
 

 

 

 

 

 

 

 

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 
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 東日本大震災、そしてそれに伴う原発事故により、

私たち福島県民は１年９か月が過ぎた今になっても

大きな不安に駆られています。 

 いつになれば元の生活に戻ることができるのか、果

たして元の生活に戻ることができるのか…。多くの不

安を感じながらもやっとの思いで顔を上げて歩き始

めると、また新たな不安に押しつぶされそうになりま

す。住居・仕事・家族・賠償等、これほどの不安を一

時に抱えることになったのですから、身体や心に不調

をきたすこともあると思います。このような不調は、

「異常時の正常反応」と言われ、決しておかしなこと

ではないのです。 

 

 
 

 このような状況において、私たち大人は長年の生活

経験から、自分に合ったストレス発散方法を見つけ出

します。人と話をしたりお酒を飲んだり、身体を動か

したり…。自分に適した方法でストレスを発散するこ

とによって、何とか自分自身を保とうとするのです。 

 では、子どもたちはどうでしょう。子どもたちも大

人と同様、たくさんの「不安感」や「困り感」を抱え

ています。今まで一緒に過ごしてきた友達や先生と離

れ離れになり、自分の居場所も宝物も失いました。心

の傷を癒す間もないまま自分の力で新たな居場所を

作っていかなくてはなりません。友達を作りたい、学

級になじみたいと頑張るのに、受け入れてもらえない

ことも多く、時には「え～？！それ、変じゃない？」

と否定されることも。今までうまくいっていたことが

何故か通用しなくなってしまったのです。 

 子どもたちも、自分を守る方法を探し始めました。

「周りにあわせる」「つっぱる」「暴力をふるう」「学

校に行かない」等々。自分が自分でいられない辛さを

大人に話そうとしても、大人は大人で不安だらけ。そ

れを敏感に察知している子ども

たちは、その辛さを誰にも話す

ことができず、一人で苦しんで

います。お母さんに心配をかけ

たくない、自分さえ我慢すれば

いつか何とかなるかもしれない。

そんな想いで踏ん張り続けよう

としています。困っているのは

大人だけではありません。大人よりももっと弱い子ど

もたちも困り続けているのです。 

過日、ある保護者の方が、「子どもは休まず学校に

行っているし、うちでは何も言わないので大丈夫だと

思っていました。でも、今一度子どもの様子を思い浮

かべると、前の学校ではいつも友達の輪の中にいたの

に、今では友達の後ろにいます。」と涙ぐまれました。

素晴らしい気づきです。この母親の子どもはもう大丈

夫。どんなに辛くても苦しくてもお母さんが寄り添っ

てくださるから。子どもの辛さや頑張りを感じてくれ

る大人がそばで応援してくれると、子どもたちは自分

らしくいられるのです。 

 

 
 

ぜひ、子どもの「声にならない声」に耳と心を傾け、

声をかけてあげてください。「無理しないで。あなた

はあなたのままでいいんだよ。私はいつ

もあなたの味方だから。」って。 

子どもは「みらいのたね」です。花を

咲かせるためには水や栄養を与えること

が大切です。そしてそれは大人の役割で

す。 

双葉地方に美しい花が咲き乱れるよう、

子どもに心を寄せてみませんか？ 
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  平成24年11月15日(木)、広野町公民館において「第

