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はじめに 

 

「震災前は『町おこし』だったが、今はまず『町残し』だ」とは、今年 6月 28日に亡く

なられた前福島県浪江町長の馬場有さんの言葉です。町が消えることだけはどうしても避

けたいというところまで追い込まれた首長の厳しい状況から出てきた言葉でしょう。大変

気になる、また、記憶に残る言葉でした。 

 

神戸防災技術者の会（K-TEC）では平成 27年に、浪江町請戸地区の現地や、住宅の除染

作業中の現場にも伺いましたが、その時点では避難指示が解除されていない区域も多く残

り、また被災者の皆さんの想いを聞く機会もなかったことから、充分な視察とは言えず、

なんとなく素通りしたという印象でした。 

東日本大震災から 7 年半。まだ帰還困難区域は残りますが、それ以外の区域は 1 年半前

までに概ね避難指示が解除されました。新聞報道からは、帰還される住民がまだまだ少な

いと伝わってきますが、その陰で住民の方々それぞれの葛藤があり、国、県、市町村の職

員の皆さんの大変な努力が続いています。 

我々が体験した阪神・淡路大震災の時以上の厳しい状況である一因として、ハードの復

興だけでは、被災者の皆さんの帰還が望めないことが、冒頭の「町残し」の言葉からも推

察されます。 

 

そのような中にあって、福島の被災地と正面から向き合う機会を作ろうということで、

今回の福島を中心とした現地調査・交流という企画になりました。 

8 月 25 日～27 日（一部は 28 日）の現地調査では、行政の職員、帰還された住民の方や

避難中の住民の方にも直接会い、お話を聞くことができました。もとより短時間の現地調

査で全てのことが分かるとは思っていませんが、その一端を垣間見ることはできたのでは

ないかと考えています。 

この記録誌は今回の現地調査に参加したK-TECのメンバーが分担して作成した原稿をま

とめたものです。お話しいただけた皆さんの言葉を十分に表現しきれていないこともあろ

うかと思いますが、ぜひご一読いただき、ご感想、ご意見をいただければ幸いです。 

 

今回の調査を企画するにあたり、元復興庁事務次官で、内閣官房参与の岡本全勝様のア

ドバイスとご紹介をいただくと共に、平成 27 年の訪問時に現地対応をいただいた皆さん、

平成 26年に神戸へ視察に来られた大熊町職員の方などにお世話をいただき、ほとんど面識

がなかった訪問先との連絡も取れてスケジュールを組むことができました。あらためて感

謝し、お礼申し上げます。 

さらに、お忙しい中、貴重な時間を割きながら、非常に丁寧で温かい対応をしていただ

いた皆様、関係者の方々に深く感謝します。本当にありがとうございました。
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これを機に何かあればお互いに連絡を取り合っていきたいと考えていますので、今後と

もよろしくお願いします。 

まだまだ復興への取り組みが続きますが、東日本大震災の被災地の復興が一日も早く成

就されますよう祈念いたします。    

 

なお、今回の調査・交流の実施に当たり、兵庫県の「復興サポート事業」の助成金を活

用させていただきました。深く感謝いたします。ありがとうございました。 

 

                     神戸防災技術者の会 調査参加者 一同 

 

 

 

参加者： 石井 修、  内田 恒、  太田 耕司、  太田 敏一、  片瀬 範雄、  

衣川 広美、 倉橋 正己、 笹原 和喜男、 田中 亜矢子、 中山 久憲、 

西 修、    橋本 彰、   濱 裕子、     福田 敬正、   松岡 達郎、 

松下 眞 （16名  50音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （平成 30年 8月 25日 名取市へ派遣中の田村氏とともに） 
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第 4 回東日本大震災被災地調査・交流 コース図 （福島県を中心に） 

 

 

 

平成３０年 

８月２５日（土） 

伊丹空港 9:25 発 ✈ 仙台空港 10:35 着 

名取市役所、 閖上地区 

岩沼市・山元町（桜塚地区で降車）・ 

新地町海岸部を走行 

相馬市 現地、漁業市場  

（相馬市泊） 

 

８月２６日（日） 

浪江町役場、 請戸地区 

浪江町権現堂区集会所 

（浪江町に帰還された町民と懇談） 

大熊町大川原地区 新庁舎建設現場他 

富岡町役場 

原発除染物中間処理施設 

いわき市久之浜  

（いわき市泊） 

 

８月２７日（月） 

大熊町いわき出張所 

梨の実サロン平 

（いわき市に避難中の大熊町民と懇談） 

いわき市薄磯地区 

福島空港 18:05 発 ✈ 伊丹空港 19:15 着 

【オプションコース】 

（福島市泊） 

 

８月２８日（火） 

復興庁福島復興局 

コミュタン福島 

福島空港 17:20 発 ✈ 伊丹空港 18:30 着 
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第 4 回 東日本大震災被災地（福島県を主に）調査 行程表＋対応者 

      訪問・視察 場所         対応者ほか 

第 1日目 

8月 25日 

  （土） 

 

 

 

 

 

 

 

伊丹空港 9:25発～仙台空港⒑:35着  

名取市役所震災復興部 

復興区画整理事業進捗状況ヒアリング・ 

閖上地区区画整理事業視察 

対応者 

震災復興部 復興区画整理課 

技術主幹 田村理氏（神戸市派遣職員） 

岩沼市・山元町（桜塚地区（＝宮城病院周辺

地区）で降車）・新地町の復興状況視察（主

にバス内から） 

海岸部を走行 

山元町桜塚地区で神戸から復興支援に行っている

辻信一氏、橋本大樹氏と出会う 

相馬市 災害公営住宅での生活と支援状況、

産業復興状況を視察 

 漁港・市場の会議室で意見交換 

対応者 

相馬市農林水産課長 伊東充幸氏 

（神戸セミナー参加者） 

【相馬市泊】                

第 2日目 

8月 26日 

  （日） 

浪江町役場  

復興計画・復興事業進捗状況・避難町民

帰還状況ヒアリング＆意見交換   

避難指示解除区域（請戸地区）視察など 

対応者 

浪江町まちづくり整備課計画係長 青田洋平氏 

浪江町議会議長 紺野 栄重氏 

（大林組：阿部忠氏、松谷氏、柴田氏） 

浪江町権現堂区集会所＆「さとう」 

帰還された町民との意見交換会 

 

対応者 

浪江町議会議長 紺野 栄重氏 

浪江町行政区会会長 佐藤 秀三氏 

埼玉県より帰還された牛渡氏 

（阿部忠氏、松谷氏、柴田氏） 

大熊町役場大川原連絡事務所 

大熊町復興拠点（大川原地区）の概要 

大川原地区及び、その隣接地区の現場 

視察（新庁舎建設、東電関連施設など） 

対応者 

大熊町役場企画調整課課長補佐 高田 吉弘氏 

                       （松谷氏、柴田氏） 

富岡町 

復興状況・帰還町民状況ヒアリングと 

被災地視察（特定復興再生拠点地区などを

バスから） 

対応者 

富岡町役場企画課課長補佐兼広報係長 

畠山 信也氏 

                 （松谷氏） 

原発除染物中間処理施設  

プラント・貯蔵庫工事現場視察 

 

対応者 

大熊町中間貯蔵 JV所長：大林組 松谷英之氏、 

          阿部 忠氏、柴田氏  

いわき市久之浜地区復興区画整理事業視察

（バス内から）～ 

久之浜地区市民と意見交換会 

会場 久之浜地区コミュニティ商業施設 

「浜風きらら」内の「とのがみ」 

対応者 

いわき市消防団 7支団長 渡辺喜和氏 

市議会議員 木村謙一郎氏 他 

（阿部忠氏、松谷氏、柴田氏） 

【いわき市泊】  
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【オプションコース】 

8月 27日

（月） 

夕方 

福島復興局長 加松 正利氏と 

オプション組との懇談  

 

 

【福島市泊】  

第４日目 

8月 28日 

  （火） 

福島復興局ヒアリング 

（復興施策と現状・平成 30年度以降課題他） 

対応者 

福島復興局次長 田中 耕太郎氏 

福島県環境創造センター交流棟「コミュタン

福島」 施設内容視察 

 

福島空港 17:20発～伊丹空港 18:30着  

 

第 3日目 

8月 27日 

  （月） 

大熊町いわき出張所 

 復興計画・町民帰還計画・生活再建策・

避難所生活状況などヒアリングと意見交

換 

 

 

対応者 

副町長 吉田 淳氏、  

税務課長 猪狩 良一氏 

いわき出張所 所長補佐 新川節子氏 

企画調整課 高田 吉弘氏、石田祐一郎氏（H26） 

復興事業課 小竹 秀一氏 

環境対策課 吉岡 文弘氏、澤田 慎一氏（H26） 

健康介護課 武内 由美子氏、澤田 裕美子氏 

      志賀 知美氏（H26） 

＊（H26）は H26年の神戸市視察メンバー 

大熊町梨の実サロン平 

大熊町からいわき市に避難されている町 

民との懇談 

対応者 

大熊町から避難されている町民 7世帯 8名の方 

スタッフ：松崎 幸恵氏、木田 景子氏 

   （高田補佐）  

いわき市薄磯地区復興土地区画整理事業  

事業説明、課題などを意見交換 

現地視察  

対応者 

福島高専客員教授 霜田 宣久氏  

福島空港 18:05発～伊丹空港 19:15着  
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1.名取市閖上地区の復興まちづくり 

