
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ふるさと塾 主宰 萩原 茂裕氏  

双葉地方町村会情報紙のタイトル「ふたばはひ

とつ」は、双葉地方復活のスローガンですね。去

る８月２９日から９月９日まで、ロンドンで開催

された夏季パラリンピック第１４回大会のスロー

ガンは、「一つになろう(Live as one)」でした。

身障者と云う逆境をバネにして闘う世界中のアス

リートたちの姿に感動し、感涙しました。いま双

葉地方の皆さんも、逆境をバネにして闘っている

のです。皆さんは、地球的パラリンピックのアス

リートなのです。ですから、双葉地方もパラリン

ピックも、スローガンは期せずして同じになった

のですね。 

福島県人は、逆境から這い上がるＤＮＡをもっ

ています。それを代表する人は、福島県人ならば

誰もが知っている、猪苗代町出身の世界的な細菌

学者 野口英世博士ではありませんか。博士は、

１８７７年（明治１０年）４月１歳の時に囲炉裏

に落ち、左手を大火傷し、小学生になっても、左

手の障害から農作業の手伝いも出来ませんでした。

学問の力で身を立てるよう母に諭されて、不自由

な障害をはね除けながら、血のにじむような刻苦

勉励をして、医学の道に進みました。ノーベル生

理学・医学賞の候補に三度名前が挙がったほど、

世界中から高い評価を得ました。黄熱病の研究中

に自身も罹患し、アフリカのガーナのアクラで、

５１歳の生涯を閉じたのです。このＤＮＡを双葉

地方の子どもたちは、しっかりと受け継がれてい

るはずです。 

その子どもたちに、逆境を「教育材料」にした

「ふるさと教育」をしてください。日本の教育に

は「学校教育」「社会教育」「家庭教育」の３本の

柱がありますが、「ふるさと教育」が足りません。

私はそれを４番目に取り上げて、「第四の教育」と

名付け、著作も出し、早くからこのことを世に説

いてきました。それは、他に真似の出来ない、足

下の材料を、今のそのマチや地域に合うように「耕

し治す」事なのです。具体的な例を挙げますと、

和紙の伝統のあるマチは、学校教育で生徒たちに

和紙を漉く授業をもうけることです。生徒たちの

卒業証書は、生徒たち自らが漉いた和紙でつくる

ことです。名刺も地元の和紙で作

ることです。 

双葉地方に話を戻しましょう。

ここの子どもたちは、貴重な大震

災と云う逆境のかけがえのない

「経験者」です。地球物理学を机

上の空論ではなくて、肌身で体験

しています。災害医療、災害救出のあり方をその

目で見ています。原子力発電や放射能問題などを

理屈抜きに体感しています。 

いま放送されている朝のＮＨＫ連続ＴＶドラマ

の「梅ちゃん先生」は、主人公の梅子が、敗戦後

の瓦礫の街中で倒れていた浮浪者の子供を緊急診

療して助ける、医師の父親の姿に触発されて、医

者になるストーリーです。視聴率がとてもいいよ

うですね。同じように、大震災に触発された双葉

地方の子どもたちの中から、震災を糧にして、「地

球物理学」「原子力エネルギー」「災害医療・援助」

等々分野の第二、第三の「野口英世」を輩出させ

たいものです。それには行政が「第四の教育」を

勧め、その分野に進学する子どもたちに、奨学金

制度を充実してやることも大事です。 

双葉地方は、まさに地球的パラリンピック競技

中です。時間はかかりますが、将来、金メダルを

貰おうではありませんか。戊申の役での、越後の

長岡藩の「米百俵」が、その後人材を沢山生んだ

前例があります。「双葉地方の地域的パラリンピッ

ク」が、後世、日本中はおろか、世界中から称え

られるようになりたいものです。 

 

＜日本ふるさと塾 主宰 萩原 茂裕氏ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ＞ 

昭和 4 年（1929年） 北海道旭川市生まれ。 

「マチづくりは人づくり」を唱え、現代の松下村塾 

たらんとして「日本ふるさと塾」を主宰する。 

双葉地方のまちづくり講演会の講師として、数回、 

双葉郡を訪れているほか、大熊町においても萩原氏 

を招へいし、街路に大熊町キャラクターおおちゃん・ 

くうちゃんの案内看板を設置するなど、まちづくり 

の種を蒔いていただいた。 
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現在富岡町では、県内 42 市町村に約 11,000 人

が避難し、また県外においては、全ての都道府県に

亘り約 4,700 人が避難しています。 

避難している方への情報提供は、主に町の広報紙

やホームページを利用して行ってきましたが、即時

性や IT リテラシー等の課題がありました。 

また、長期間町民同士が離ればなれになっていま

すが、町民間の交流による地域のコミュニティ維持

も求められるようになってきました。 

 
タブレット開始式 

 