11回双葉地方広域消防職員意見発表会」を開催しました。 

この意見発表会は、日頃の消防業務を通じて感じた意

見や消防防災に対する考え方・抱負を発表することによ

り、人間性豊かで変動する社会環境に対応できる職員の

育成と住民の皆さんの防火防災意識の高揚を目的として、

秋の火災予防運動期間に合わせて、平成13年から毎年実

施してきたものです。昨年は東日本大震災の影響により

大会を中止しましたが、規模を縮小して２年ぶりの開催

となりました。 

  今大会には、渡邉克幸消防副士長(富岡消防署)、大山圭

介消防副士長(楢葉分署)、石川俊勝消防副士長(浪江消防

署)、佐々木匠消防副士長 (富岡消防署) 、栗原一樹消防

副士長(浪江消防署)の５名が、各所属から選抜され出場し

ました。発表者全員が東日本大震災並びに福島第一原発

事故災害という過酷な環境下での消防業務に従事してお

り、その経験を教訓として、「このような災害から如何に

住民を守れるのか」を真剣に考え、それぞれの視点から

今後の防災の在り方について具体的な提言を行いました。 

 審査長に当組合管理者の井戸川克隆があたり、審査員

に福島県消防協会双葉支部長の安藤治様、福島民報社富

岡支局長の五十嵐稔様、福島民友新聞社いわき支社長の

渡邉誠様にお願いし、更に当組合事務局長の吉田裕彦、

当消防本部消防長の西村栄一の合計６名により厳正な審

査を行いました。発表者全員の発表論旨・態度がハイレ

ベルであり、いずれも甲乙付けがたく審査は難航しまし

たが、最終審査の結果、富岡消防署の渡邉克幸消防副士

長が最優秀賞に輝きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最優秀賞に輝いた渡邉副士長の発表 

渡邉副士長は、「津波避難道路があったら」と題した発

表で、東日本大震災では全国で1万9千人余りが犠牲にな

り、その殆どが津波によるものであった。当地方におい

ても津波による被災者の救助に全力で当たったが、原発

事故により活動を継続できなかったことに、悔恨の念を

抱いている。このような結果を防ぐためには、事前の備

えが重要であることを訴え、具体的には、国内の沿岸を

走る避難用道路に色を塗り、地震が発生したら、その道

路を辿っていけば避難場所に到達するという提案と、併

せて、その付近の消火栓ポールには、避難場所や津波の

到達高さを記載する事により、自然に住民の目に止まり、

防災意識の向上に繋がると説きました。 

 審査長の井戸川克隆管理者は、「すぐにでも具現化でき

る提案で、効果も期待できる事が最優秀賞の決め手とな

った。是非、近い将来実現できるよう努力してほしい」

と講評しました。 

 今回、最優秀賞に輝いた渡邉副士長は、平成２５年２

月に開催される「第36回福島県消防職員意見発表会」に

出場が決定しており、今後も練習を重ね、全国大会に出

場できるよう当消防職員全体で応援して参ります。 

 双葉地方広域消防本部は、10月１日から楢葉分署敷地

内の仮庁舎において消防業務を行っていますが、原発災

害が収束しない現状において、二次非常配備体制を敷き、

全職員の力を結集して対応をしておりますので、関係各

位のご理解ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰式の様子 

[他の発表者のテーマと論旨] 

「東日本大震災の教訓」 大山圭介消防副士長 

発災当時、住民の方から原発の情報を聞かれ、情報不足で

回答できなかった。このことから、公共施設や集会所などに

太陽光発電を利用した緊急時情報共有システムを整備するこ

とを提案した。 

「住民に思いをはせてできること」 石川俊勝消防副士長 

消防署で行っている「応急仮設住宅ふれあい巡回訪問」に

行ったとき、おばあさんに涙を流して感謝されたことをきっ

かけに、住民に寄り添った消防活動を展開することの必要性･

重要性を訴えた。 

「救える命を安心ベストから」 佐々木匠消防副士長 

今回の津波では、ダウンジャケットを着ていて助かった人

がいる。このことを参考に、警笛やライトなどを浮力性のあ

るベストに装備し、背面には住所や個人を特定できる情報な

どを記載したベストを各家庭に備えることで、救命に繋がる

とした。 

「防災ツリー 防災の連鎖を目指して」 栗原一樹消防副士長 

地震・台風・火事・大雨等の災害が発生したときに、しな

ければならない行動を常にイメージしておく事が救命に繋が

る。これを繋げていくとその人にあった防災ツリーが完成す

るので、常にイメージしておくことが大切であるとした。 

 
（寄稿：双葉地方広域市町村圏組合消防本部 総務課長 大和田 仁） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このたび、浜通りを縦断する国道 6 号沿いに桜の