                                      内田 恒 

◇訪問日時：平成 30年 8月 25日午前 11時～12時 30分 

◇場 所：名取市震災復興部（仙台市法務局名取出張所内） 

◇対 応 者：名取市震災復興部復興区画整理課  技術主幹 田村 理氏（神戸市派遣職員） 

◇内 容：取市閖上地区震災復興土地区画整理事業等の進捗状況の説明と意見交換、現地視察 

 

１、名取市の概要 

  ・行政面積 98.17㎢ 

  ・人 口  平成 30年 7月末 78,396人 

   （被災前）平成 23年 2月末 73,229人 

   （被災後）平成 23年 7月末 71,494人 

 名取市は仙台市の南東部に位置し、仙台湾に面した自然豊かな地域

である。江戸時代伊達藩によって阿

武隈川から名取川に至る貞山堀が開

削され、水運が発達した。昭和 32年

（1957 年）開港の仙台空港がある。

平成2年（1990年）国際空港となり、

仙台圏、東北圏の玄関口でもある。 

 

２、被災状況 

 平成 23 年 3 月 11 日（金）14 時 46 分、東北地方太平洋沖地震が発生。震度は６強であった。地震

発生から約 1時間 6分後、15時 52分頃名取市閖上港に津波第一派が到達した。名取市の最大浸水高は

閖上漁港付近の建築物の漂流物からの計測で、9.09mであった。また、最大津波浸水到達距離は海岸部

から約 5㎞の仙台自動車道まで遡上した。 

 人的被害は死者・行方不明 923人（平成 27年 7月 1日現在）で閖上地区では 667人と市内全体の約

7割であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波にのみ込まれる名取市・岩沼市の沿岸 

平成 23年 3月 11日 

（第 1波 3時 52分到達） 

陸に押し寄せて家屋をのみ込む大津波 

平成 23年 3月 11日 
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３、閖上地区の復興まちづくり 

①区画整理事業 

  名取市閖上地区は平成 23年 11月 11日被災市街地復興

特別措置法に基づいて被災市街地復興推進地域の都市計画

決定を行った。平成24年3月3日、閖上地区（当初121.8ha）

を被災市街地復興土地区画整理事業の都市計画決定し、同年

5月から事業説明会の開催、権利者等との個別面談を重ねた。

平成 25年 8月 17日、『閖上地区まちづくり全体説明会」開

催により、防災集団移転促進事業を併用した区画整理事業区

域 57ha、防集事業区域 52ha で復興事業を行うことになっ

た。 

 津波対策を考慮した事業の施行が復興まちづくりの復興

事業の方針であり、防災対策として第 1 防御ラインの高さ

を海抜 7.2mに、また、第 2防御ラインとして宅地等を海抜

5m 嵩上げすることにより、津波からの多重防御の対策をす

ることに決めた。閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業

計画は、平成 25年 11月 22日に決定した。 

 

②まちづくり協議会 

 閖上地区被災市街地復興事業土地区画整理事業の事業計

画策定作業と並行して、閖上地区まちづくり協議会が平成 25

年 5月 11日に設立されている。まちづくり協議会は平成 26

年 9月に「道路・公園・災害公営住宅」の配置計画の第一次

提案を行い、その後第二次提案では「歩いて暮らせる住みや

すいまち」「小中一貫校」「医療・福祉施設」の具体的な整備

内容が提案されている。 

 今回視察した現地で、提案された諸施設を見ることができ、

「まちづくり協議会方式」によるまちづくりが復興には欠か

すことのできない、協働によるまちづくりの原点であること

を感じた。 

 

③復興支援 

 神戸市は、東日本大震災により大きな被害を受けた名取市から復興支援の要請を受け、平成 23年の

発災後から阪神・淡路大震災の復興事業を経験した職員の派遣を行っており、平成 30年度も支援を継

続している。 
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④防集事業 

 閖上地区防災集団移転促進事業（58ha）は名取

市が買収した宅地と買収対象外の民有地（被災前

に住宅の用に供していなかった土地）が混在し、

土地の有効活用が将来できなくなる。そのため、

名取市は復興計画により災害危険区域の土地の有

効活用を図るため、「地域産業の再生と新たな産業

を誘致するゾーン」に位置づけ、区画整理手法に

より買収対象外の民有地は産業用地として集約整

備を行い、市有地についても集約化を行うことで

新たな産業誘致を図るため、平成28年7月27日、

閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業が施

行された。 

 なお、閖上東地区中央部の公園予定地には、標高 6.8ｍの小山で被災地一帯を見渡

せる日和山と、その横に震災慰霊碑「芽生えの塔」が建立されていた。碑の高さの 8.4m

は、この地における津波の高さと同じで、震災の記憶を永く将来の世代まで伝える。 

 

 

４、名取市震災復興土地区画整理事業の概要 

（１）事業名称 閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業  施行者 名取市       H30.7             

 

（２）事業名称 閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業 施行者 名取市       H30.7                               

   ＊閖上東地区は防災集団移転促進事業と合わせ施行している。当初の区域は 52ha 

 

■ 閖上地区復興公営住宅                           H30.7.31現在 

 集合住宅 戸建住宅 計 備   考 

 計画戸数 入居戸数 計画戸数 入居戸数 計画戸数 入居戸数 

１期  140戸  140戸   90戸   90戸   230戸   230戸 第 3期建設の入居予定 

集合住宅H 30.11 
戸建住宅H 30.12予定 

入居率７４％ 

２期 40 40 72 72 112 112 

３期 105 － 16 － 121 － 

計 285 180 178 162 463 342 

施行面積 事業計画決定 減歩率 仮換地指定率 事業費 施行期間 備考 

約 57ha H25.11.22 約 18.4％ 87.0％ 約 266億円 H25.11～32.3  

（整備内容）・復興住宅 集合住宅 285戸、戸建住宅 178戸 計 463戸 

      ・小中一貫校  ・公民館 

施行面積 事業計画決定 減歩率 仮換地指定率 事業費 施行期間 備考 

約 58ha H28.7.27 約 1.7％ 21.4％ 約 10.7億円 H28.8～32.3  

（整備内容）・土地の集約・整序化（民有地の集約、市有地の活用 

      ・ゆりあげ港朝市 

      ・水産加工団地 

      ・名取市震災メモリアル公園（日和山） 

慰霊碑 

「芽生えの塔」 
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（コラム１）  水運 

 

 阿武隈川河口・岩沼市納屋から名取市名取川河口 

・閖上までの 15Kmの水路は木曳堀と呼ばれていた。 

1597年（慶長 2年）から改修され、仙台城下への 

建築資材の運搬等に利用された。 

     その後、運河による水運の開発は約 300年余りの時 

を重ね、1884年（明治 17年）に東松島市の東名 

運河が造られ、総延長 46.4Kｍの運河が完成した。 

 

 

 

水運 （貞山堀） 

対照 

番号 
年代 延長 関連河川名称 市町村名 備考 

① 1597年～1601年 15 (Km) 阿武隈川～名取川 岩沼市、名取市 木曳堀 

② 1870  ～1875 9.5 名取川～七北田川 名取市、仙台市宮城野区 新堀 

③ 1661  ～1673 4.4 七北田川～塩竈港 仙台市宮城野区、塩竈市 御船入堀 

④     松島湾 

⑤ 1878  ～1884 3.6 松島湾～鳴瀬川 東松島市 東名運河 

⑥ 1878  ～1882 13.9 鳴瀬川～北上川 東松島市、石巻市 北上運河 

    計 46.4    

（註）貞山堀の参考資料は宮城県公報資料を参考にしたが、諸説ある。 

 

 

（コラム２）  あんどん松 

 あんどん松は、河川幅がせまかったことから、南側（右岸側）に河川からの越流を防ぐための堤防を築造し 

た際、140m にわたって植えられたクロマツ並木です。 

  樹高 25m以上、幹周３m以上の木も多く、現存する日本全国のクロマツ並木の中でも特筆されます。 

   伊達藩によって遠州（現在の静岡県）から取り寄せて植えた松並木の一部だと伝えられているこのクロマ 

ツ並木は、すでに 250年を超える歴史を重ねています。 

 

 

 

 

 

 

 

① 

⑥ 

⑤ 
④ 

③ 

② 

あんどん松 

閖上 



10 

 

２．相馬市の復興状況 

西  修 

 

◇訪問日時：平成 30年 8月 25日(土) 15:30～17:30      

◇場 所：相馬双葉漁業協同組合会議室  

◇対 応 者：相馬市産業部農林水産課長 伊東充幸氏 

                         ■相馬市の概要 

 

１、東日本大震災による被災状況 

死者 458名、住家被害 5,823棟（全壊 1,097棟） 

人的にも物的にも甚大な被害を受けた。また相双地方

の物流拠点であった相馬港が甚大な被害を受けたこと

や東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により、

相馬地方からＪＲ常磐線による首都圏へのアクセスが

断たれたことで物流機能が低下し、事業所の休止・閉

鎖・撤退が相次いで、震災以降製造品出荷額等が５３

億円減少するなど、地域経済に甚大な影響を及ぼした。 

 

