思います。 

 部活動では、野球部、陸上競技部、ソフトテニス部、

吹奏楽部などが本格的な活動を開始しました。昨年度

は、サテライト毎に分かれての個人練習や協力校との練

習など、充分な活動環境が得られませんでした。今年は、

大学の施設をお借りしたり、市の運動施設を利用するな

どして活動し、その成果として、高校体育大会では県大

会出場、陸上部は東北大会出場を決めております。 

 これからも、生徒達の高校生活を充実したものにする

ために、教職員一丸となって取り組んで参ります。 

 

 

 

＜双葉翔陽高等学校＞ 
双葉翔陽高等学校は人文科学系列、生活文化系列、環境・建設系列、情報ビジネス系列の４系列を持つ単位

制総合学科です。系列ごとに多くの科目の中から将来の進路にあわせて科目選択できることが大きな特徴です。

原発事敀により平成２３年度は本校の施設が利用できなくなった上に県内４ヶ所のサテライトに生徒、教員と

もに分散せざるを得なくなったため、総合学科としての教育課程を充分編成することができませんでしたが、

本年４月、いわき明星大学に学校が集約されたことにより、選択科目も多く取り入れ、様々な進路希望に対応

できる本来の教育課程を編成することができております。 

４月１０日に２４名の新入生を迎え、翌日、新入生と在校生の対面式を経て、双葉翔陽高校生１２４名が新

しいスタートを切りました。 

部活動では、野球部は昨年夏の大会で相双連合として大会に参加しましたが、秋の大会より双葉翔陽高校の

単独チームで出場しています。吹奏楽部は集約した双葉高校、富岡高校との三校合同で練習しています。その

ほかにも、陸上部、柔道部、ソフトテニス部、パソコン部、美術部、農業クラブがあり、半数以上の生徒が活

動しています。生徒会活動では、ペットボトルキャップやリングプル集めなど役員が中心となりのボランティ

ア活動の充実を図っています。また、５月２１日には本

校で栽培した花を大学の花壇に植えたり、大学の図書館

を利用したりいわき明星大学との交流も始まったとこ

ろです。 

いわき明星大学に双葉翔陽高校・双葉高校・富岡高校

が集約されたということで三校合同の対面式や避難訓

練も行われ、７月９日には、合同スポーツ大会が予定さ

れています。本校だけの行事ではなく三校が一緒になり、

ともに楽しい学校生活を送っています。 

 

 

 

双葉高校生集合！！ 

対面式を経て新学期スタート！！ 

（寄稿：県立双葉翔陽高等学校 石田秀一教頭） 

（寄稿：県立双葉高等学校 沼内教務主任） 
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 このコーナーでは、県の内外に避難を余儀なくされた各町村役場の現在の取組状況等をご紹介します。 

第８回目は、二本松市に役場機能を移転し、現在、復興ビジョンの策定に続く、復興計画の策定を進めている 

「浪江町」です。役場復興推進課の玉川啓主幹にご紹介いただきました。 

 

 みんなでともに乗り越えよう、私たちの暮らしの再生に向けて～未来につなぐ復興への想い～ 
１）復興ビジョンの策定に関して 

浪江町では、４月１９日に復興ビジョンを議決頂き、現在、８～９月頃の取りまとめに向けて、その具

現化を図る復興計画の策定を進めています。 

浪江町の復興ビジョンの特徴は、世代を超えて町民が主体となって策定すること、専門家の意見を適切

に活用することといった点があります。本体64頁、付属資料約200頁を職員がほぼ直営でまとめました。 

３５名の復興ビジョン検討委員会は町民の方々が主体であり、約 11,000 人の町民アンケート（59.6%）、

約 1,200 人の小中学生（71.1%）の自由記載を中心とするアンケートによって、大幅な見直しを重ね、

紆余曲折を経た中で、策定にこぎつけました（町 HP「復興・復旧」に全資料掲示）。 

また、浪江町議会においても、議会独自による県内外における町民懇談会を各委員会単位で手分けして

実施し、町民の丌安や困りごと、共通する思いなどを受け止め整理するとともに、復興ビジョン検討に際

して必要な事頄を議会全体として取りまとめるなど、復旧・復興に向けた課題を丁寧に整理頂きました。 

２）復興の基本方針について 

浪江町での復興ビジョンでは３つの基本方針を掲げています。 

○すべての町民の暮らしを再建する～どこに住んでいても浪江町民～ 

○ふるさと なみえを再生する～受け継いだ責任、引き継ぐ責任～ 

○被災経験を次代や日本に生かす～脱原発、災害対策～ 

この基本方針に大きく影響したのは、アンケートやパブリックコメントでの町民の声でした。 

特に子どもたちの肉筆による想いは、ビジョンの本質に大きな影響を不えました。多くの子どもたちは、

先祖や今の大人たちが創り上げてきたこの地域が、と

ても大切な地域であって、大好きな場所であることを

訴えていました。今責任を持つ大人たちとして、その

想いを受け止めた結果、「受け継いだ責任、引き継ぐ責

任」という考え方が浮かび上がることになりました。 

３）今後に向けて～ 

 現在、復興計画を策定するため、町民主体をより強

化し、約 100 名による策定委員会、約 40 名の役場職

員が参画する町を挙げた活動がスタートしました。 

 復興に向けて、町村ごとに個別の課題はありますが、

双葉郡に共通する課題はそれ以上に多くあります。今

後、成果を得るためにも双葉郡が広域自治を担う福島

県とともに力を合わせ、この災害を乗り切ることが住

民から強く求められています。 

浪江町としても自らの復興ビジョンや計画策定の検討・推進に留まることなく、双葉郡民の暮らしの再

建、双葉郡の再生が成し遂げられるよう、積極的に貢献していくことが求められると考えています。 

 
 

＜アイガモのつぶやき＞ 
ゴールデンウィークも終わり、気が付けば新緑の季節となりました。 

この季節に頭に浮かぶのは、皆さんもご存じの「目には青葉、山ほととぎす、初かつお」（江戸時代の俳人・

山口素堂の作）です。 

「目に青葉」ではなくて、「目には青葉」が正しいのだということを最近になって知りました。意味は「目に

は青葉が、耳には山ほととぎすの鳴き声が聞こえてくる清清しい５月がやってきた、あとあの初鰹を口にする

ことが出来たら言うことはないのだがな～」ということらしいです。江戸時代の頃は、鎌倉沖で取れた鰹を早

馬、早飛脚で生きたまま江戸まで運んだため値段も高かったそうですが、初物好きの江戸庶民は「女房を質に

入れても食べたい初鰹」といわれるほど、競って求めたそうです。 

福島県産のかつおが安心して食べられるよう、国は一日も早く山や海を除染してほしいものです。 


