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東日本大震災並びに東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による全村避難から、早く

も4年が経過しました。この震災により、お亡くなりになった方々に、改めて哀悼の意を表します

とともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。

東日本大震災による本村の被害は、地震の規模から見れば表面的には小規模にとどまり、主な

ライフラインも確保されていましたが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により、平

成23年3月14日午後9時15分、全村避難の決断をするに至りました。

この全村避難に際しては、緊急に避難させていただいたあづま総合運動公園体育館、突然のお

願いにもかかわらず受け入れを快くお引き受けいただいた会津坂下町並びに柳津町などの会津地方

を始めとする各市町村の皆様、さらには仮設住宅や復興公営住宅の整備に多大な御協力をいただき、

多数の村民を受け入れていただいている三春町の皆様など、多くの関係者並びに地域の皆様の御支

援をいただきましたことに深く感謝申し上げます。また、この間、全国の皆様や企業・団体の皆様

から、義援金や救援物資の提供、ボランティアの御協力など、温かい御支援をいただきましたこと

に心から感謝申し上げます。

避難から4年が経過しましたが、この間、村では本格除染が開始され、作業の遅れはありまし

たが、平成27年度中には避難指示解除準備区域並びに居住制限区域の生活圏と農地の除染が完了

する予定です。村では避難指示の指定解除に備え、村内のインフラ復旧を進めるとともに、帰還の

ための環境整備を加速させております。今後は、村民全員がふるさと「かつらお」に戻れるよう更

に準備を進めて参ります。葛尾村は復旧の道半ばですが、これからも村民の皆様の思いをしっかり

と受けとめ、美しい葛尾村を取り戻すため努力して参る所存です。引き続き皆様の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

この未曽有の大災害による「全村避難」というかつてない経験と、震災発生から避難に至るま

での村民の皆様と村の動きを、風化させることなく後世に残すため、震災記録誌を作成いたしまし

た。原稿の提供を始め、取材に御協力をいただきました皆様に心から御礼申し上げます。この記録

誌が今後の防災対策及び復旧復興の一助となれば幸いです。

平成27年3月

発刊のあいさつ
葛尾村長　松 本 允 秀
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10月 葛尾の三匹獅子舞

沿革
上古は染羽の国と称し、後陸奥の一郡となり、和名
抄に標葉郡の郷名が載せられてあり、中世、本郡海東
平氏の占有であったが、その一族標葉四郎隆之が領し、
後、相馬領となった。明治維新後も荘屋で村政を治め、
同4年までそのままで、明治初期に荘屋が廃止されて
区長政治となる。区会所は富岡町にあり、第24区と称
した。同1６年4月から各村合併の戸長制度が実施さ
れた。同22年4月町村制度が実施され、上野川、野川、
落合、葛尾の4カ村を合併して葛尾村とし、津島５カ村
を合併して津島村として、津島葛尾組合村が誕生、津
島村に役場を置き行政を司る。大正12年3月31日、両
村が分離し、葛尾村として発足するに至った。

村章
葛尾村のかしら文字をローマ字で
図案化したもので村民の融和と団結を表している。

自然条件
阿武隈山系に属しており、双葉郡の北部に位置し、
南西に田村市、北に二本松市、北東に浪江町と接して
いる。本村一帯は山岳が多く、北部に県立自然公園日
山（天王山）、南に同じく五十人山がある。河川は太平
洋に注ぐ高瀬川が東に流れている。

産業・経済
本村は農業を主軸とした産業形態を目標にしてきた

が、米の生産調整や葉たばこ農家の後継者不足等、
厳しい状況にあった。このような情勢の中で、農業を
職業としてやりがいのあるものとなるよう、経営体育
成や畜産振興に積極的な推進を図ってきた。

観光・文化
県立自然公園である日山と五十人山の山頂は平坦

な芝生におおわれ、登山も容易である。高瀬川渓谷で
はアユ・ヤマメが釣れた。森林公園「もりもりランド・
かつらお」もあり、多くのキャンパーや森林浴客で賑
わいをみせた。

伝統行事・伝統芸能
村指定無形民俗文化財の葛尾の三匹獅子舞があり、

日山神社の例祭日に舞を奉納する。八幡神社の神輿
渡御行列と岩角の神楽（獅子舞）がある。野行地区に
伝わる宝財おどりが復活され保存に努力していた。

特産品
自然食品（凍み餅、豆餅、草餅、菜の花餅）などの他、

とうふ、そば、シイタケ、野菜クッキー、豆菓子、ウリの
粕漬け、フキの塩漬けなどが挙げられる。

葛尾村の概要

6月 日山（天王山）の山開き

新緑の高瀬川渓流 篠木牧場の若駒11月 かつらお自然の恵み感謝祭

5月 五十人山の山開き
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日時 福島第一原発の出来事
官邸、東電の動き 葛尾村の動き

