
 

 

 

 

 

 

東京大学大学院情報理工学系研究科 教授 佐藤 知正氏 

＜自動車は、最初から便利な乗り物ではなかった＞ 
自動車のエンジンは 1859 年に発明されましたが、初

期の自動車は現在の自動車のように便利な乗り物ではあ

りませんでした。誰もそれが本当に役立つかどうかわか

らなかったし、しょっちゅうエンストを起こしたり、馬

力が低かったりしたため、「どうして、そんなに頼りない

自動車にわざわざ乗るのだ。馬車ならば、運転者がたと

えお酒を飲んで酔っ払っていても、家まで確実につれて

帰ってくれるのに」といった批判を受けました。また、

人力車組合の職を奪うかもという危惧ゆえに「自動車が

公道を走る場合、走る自動車の前に赤旗をもった人を走

らせなければならない」といったレッドフラグ法ができ

たりしました。それでも、何とか自動車を有用なものに

しようとする人々の英知が結集され、馬力も信頼性も向

上していきました。1920 年代に発明されたアスファル

ト道路は、アメリカ中に高速道路網という社会インフラ

を整備することにつながり、モータリゼーションの時代

を迎えたのでした。戦後は、信頼性が高くきめ細かなつ

くりの日本製の自動車が世界を席巻しています。自動車

は今では生活に役立つものとして必需品となっており、

自動車産業は技術立国の日本を支える重要産業となって

います。 

＜ふるさと Webカメラとは？＞ 
ウェブカメラは、観光地などの景色や街並みの映像を

街なかに設置されたTVカメラ（Webカメラ）で撮影し、

インターネットを介してその映像が遠方からでもみられ

るようにした装置です。このウェブカメラ技術を応用し、

警戒区域に指定されたために避難を余儀なくされた方々

が、避難先からご自身のふるさとの状況をいつでも見る

ことができるようにする試みを、私どもは昨年の 5 月半

ばから東京大学の研究の一環として進めています。機械

装置としては観光地に設置されているウェブカメラと似

ていますが、住民の方々が本当に見たい景色をスマート

端末ででも見ることができるように設置場所やズーム設

定などをきめ細かく検討した上で設置し、要望に応じて

変更していることに特徴があります。試験的に数台設置

したところ、若い人を雇用して仮設住宅に住むお年寄り

の方々にふるさと Web カメラの映像をご覧いただく活

動につながったり、街に Webカメラの目が届いているこ

とが周知されているために防犯機能を発揮するなどの効

果が報告されています。また冬の積雪のある時期には、

自警団の方々が地域の見守りにでる前に雪の状況を把握

する目的でも利用されるといった、雪のない東京在住の

私どもが想像しなかった新しい利用法も、利用者の住民

の方から出されています。 

＜双葉地方の復興とふるさと Webカメラ＞ 
双葉地方の方々は、東日本大震災の災害や原子力発電

所の事故による災害を受けられ、目下、それからの復興

に鋭意とりくまれておられます。一日も早い復興を祈念

するものです。その際には、本情報のタイトルである“ふ

たばはひとつ“が重要な手がかりとなります。 

” Out of Site, Out of Mind.   