２、復興の道程 

相馬市では市民代表や関係団体等で構成する「相馬市復興会議」を設置、平成 23 年 8 月、復興の道

標となる「相馬市復興計画バージョン 1.1」を策定した。その後、状況の変化に対応しながら数次にわた

って相馬市復興計画の改定を行ってきた。平成 27 年 3 月には、新たな生活基盤となる災害公営住宅が

すべて完成し、平成 28 年 10 月には市役所新庁舎が完成するなど、復興は新たな段階を迎えている。 

農業、漁業等の産業基盤については、農地の復旧や水産業共同利用施設の整備など概ね完成してきて 

いるが、東京電力福島第一原子力発電所の事故による風評が長引いていることもあり、中長期的な取り

組みが必要となっている。 

このようなことから、東日本大震災から 6 年が経過した現状を踏まえ、相馬市復興計画に位置付けた

各事業の進ちょくを整理するとともに、新しい総合計画「相馬市マスタープラン 2017」(H29年 2月)と

の関係性を明示し、あわせて必要となる新たな復興事業を追加して「相馬市復興計画バージョン 3.1」を

策定した。 

 

３、おもな聞き取りの内容 

①相馬市庁舎建て替え 

昭和51年建築の6階建て旧市庁舎は大震災では

致命的な被害を免れたものの、耐震性に乏しく市

民サービスの向上と安全安心の確保、環境性能や

高度情報機能を備えた新たな市民協働、交流の拠

福島県 

人 口：35,386人  

世帯数：14,445世帯（H30.7 月） 

面 積：197.79km2 

相馬市新庁舎 

相馬市 
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災害公営住宅の街
並み 

点として新庁舎が建設された。 

新庁舎は耐震改修工事との比較の結果、旧市民会館跡地(6,508.27㎡)を取得し新築された。旧庁舎跡地

は現在駐車場で教育関連施設を建設の予定。 

規模は周辺の街並みとの調和に配慮して 3階建て、和風のデザインとされた。延床面積は約 12,000㎡。

庁舎の１，２階には緊急時の支援物資受入や避難者対応のため１２ｍの通路を確保した。 

平成 28 年 10 月の 3 連休に移転を実施。作業は外注せず職員の手で行った。大量の荷物の移転に伴い

道路横断のための警察協議も行った。 

②仮設住宅 

1000 戸を建設。入居はピーク時 853戸 1,528 人。平成 28年 3月で終了と宣言したが、実際にはわず

かに残った。平成 29月 9月で 5戸 11人と連絡がとれず（行方不明含む）、完全解消は平成 30年 5月と

なった。6月には解体も完了した。 

 

③災害公営住宅 

 410 戸を建設。8月 24日時点で 358戸 682 名。空家は 52戸

（5％）で増加傾向にある。災害公営住宅の戸数は意向調査して

建設したがどうしても乖離が出る。身内と同居が決まったり、

資金繰りができて自宅再建できた、などが理由で退去される。 

空家の活用については、被災者を優先すべきかどうか悩まし

い問題。実は市内で他市町へ提供している仮設は残っている。

災害公営住宅に入居すると東電からの賠償金は受けられないた

め、被災者の側にも悩みがある。 

払い下げは５年後を予定している。現在７割が払い下げ希望だが、後継者がいない場合など取得する

意味があるのかなど、最終的にどうなるかは不透明。現在の予定では、土地つき５００万円程度で、国

から２００万円の補助がある。建設費は資材費、労務費の高騰で当初から毎年１５％ずつ値上がりし、

最終は１．８倍になっている。払い下げが同じ値段でよいかも課題となっている。 

 

「井戸端長屋」 

単身高齢者対応のサービス付き災害公営住宅。入居者

の共助により孤独死を防ぐ取り組みで市長の肝いり施策

である。5棟 58戸建設し、現在 35戸 42名入居。退去者

は、認知症を発症された方、長期入院で帰れない方など

事情は様々。 

手厚い施策があり、一般の災害公営と比べると不公平

ではないかとの声もある。 

＜サービスの一例＞ 

・おでかけミニバス＝福祉巡回車で診療無料送迎 

・健康チェック 

井戸端長屋 
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・リヤカー隊＝買い物支援 

・配食サービス（１００円負担） 

・チャルメラカー＝移動販売車 

井戸端長屋は施策として評価されたが、運営は大変である。単独では動けない方も多く、入居者の見

舞いに来られた方や、入居者の親族などで病院への送迎をされる方が他の入居者の依頼で買い物を頼ま

れたり、アッシーのように使われたりして苦情が寄せられたりしたため、地元スーパーに移動販売車の

運営を依頼して対応した。見守りを 3人配置し、５棟を巡回している（以前は 1 棟に 1人体制だった）。 

 

④農業の復興について 

農地 3,125ha のうち 1,100ha（35％）が被災。内陸から復旧を進めた。手順は①瓦礫撤去②用水路排

水路復旧③除塩（水張→拡散→排水）④農道復旧 

4年目以降は、雨などによる自然の除塩が進んでおり、除塩作業がほぼ不要だった。営農者数は細目書

（届出書）をベースに戸数確認。平成 28年から減少している。国の方針で農地の集約化、法人化を進め

ており、実質的に半端な個人の営農者は相手にしていない。大規模営農者が法人化すると補助金などを

活用できる。 

今後の課題としては、担い手の確保、農産品の多様化、放棄地の問題、６次産業化の推進などが挙げ

られる。また有害鳥獣問題も深刻。阿武隈山系はイノシシで、肉を食べていた頃は年間 100 頭程度狩猟

していたが、現在は 350頭／年。隣の南相馬は 1,500頭捕獲している。 

 

⑤漁業の復興について 

原釜、磯部、松川浦の３漁港で、531艘中 381艘が被災、現在 350艘まで回復した。漁業施設は 15ｍ

の津波で躯体は残ったが全滅。しかしハード面の復旧は 95%以上。ほぼ平常時にもどった。残事業は県

による圃場整備程度となっている。今年、松川浦の青海苔がようやく復活した。主に三重県に出荷され

ており、「ご飯ですよ」の原料である。 

漁業施設のデザインは市長のトップダウンで和風に決定

した。白壁、なまこ壁、和瓦風。膜構造屋根で光を入れ明る

い施設になっている。鳥害防止のための深い庇の採用や電動

フォークリフトの導入、タイヤ洗い施設など最新の設備を整

備した。 

漁具倉庫は、震災前は漁具を自宅屋敷に収納するのが一般

的で、500㎡級の大規模な家屋が普通だったが、住宅は高台

に移転して職住分離したため、海岸部に倉庫が必要になった。 

磯部水産加工施設は、従前の 6社が共同で運営することを

前提に市に整備を依頼し建設された。 

放射能汚染については、放射線セシウム検査を実施している。

福島県漁連の独自基準で 50Bq以下とし（国基準は 100Bq）、

現在７種を出荷制限対象魚種に指定しているが、一度引っか

かると半年後に再検査となり、なかなか解除されない。 

相馬双葉漁協（原釜尾浜） 

原釜尾浜の漁業施設 
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防潮林の整

備 

水揚げ量は少しずつ回復している。単価もようやく回復してきたが、他港と比較されると買い叩かれ

たり後回しになる。 

今後の課題としては、東電の汚染水放出によるトリチウム汚染で、風評被害が懸念される。 

        ３港の漁獲量・売り上げの推移 

年 水揚量 売上 

従前 18,600ｔ 64億円 

H24 159ｔ 900万円 

H29 2,926ｔ 16億円 

 

⑥その他 

沿岸部では、8年ぶりに海水浴場が再開できた。港湾部局、県、観光協会との連携でようやくこぎつけ

た。海水浴場の整備は県港湾整備事務所。計画策定に 4 年、整備に 3 年を要した。防波堤整備が優先さ

れたことも再開の遅れた理由のひとつ。 

東北中央道（＝高規格道路）が平成３２全通予定で、こ

れにより、米・福・相の米沢～相馬が 80分から半分の 40

分に短縮される。内陸から相馬に出てくる人の流れが増加

することが期待されており、直売施設を整備する予定。 

防潮林の整備は、整備開始から３-４年目。松の苗が不

足しており徐々に整備いる。完了までには３、４０年かか

るだろう。 

 

４、伊東課長の雑感 

 沖防波堤を越える訳は無い、という過信で津波に備え

が甘かった。実際に見たが巨大なコンクリートの塊が

動いてガタガタになっていた。 

 他港で揚がらないと普通に売れるのだが、これが風評

被害ということかというのが実感。 

 漁業では後継者不足はあまり心配していない。船さえ

あれば誰か乗る。一晩で 1,000～2,000 万円稼げるこ

ともあり、食べていける。心配なのは風評だけと言え

る。 

 一方、農業は懸命になって 1 年で 500 万円程度の収

入。後継者が心配である。 

 農業の集約化・法人化の推進は両刃の剣で、こけると一気に大規模な農地がだめになる。現在の法

人は大農家の寄せ集めで、一緒にやるノウハウがあるわけではなくうまくいかない。それぞれにノ

ウハウがあるが意見が衝突し分解することもある。仲良くやってくれと祈るのみで、まさに綱渡り

状態と言える。がんばっている個人営農者をもっと大切にすべきだと思う。 

 水稲単作は簡単だが、野菜は手間がかかるので多品種化は簡単ではない。高齢化した営農者には困

相馬双葉漁協（原釜尾浜） 

車中で解説する伊東課長 

防潮林の整備 
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難だと思う。 

 １＋２＋３＝６次産業化も米を作るので精一杯の農家に加工まで担うのは無理で、しっかりとした

支援が必要だと思う。 

 