平成23年
３月11日（金）

14時4６分 大震災発生。原発のある大熊、双葉両
町は震度６強。１号機の原子炉自動停止

葛尾村は最大震度５強。新潟県の東新潟火
力発電所からの電力供給があり、村は停電
せず

14時47分 外部電源喪失。２、3号機の原子炉自動
停止。１、２号機の非常用発電機が自動
起動

14時48分 3号機の非常用発電機が自動起動

14時50分 官邸が対策本部を設置、緊急参集チー
ム招集

15時00分 葛尾村、住民生活課に災害対策本部設置

15時0６分 東電が本店に非常災害対策本部を設置

15時14分 政府が緊急災害対策本部を設置

15時23分 村が消防団各分団幹部へ出動要請

15時27分 津波第１波到達

15時37分 １号機から全交流電源喪失始まる

1６時00分 消防団から被災状況報告。「47棟に屋根瓦
落下等。人的被害は無さそう」

17時00分 「葛尾村地域福祉センターみどり荘」（落合
地区）に、高齢者、深夜帰宅者向けの一時避
難所開設

19時03分 菅直人首相が原子力緊急事態宣言（第
一原発）

21時23分 第一原発の3ｋｍ圏内に避難指示、
10ｋｍ圏内に屋内退避指示

３月12日（土）

５時44分

未明から１号機中央制御室で放射線量
上昇
福島第一原発の半径10ｋｍ圏内に避難
指示

7時45分 菅首相が原子力緊急事態宣言（第二原
発＝平成23年12月2６日解除）

15時3６分 １号機で水素爆発

第1章 全村避難のドキュメント
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日時 福島第一原発の出来事
官邸、東電の動き 葛尾村の動き

●		他市町村からの避難者が増え始め、国道
114号線、国道288号線が渋滞

●		村内避難所２カ所、親戚・知人宅で避難民
を受け入れ（避難所では最終的に約200
人）

●		防災行政無線や光ファイバー網のＩＰ告知
放送で毛布や食材等の提供を呼び掛け

●		婦人消防隊が炊き出しを開始

1６時30分 村議会全員協議会開催。被害状況報告。最
悪事態を想定し、村長判断で避難指示や予
算編成等をするということで議会了承を得る

17時39分 第二原発の半径10ｋｍ圏内に避難指示

18時25分 第一原発の半径20ｋｍ圏内に避難指示 相双地域の地図にコンパスと糸で半径20ｋｍ
の円を描き、円内の27世帯9６人に防災無線
で避難を指示

20時30分 第一原発の半径20ｋｍ圏内に住む9６人のう
ち35人が葛尾村落合にある葛尾村健康増進
センターに避難完了

21時30分 ＮＴＴ東日本磐城富岡ビルの自家発電燃料切
れで電話回線が途絶

３月13日（日） 4時15分 唯一残っていた3号機の直流電源が放
電し全電源喪失し、核燃料棒が露出

●		原発が不安定なため避難を想定し、高齢
者ら要援護者対策の点検確認等の準備開
始。ＩＰ告知放送で村民に避難方法などを
確認

●		一部住民は自主避難を始める

15時00分 静岡県のモニタリングポストが役場に到着、
設置。役場の放射線量は毎時0.038マイクロ
シーベルト

15時27分 枝野官房長官、3号機建屋爆発の可能
性発言

緊急避難時の避難先について家族で話し合っ
ておくよう職員に文書で通知

３月14日（月）11時01分 3号機で水素爆発

13時ごろ 上下白色の放射線防護服・白マスク姿の双
葉署葛尾駐在員が役場に飛び込んできて「3
号機が爆発した。（村民に）屋内退避を」と叫
ぶ。直ちにサイレンを鳴らし、防災無線とＩＰ
告知放送で屋内退避を呼び掛ける（１時間後
に解除）
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日時 福島第一原発の出来事
官邸、東電の動き 葛尾村の動き

３月14日（月） 14時ごろ ●		役場のモニタリングポストの放射線量は設
置時とほぼ同じ数値で、屋内退避を解除。
その後、１時間おきに数値を村民に通知

●		福島県災害対策本部へ「避難する住民を
受け入れ可能な市町村を紹介してほしい」
と問い合わせるも、県は「避難指示は20ｋ
ｍ圏外には出ていない」と取り合わず。そ
の後も問い合わせるが連絡無し

18時22分 ２号機の核燃料全体が露出、空焚き状
態に

18時30分 原発の状況悪化、村長が川内村村長と電話
で情報交換。川内村は直ちに避難する計画
は無いと判明

19時30分 県の衛星携帯電話が到着、外部連絡が確
実に

21時05分 消防無線を傍受した人から役場へ「オフサイ
トセンター（現地災害対策本部）から要員が
退避した」との情報が入る。危険なので逃げ
た、と村は判断

21時15分 村長が避難を決断。「22時15分に役場前を
出発し、福島市のあづま総合運動公園へ避
難することを勧告する」と防災無線、ＩＰ告知
放送で村民に周知しサイレンを吹鳴