(みえなくなった人は、日々疎くな

る)“と申します。住民の方がどこに

いようと、必要な時にふるさとを見

られるようにすることは、“ふたば

はひとつ“を実現する重要な第一歩

であると考えます。もちろん、プラ

イバシーを守ることは重要であり、

十分慎重に事を運ぶ必要がありま

すが、これにあまりにも過敏になり、自動車に反対した

人力車組合のように振る舞うよりは、ウェブカメラを文

明の利器とする知恵が求められていると考えます。今、

双葉地方にウェブカメラを設置する予算が国により準備

され、それが社会インフラとして整備されようとしてい

るのです。この社会インフラとしてのウェブカメラを、

ふるさとを見守る道具として利用するとともに、さらに

双葉地方の観光などの資源や復興状況を、日本中に、い

や世界中に発信する道具として利用されることも可能と

なっているのです。 

＜ふるさと Webカメラを有効に活用しませんか？＞ 
自動車がそうであったように、新しいものを育て、社

会に定着させるには、相当な努力と知恵がいります。こ

れから設置されるウェブカメラを“ふたばをひとつ”に

する手段とし、双葉地方の復興に役立つものに育て定着

させる、すなわちただのウェブカメラではなく「ふるさ

と Web カメラ」にすることもこれと同じです。それを利

用する住民の方々と設置する事業主体が知恵を出し合い

ながら有効な利用方法をあみだし活用方法を探ってゆく

ことが不可欠なのです。単にカメラを設置すればいいと

いうことではありません。戦後の日本車の高信頼化やき

めの細かさが、ユーザの要望を取り入れることで実現さ

れたように、ふるさと Web カメラの有効性を高めるため

には地域住民の方の協力や役場の方の努力が不可欠なの

です。インターネットや Webカメラの操作法などは、若

い人が得意とするところです。例えばこのふるさとWeb

カメラについて、復興のための新たな利用法を若い人か

ら募集し、秀逸なものを実際に試みる実験的な Web カメ

ラが何台かあってもいいと考えます。そのような試みは、

さらに有効な利用法を編み出すうえでも、また、若い人

の力を活用するうえでも重要なものです。このウェブカ

メラを有効に活用し、復興を成し遂げ、さらにその経験

と技術で世界の様々な災害地の復興に貢献するためにも、

ふるさと Web カメラへの英知の結集とそれを活かす努

力をなさってみられませんか？ 

＜佐藤 知正氏 ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ＞ 

1948年生まれ、1973年東京大学産業機械工学科卒

業、1976 年同博士課程修了、電子技術総合研究所、

東京大学先端科技術研究センター、東京大学大学院工

学系研究科を経て、現在、同情報理工学系研究科教授、
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あぶくまロマンチック街道構想推進協議会 会長 松本 順子氏 
 