５、まとめ 

 相馬市は、沿岸部での津波による被害が大きく、内陸部での建物倒壊等は軽かった。農水産業の被害

が大きく、ハード面の復旧は進んできたものの売上等については震災前の状況をはるかに下回り復興の

道のりはまだ半ばと言える。 

 住宅については、災害公営住宅は既に空家が 5％になっている。今後は退去跡の活用をどう活用するか、

また払い下げの枠組みについても検討が必要となっている。一方、放射能汚染で避難している自治体か

らの被災者向けに提供している仮設住宅は存続しているが、東京電力からの補償を受けるために仮設を

退去できない事情があり、今回の災害の特殊性が伺える。 

 水産業については、放射能汚染による被害が大きな影響をもたらしており、試験操業が続く中、水揚

げ量は６分の 1以下までしか回復していない。一方で、東京電力による営業補償が行われていることか

ら、漁業従事者にも本格操業に向けての意欲が高まらない部分があるという指摘もあり、ここにも今回

の災害の特殊性が伺われる。 

 農業については、大規模化、法人化が進められているが、それにマッチした技術や経営のノウハウが

未成熟であり、今後の発展については決して楽観視できるものではないようである。 

また、相馬市は昭和末期から既に人口減少が始まっており、農水産業の従事者の高齢化や担い手の問題

など全国の地方共通の悩みを持っているといえる。 



 

15 

 

３．浪江町の現況 

                                太田 耕司 

 

◇訪問日時：2018年 8月 26日 午前 9時 30分 

◇場  所：浪江町役場本庁舎２階  会議室 

◇対 応 者：浪江町役場 まちづくり整備課 計画係長 青田 洋平氏 

      浪江町議会 議長            紺野 榮重氏 

 

被災時人口  21,434人 

当初避難者数 県内 14,400人 県外 6,300人  

帰還者数 805人 

 

１、自治体状況（職員生活状況、税収・・） 

 当初は津波被害のみと考え、翌朝に津波の捜索活動や交

通整理をする予定だったが、全町民が避難対象になった。

福島原発からの放射線が風に流されたことによるものだっ

たのは後から分かった。 

 発災後しばらくしてから放射線量分布が公表されたが、

すぐ発表されれば町民をもっと早くに誘導できたと思う。 

避難先では、食料がない・ガソリンがない・情報がない

と大変な思いをすることになる。 

浪江町のある浜通りは冬でも比較的暖かく、夏はクーラーいらずの気候であるが、避難先

の会津地方や中通りは雪深く、馴染めない避難者もいるようだ。 

 

２、復興計画と復興事業や進捗状況、産業復興、住民生活再建

状況 

浪江町役場を中心したまちづくりや新しい産業を軸に 4

～5 千人のまちづくりを目指している。平成 29 年 3 月 31

日に一部避難指示が解除され、自由に居住や経済活動などが

できるようになったことを機に、本格復興期として、全町民

の幸せな暮らしの実現とふるさとの再生を実現するという

道すじをたてた。 

まずは、働く場として産業団地の開発を進めている。たと

えば水素製造拠点が建設中であり、また、日産の子会社フォ

ーアールエナジー㈱が浪江町事業所を開所した。 
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教育関連では、小中併設学校開校、にじいろこども園開園など戻って来やすい環境を整

えている。 

上下水道や道路の整備が完了しており、鉄道も仙台から浪江までつながっている。 

平成 25 年にはガソリンスタンド 2 社が営業開始、平成 28 年には仮設の商業店舗で昼食の

提供、平成 30年には 116事業所が営業をしている。 

漁業は、試験操業を行っており、現在 26隻が稼働している。 

農業は、水が手配できない厳しい現状であるが、平成 26年に実証栽培し、全量全袋検査

ですべて基準値以下となっている。全国で一番厳しい基準で栽培しているので安全であり、

東大生協へも納品している。花卉については、トルコギキョウなどを東京の市場に出荷、

高品質で高値で取引されている。 

災害公営住宅に関しては、２戸１タイプや戸建てタイプ、

高齢者が多いと考え戸建ては平屋にした。現在 85 戸公募し

９割を超える入居率である。 

このような取り組みの中、現在、居住者数が 805人であり、

高齢者が多い。小学生は 8名、中学生は 2名、保育園は 12名と少ない。国の支援などもあ

り、徐々にではあるが戻りつつあると思うが、まだまだ人が戻ってこないのが現状である。

就業場所や子供の転校問題などの理由から他地域で落ち着ている家族も多い。また、面積

の 8 割（人口割合では 2 割程度）の地域で避難指示解除がされていないことも影響してい

るものと思われる。 

   

３、学んだことや今後の課題や意見など 

当初は、どのように復興するのか、浪江町がなくなってしまうのではないかといった考

えもあったが、高齢者の「この町を是非とも子孫に見せたい」という強い言葉に心を打た

れ、「先人から受け継ぎ次世代に引き継ぐ義務がある」を復興計画の方針に入れた。 

目に見えない怖さに翻弄されながらも地道に働く公務員が印象的であった。視察などに

より復興状況を見ていただくことが浪江町にとってありがたいことだと思うという発言か

らも、現状の把握がされない限り忘れ去られる町であるという切実さが伝わった。 

「まちづくり」より「まち残し」という今までにない復興の過程を歩むことがまちとし

ての存続に欠かせないテーマであると感じている。 
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４．浪江町 帰還された地元役員さんとの懇談             

                                             倉橋 正己 

◇訪問日時：平成 30年 8月 26日（日）11：30～12：10 

◇場  所：浪江町権現堂区集会所 

◇対 応 者：佐藤秀三さん（浪江町行政区区長会会長） 

      牛渡さん 

      紺野栄重さん（浪江町議会議長） 

 

■主な内容 

（佐藤さん） 

 ・立ち入り禁止のところを、家の灯りを消して帰ってきていた。 

 ・私にとって復興とは、まちに人が住むようになること。人が立ち寄ってくれること。したが

って、私自身の復興は出来た。 

（牛渡さん） 

 ・帰還を楽しみにしていたが、6 年離れて帰ってきたら、町にいる人は工事関係者ばかりで、

浦島太郎が戻ってきたような状態だった。 

 ・もう少し早く帰還できていれば、もっと多くの人が帰ってきたのではないか。 

（紺野さん） 

 ・請戸地区は全戸津波で流された。 浪江町全体で 182人死亡した。そのうち請戸地区だけで

154人が死亡した。 

 ・棚塩地区は 80戸が津波で流された。 

 ・全町避難は国の指令だった。 

 ・避難中の困りごと 

① 3日間食料が届かなかった。近くの農家から米を集めて炊いた。おにぎりだけだった。 

② トイレの問題。校庭に穴を掘って、シートで囲った。 

③ ガソリン不足。 

 ・役場は職員の数も足りないので、これらのことに対応できなかった。「ガソリン 20リットル

配るから、それで親せきや知人のところに避難してください」だった。 

・最初は「１０km離れてください。」で（町内の）津島地区へ。次に「２０km離れてくださ

い」で二本松市へ。（津島地区は原発から北西の

方向で放射線量が高い地域だったことが後から

公表された。結果的に住民は浴びなくてもいい放

射線を浴びることになった。） 

 ・道路は避難する車で大渋滞になった。      

 ・皆、平均 6回は移動している。親せきの家には 

1週間もおれない。私は、津島→体育館→横浜 

→仮設住宅と移った。 

写真-1 左から佐藤さん、紺野さん、牛渡さん 

写真－２ 津島地区へ避難する車列 （平成 23年

3 月 12 日撮影）    「浪江町災害記録誌」より 
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・母親が認知症で、避難先の体育館で隣の人の荷物を取ったりして困った。 

 ・0歳児の泣き声で迷惑がられて母親が困っていた。 

 ・避難先で官公署はすぐには入れてくれなかった。貸家の家主は放射能が怖いと入居を断った。   

 ・役場の指示は「〇番～〇番は△へ行って下さい。●番～●番は▲へ行って下さい」だった。 

 ・今、防災訓練で（指定避難所への）避難訓練をしているが、住民が逃げる方向は風上しか逃 

げないようになっている。訓練は役立つのか疑問だ。 

・集団で避難したということではなかった。避難のためのバスは浪江町には多くは来なかった。 

運転手が嫌がったようだ。（＊結果的に町が手配して、3台確保できた） 

・町は、津島支所が機能していたので本部を津島地区に設置したが、次に二本松市へ移した。

今は二本松市に仮設の役場をつくっている。 

 ・心理面では、放射能は目に見えない。学者によって言うことが異なるので不安がつのる。 

 ・賠償 ①10万円／月・人 は避難指示解除後 1年間延長されたが、今は終了した。 

     ②帰還困難区域の人は 700 万円／人 を賠償された。線引きではずれた人、賠償がも

らえた人で、住民間のトラブルが発生した。 

  

  

【参考資料】 

（１）地震発生からの経緯                  （「浪江町災害記録誌」より抜粋） 

  3月 11日 14時 46分：地震発生 

            浪江町災害対策本部設置 震度６強               

15時 30分頃：原発に津波到達→電源喪失  

19時 3分：政府は原子力緊急事態宣言   

21時 23分：政府、3 km圏内の住民に避難指示   

22時～23時：政府は避難用にバス 100台を手配 

            （3km圏内の双葉町、大熊町へ） 

   3月 12日 5時 44分：政府、避難指示を 10km圏に拡大 

       8時 2分 ：町が移動バス手配 

       8時 40分：移動バス 3台により 10 km圏外へ移動 

       

（２）町民の避難経過           （「浪江町の復興状況及び復興への課題」 馬場有 より） 

 