苗木を植樹し、ふくしま浜街道に桜並木を造る『ふく

しま浜街道・桜プロジェクト』が始動します。 

私たち NPO 法人ハッピーロードネットは、ふるさ

と相双地域において、子ども達と一緒に『まちづく

り・みちづくり』に対する思いや考えについてワーク

ショップやフォーラムなどを開催し、子ども達との話

し合い重ねるとともに実践活動を行ってまいりまし

た。 

しかし、３．１１東日本大震災と東京電力福島第一

原子力発電所事故により、私たちの住む相双地域は、

以前の姿など微塵もなく、すべてがバラバラにされま

した。ふるさとへの募る想いを抱えながら長期にわた

る避難生活を余儀なくされているばかりか､帰還する

望みさえなくなってしまった地区もあります。子ども

達の夢も希望も、そして心までも引き裂かれ、故郷を

思う気持ちさえも抱けない状況となってしまいまし

た。 

 このような状況でも、子ども達の未来はこれからも

続きます。子ども達の想いを私たちは黙って見ている

訳にはまいりません。今まで子ども達と一緒に希望の

もてるまちづくりを夢見て、話し合いや国道の清掃活

動等の事業を展開してきましたが、もう一度子ども達

に大人達の姿勢を見せることが必要になりました。 

 そこで今回、福島県の支援を受け、「ふくしま浜街

道・桜プロジェクト」を立ち上げました。 

この先、帰還を果たした故郷の復興の足かがりとし

て、また、３０年後に今の子ども達がふるさとに帰っ

てきたときに､国道６号及び沿線道路の桜並木が皆さ

んを迎えてくれるような、そんなふくしま浜街道を造

るため、平成 25 年１月から３月に、新地町からいわ

き市までの国道６号沿線に、避難している地域住民を

はじめとするボランティアにより桜の苗木を植樹し、

子ども達が作成した「３０年後の故郷に贈るメッセー

ジ」のプレートを掲示いたします。 

 ｢ふくしま浜街道・桜プロジェクト｣は、地域住民を

動かし、行政を動かす原動力になるとともに、浜通り

全域にわたって、震災に負けない復興のシンボルとし

て、桜並木がその一翼を担えるよう育てていくことで、

地域の魅力を高めるものと考えています。安全・安心

なまちづくりは人づくりから始まっています。これか

らの地域の担い手を育成しながら、地域に根付いた活

動を今後も展開していきたいと考えています。 

浜通り地方の復興の架け橋として、子どもも大人も、

世界に誇れる復興のシンボルとして、末永く「ふくし

ま浜街道・桜プロジェクト」を皆様と一緒に育ててい

きたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願

いいたします。 

 

「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」の主な取組 

（１）桜の植樹事業 

平成２５年１月から３月に、いわき市から新地町 

までの国道６号沿線において、地域団体や行政等、 

多様な主体の全面的な協力のもと、地域住民をはじ 

めとする全国各地から集う大勢のボランティアによ

り桜の苗木を植樹します。 

実施に当たっては、地域活動団体、会議体参加市 

町村が中心となり避難している地域住民をはじめ全

国のボランティアに植樹事業への参加を呼びかける

とともに、地域住民がより多く参加できるよう、当 

日は、県内各仮設住宅からの送迎バスを準備します。 

また、１０箇所の植樹事業の会場毎に運営組織を 

作り、植樹の際の安全管理はもとより、円滑な事業の

実施に配慮します。 

次年度以降についても、１年ごとに植樹ポイントを

選定し、避難している地域住民や全国からのボランテ

ィアが苗木を植樹することにより、徐々に並木の範囲

を延長し、活動の輪を広げていきます。 

 

（２） 被災者及び全国と浜通りをつなぐ絆事業 

県教育委員会、市町村教育委員会の協力を得なが 

ら、避難している子ども達に復興への思い・メッセー

ジを寄せていただき、桜の木にメッセージプレートを 

設置します。 

また、次年度以降もこの災害を風化させないよう、

長期的に事業を継続するための体制をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（寄稿：ふくしま浜街道・桜プロジェクト実行委員会委員長 西本 由美子） 

 

●「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」問い合わせ先 

NPO 法人ハッピーロードネット 

住 所 〒979-0407 福島県双葉郡広野町広洋台２丁目１－５ 

電 話 090-1938-2046 （西本 由美子実行委員長携帯）  

メール office@happyroad.net 

 
 



 

 

 

 

 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、「葛尾村」です。役場総務課の松本典子主幹兼総務企画係長にご紹介いただきました。 
 