あぶくまロマンチック街道構想推進協議会（通称

あぶロマ）は、国道 399 号の沿線にある飯舘村、

浪江町津島、葛尾村、田村市都路、川内村の 5 市町

村が連携し、阿武隈地域と他地域の交流促進による

地域の活性化を図ることにより、魅力あふれる「あ

ぶくまロマンチック街道」をつくることを目的に活

動しています。 

 
東日本大震災前は、阿武隈地域の豊かな自然を生

かした滞在型田舎暮らし体験の受け入れをはじめと

するグリーン・ツーリズムを推進しており、首都圏

の人々と阿武隈地域の人々による交流を楽しんでい

ました。また、いわき市などで阿武隈地域の特産品

を販売し、阿武隈地域のおいしいものを積極的に紹

介するなど、様々な催しを行ってまいりました。 

震災直後は、会員をはじめ構成 5 市町村の住民が

全国各地に避難を余儀なくされ、これまでと同様の

活動は自粛せざるを得ませんでした。震災から７ヶ

月経過した平成 23 年 10 月、ようやく平成 23 年

度第 1 回の協議会を開催することとなりました。久

しぶりに会員と再会できたことが、なによりも嬉し

かったことから、ばらばらになったことで失われつ

つある地域の絆を守り育て、あぶくまロマンチック

街道の一体感を醸成するための取組を始めたのです。 

まずは、「あぶロマリレーイベント」と題して構成

５市町村の仮設住宅や地域等で開催する住民交流イ

ベントにスタッフとして参加し、もちつき大会や豚

汁の提供、あぶロマチラシの配布によりあぶロマ地

域の絆づくりを行いました。 

また、震災以降閲覧することができなくなってい

た協議会のホームページを新たに設置し、離ればな

れになっている会員や地域の情報を発信することに

より「会員が連絡を取りあえる場」をつくり、将来

の交流人口回復・拡大に向けて、あぶ

ロマ地域と人々が元気に頑張っている

様子を県内外に発信しています。 

 平成 24 年度は、構成５市町村でそ

れぞれ開催される復興シンボルイベン

トにあぶロマ会員が出展しています。

また、あぶロマ全体イベントとして、

平成 24 年 11 月 3 日～4 日に三春町で開催される

「第 9 回三春秋まつり」に出展を予定しています。

当日は、いわなの炊き込みご飯の試食や豚汁の販売、

阿武隈地域の基幹産業であった畜産業に理解を深め

ていただくことを目的とした来場者による「バター

づくり体験」を準備しています。マスコットキャラ

クターとして牛の着ぐるみも登場する等、会員の皆

さんも遊び心がでてきました。これも震災以降の地

道な活動の積み重ねにより、少しずつではあります

が地域の絆が回復してきた証だと思います。首都圏

の方々からも、あぶロマホームページを通じて被災

地を支援したいとの問い合わせが届く等、阿武隈地

域に留まらず全国規模で絆づくりが展開されていま

す。 

 去る平成 24 年 10 月 6 日、二本松市で開催され

た「阿武隈地域復興シンポジウム」において「阿武

隈地域の復興をいかに進めていくか」と題しパネル

ディスカッションが行われ、私も葛尾じゅうねん企

業組合理事長としてパネリストで参加しました。避

難する前は、葛尾村産エゴマ 100％使用のじゅうね

ん団子「葛尾のお大尽様」をはじめとする特産品づ

くりや小学生との味噌づくり体験等により地産地消

を実践してきたこと、葛尾村で開催していた「かつ

らお自然の恵み感謝祭」で村人口の約 5 倍もの大勢

の方に来場いただいた頃を思い出し、避難によって

改めて自分たちの住んでいたところの良さを感じた

ことを述べました。また、『自分たちが受け継いでき

た技術をなくさないで、次世代に伝えていきたい』

という気持ちのもと、味噌づくり等のできることか

ら始めたいと話しました。 

 震災から 1 年 7 ヶ月以上経った現在も、あぶロマ

会員は全国各地に避難しているため、既に帰還して

いる会員や県内に避難中の会員が主体となって活動

している現状です。阿武隈地域の伝統や文化を次世

代に伝えていけるよう、地域の皆様と一緒になって

取り組んで参りたいと思います。 

 

 

頑張る 

ふたばの星 

田村市都路灯まつりの様子 



 

 

 

 

 

浪江町役場は、１０月１日から二本松市北トロミ地

内の工業団地内に建設した仮設事務所で業務を開始

しました。 

 
浪江町役場二本松事務所 

震災以降、浪江町役場から浪江町役場津島支所、二

本松市役所東和支所、福島県男女共生センター、そし

て今回で４度目の役場機能移転となります。 

福島県男女共生センターでは、平成 23 年５月 23

日から平成24年９月30日まで約１年４ヶ月間執務

を行いました。講演会などを行うホールを借用し、事

務所として利用できるように仮設照明を設置するな

どして対応しましたが、職員数に比べスペースが狭く、

窓もほとんどありませんでした。 

 
色分けした課名表示の設置 

 

 

こうして設置した仮事務所も、施設の借用期限が迫

ってきたことや、町の復旧に一定期間を要することが

予想されることから、新たな拠点を整備する必要があ

ると判断し、平成 24 年 1 月から新たな事務所の確

保について検討を始めました。その結果、国からの補

助を受け、鉄骨造２階建、延床面積 1,998 ㎡の新し

い事務所を建設することができました。庁舎内には、

来庁者が目的の部署に行きやすくなるよう、色分けし

た課名表示の設置や、町民の方々が交流できるスペー

スも整備しました。また、駐車場も広くなり来庁者が

不便を感じることもなくなりました。 

 職員はこれまで、慣れない環境下での業務により心

身ともにストレスを抱えていましたが、この事務所で

業務をスタートしたことにより、ストレスの軽減に繋

がったと考えています。実際にそのような感想が職員

から担当者に多く寄せられました。  

 建物が立派でも中身がともなっていなければ意味

がありません。今後、より一層の町民の方々へのサー

ビスの質の向上に努めるとともに、浪江町の復旧・復

興に向けた拠点として機能を発揮できるよう、職員一

丸となって前に進んでいきます。 

 
交流スペース 

 

 

去る 10 月 14 日、「童謡の里」広野町にて 2 年ぶ

りに「ひろの童謡まつり」が開催され、出演者と既に

帰還している町民や避難先から駆けつけた町民を中

心とする聴衆、約８００人が参加しました。 

復興のシンボルイベントとして開催された今回は、

広野童謡大使の眞理ヨシコさんら歌手をはじめ広野

町の幼稚園・小中学校の児童・生徒達、町の合唱団が

広野町で生まれた童謡「とんぼのめがね」や町オリジ

ナルの童謡を美しいハーモニーにより披露しました。    

また、震災により避難している JFA アカデミー福島

の男子選手や、自らが被災しながらも被災地の人々を

歌声で励ます活動をしている南相馬市の MJC アン

サンブル、震災時に広野町民の避難を受け入れてくだ

さった姉妹都市・埼玉県三郷市の市立瑞木小学校の皆

さんが応援に駆けつけ、すばらしい歌声を聞かせてく

ださりました。 

曲の合間には、広野町の小中学生が書いた作文「ふ

るさと広野への想い」の朗読も行われ、避難により広

野町のすばらしさを改めて感じたことや、少しずつ元

気を取り戻している広野町の役に立ちたいことなど、

大好きな広野町への想いを述べ、会場から温かい拍手

をいただきました。 

感動のフィナーレでは、全出演者と会場が一緒にな

り「故郷」を歌い上げ、広野町の復興に向けて心をひ

とつにすることができました。 

 
広野町への想いを大合唱

（寄稿：浪江町総務課 主任主査 金山 信一） 

 