22時15分 用意していたマイクロバス５台及び自家用
車で村外からの人を含む６12人が役場前を
出発

23時50分 避難バスが役場の約70ｋｍ西北のあづま総
合運動公園に到着。村外から村への避難者
約200人を含み葛尾村からの避難者は６12
人。約2000人が避難していた体育館に臨泊

14日深夜
～

15日未明

清水東電社長が、海江田経産相、枝野
官房長官に電話「第一原発からの撤退
もあり得る」

３月15日（火） 4時17分 官邸で菅首相と清水東電社長が会談。
政府・東電の対策統合本部設置を決定

※この日午後、村には雨が降った。
爆発した第一原発からの放射性降下物が村
内に運ばれたと見られるが、震災の影響で
福島地方気象台の雨量観測（最寄りの浪江
町などの観測点）が不能になっていたため、
降水量などのデータは無い。大半の村民は
前夜に村外へ避難していたため、被ばくを免
れた
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日時 福島第一原発の出来事
官邸、東電の動き 葛尾村の動き

３月15日（火） 5時35分 菅首相が東電本社に乗り込み、「撤退な
どあり得ない」

６時過ぎ ２号機圧力抑制室付近で爆発音。大量
の放射性物質を放出。4号機でも水素爆
発、原子炉建屋５階屋根付近の損傷を
確認

原発から100ｋｍ以遠への避難を想定し本格
的な避難先を検討開始。会津若松市災害対
策本部から紹介された会津坂下町への避難
を決定。あづま総合運動公園体育館の避難
住民に説明

9時38分 4号機原子炉建屋で火災。自然鎮火

11時00分 第一原発の半径20～30ｋｍ圏内の屋内
退避を指示

13時30分 村のバス５台、福島交通貸切バス１台で会津
坂下町へ出発。家畜の世話等で村に通うた
め体育館に25６人が残る

17時00分 バス６台が会津坂下町に到着。川西公民館
に270人、会津自然の家に8６人が避難

３月18日（金） 川西公民館に村の行政基幹システムを設定
し、各種証明などのサービスを開始

４月５日（火） 会津坂下町、柳津町ほかの旅館・ホテルへ
住民移動開始

４月21日（木） 旧法務局会津坂下出張所に、葛尾村会津坂
下出張所開設

４月22日（金） 警戒区域・計画的避難区域・緊急時避
難準備区域の設定

６月15日（水） 三春町貝山運動公園管理事務所に、村役場
三春出張所開設。職員が常駐

６月21日（火） 葛尾特別警戒隊が村内の防犯パトロールを
開始。村民52人に委嘱。５班体制で3交代24
時間パトロール

６月26日（日） 三春町の三春ダム周辺10カ所の仮設住宅
への住民入居開始

７月１日（金） 葛尾村三春出張所開設

８月10日（水） 葛尾村会津坂下出張所閉鎖

８月31日（水） 避 難 所、ホ テ ル 等 に 暮らす 住 民 が	
ゼロに
避難者総数1524人
県外133人
県内1393人
自主避難34人
借り上げ住宅44６人
仮設住宅913人

双葉町

相馬市

二本松市

伊達市

川俣町
飯舘村

いわき市

南相馬市

小野町

広野町

川内村

葛尾村

楢葉町

富岡町

浪江町

福島第一原発

福島第二原発

大熊町緊急時
避難準備区域

緊急時
避難準備区域計画的

避難区域

避難指示区域・警戒区域

田村市

20km

30km

4月22日
福島第一原発の半径20km圏外の特定地域を
計画的避難区域および緊急時避難準備区域と
して設定。福島第一原発の半径20km圏内（海
域を含む）について、警戒区域として設定。

避難所での様子（あづま総合運動公園
体育館）
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住民
地震による直接の死傷者はいないものの、外出先
での津波被害により１名の方が行方不明となって
いる。

家屋

平成23年3月11日午後2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0、最大震度7の大地震が発生した。
葛尾村の最大震度は5強。国内観測史上最大の津波で東北～関東を中心に甚大な被害をもたらした。東京電力福島
第一原子力発電所も地震と津波に襲われ、放射性物質が拡散する被害となった。葛尾村は、地震被害こそ他自治体に
比べ軽微だったものの、行政機能ごと全村避難という未曾有の事態に追い込まれた。

落合地区簡易水道浄水場は、前処理施設、ろ過装
置の配管が被災した。配水管は3カ所でひび割れし
漏水したが、応急復旧工事を行い、3月14日には
通水が可能となった。ただし、3月15日以降、消
毒等の管理を行っていないため、飲料水としては利
用できなくなっている。