葛尾村は、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故のため警戒区域と計画的避難区域に指定され、 

１，５００人余りの全村民は、県内はもとより全国各地、さらには国外へと避難しました。あの日から１年９

月、この間、全国の自治体や多くの皆さまから寄せられました物資

や心温まるおことばに支えられながら、今日まで歩んでまいりまし

た。そのご厚情に心より感謝申し上げます。 

平成２３年７月に、会津坂下町から田村郡三春町へ役場機能を移

し、多くの村民は、三春町内の仮設住宅や近隣の郡山市、田村市の

借り上げ住宅で避難生活を強いられております。除染や生活資金（賠

償問題）、雇用の確保、長引く避難生活から来る健康被害など、多く

の課題が山積みされ、不安を抱えての生活ですが、村民は一日も早

い再建に向け、少しずつ歩みはじめております。 

村では、９月に「住民意向調査」を実施し、村民中心の「葛尾村復興

計画」の素案が策定されました。この間、毎週火曜日には、職員による

復興本部会議を開くとともに、毎週水曜日の夜には復興委員会メンバー

のうち子育て世代を中心に構成された「検討調査会」を開催し、白熱し

た意見が交わされた結果、計画の中には学校の再開や村民視点による帰

還後の生活に必要なことが盛り込まれました。 

また、村民への情報提供をより細かく、分かりやすく迅速に周知する

ため、本年５月号より村広報誌の発行を再開するとともに、月の中旬に

はお知らせ版を発行しております。さらに県による「ふるさとの絆電子回覧板事業」を取り入れ、１０月には

仮設住宅入居世帯をはじめ、全国各地に避難している全世帯にデジタルフォトフレームを配布し、画像を交え

ながら村からの情報を配信しています。 

毎年１１月３日は、村の恒例事業として「かつらおむら自然の恵み感謝祭」を村内で行っておりましたが、

避難先での実施は困難であるとの判断から、１１月３日・４日三春町で行われた「三春秋まつり」に富岡町さ

んとともに、共催事業として参加させていただきました。キャラクターショー・歌謡ショーをはじめ、村の伝

統芸能である「岩角の神楽」や「葛尾大尽物語」の人形劇の披露、葛尾特産品の「凍み餅」や漬け物の販売、

蕎麦打ち体験等の出展により大勢の来場者で賑わいました。出展者や出演者からは、久しぶりのイベント参加

に「働くことの喜びに感動しました」「村の伝統芸能をみてもらい、前向きに考える力が湧きました」等々、

力強い声を聞くことができました。また、主催者であり避難生活でも大変お世話になっている三春町様のお心

遣いにより仮設住宅からシャトルバスをご用意いただき、多くの村民のみなさんが来場することができました。

秋晴れの下、久しぶりの笑顔に出会えた気がします。 

 今、村民の一番の願いは何と言っても原子力災害の事態の収束です。

村民全員が葛尾村に帰り、離ればなれに暮らしている家族と一緒に安心

して生活する日が、本当の事故収束だと感じています。村内では村民の

皆さんの絆により結成された特別警戒隊が、昼夜を問わず村の防犯に努

めております。 

今後は、区域の見直しが行われ、平成 25 年４月から本格的な除染が

始まり、村の復興に向け少しずつ歩み出せるのではないかと思います。

村民の皆さんの様々な選択肢を尊重しながら、少しでも不安を取り除き、

「ふるさと かつらお」の再生に向け、双葉郡内町村をはじめ周辺地域

のみなさんとの連携を図りながら、頑張っていきたいと思います。 

 

＜アイガモのつぶやき＞ 
このたび、双葉郡の復興と郡民の皆様の一日も早い帰還に向け、本会諸活動をはじめとする双葉郡に関する

情報収集・提供を目的として、双葉地方町村会の「ホームページ」を開設する運びとなりました。 

ホームページ内には、避難されている郡民の皆様からの生の声を基にした要望・提案等の情報をリアルタイ

ムで収集するため「復興目安箱」を設置しています。皆様からのご意見やご提案をお待ちしておりますので、

ぜひ、ご活用ください。『双葉地方町村会ホームページ』 URL  http://www.futaba8.jp/ 

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 

検討調査会の様子 

フォトフレームによる情報発信 

大盛況の三春秋まつり 


