
住住民民懇懇談談会会かかららのの「「復復興興ままちちづづくくりり」」ポポイインントト 
7 月 6 日から 12 日にかけて開催しました「平成

25 年度第 1 回住民懇談会では、「除染・井戸の掘

削に対する要望」、「放射線への不安」、「これから

の村の魅力づくり」などに関するご意見・ご要望

をいただきました（詳細は「広報かつらお 8月号」

をご覧下さい）。 

復興委員会としては、皆様のご意見、ご要望を

ふまえ、当面、以下の 2 点に留意しながら取り組

んでまいります。 
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復復興興ままちちづづくくりりのの話話題題ををおお伝伝ええししまますす。。  
葛尾村復興委員会では、葛尾村の復興に向けたま

ちづくり（帰還、住まい・絆づくり、安全・安心、

産業再生など）について、具体的な取組みなどを検

討してまいります。 

検討にあたりましては、葛尾村の皆様のご意向の

把握に努め、それらを反映した復興まちづくり計画

（「（仮）葛尾村再生戦略プラン」）をまとめてまい

ります。 

この「葛尾村復興まちづくりニュース」では、皆

様のご意見・ご意向やそれに対する復興まちづくり

の話題や復興委員会での協議内容などを中心に情

報をお届けします。 

なお、編集にあたっては、葛尾村復興委員会委員

長である福島工業高等専門学校教授の芥川一則先

生と、その研究室の学生さんたちの協力を得て発行

していきます。 

編編集集長長かかららのの一一言言 
編集長の福島高専の芥川一則です。6 月から葛尾村

の復興委員会委員長を拝命させていただいておりま

す。よろしくおねがい申し上げます。 

震災から 2 年半が過ぎようとしています。除染も

始まり、具体的な村の復興について、学生と一緒に

考えさせていただきたいと考えています。まちづく

りニュースでは、いまさら聞けないことや、疑問に

思っていることを取り上げていきたいと考えており

ます。学生の視点からできる限りわかりやすくお伝  

 

えすることを心がけていきます。 

また、村役場に対する要望についても一緒に考え

させていただきます。葛尾村の復興が少しでも前進

するように努力したいと考えております。あわせて

葛尾村の歴史や文化についても学生と一緒に学ん

でいきたいと思います。これから学生とお伺いいた

しますので、気軽にお声がけ下さい。 

ごご意意見見・・ごご要要望望ははここちちららままでで 
本誌に関することはもちろん、復興まちづくりに関するご意

見・ご要望は、仮設集会所の意見箱に投函いただくか、葛尾村総

務課復興対策係へ直接お電話ください。 

連絡先は本誌末尾の「編集・発行」をごらん下さい。 
 

放放射射能能ににつついいててのの意意見見  
 葛尾村に戻れるのはいつになる

の？ 

 放射線量がいくつになったら帰れ

るの？ 

 線量計によって値が違うけど、どれ

が正しいの？    などなど 

復興委員会では、放射線のリスクに関

する正確な情報を共有し、意思疎通を図

ることの必要性を強く再認識しました。 

放射線についてわかりやすく学ぶため

の「勉強会」を村主催で開催の予定です。

内容は改めてお知らせいたします。 

 

ままちちづづくくりりににつついいててのの意意見見  
 若者が帰って来なければ村は立ち

行かなくなる。 

 魅力的なまちづくりを進めていか

なくてはならない。 

 仕事、雇用の場を創ることが必要

だ。        などなど 

8 月下旬（予定）の合同地区協議会を皮

切りに、各地区においてブロック別協議

会を開催します（本年度中に 3 回を開催

予定）。会議に出席されない方も同じ地区

内の出席者へ是非ご意見をお伝え下さ

い。 

また、9 月からは、農業や暮らしなど、

分野ごとに葛尾村の将来について話し合

う「分科会」を開催します。 

このほか、アンケートも随時行ないま

すので、ご協力よろしくおねがいします。 
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研究室のメンバーです（前列の右側が私です。）

学生はよく学びよく遊んでいます。 



地地区区協協議議会会のの構構成成メメンンババーーがが決決ままりりままししたた。。  
地区協議会とは、村内 11 の各行政区の特性や課

題をふまえた話し合いをする場です。各地区の協

議会を構成するメンバーは以下の方々です（順不

同、敬称略）。幅広い年齢層の 128 名により構成さ

れています。当面の議論は、「村全体が元気を取り

戻すために、各地域が連携してどのような復興ま

ちづくりをめざすのか」が重要なことから、6 ブロ

ックに分けた「ブロック別協議会」（6ブロック：  

落合、夏湯＆大放、大笹＆岩角、上葛尾＆下葛尾、

野川＆上野川、野行＆広谷地）を基本に議論を進め

ていきます。各地区の課題や要望は、協議会の方々

から伺いますが、協議会以外の方々も、日頃の意見

や要望を、協議会の方々にお伝えいただければと思

います。活発な議論に向けてご協力よろしくおねが

いします。 
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夏湯行政区 
安部 忠芳 下枝 正男 

下枝 政子 下枝 忠秋 

眞壁 次雄 下枝 初恵 

松本 雄一 栗城 恵子 

長久保公男      

大放行政区 
松本 英正 田 紀子 

松本 春江 吉田 武男 

松本 文男 松本 哲山 

吉田 裕子 吉 田  広 

坂口 直子 吉田 二夫 

大笹行政区 
鎌 田  毅 南條 俊治 

横 山  昇 神谷 謙作 

松本 宏子  田   

田中 文雄 佐久間信次 

鎌田 正子 杉下 光雄 

佐藤 忠義 古舘 榮子 

松本 光市 日 下  貢 

本田 恭二 佐藤 昭子 

日下美代子 松本奈美子 

松本清二郎 佐久間哲次 

岩角行政区 
松本 勝昭 金 谷  天 

松本 重子 松本今朝男 

松本ともい 松本 光清 

松本 凡彦 吉田 信雄 

吉田 秀正 松本 澄江 
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金谷 雄一      

上葛尾行政区 
松 本  強 牧 子  篤 

中村 健彦 吉田 司 

大友 周治 佐々木行 

松本 好德 菅 野  武 

松本 守由 根岸 幸雄 

前原 良至 松本 圭司 

野川行政区 
東海林憲一 松本 政男 

永沢 利子 松 本  操 

松本 義明 松本 敏美 

中島 道男 松本 卓夫 

松本 浩美 松 本  絢 

上野川行政区 
渡辺 和栄 石井 勝治 

白岩 義一 坪井 義見 

松本 順子 松本 淳一 

松本 義廣 東海林敏夫 

松本 宗二 新開 正美 

吉田 光雄     

落合行政区 
松本 惇夫 船山 利雄 

松 本  満 松本 和典 

篠木 由己 松本 臣一 

佐藤 英人 大友 敏弘 

松本 秀俊 石井 一夫 

松本巳江子 猪狩もよ子 

松崎のり子 新開 正和 

吉 田  健      

下葛尾行政区 
松本 壽夫 遠藤 英德 

菅野 好雄 松本 和雄 

菅野 正一 篠 木  弘 

菅野喜代子 菅野とよ子 

松本 政利 松本 利雄 

松本 雄一 松本 伸也 

野行行政区 
大槻 勇吉 大山 昭治 

山浦 洋平 島抜 年秋 

高野 光子 高野 絹子 

志賀 弘幸 川島 博幸 

松本 明美    

広谷地行政区 
上野 勝利 西  好 男 

菅野 正美 福井 政勝 

松本 静枝 吉田 留子 

松本 邦久 杉本 宜信 

松本 美浩 紺野 文子 