第2章 大震災発生と被害状況

水道

47棟の屋根瓦が損壊したものの、当初、家屋の
被害は比較的軽微と思われたが、後の調査により
11棟が半壊と判定された。

葛尾中学校　当日は卒業式で大半の生徒が在校して
おり、地震発生時には校庭へ避難した。余震の状況
を見ていたが、気温が下がってきたため、午後4時
半ごろに1階の教室に移動し待機。午後６時15分に
最終下校した。体育館東側の法面は崩落し危険な状
態であった。校庭には亀裂が入り、学校への進入路
では液状化現象も起こった。校舎内では天井・照明
器具の落下や、ストーブの煙突が外れるなどの被害
があった。 中学校体育館の法面

教育施設
配水管の漏水状況（活性化センター付近）

屋根瓦の損壊
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道路
村内の道路では、舗装亀裂６9カ所、路肩崩壊14
カ所、土砂崩れ・法面崩落５カ所、落石６カ所の被
害があった。県道常葉・野川線では舗装亀裂や法面
崩落、県道落合・浪江線では法面崩落や落石、国道
399号線では法面崩落のため、それぞれ一時通行不
能となった。

県
道 

常
葉・野
川
線（
上
野
川
）

0 1 2 3 4 5km

N落石・土砂崩れなど

舗装亀裂

路肩崩壊

通行止め

通行止め 通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

1m落石

1m落石

40m斜面
土砂崩れ

土砂崩れ

土砂崩れ

落石

落石

落石
路肩崩壊

路肩崩壊

路面に落石

法面崩壊

舗装亀裂
舗装亀裂

10cm舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂
舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂舗装亀裂
舗装亀裂

舗装亀裂
舗装亀裂

舗装亀裂

3cm舗装亀裂

舗装
亀裂舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

野川 

上野川

上葛尾

下葛尾

大笹

岩角

広谷地

大放

落合

夏湯

野行

国
道
３
９
９
号
線

県道浪江・三春線

主な道路被災箇所

村道 小坂・曲山線（下葛尾） 県道 落合・浪江線（大放）
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第3章 原発事故と避難

原発事故発生

村内での避難

平成23年3月11日午後２時4６分に発生した東日本
大震災に伴い、福島県大熊町・双葉町の東京電力福
島第一原子力発電所で未曾有の大事故が起きた。１～
６号機のうち運転中だった１～3号機はすべて核燃料
が圧力容器、格納容器を貫通して地下へ漏れ出した。

１、3号機と、定期検査で停止中の4～６号機のうち4
号機で水素爆発。２号機格納容器下の圧力抑制プー
ル付近で爆発が起きた。これにより、大量の放射性物
質が拡散した。同11日夜、国の発令した原子力緊急
事態宣言は平成27年２月現在も解除されていない。

震災後、余震が続いたため、3月11日午後５時、
村は地域福祉センター「みどり荘」を一時避難所と
して開放し、主に村内の高齢者が避難した。12日
には、他市町村からの避難者が増え始めたため、み
どり荘及び健康増進センターの２カ所を避難所とし
て開設し、他市町村からの避難者の受け入れを行っ

た。12日夜には、第一原発から半径20ｋｍ圏内に避
難指示が出されたため、20ｋｍ圏内にあたる岩角地
区及び大放地区の27世帯9６人が避難の対象となり、
自主避難等を除く35人が健康増進センターに避難
した。

全村避難
震災3日後の3月14日午後9時15分、松本允秀村
長は放射能被害から村民の生命を守るため「全村避
難」を決断した。他市町村からの避難者も含め、マ
イクロバス５台とそれぞれの自家用車で計６12人が

約70ｋｍ北西の福島市内にある「あづま総合運動公
園」の体育館へ避難した。それ以前に自主避難した
村民がいた一方で、村内に留まろうとした人もいた。
翌15日午前中に福島第一原発２、4号機が相次

いで爆発。風に乗って北西方向へ
流れた大量の放射性物質が同日午
後の降水で村に降り注いだと見ら
れ、危機一髪だった。
また、国の避難指示より１カ月
以上前に全村避難を決断し、福島
第一原発事故の放射性物質から村
民を守ったことを高く評価され、
松本允秀村長が日本人として初め
てグリーンスター賞を受賞した。福島県

双葉町

福島市

田村市

南相馬市

只見町

西会津町

柳津町
三島町金山町 三春町

小野町

広野町

川内村

葛尾村

西郷村

10 20 30 40 50km0

栃木県
茨城県

新潟県

山形県 宮城県

あづま総合運動公園

会津坂下町

川西公民館

楢葉町

富岡町

浪江町

避難所があった市町村
（ホテル・旅館を含む）

半径100km

福島第一原発

半径20km

半径30km

福島第二原発

大熊町
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二次避難
15日、村は原発から100ｋｍ以遠への更なる避難
を決定し、会津坂下町へ。川西公民館に270人、会
津自然の家に8６人が避難した。家畜の世話で村に
通う等の理由で、あづま総合運動公園に留まった人
も25６人いた。
23日、柳津町の協力で、高齢者を中心に47人が
柳津町健康福祉プラザ「銀山荘」へ移動した。4月
には、避難所での生活環境の改善及び県内旅館等の
風評被害対策として、会津坂下町及び県内外の避難