そこで、全国に避難されている町民の皆さんが町

の情報を共有して、お互いに交流を図り、地域のコ

ミュニティを守っていくために、平成 24 年 6 月よ

り、総務省ＩＣＴ地域のきずな再生・強化事業の支

援を受けて、町民コミュニティ支援システムの構築

を進めてきました。 

このたび、第一次開発分として、町民の皆さんに

町からの情報を届ける機能が完成し、9 月 3 日より

運用を開始しました。これは、町が貸与するタブレ

ット型情報端末を利用して、全国に避難する町民の

皆さんが、町からの情報を受けたり町に情報を送る

ことができる、町民と町を直接結ぶシステムになっ

ており、現在 3,200 世帯以上で利用されています。 

 
タブレット操作の様子 

タブレット端末は携帯電話の回線を利用するため全

国どこの避難先でも利用できますが、その他に電源を

入れるだけの簡単起動や画面上を指でタッチする分か

りやすい操作、画面上の文字やボタンを大きく表示し

て見やすくするなど、タブレット端末の特徴を生かし

て、誰にでも使えるものを目指しました。 

今回は限られた機能のリリースとなりましたが、そ

の中で、富岡町生活復興支援センターが提供する「お

だがいさま臨時災害ＦＭ放送」の聴取機能は、町の身

近な話題に触れることができる、と好評を得ておりま

す。 

 
「おだがいさま臨時災害ＦＭ放送」の聴取機能 

 

来年1月には町民同士の交流を図る機能なども追加

する予定であり、町民コミュニティの活性化により、

避難していても地域の一体感を守っていきたいと考え

ています。 

 

【主な機能】 
タブレット端末の機能として、以下の機能を運用及

び予定しています。 

（１）お知らせ 

重要なお知らせ 

（重要性、緊急性があるお知らせ） 

町からのお知らせ 

富岡町公式ホームページ（災害版）の閲覧 

（２）おだがいさま FM 

町民を対象にした臨時災害 FM 放送 

（３）動画配信 

町長メッセージ、議会、住民説明会の映像 

などの配信 

（４）よくある相談 

町への質問等を整理した検索しやすいデータ 

ベース 

（５）アンケート 

タッチパネルで回答できるアンケート機能 

（６）イベントカレンダー 

町の行事やイベントの予定を一覧できる 

機能 

（７）ライブカメラ 

 町内に設置したライブカメラの映像提供 

 

 



 

 

（８）放射線量情報 

   町内の放射線量情報の提供 

（９）コミュニティ広場（地域 SNS） 

町民同士の交流ができるサイト 

※ (４)～(９)は第 2 次開発分として、平成 25 年 

1 月にリリース予定のもの。 

 

動画配信の様子 
 

【事業の経過】 
本事業の経過については、以下のとおりです。 

・ 平成 24 年 2 月 29 日 

総務省 ICT 地域のきずな再生・強化事業 

交付申請 

・ 平成 24 年 4 月 13 日 

 総務省 ICT 地域のきずな再生・強化事業 

交付決定 

事業費  114,143 千円 

交付決定額 38,047 千円 

  （国補助金 1/3、震災復興特別交付税 2/3） 

 
 

 

・ 平成 24 年 6 月 11 日 

構築委託事業者決定（㈱NTT ドコモ） 

 

・ 平成 24 年 6 月 18 日 

タブレット型情報端末の利用申請受付開始 

 

・ 平成 24 年 8 月 27 日 

タブレット型情報端末の配布開始 

    （現在も申請を受付けており、順次配布を 

行っている） 

 

・ 平成 24 年 9 月 3 日 

 町民コミュニティ支援システム（第 1 次 

開発分）の運用開始 

 

・ 平成 25 年 1 月 

   同（第 2 次開発分）の運用開始予定 

 

 
タブレットの初期画面 

 

 

 

 

 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故により避難を余儀なくされている富岡町・葛尾村は、三春町内における

役場機能の設置をはじめ、仮設住宅の設置や幼稚園・小中学校の運営等、多岐にわたって三春町よりご支援・

ご協力をいただいております。 

避難生活でお世話になっている三春町に感謝の気持ちを込めまして、平成 24 年 11 月 3 日、4 日に開催

される「三春秋まつり」に、富岡町・葛尾村で避難生活に負けずに頑張る方々が出展することとなりました。

富岡町は、猪苗代湖ズの渡辺俊美さんによるミニライブやえびすこ市場をはじめとする富岡町の商店による物

販等、葛尾村は、元気なかつらおプロジェクトによる人形劇や石臼の会によるそば打ち交流会等、様々な企画

を準備しています。 

今回のイベントを機に、三春町と富岡町・葛尾村の絆をさらに深めたいと考えておりますので、大勢の皆様

の来場をお待ちしています。 

 