3月 12日 10時    ：第一原発、ベント開始 

        13時    ：災対本部を津島支所へ移転決定 

           15時 36分：1号機で水素爆発 

18時 25分：政府が 20km圏に避難指示 

3 月 15 日  4 時 30 分：町災害対策本部会議で二本松方

面への避難方針決定 

        13時   ：住民移動開始 

     二本松市役所東和支所に災対本部設置、計 15

箇所の避難所を開設。 
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５．富岡町の現況 

                            笹原 和喜男 

◇訪問日時：平成 30年 8月 26日午後 

  ◇場  所：富岡町役場会議室 

◇対 応 者：富岡町企画課課長補佐兼広報係長 畠山信也氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、被災の状況 

位置   福島第一原発より 約 5km～14km 

被災状況 震災による死亡者  24人（含 行方不明者）  避難中の災害関連死 429人 

      全壊 414棟 大規模半壊 895棟 半壊 2,565棟 一部損壊 1,760棟 損壊なし 244棟 

      超長期の避難の影響…家屋を修繕する人や資材の不足、鳥獣による被害、家屋荒廃等 

避難   三度の避難…①3/11町内の集会所や体育館へ ②3/12川内村（西隣の町）へ 

③3/16郡山市へ 

規制関係 

H23(2011).4.23 町内全域 警戒区域に↓ 

 

 

 

 

 

 

 

H25.3.25警戒区域解除・避難指示区域見直し↑ 

H29.4.1 一部を除き、避難指示解除 → 

 帰還困難区域 10㎢（15％）  

4,800人（30％） 

 

 

 

 

復興計画 

 各種アクションプラン等の策定（抜粋） 

   H27.6 災害復興計画（第二次）を策定 ～町が進むべき方向性を示す 

   H27.9 富岡町再生・発展の先駆けアクションプラン～復興拠点整備計画 

   H29.2 農業アクションプラン 

   H29.12 富岡町帰宅困難区域再生構想 

   H30.3 富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画 

富岡町の概要（震災前） 

  面積  68.39㎢ 

  人口  15,755人 6,032世帯（平成 21年） 

  主な公共施設 裁判所・双葉警察署 

         富岡土木事務所 

         金融６行７店・郵便３局 

         小中学校４校  高校１校 等 

  イベント  夜の森さくら祭り 

        麓山（はやま）の火祭り 

        秋の祭事 えびす講市 
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２、現在の状況 

人口の状況 住民基本台帳 13,170人  5,516世帯 （H30.8.1現在、以下同）  3千人の減 

居住状況  町内居住者 738人（5.6％） 516世帯（9.4％）  65歳以上が 34.4％ 

      県内居住者（除町内）9,765人 4,753世帯 

       いわき市 5,844人 2,765世帯、郡山市 2,293人 1,131世帯、福島市 224人 109世帯 

      県外居住者 2,662人 1,370世帯   茨城県・東京都・埼玉県など 

 ※町内居住者は、公務員・原発関係者が多い。住民票を移さない人もいるため、町内の実際

の居住者は 1,500人くらい。商業者は、避難先で仕事をしていると戻りにくい。 

各機関の再開等 

  行政機関等…町役場・警察署・県合同庁舎・消防署・郵便局・ハローワーク・銀行４行 等 

  医療等………町立診療所・県立附属病院（救急病院）・デイサービス 

  商店…………さくらモール・ガソリンスタンド  ※まだ客が少ない。 

  其の他………小中学校併設校…Ｈ30年４月開校 生徒は２０名くらい 従前は各２校あった 

        災害公営住宅（３団地、154戸）…帰宅困難者・津波被災者・自宅を壊した人が入居 

        ＪＲ富岡駅―竜田駅…１時間に 1本（増便を要望中）。 

                  全線開通すると北から来る人が増える。 

町外生活の支援  支所の開設…郡山・いわき。 県外避難者に対しては埼玉に拠点がある。 

          交流サロン…県内に５か所（福島・郡山・いわき（３）） 

 情報発信   広報紙（月 1回から 2回発行へ）7,700部発行 町内全世帯配布+町外拠点に配備 

３、富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画（平成 30年 3月認定） 

 特定復興再生拠点区域  約 390ha 

帰還困難区域の再生に向けた第一歩として 

西側の区域を設定。 

残りの東部については未定。 

 計画の概要  

計画期間 H35年 5月まで 

除染完了・居住開始時期 

H35年春頃（一部は H31年度末） 

居住人口 目標約 1,600人 

主な事業 除染、家屋解体、 

道路・上下水道等のインフラ復旧、 

JR 夜ノ森駅の整備（JR 常磐線再開に併せた整

備） 

      桜並木等の観光資源を有効活用できる環境の整

備 等 

４、その他 

 福島第 2発電所…廃炉が決定。雇用・交付金・固定資産税等の

課題がある。 

 太陽光発電………120町歩。町も出資している。 

 町の職員…………正規職員は 136人。 

うち半数が震災後採用（土木・IT関係など）。 

         他に、応援が 40名程度。 

 農業………………環境は整っているが、やる人がいない状況。 

 人口の見通し……H32年には 4～5,000人にはなりそう。 

 富岡駅前…………震災前から区画整理をしていた。復興拠点としていく。 

 桜並木……………町のシンボル。先行的に除染をした。 
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６．除染および中間貯蔵施設について 

松下 眞 

１、はじめに～除染により集積された廃棄物の行方 

今回の福島視察は、前回（2016 年）見た「除染作業」および仮

置き場に集積された黒い袋（除染廃棄物）の山がどのように処理さ

れるか、確認する機会となった。 

まず、除染作業がどのように行われるか見ておきたい。福島第一

原発に近い大熊町・双葉町・富岡町などは、「除染特別地域」とし

て国が指定し、国直轄で除染作業がおこなわれる。これに対し、そ

の他の地域では、汚染状況重点調査に基づき、「除染実施区域」を

定め、各市町村が除染作業を実施する。 

2018年３月の時点で、「除染実施区域」での面的除染作業はすべ

て終了している。また、「除染特別地域」でも帰還困難区域を除い

て面的除染は終了している。ただ、除染作業に伴い各地に集積され

たフレコンバッグ（除染廃棄物が封入された Flexible Container 

Bag）を処理（分別・減容・保管）するための中間貯蔵施設が必要

となっている。これら施設は結局、大熊町・双葉町に建設することとなった。 

 

２、施設訪問 

2018年 8月 26日、環境省から許可を得て大林・熊谷・大本 JVが

受注した「平成２９年度中間貯蔵（大熊３工区）土壌貯蔵施設等工

事」（以下、大熊３工区）を、大林組の松谷所長・柴田氏（情報処理

工務長）・阿部氏（OB）の案内により見学した。 

国道 6 号から施設に向かう分岐点に検問所があり、写真付身分証

明書と申請者リストの照合を受け、中間貯蔵施設が立地する一帯に

入っていった。大熊３工区は、受入・分別処理施設と土壌貯蔵施設

から構成され、処理場は全体がテントで覆われた巨大な構造物であり、

事務所棟には全工程を監視制御するシステムがある。 

 

３、概要説明 

大熊３工区は、平成 29年 5月に契約し、工期は平成 33年 3月末

である。（約 4ヵ年） 契約額は、404億円（税抜き） 

工事内容は、除染廃棄物の輸送・分別・貯蔵である。輸送は福島

県内で集積された 8000Bq／kg以下の除染物（100万袋）の輸送を GPS

で管理された車両で確実に管理する。分別は可燃物を分離し、可燃

物は減容化施設へ送り焼却処分し、灰を確実に管理する。不燃物（土）

は埋め立て施設で 30 年間確実に貯蔵する、というものである。輸送は、事前に輸送ルートが指定され、

図 1．除染特別地域 

（環境省 除染情報サイトより） 

図 2．検問所でチェックを受ける 

図 3．概要説明する松谷所長 
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ルートから逸脱することなく、安全で確実な輸送が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４、分別システムの見学 

分別システムの見学は、テントで覆われた施設内で中空の歩廊からおこなった。1次分別→改質→２次

分別の後、ベルコンで埋め立て場に送られる。土質の判別、水分の管理、土壌改良剤などで技術力が要

求され、各 JVで特徴がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５、貯蔵施設の見学 

貯蔵場所は近くの谷間を整形して、遮水シートを敷き、土砂を受け入れ、埋め立てするとともに浸出

水処理施設と調整池から構成されている。浸出水については常時モニタリングを行って線量等を監視し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．中間貯蔵施設における工程（環境省 中間貯蔵施設情報サイトより） 

図 5．建屋内での分別工程（環境省 中間貯蔵施設情報サイトより） 

図 6．貯蔵工程（環境省 中間貯蔵施設情報サイトより） 
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６、見学を終えての所感 

「中間貯蔵施設」というものの内容が具体的に理解された。見学は、

マスク・綿手・ヘルメットを着用し、見学終了時には被爆線量をチェ

ックして安全を確認した。グループとして松谷所長が所持していた線

量計では、この間の被爆量は１μSV（積算値）であった。一方、埋め

立て場に設置された線量計では、6.3μSv／hr が表示され、この場所

に１時間滞在すると 6倍の線量を浴びることになる。 

いわき市の大熊町梨の実サロンでの懇談では、中間貯蔵施設に土地

を売却した被災者もおり、大熊町に戻るにも場所がない状態になって

いる状況がわかった。この原発災害がもたらした影響の大きさを改め

て認識することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中間貯蔵施設そのものの写真は全体がわかる

だけの掲載とさせていただきました。 

図 7．見学終了時に被爆線量のチェ

ックを受ける 

図 ９．貯蔵施設を見下ろす場所に設置

された線量計は 6.368μSv/hr  

図 10．貯蔵施設を背景にマスクをつけた

まま記念撮影 

図 ８．中間処理施設（分別工程）の内部 
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７．いわき市久之浜地区の復興状況        