先から柳津、三島、西会津、金山、只見などの各町
村の旅館・ホテルへ二次避難した。
６月2６日からは、三春町内の仮設住宅団地へ村

民の入居が始まり、翌7月から役場機能を同町に移
転。平成2６年末時点で大半の村民がそこで暮らし
ている。
平成2６年12月１日現在の村民1494人の避難状況

は、仮設住宅に7６7人、借り上げ住宅に470人、親
類宅等に1６2人、県外避難者95人。

警戒区域・計画的避難区域から3区域に再編
平成23年4月22日、国は村の福島第一原発から
半径20ｋｍ圏内を「警戒区域」に、半径20ｋｍ圏外の
特定地域を「計画的避難区域及び緊急時避難準備区

0 1 2 3 4 5km

N警戒区域

計画的避難区域

野川

上野川

上葛尾

下葛尾

大笹

岩角

広谷地

大放

落合

夏湯

野行

平成23年4月22日から
平成25年3月21日まで

0 1 2 3 4 5km

N

帰還困難区域

居住制限区域

避難指示解除
準備区域

野川 

上野川

上葛尾

下葛尾

大笹

岩角

広谷地

大放

落合

夏湯

野行

平成25年3月22日から

域」に指定した。
村内では次の道路を結ぶ範囲の東側が「警戒区域」
に設定された。村道柏原・阿掛線	～	県道50号線	～	

村道野行・岩角線	～	村道大放・岩角線	
～	林道大放・石黒線（この線を利用し
ないと出入りできない住宅を含む）。
平成25年3月22日、国は村を放射
線量に応じて帰還困難、居住制限、避
難指示解除準備の3区域に再編した。
区域見直し後も避難指示は継続して
いるため、村内全域において宿泊（特
例宿泊の期間を除く）することがで
きない。

避難先での様子（会津坂下出張所）
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役場機能の移転

会津坂下出張所

平成23年4月21日より葛尾村役場の機能を旧法
務局会津坂下出張所に移転した。
※平成23年8月10日閉所

三春出張所

◇貝山事務所
会津坂下町からの本格的な再移転（平成23年7

月１日）に先立ち、６月15日より貝山事務所（貝
山多目的運動公園管理棟）において窓口業務を順次
開始した。
◇葛尾村三春の里事務所
平成23年8月11日より新たに「葛尾村三春の里

事務所」（さくら湖自然観察ステーション）で、総
務課（税務財政係を除く）、教育委員会、議会事務局、
公民館の業務を開始した。災害対策本部、住民生活
課、地域振興課、税務財政係の窓口は従来通り葛尾
村三春出張所（貝山事務所）で行う。

仮設庁舎の完成

平成25年4月30日、葛尾村役場三春出張所の仮
設庁舎が、貝山仮設住宅の敷地内に完成した。

村内での役場機能の一部再開

平成27年度からは、村への帰還に向けて本格的
に取り組むため、葛尾村で役場機能の一部が再開さ
れる見込み。

生活

特別警戒隊

全村民が避難した葛尾村の防犯のため、村災害対
策本部は「葛尾特別警戒隊」を組織した。村民52
人を臨時職員として採用、事前に講習会を行い、田
村市上移と葛尾村西ノ内を拠点として、平成23年
６月21日から活動を開始した。警戒隊は、落合事
務所（警戒班）１班12人と、曲山事務所（巡回班）
4班各10人の５班体制とした。24時間態勢で村内
を車でパトロールし、不審者・車の侵入があれば、
必要に応じて双葉署に通報する。
平成24年3月から曲山事務所を村役場駐車場に
移転した。 葛尾特別警戒隊 落合事務所

仮設庁舎の開所式
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教育

小学校・中学校

避難により、平成23年度当初、小学生は会津坂
下町の広瀬小学校に12人、柳津町の柳津小学校に
12人など県内の各小学校に６0人、県外に13人が区
域外就学。中学生は会津坂下第二中学校に10人、
柳津中学校に１人など県内の各中学校に29人、県
外に６人が区域外就学を行った。
多くの村民が三春町内の仮設住宅に入居すること
になった２学期からは、仮設住宅に入居した児童生
徒は同町の岩江小学校に35人、岩江中学校に12人
が区域外就学。村教育委員会は各仮設住宅から小中
学校間のスクールバスを運行した。

葛尾小中学校三春校

平成25年度からは、三春町の旧要田中学校校舎
を借用して葛尾小学校及び中学校を再開した。
4月8日、葛尾小中学校三春校の入学式があり、小
学校は14人、中学校は５人が笑顔で登校し、4月15日
から小・中学校の給食が再開した。

避難先から登校する児童（柳津町銀山荘）

社会福祉協議会

社会福祉協議会は避難先で業務を継続していた
が、平成23年11月１日に葛尾村サポートセンター
「三春の里	みどり荘」を三春町の旧中郷小学校仮設
住宅団地内に開所し、新事務所での業務を開始した。
併せて介護サービス事業も再開している。