～三春秋まつり 2012～ 
日時  平成 24年 11月 3日（土）、4日（日）10:00～15:30 

場所  三春交流館「まほら」周辺（福島県田村郡三春町字大町 191番地） 

内容  元気なかつらおプロジェクトによる人形劇、歌謡＆キャラクターショー等の 

ステージパフォーマンス 

    親子木工教室、まが玉作り等体験コーナー、飲食販売コーナー  

お問い合わせ先 三春秋まつり実行委員会事務局（三春町産業課内） 電話 0247-62-3960 

（寄稿：富岡町災害対策本部 情報収集・広報班 

生涯学習課 主幹兼課長補佐  林 志信） 



 

 

 

 

 

 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。 

今回は、「双葉町」です。双葉町企画課の西牧 孝幸主事にご紹介いただきました。 
 

双葉町は東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故により、依然として警戒区域にあり、全町民が避難を

余儀なくされています。また、避難指示区域見直し、賠償問題等、問題が山積しているのが現状です。その現

状から早期帰町は困難と考え、町民の皆さんの生活基盤を再建するために「仮の町」を見据えた「双葉町復興

まちづくり計画」を策定することとしました。 

 「双葉町復興まちづくり計画」の策定のために、町民のみなさんとともに復興に向けて進んでいきたい考え

から、関係団体の代表者、学識経験者、町職員などの４５名からなる「双葉町復興まちづくり委員会」を設置

しました。第１回委員会は７月１９日に開催し、委員長に三井所清典氏(芝浦工業大学名誉教授/公益社団法人

日本建築士会連合会長)、副委員長に鈴木浩氏(福島大学名誉教授)及び岡村隆夫氏(双葉町教育委員会委員長)

が選任されました。第２回委員会は８月２８日に開催し、初回となる｢７０００人の復興会議｣(福島市会議)の

結果についての報告や、今後の検討の進め方について活発な意見交換が行われました。第３回目は１０月に開

催を予定しています。 

 双葉町復興まちづくり委員会の大きな特徴として、「双葉町復興まち

づくり計画」を策定していくにあたって、町民の意向が十分に反映さ

れた計画とするために、町民１人１人の思いや意見、提案を丁寧に集

約する「７０００人の復興会議」を開催しています。この会議は「主

要避難地域で開催される会議」、「インターネット会議」、「ノートに意

見を記入」の３つ手法で実施します。 

「主要避難地域で開催される会議」では、８月１９日に福島市会場

での開催を皮切りに、東京都、新潟県柏崎市、埼玉県加須市の４会場

で開催しました。会議では、少人数でのワークショップ形式で話しや

すい場をつくり、個人の意見を丁寧に吸い上げていきます。会議で出

された意見はその場でタブレット端末を用い専用ホームページへ掲載し、他のグループの意見もその場で共有

できるようにしています。今後もいわき市、郡山市、茨城県つくば市などで開催する予定です。また、主要避

難地域などへ地域事務局を開設し、各地域の少人数グループによる会議として、さらにテーマごとに意見交換

できるワーキンググループを随時開催していく予定です。 

「インターネット会議」では、専用ホームページ（ポータルサイト）

を開設し、前述したワークショップ形式の会議へ参加できない遠隔地に

避難している方や仕事の都合により参加できない若者の方などの意見を 

吸い上げるために、随時、要望や提案を受け付けられるようにし、町民

同士のコミュニケーションの場としています。専用ホームページは９月

２７日より本格運用されています。 

「ノートに意見を記入」では、町民１人１人に専用ノート（マイノー

ト）を配布し、町民に日記形式で自由に要望や意見を記載していただき

ます。 

今後、これらの３つの手法を使って、町民一人一人の意見を丁寧に集

約し「双葉町復興まちづくり計画」の検討を進めていきます。 

 
 

＜アイガモのつぶやき＞ 

アゼルバイジャンで開催されている U-17 女子 W 杯で U-17 日本女子代表(リトルなでしこ)は、南米王者

の U-17 ブラジル女子代表と対戦し、5－0 で圧勝しました！！代表選手には、J ヴィレッジを拠点に活動し、

現在は静岡県に一時移転している JFA アカデミー福島の選手が７人もいることが、テレビの全国放送で取り

あげられていました。双葉地方に縁のある子ども達が世界の舞台で活躍する姿は、全国各地に避難している私

たち双葉地方の住民にとっても、心強い存在です。 

 世界で活躍することができる子ども達を育んできた我がふるさと双葉地方。巻頭に寄稿いただいた日本ふる

さと塾の萩原氏の言葉にもありましたが、私たちの経験や取組がやがて金メダルになる日のために、復旧・復

興に邁進しましょう。 

 

双葉地方町村会事務局 〒960-8042 福島市中町 5-18 福島県林業会館内 TEL：024-522-2456 FAX:024-522-2458 

＜７０００人の復興会議の様子＞ 

＜積極的に意見交換しています＞ 