石井 修、福田 敬正 

   

◇訪問日時：平成３０年８月２６日 18 時～  

◇場  所：浜風きらら（久之浜地区コミュニティ商業施設） 

◇応 対 者：市議会議員 木村 謙一郎 氏 

いわき市消防団 7 支団長 渡部 喜和 氏  

 

１、久之浜地区の位置・概要 

 ・福島県いわき市の北東端に位置。東は太平洋に面している。 

・福島市から直線距離で約 80km、いわき市の中心部からは 

約 14km、東京電力福島第一原子力発電所からは約 30kmの位置。 

・震災前(2010年 9月 1日現在)の総人口：5,617人 

世帯数：1,953世帯 

 

２、被災状況   

 ・市街地では、津波と火災により地区の６割が流出・延焼。人的犠牲も含め甚大な被害が発生。 

 ・河川を津波が遡上し、大久川の木橋も流出するなど被害は広範囲に及んだ。 

・福島第一原発から３０キロ圏内、一時は全域が避難区域となった。 

 

３、復興への動き 

 ・地域住民が中心となり、2011 年４月 20 日に「復興対策協議会（＝まちづくり協議会）」を発足。 

・協議会には部会を設け、復興に向けたまちの「復興グランドデザイン」の策定を進めた。 

・策定に当たり、外部の支援を受け、問題点の抽出、解決するためのアイデアを住民参加で進めた。

・協議会は「復興グランドデザイン」を市長あて提出、市は要望を検討して都市計画決定を行った。 

 

４、久之浜震災復興区画整理事業 

  土地区画整理事業と都市公園事業を一体的に実施 

【概要】 

・ＪＲ常磐線久ノ浜駅の東西２地区で構成 

・県立自然公園波立海岸沿いの市街地エリアと国道６号 

・およびＪＲ常磐線の西側の新市街地エリアの区域 

                                               

 

 

 

 

 

 

※土地の引渡しは既に完了。平成３０年中に換地処分。 

  

 ○取組のポイント  

  ・土地区画整理事業（市事業）と都市公園事業（県事業）を 

一体的に実施し、効率的な事業推進を図った。 

  ・震災前に商店街があった地域は、嵩上げ後の土地を中心に、商業街区、住宅地や公共施設を 

計画的に集約・配置した。

【土地区画整理事業】 【都市公園事業】 

 施行区域 約２８．３ha  施行区域 約１１．２ha 

 施行区間 Ｈ２４～３２年度  施行区間 Ｈ２４～２７年度 

 施行者 いわき市  施行者 福島県 

 総事業費 約１０５億円  総事業費 約５５億円 

 減歩率 60.70%    

JR いわき駅 

いわき市 

久之浜・大久地区の位置図 
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５、浜風きらら 

久之浜地区では、海沿いにあった約 40 の商店を 

失った。営業再開に向け、他の地区での空き店舗の 

活用も検討する中、住民の「買い物をする場所が近 

くに欲しい」という声や、商店主の「久之浜で営業 

したい」という声から、久之浜地区内において、再 

開を進めるようになった。 

震災から半年後の、地区内の小学校の校庭において、仮設商店街『浜風商店街』を設置した。その後、

地区の中央部に『浜風商店街』を引き継ぐ形で、久之浜町コミュニティ商業施設として、『浜風きらら』

が平成２９年４月２０日にオープンした。 

 

６、懇談会にて 

（１）木村 謙一郎 氏（いわき市議）のお話 

  ・復興状況の実情として、５０～６０歳代の方は自宅の再建が厳しい模様である。 

・意向調査では、久之浜への再建希望は震災前の人口の半分程度とのこと。 

  ・久之浜地区はまちづくりの組織を作るのが早く、スピーディーに事業を進めることができた。 

  ・課題は３点あると考える。 

①記憶の継承、視察の受け入れも多いが、どう伝えていくか。 

②いわきにおける次の産業（企業誘致）は何になるのか。 

今までは原発関連であったが・・・ 

③福島の地場産業とは？（地域の特色をどう出す？）  

 

（２）渡部 喜和 氏（消防団副師団長）のお話 

  ・地震後、ポンプ車に乗り、地域内で津波避難を呼びかけていたが、ポンプ車ごと津波に流される 

・何とか助かり、津波が弱まったのを確認して救助活動を開始。 

・火災が発生しており、消火活動を開始するも消防車が津波で流され、消火栓が使えない、道路は瓦礫

などで思うように動けない等、消火活動は難航した。 

・消火を終えたのは翌朝だった。思うように消火できなかったことに悔いが残る。 

  ・周りが落ち着ついてくると、窃盗事件が発生してきた。そのため、見回り活動を開始した。 

 

７、所感  

   久之浜地区においては、復興協議会が立ち上がり、住民と行政のパイプ役になって、地域の合意形成

を図った。しかし、避難住民も多く、情報共有は容易では無かったようだ。協議会の立ち上げやプラン

作成には、まちコン等の外部サポートが有効に機能した。地区内にキーパーソンがいると、合意形成も

図りやすいとのことである。 

現在、事業用地の土地を分譲しているが、高齢者にとっては自宅再建が困難であること、また、大き

な災害公営住宅（120 戸）に住む者がいることから、購入希望者は少ない状況である。 

   コミュニティの構築においては、集団移転した者のコミュニティの結束は図りやすいようだが、集団

移転せずに地域に残る住民と集団移転した者との関係については課題が残る。 

      

 

「浜風きらら」 
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 ８．大熊町：全町民避難という現実と将来？ 

 橋本 彰 

 ◇訪問日時：平成 30 年 8 月 27 日午前 9 時～11 時   

◇場 所：大熊町いわき出張所（いわき市好間工業団地内） 

◇対 応 者：吉田副町長他 10 名 企画調整、復興事業、環境対策、健康介護、税務などの部局より 

 

１、吉田副町長からのお願い  ～やっとスタートラインに～（会議あいさつより） 

東日本大震災が発生してから７年半が経過し、「順次、警戒区域が解除。本格的な復興のステージへ」

という言葉が聞かれるが、大熊町は「やっと、スタートラインに立った」という状態だ。全町民が町外

に避難している。東京オリンピック時には復興が進んでいることが強調されるだろうが、この大熊町の

現状を多くの人々に発信していただきたい。お願いします。 

２、大熊町の紹介  ～原発の立地から大きく変化した～ 

昭和 29年、大野町と熊野町が合併、大熊町が発足（当時人口 8815人）。昭和 46年、福島第 1原発が 

運転開始。人口は昭和 40年ごろは 8000人を下回っていたが、この頃から増加に転じている。 

産業も、農業等の第 1次産業が 64％（昭 46）から９％（平 17）になった。平成 17年時点の人口は 

11,505人、世帯数は 4235世帯であったが、人口は微少ながら増加傾向であった。現在に至る町勢には原

子力発電所が大きな影響を与えている。 

 

 

 

 

 

 

 

３、大熊町の現状～全町民が町外に避難しています。今後は「生活再建支援」と「町土復興」をめざす～ 

・大熊町の平野部のほとんどが「帰宅困難区域（赤）」 

・「居住制限区域（緑）」、「避難指示解除準備区域（青）」は、国により、除染が完了している。 

・全町民が町外に避難している。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

避難指示解除準備区域 

 

帰還困難区域 

居住制限区域 

特定復興再生拠点区域 中間貯蔵施設予定地 

福島第一原発 
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＜避難先＞    県内 7,908人   県外 2,519人  

１,いわき市 4,678人 2,郡山市 1,072人 3,会津若松市 822人 

＜行政拠点の配置＞１,会津若松出張所（会津若松市） ２,いわき出張所（いわき市） 

３,中通り連絡事務所（郡山市） ＊大川原地区に町役場庁舎の建設を進めている。 

＜コミュニティ拠点の配置＞ 会津若松市、いわき市、郡山市に拠点を設置。 

復興支援員の派遣などを実施し、自立を支え合い、絆をはぐくむことのできるコミュニティが育つ

環境づくりを進めているが、大熊町町民であることを隠すなど地域になじめず、仕事がなくなるな

どの喪失感などで生活不安になる町民が見受けられる。出生率も下がっている。 

＜住民の意向 H30.1＞  ・戻りたい           12.5％   

・まだ判断がつかない 26.9％  

・戻らない           59.3％ 

  

 

 

 

 

 

４、復興への歩み やっとスタートに 

＜復興計画の理念＞  ・避難先での安定した生活（生活再建支援） 

           ・帰町を選択できる環境づくり（町土復興） 

＜大川原地区復興拠点の整備＞  

町土復興の拠点として、H30年度を目標に整備を進める。復興拠点から少しずつふるさとを取り戻す。 

帰町する住民を約 1000人、研究者や廃炉関係の事業者などの移住者約 2000人の計 3000人程度を想定し

ている。  ・役場庁舎 ・交流ゾーン（商業、宿泊、ホール等） ・公営住宅（戸建て）  

・再生賃貸住宅 ・医療・福祉施設  ・幼小中学校  ・JAEA研修施設などの業務施設 

周辺には、東京電力の従業員向けの福島給食センターが H27より稼働。H30には東京電力社員の独身寮

（750 戸）が完成、入居。H28 から「ふるさと再興メガソーラー発電所」が発電開始。又、H31 目標に町

運営の「イチゴ植物工場」の建設が進んでいる。 
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５、大熊町の今後 ～3本柱で進める～ 副町長の言葉より 