グループホーム「楓」

長期間の避難生活による高齢者の要介護・要支援
対象者の増加に対応するため、三春町内に村民向け
の認知症型高齢者グループホーム「楓」が設置さ
れた。

福祉
「
三
春
の
里 

み
ど
り
荘
」の
開
所
式

幼稚園

平成23年9月、三春町内の「三春農芸センター
さくら湖みどり館」を借用して葛尾幼稚園三春分
園を開設し、園児9人が通園した。平成25年8月
には葛尾小中学校三春校の校庭に仮設園舎を設置
し、２学期
から６人が
通うことと
なった。

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム「
楓
」

葛尾幼稚園の
平成23年度入園式
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お世話になった柳津町へ
柳津町の施設や各旅館等に２次避難をして１年に
なったことから、平成24年５月14日、村長、村議
会議長らがお礼に柳津町を訪問した。中島道男さん
（野川）が製作し、村長が感謝の言葉を記した木彫
りのプレートを柳津町に寄贈した。

お世話になった会津坂下町へ
会津坂下町に400人を超える村民が平成23年8月
まで4カ月間お世話になったことから、その感謝の
証しを残すため、平成23年10月31日、会津坂下町
の木である「桜」を町と村の関係者で５品種６本を
記念植樹した。
また、葛尾村
からとれた石
を使用した記
念碑の設置も
行った。

第4章 避難先での生活
仮設店舗「さくら湖・葛尾村の 
お店屋さん」がオープン
三春町と中小企業基盤整備機構の協力の
もと、三春町の仮設住宅団地敷地内等に仮
設店舗が整備され、平成23年11月3日に
オープニングセレモニーが開かれた。

オープニングセレモニー 石井食堂

神楽 （平成24年11月4日撮影）

三春秋まつり
「三春秋まつり」が三春町交流館「ま
ほら」周辺で開催され、葛尾村も共催
として参加している。
葛尾村からは、おふくろフーズ、葛
尾村いきいき交流促進協議会、あぶく
まロマンチック街道構想推進協議会が
出店。石臼の会によるそば打ち体験も
行われた。また、岩角地区の八幡神社
「神楽」などが披露た。

三春春まつり
三春町が東日本大震災からの復興と町で避難生活を続けている葛
尾村・富岡町の人たちを元気づけ交流を深めようと、「三春春まつり」
が三春町中心市街地で開催されている。祭りには、葛尾村・富岡町
の住民も参加し、三春小学
校で出陣式を行った後、町
にゆかりのある戦国武将の
田村清顕に三春町長、相馬
義胤に富岡町長、伊達政宗
に葛尾村長が扮し、時代行
列が勇壮に練り歩いた。
また、「三春城下の戦い」

と題した演舞では、合戦模
様が披露され、3町村長が
復興への願いを込め、勝ち
どきを上げた。

復興へ勝ちどきを上げる村長（中央、平成24年5月5日撮影）

伝統の葛尾の三匹獅子舞（平成25年5月5日撮影）
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集会所で作品づくりを楽しむ
各仮設住宅では折り紙、エコクラフ
ト、編み物、パッチワークなど、様々
な作品づくりを楽しんでいる。できあ
がった作品は、離れて暮らす子供や孫
にプレゼントして喜ばれている。

貝山集会所 折り紙づくり（平成24年8月6日撮影）

木のぬくもりを感じる作品づくり
狐田仮設団地の敷地内にある夢工房『葛桜』では、木材を使っ
てふくろうやペン立てなどの置物をつくっている。
この工房は北海道の「スポーツコミュニティのぼりべつクラブ
おにスポ」が提供してくれたもので、作品をつくりながらお茶を
飲んだりおしゃべりをしたりできる場所となっている。

かつらお子供絆クリスマス会
離ればなれになったかつらおの子供たちの心の絆をつ

なげたいと、平成24年度から「かつらおむら村創造協議
会」によりクリスマス会が開催。毎年、旧中郷小仮設住
宅にある「みどり荘」周辺がイルミネーションで彩られる。

かつらお子供絆クリスマス会とみどり荘のイルミネーション（平成25年12月21日撮影）

借り上げ住宅等の村民交流会
郡山市・田村市等の借り上げ住宅などに避難して

いる住民の交流会が、平成25年7月17日から定期的
に開催されている。

（平成26年6月9日撮影）

三屋裕子さんが健康支援
元バレーボール全日本選

手の三屋裕子さんたちが、
各仮設集会所や体育館等を
訪れ、ボールやタオルなど
を使った体操教室やスポー
ツ教室を行っている。

かつらお村民運動会
平成25年10月６日、葛尾小中学校三春校で「か

つらお村民運動会」が行われ、「みんな笑顔で楽
しもう！」「心をひとつに、快い汗を流そう！」を
大会スローガンに、13の種目で競い合った。平成
15年度以降、中断し
ていた恒例行事「村
民体育祭」の方式を
変えて実施した。会
場は避難先から駆け
つけた約350人の児
童生徒や村民で賑
わった。