 

 

 

 

 

 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、「大熊町」です。大熊町企画調整課の幾
いく

橋
はし

 功課長補佐にご紹介いただきました。 
 

 大熊町は、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により、全町民が避難生活を余儀なくされております。

その中で、先行きの見えない避難生活の不安を１日でも早く払拭するため、大熊町民の皆さまの生活再建支援

策や、大熊町の方向性を現在の状況の中、示せる範囲の中で明記した「第一次大熊町復興計画」を策定いたし

ました。 

 この復興計画は、平成 24 年 1 月に役場職員と一般の町民の方

２０名で構成された「大熊町復興計画検討委員会」で検討して策

定したものであり、検討委員会は１１回を開催しております。 

 復興計画策定にあたっては、復興計画検討委員会での議論や町

民アンケート調査結果、行政区長会や町議会などのご意見を踏ま

えて策定しており、特に復興計画検討委員会からいただいた、「復

興の対象と主体はあくまで町民である。」というご意見を第一に考

えながら行ってまいりました。 

 また、中長期的問題の解決より、身近な問題の解決を求める町

民アンケート調査結果を踏まえ、賠償、住居環境、教育、除染な

ど直近の課題を「短期的取り組み」、現在の拠点（会津若松市）の維持強化、町内復興拠点の整備、新たな町

外拠点（町外コミュニティ）設置などを「中期的取り組み」として整理しております。 

 さらに、関係機関よりご意見のあった雇用の問題については、復活させる雇用と新たに創出する雇用に分け

て検討し、特に新たに創出する雇用として共同事業体の設立などを検討しております。 

本計画では、町民の約 95％が居住している地域が、長期間生活できない帰還困難区域に指定される見通し

となっていることを受け、残り約 5％の町民も生活基盤が整わず、生活することができないと判断して、5 年

間は帰町しない判断についても明記しております。 

 また、帰町時期の判断材料となる詳細な除染計画や、さらに国より設置が依頼されている中間貯蔵施設など、

多くの課題が明確となっていないため、概ね 5 年後の計画内容となっており、今後の復興に関する国等の方

針決定などを見極めながら、しかるべき時期に復興計画の内容の見直しを行うこととしております。 

 今後は、この復興計画を具体的なものとするため、より詳細な実施

計画の策定を行うこととしております。そのため、役場関係各課と関

係団体等と連携し、子育て支援部会、医療・福祉・介護支援部会、産

業振興・雇用支援部会、復興拠点づくり部会の４部会を立ち上げ、専

門的な検討を行いながら実施計画の策定を行ってまいります。また、

この専門部会には、それぞれ福島大学より専門の先生方にご参加いた

だくこととなっており、各部会とも十分な体制を整えながら復興のた

めの施策立案を目指してまいります。 

 大熊町としては、町民の皆さまが安全で安心して生活できるように、

国や県などとの調整はもちろん、皆さまとの意志疎通を踏まえた取組

が重要であると考えておりますので、今後ともよろしくご協力をお願

いいたします。 

 
 

＜アイガモのつぶやき＞ 

双葉地方の秋の味覚と言えば「鮭」。楢葉町を流れる木戸川、浪江町を流れる請戸川で毎年開催されていた

鮭まつりは、地引き網による鮭漁の見学や鮭のつかみどり体験等により、住民をはじめ大勢の観光客で賑わっ

ていました。脂がのった切り身はもちろんのこと、新鮮ないくらは食べるのがもったいないくらいキラキラと

宝石のように輝き、とても贅沢な気持ちになったものです。 

今年も遡上の季節を迎えた鮭は、立派に成長して自分たちが産まれた川に帰ってきたという新聞記事を読

み、ふるさとへの帰還について改めて考える良い機会となりました。住民みんなで盛大に鮭を迎える日のため

に、できることを少しずつ始め継続していきたいと思います。皆様のご協力により本情報紙「ふたばはひとつ」

の発行も２年目に突入です。今後ともよろしくお願いします。 

 

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 

町民が復興の主体！！ 

大熊町の復興に向けて課題を整理 