（１）大川原地区復興拠点の完成(18ha) 

  新庁舎が H31年 3月に完成。順次、公営住宅など H31に完成予定。 

（２）特定復興再生拠点区域の復興再生（860ha） 

  帰還困難区域の内、860haを H29に指定。概ね 5年先の避難指示解除を目指す。H39の人口目標を約

2600 人とする。インフラの復旧、住環境整備、地元企業の再開、企業・研究機関の誘致、営農再開

などに取り組む。「どんどん除染してほしいが、やっと 860haが認められた。土地利用の詳細が求め

られるなど国の対応が厳しくなっている。」（副町長） 

（３）帰還困難区域の活用 

  町の目標としては、「長い年月を要するとしても、その全域を避難指示を解除する」 

  特別復興再生拠点区域の拡大をめざし、新たな活用を検討する。 

○今後の産業については、（副区長の言葉） 

廃炉関連の対策が続くこの 30年ぐらいの間に、廃炉・ロボット関連産業と研究機関の育成に力を入

れ、（福島第 1原発の雇用は震災前は 7000人ほど、現在は 3500人）その間に、新たな産業の誘致育成

に努める。現在、太陽光発電などの再生エネルギー産業、リサイクル産業、イチゴの水耕栽培工場な

どを進めている。 

＊避難指示区域 

＊帰宅困難区域(赤) 放射線量が常に高いレベルにあることから避難を求めている区域(50ｍ㏜/年以上) 

＊居住制限区域(緑) 将来的に住民が帰還し、コミュニティ再建をめざす。除染を計画的に実施する区域（20～50ｍ㏜/年） 

＊避難指示解除準備区域(青) 住民が帰還できるための環境をめざし、長期的に年間１ｍ㏜以下をめざす区域（20ｍ㏜/年以下） 

＊福島イノベーションコースト構想 

   東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域の産業を回復するため、新たな産業基盤の構築を目指す。 

廃炉、ロボット、エネルギー、農林水産などの分野におけるプロジェクトの具体化と、人材育成、交流人口の拡大に取り組む。

福島県が主導した。大熊町には、JAEA大熊分析・研究センターが、H30.3に一部運用が始まる。当センターでは燃料デブリ等の

性状把握、処理技術の開発がおこなわれる。   ＊JAEA 日本原子力研究開発機構 
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        ９．大熊町梨の実サロン平 

                衣川 広美、 濱 裕子 

◇訪問日：平成 30年 8月 27日(月) AM 

いわき市平に避難されている大熊町民の皆さんの交流拠点として『梨の実サロン平』を開設。   

サロンは地域の方や町民同士が集まる交流の場。                      

スタッフが、3B体操など新たな企画を組み入れて活動を支援しており、誰でも気軽に立ち寄れ

る場所として大熊町が開設している。

《スタッフ》 松崎幸恵、木田景子・・大熊町の町民 

《開設時間》 午前９時 30分～午後４時 30分 

《休 館 日》 土曜日、日曜日、祝日 

当日は、7世帯 8人の方が集まってくださいました。                  梨 

Q:梨の実サロンに来られてどのように過ごされるのか      

毎月体操に 1～2回奥さんと来ている。                        

カラオケに来るのが楽しみ。                             

月 1回は来て元気をもらっている。                            

大熊町の情報がもらえる貴重な場所。                         

ボケ防止と思って絵画教室に通っている。                       

手芸を教えている。手芸の時だけ来ている。 などいろいろ 

Q:今の生活の様子、避難時の様子と大熊町ではどのような生活をされていたのか。 

震災当日、とにかく避難をするようにと準備されたバスに乗り、中学校の体育館に避難。そ

れから帰ることはできず、3年前にいわき市に家を建てて移ってきた。近くに大熊町の避難者

がおられて交流はあるが、いわき市の方との交流は少ない。 

被災時は、町の銭湯に避難し、その後息子宅に避難した。長期になる中で、体育館、裏磐梯

のロイヤルホテルなどを経て、いわき市に家を建て現在に至る。中間処理施設の場所に家があ

った。 

病院で看護師をしていたが、当日休み。体育館から福島市、そして埼玉の姉宅に避難したが、

埼玉では地元大熊町の状況がわからないため、いわき市の仮設へ避難した。現在いわき市に家

を建てた。 

原発のメンテナンス関連の仕事についていた。職員の安全を確認したのち、大熊町の自宅に

母・妻・娘の状況確認に帰り、避難することになった。妻は仕事の関係で、しばらく別に避難

せざるを得なかった。親せき宅に避難し、いわき市に居住して 3年になる。いわき市に家を建

てた。 

 

http://www.town.okuma.fukushima.jp/uploaded/attachment/297.jpg
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夫婦 2人、地区の集会所に集合し、バスに乗ってくださいとの指示で、何のためかもわから

ない中、廃校、会津の旅館、会津の仮設住宅に転々と避難をした。主人が病気の悪化により次

の年 2月に死去した。その後、息子夫婦がいるいわき市に移動し、中古住宅を購入しリフォー

ムして一人で住んでいる。大熊町に戻りたい。 

集会所に避難した時、バスに乗って移動してくれと言われたが、祖母が歩けない状況のため、

自家用車で移動した。川内では避難者が多く泊まることができなかったため、途中ガソリンス

タンドでガソリン 20ℓだけ分けてもらい、三春の体育館に避難。会津に避難し、その後いわき

市の借り上げアパートへ移動した。現在は、中古の家を購入しリフォームして生活している。

昨年祖母は他界した。近所の人との付き合いはない。 

大熊町で農業をしていた。当日集落にバスが来て三春の小学校に避難し、その後会津東山温

泉に 2年いたが、会津の冬は雪深くて歩けない。3年目にいわき市のアパートを探して移り、

家を購入した。 

Q:今後の一番の望みは何でしょうか 

85歳で運転免許を返納したが、役場までの移動に                     

バスがないので、タクシーで往復８千円かかる。                     

車のない人への配慮をしてほしい。交流の場に                      

行け、皆さんと交流ができるようにしてほしい。                        

一日でも多く元気でいたい。 

趣味の魚釣りをしてのんびりと暮らしたい。 

大熊町の町営住宅に入り、元気で死ぬまで頑張りたい。家族みんなが、寿命を全うできるよう

に今を受け入れて元気で楽しく過ごす。 

大熊町には帰れない、元気で過ごしたい。今日を楽しく生きていけるようにしたい。 

時間の経過とともにこの地震と津波のことが忘れ去られてしまうのではないかと思う。伝えて

いくことも必要と思う。 

所感 

思いもよらない放射能の被害により、転々と避難せざるを得なかった壮絶な体験をうかがっ

た。住み慣れた土地を離れなければならなかった方たちが、自分の生活を故郷とは違った土地

で始め、継続し、家族の形態も思いもいろいろ変化する中で受け止めながら生活しておられる。

安全で安心な生活が自立して行えるまでには、まだまだ期間を要す。話を伺った方のほとんど

が、いわき市に家を購入するなど居をすでに構えておられ、放射能の問題が、改善してきたと

しても元の居住地に帰られる人はどの程度おられるのだろうか。中間処理施設のセシウムが半

減する 30年後には戻りたいといわれる人があったが、補償問題や高齢化など多くの課題が想

像できる。風化するのが一番心配との言葉が印象的であり、われわれも正しい認識をするとと

もに、まだこのように見通しが立ちにくい避難生活を送る方が沢山おられることを忘れてはな

らないと強く思った。
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（図-1）平薄磯地区全景。左下に見えるのはかろう

じて浸水をまぬがれた豊間小（3 月 25 日 陸上自

衛隊第８普通科連隊撮影） 

 

（図-2）二つの岬に囲まれた平薄磯地区 

１０．いわき市薄磯地区の復興 

                                太田敏一 

◇訪問日時：平成 30年 8月 27日午後 

◇場  所：いわき市薄磯 

◇対 応 者：福島高専特任教授 霜田宜久先生 

 

１、薄磯地区の場所と震災被害 

 薄磯地区は、いわき市の東南の海岸で、砂浜が 1km 以上続き、南には美空ひばりの歌で有名な

塩屋崎灯台がある。そこに 8.5m の津波が押し寄せて、266 世帯 761 人の住民のうち 111 人が亡く

なるという、いわき市では最大の被害が出た。（図-1） 

 このように大きな津波になったのは、南北の両端に

ある岬の形状（図-2）で、二つの岬に囲まれた海底地

形により津波が増幅したと考えられている。（「いわき

市・東日本大震災の証言と記録」記録誌及び DVD（平成 25 年

3 月 25 日発行）） 

 

２．復興計画「薄磯地区区画整理」 

 この大災害からの復興の方法として、この地区では

住宅を背後の高台に移転することとし、その手法とし

て、区画整理事業を選択した。 

 写真で、背後に山林が生えている場所は標高 20m くらい

あるため、そこを住宅地として開発し、海岸部の住宅を移

転するという計画である。当初はすべてを背後の高台に移

転するという計画であったが、途中で計画が変更された。

というのは、海岸部には、もともと 5.5m の防潮堤があった

が、それを 7.2m にして再構築し、かつ、その背後に、高さ

10.2m、幅 50m の防災緑地で二重防護としたため、居住を

認めることになったとのことである。 

 この海岸には、有名な海水浴場があり、平成 30 年度には

じめて再開された。 

 