（平成25年10月6日撮影）

場上田集会所 編み物（平成25年3月13日撮影）
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第5章 葛尾村の復旧・復興に向けて
葛尾村再生に向けた取り組みが進められている。まず、東日本大震災から立ち上がるために『葛尾村復興ビジョン』が
策定され、復興に向けた基本理念を定めた。〈村民一人ひとりの生活再建と、ふるさと「かつらお」の繁栄をめざして〉作成さ
れた『葛尾村復興計画（第1次 平成24年12月）』。住民説明会、住民懇談会、アンケート調査やパブリックコメント、さらには
数度の復興委員会を経て、『かつらお再生戦略プラン── エコ・コンパクトビレッジを目指して ── 』に集約されていっ
た。そして、葛尾村の着実な復興に向け、「葛尾村中心拠点等整備計画検討委員会」で具体的な施策について話し
合っていくこととなった。

葛尾村復興ビジョンの概要

6～7 葛尾村の復興・発展のための施策

2～5 葛尾村の復旧のための施策

1 避難生活の支援に関する施策

平常化仮設閉鎖帰還開始避難解除除染開始被災

住民帰還開始～
葛尾村の復興・発展のための施策（インフラ整備強化、産業育成）

７つの柱（主要施策）基本理念

葛尾村復興ビジョン

村
民
の
将
来
に
わ
た
っ
て
の

安
全・安
心
を
最
優
先
す
る

避
難
し
て
い
る
方
へ
の
支
援
を
続
け
、

村
民
全
員
の
帰
還
を
め
ざ
す

村
の
さ
ら
な
る
発
展
を
め
ざ
し
、

村
民一体
と
な
っ
た
復
興
を
め
ざ
す

7
住民帰還開始～
葛尾村の復興・発展のための施策（人づくり・文化の向上）6
住民帰還開始～
葛尾村の復旧のための施策（子育てやコミュニティ強化）5
国の除染開始～
葛尾村の復旧のための施策（災害対策）4
国の除染開始～警戒区域・計画的避難区域の解除
葛尾村の復旧のための施策（インフラ整備）3
国の除染開始～村内が平常時に戻るまで
葛尾村の復旧のための施策（除染等放射線対策）2
被災～仮設住宅閉鎖まで
避難生活の支援に関する施策1

施
策
の
流
れ

葛尾村復興計画（第1次）

平成24年度 第1回 復興委員会

葛尾村復興計画（第1次）の答申

「新
しい
葛尾
村」の

創造

葛尾村復興計画（第１次）の概要

葛尾村復興計画の方針と施策

復興期支援・復旧期

①避難生活
　の支援

基本方針

計画期間

主要施策

村民の将来にわたっての
安全・安心を最優先する

避難している方への支援を続け、
村民全員の帰還をめざす

村のさらなる発展をめざし、
村民一体となった復興をめざす

平成24年度から
平成33年度までの10年間

葛尾村の復旧
②除染等放射線対策
③インフラ整備
④災害対策
⑤子育てや
　コミュニティ強化

葛尾村の復興・発展
⑥人づくり・文化
⑦インフラ整備強化、
　産業育成

葛尾村復興計画 
（第1次）の概要
平成24年度から10年間の

取り組みを、緊急度に応じて
「支援・復旧期」「復興期」に
分け、3つの方針と7つの主
要施策で構成されている。

葛尾村復興ビジョン（概要）
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かつらお再生戦略プランの概要

できるだけ早い本格的な復興を目指し、「葛尾村
復興ビジョン」「葛尾村復興計画（第１次）」の実現
に向けて、様々な村民対話による帰還・再建に向け
ての意向を踏まえ、より具体的かつ段階的な復興再
生のまちづくり計画をとりまとめ、村の目指すべき
復興の姿（将来像）を下の図のように設定した。

エコ・コンパクトビレッジの展開方向につ
いて
中心拠点整備と連携した「エコ・コンパクトビレッ
ジの展開方向」について、次の点に留意し検討する。
●	中心部の拠点施設整備（新規、既存施設活用）と
連携した再生可能エネルギーの導入方向

●	中心部拠点施設等を中心に、エコ・コンパクトビ

レッジの展開を波及・拡大していくために必要な
体験交流・学習・調査・情報発信・人材育成等の
取り組み方向

●	段階的な実現へのプログラム（イベント、情報発
信、人材育成、広域的拠点づくり含む）

かつらお再生戦略プランの概要

かつらお再生戦略プランの概要

■既存企業の再開支援と身近な雇用機会の創出  ■地域資源を
活かした観光交流・観光関連産業の振興  ■新たな産業の誘致検討

■太陽光発電パネルの設置促進  ■自然と共生するエコ村づくり  
■多様な新エネルギー利用の展開

■商店再生の支援とにぎわいづくり  ■買物支援サービスの強化

■畜舎の再建支援  ■畜産業の多面的な機能の発揮

■効率的な農業基盤の整備  ■営農体制の確立  
■放射能対策と営農再開への気運醸成  ■新作物への挑戦  
■収穫・自給自足の魅力ある身近な暮らしづくり

■有効な除染対策の強化  ■放射線量の計測体制と情報発信の強化  
■放射能の学習機会の強化と風評被害対策の推進

■巡回バスの運行  ■移動支援サービスの仕組みづくりの検討

■広域道路の拡幅・強化  ■浜通り方面への広域道路早期開通の要請

■学校等の整備と魅力強化  ■多様な子育て支援環境づくりの検討

■医療サービスの確保  ■社会福祉協議会との連携によるきめ細かな
介護福祉サービスの充実  ■健康増進や介護予防を支える環境づくり  
■高齢者等の生きがい活動の活性化  
■地域の安心を支える情報ネットワークの構築

■帰還意向・人口を高める情報発信と対話機会の充実  
■帰還の有無・時期によらず、村民の一体感・絆を高める取り組み強化  
■復興シンボル拠点づくり、みんなで支え合う相互支援の体制づくり

■高齢者に配慮した公営住宅の整備  ■定住促進住宅・一時帰還施設
の整備  ■継続的な生活や暮らしの安心確保の支援

■各集落（住宅）の再建支援  ■各地区の交流環境の充実  
■低線量の先導拠点地区の整備

施策の方向の主なメニュー

再生戦略プランにおける主要施策全体の体系

エ
コ・コ
ン
パ
ク
ト
ビ
レ
ッ
ジ

〜
自
然
と
共
生
し
、一人
ひ
と
り
の
笑
顔
が
み
え
る
、持
続
可
能
な
ふ
る
さ
と「
か
つ
ら
お
」〜

復興再生の
将来像

（コンセプト）

■ 若年層等の帰還促進
■ 更なる村の魅力の創造・強化　■ 新たなる産業の誘致等

■ 高齢者対策　■ 村のコアとなる安心拠点の形成
■ 村の元気の発信

■ 安全の確保
■ 帰還への気運の醸成

生活創造期（若い世代の帰還を促進）生活再建期（高齢者を中心）インフラ等の復旧

放射線量
村の魅力

将来時間軸
除染 帰還開始

⑬産業振興・雇用創出

⑫資源循環
　再生可能エネルギー

⑪商店再生

⑩畜産再建

⑨安心農業基盤
　体制整備

⑧放射能安全対策

⑦公共交通支援

⑥広域道路整備

⑤子育て支援環境充実

④医療福祉施設整備

③絆強化イベント

②公営住宅整備

①集落再建

13の主要施策

産
業
再
生・活
力

安
全・安
心

住
ま
い・絆

3つの柱

施
策
の
流
れ

計画の目標期間は、葛尾村復興計画（平成24年
度～平成33年度）を踏まえ、平成2６年度から平成
33年度までの概ね8年とする。なお、原子力災害
の情勢をみながら見直しを行うとともに、環境等の
変化により緊急な対応が必要な取り組みはすぐに取
り掛かる。
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モデル除染・先行除染

平成23年11月23日から平成24年１月末にかけて、
村役場、幼稚園、小学校、村営住宅の約６ヘクター
ルで、国の「除染モデル実証事業」が実施。平成
24年4月２日からは「先行除染事業」が実施され、
せせらぎ荘、みどり荘、中学校周辺の除染を完了。

本格除染

平成24年9月28日、国において「特別地域内除
染実施計画（葛尾村）」が策定され、長期目標として、
年間追加被ばく線量が１ミリシーベルト以下となる
よう除染することを目指すとされた。
村内では、平成25年4月から避難指示解除準備
区域及び居住制限区域を対象に本格除染が開始さ
れ、比較的標高が高い地区から低い地区へ（西側か
ら東側へ）順次除染が進められ、平成27年末に完
了する予定である。

除染

葛尾村復興公営住宅
平成25年7月2６日、村は三春町と「三春町内への葛
尾村復興公営住宅整備に関する協定」を締結した。この
復興公営住宅は、平成24年12月に策定した「葛尾村復
興計画（第１次）」に基づき村外の三春町に整備を図る
もので、平成28年3月の入居開始を目指している。

復興公営住宅造成工事

復興公営住宅予定地図面

復興公営住宅
予定地

三春町役場●三春町役場●

三春町運動公園

磐越
自動
車道

三春PA

N

農
地
除
染

野
行
地
区
地
蔵
沢
の

仮
置
き
場

仮置き場・仮設焼却施設

平成24年度までに野行地区地蔵沢の国有地に仮
置き場が確保され、平成25年度から搬入が始めら
れた。当初の想定以上に除染による廃棄物等が発生
する見込みとなり、地蔵沢の仮置き場だけでは容量
が不足することから、各地区に新たに40カ所の仮
置き場が平成25年度までに設置され、順次、除染
廃棄物等を搬入・保管している。
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