 

 

 

防波護岸の外の砂浜 

向こうに塩屋崎灯台が見える 
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 区画整理前後の航空写真を比較してみる。 

2011年 9月 赤い線が事業区域                          

 

 

 

３．視察をした感想と考察         

 案内していただいた霜田先生によると、この地区は、東日本大震災までの 300 年間は、こんなに

大きな津波がなかったため、多くの人が防潮堤を超えて津波が来ることはない、との思い込みがあ

ったそうです。ところが、復興計画が進捗

し、実際に巨大な二重の防災緑地ができる

となると、過去の恐怖は忘れて、低地にも

住宅を建てるということになったようで

す。しかし、今の状況では、高台には、ぼ

つぼつ住宅が建ち始めているものの、低地

部の住宅はほとんどなく、実際にここに住

宅が建っていくのかはこれからの推移を

みる必要があると思います。 

 

                     高台から低地の住宅地を望む（1軒だけ立っている） 

 

 

完成予想パース 

（豊間・薄磯震災復興 JV） 

 

 

 

 

 

2017年 4月 

（写真はすべて「豊間・薄磯震災復興 JV」のホームページから） 

http://tou-fukkou-jv.com/progress/aerial_photos 
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１１、東北の臨海部復興 

                                  松岡 達郎 

◇訪問日時：日時  8月 25日-27日 

 

１．臨海部復興関係 

 ①閖上浜区画整理 

  全面的な嵩上を行った西側の住居区域に対して、海浜部に近い東側は業務用地とし整備され、河川

防災ステーション、スポーツエリアなどの公的施設も計画されており、震災メモリアル公園も整備さ

れる。区画整理上の公園は、下左図の上半分のみとなっており、既にある日和山ゾーンや慰霊碑が整

備済の慰霊碑ゾーンとなる。平成 31 年 5 月の街開きに合わせて整備ということであった。限定的な整

備になるものと思われるが、できるかぎり市民も参画した形で進めることが望まれる。 

    

図１ 宮城県都市計画審議会資料による        図２ 日和山ゾーンから慰霊碑(整備済) 

なお、各地の震災復興祈念公園については、県営公園として整備され、慰霊施設のみが国の直轄で

整備される。参考資料（国営公園施設） file:///C:/Users/tatsuoma/Downloads/siryo1.pdf 

 ②福島県相馬市 

 ③福島県いわき市 

 

２．福島県における海岸整備について 

 ①海岸防災（堤防高の設定） 

  基本は、主として明治三陸地震レベルへの対応をベースに TP７から９ｍ程度で計画されている。 

 ②海岸防災林 

  林野庁所管の海岸防災林整備は、福島県で下右図のように整備されている。  

 

 図３ 福島県海岸堤防高さ            図４ 海外防災林の整備 進捗状況 



 

34 

 

 ③防災緑地 

一方、福島県では、仙台地区などにみられた海岸防災林（保安林：林野庁所管）だけではなく、市

街地や集落等を主とした土地利用を進める地域や幹線道路等の都市基盤施設を防御対象とする地域に

おいては「防災緑地」（都市計画緑地）による整備を基本とし、防災緑地と海岸防災林を適切に役割分

担するものとしているのが特色的である。最後に訪問したいわき市平の薄磯地区など７緑地がいわき

市で、相馬市の原釜小浜地区の他に広野町、新地町で計 11 緑地が都市計画決定されている。 

実質的な整備内容は変わらないが、堤防背後の広大な平地の整備手法として有効と思われる。 

 

図５ 福島県防災緑地 

（参考資料） 

福島県防災緑地ガイドライン：https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/41046.pdf 

福島県海岸防災林：https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/208900.pdf 

４．その他大熊町に関すること 

  

図６ 大熊町 2000年 10月の大熊町航空写真 

 

写真の上端が福島第 1 原発、下側が町の範

囲海岸部に近い箇所に丘陵地が多い。このよ

うな地形、谷筋を中心に「中間貯蔵施設」が

整備されようとしている。その背後、西側に

農地が広がっているようにみえる。 

 土地利用計画は明確ではないようだが、林

地造成による環境再生などの場とならないだ

ろうか。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/41046.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/208900.pdf
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１２．「福島の現状と今後」を福島復興局に聞く 

                                   片瀬範雄、倉橋正己 

◇訪問日時：平成 30年 8月 28日午前 

◇場  所：復興庁福島復興局（復興庁の現地組織で、福島の復興事業に関し協議・調整を行う） 

◇対 応 者：福島復興局次長 田中耕太郎氏 （前日に加松正利福島復興局長と懇談） 

＊岡本全勝内閣官房参与（元復興庁事務次官）のご紹介による 

 

１、福島の人的被害の特徴（図―１） 

・宮城県、岩手県に比べると、福島県は津波が比較的に少なかったことから人的被害は少ないが、関連

死の数が多い。避難期間が長くなり、精神的にふさぎ込んだりした人が増えたことからか。 

   ＊「震災関連死の死者」とは、「東日本大震災による体調の悪化等により亡くなった方で、災害弔慰金の支給等に

関する法律に基づき、当該災害弔慰金の支給対象となった方」と定義。（実際には支給していない方も含む。） 

 

２、避難指示解除の状況                 

 ・平成 29年 9月時点で、原発から 80km圏 

  内の空間線量率は平成 23年 11月 比で約 

71％減少した。 

 ・平成 29年 4月までに除染が進み、避難指 

示区域が大幅に解除された。 

 

３、帰還に関する意向調査（図―２） 

 ・楢葉町は元々早く避難指示が早く解除さ 

  れ（平成 27年 9月）、戻るための障害が 

低いことから住民帰還のモデルケースと 

して期待されている。それでも 4割くらい 

の帰還率である。 

平成 30年 3月に仮設住宅を終了した 

  ことから、帰還者が増えて 3,500 人居住。 

5割くらいの帰還率で頭打ちではないか 

とみられている。 

・戻りたいが戻れない人がいるのも事実だ 

が、すべての人がそうではない。土地代 

は安いが、震災前にあった東電の雇用が無くなり、職を求めて福島市や郡山市、いわき市へ出たり、

子供の学校のことや、人間関係が嫌だという若い人がいるかもしれないなど、どこまで戻るかには

いろんな要素がある。 

・戻っているのは年配の人が多い。職業としては、農業、公務員関係、自営で食堂をしたり、工業団

地（国も立地補助金で支援している）で働いている。 

・小中学校では楢葉町は児童・生徒が 100人くらい戻ってきている。 

 

４、生業
なりわい

再生のための施策  

・官民合同チーム「福島相双復興推進機構」で「官」は経産省、農水省から、「民」は東電や地元金融

大熊町 

双葉町 

富岡町 

浪江町 

川俣町 

葛尾村 

楢葉町 

図－１ 福島の人的被害 

図－２ 帰還に関する住民意向 
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機関、コンサルタントからなるチームである。被災事業者 5,100件と農業者 1,200件を戸別訪問し、

事業の再開や経営改善、販路開拓の支援をした。事業再開意向の事業者は約４５％とのこと。 

 ・東電の事業者向けの賠償がそろそろ終わるようで、本気で事業再開するのかはっきりするだろう。 

 ・現場では、人件費が高騰（コンビニ店員は 1,400円／時）。人手不足、絶対数が足りない。企業立地

補助金も地元の人を 3～5人以上雇用する条件だが、人が集まらない悩みがある。 

 

５、福島イノベーション・コースト構想 

 ・浜通りに新たな産業の創出を目指す構想。廃炉研究、ロボット開発・実証、エネルギーを重点分野

に、拠点整備、研究開発プロジェクトを支援。 

 ・富岡町～廃炉国際共同研究センター、楢葉町～遠隔技術開発センター（実物大の模型、バーチャル

リアリティの施設）、浪江町・南相馬市～ドローンやロボット開発、大熊町～デブリ成分分析施設 

 

６、風評被害 

 ・コメは全量全袋検査で合格しているものを出荷しているので、科学的には安全なはずだが。最近 EU、

ブラジルが輸入規制を止めたが、まだ 20か国以上が制限している。 

 ・福島県の人で、県外避難者が不安をまき散らしているのではないかという人もいる。 

 ・放射線の基準が、一般食品で米国や EUの 1,000㏃/kgに対し日本は 100㏃/kgと厳しく、身動きが

取れなくなっているのかも。地元のプレスは理解しているが、東京からのプレスが無理解のことも。 

 ＊我々にできることは、東北を訪れ、実際を知って、おいしいものを食べることで観光復興にも寄与。 

 ＊風評被害の払拭に少しでもできる努力を。 

 

７、帰還困難区域における特定復興再生拠点の整備 

・福島復興再生特別措置法の改正（H29.5）により、帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可 

能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能になった。 

・市町村が作成した計画を、内閣総理大臣が認定し、事業を実施することで、計画認定から５年を目途 

 に整備を完了し、避難指示を解除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-３ 認定された 6町村の「特定復興再生拠点区域」 
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・計画の効果は、①除染や廃棄物の処理を国が実施 ②道路事業等の国の事業代行、「一団地の復興再 

生拠点整備制度」（全面買収方式により新市街地を整備する制度）を適用可能。 

・6町村の計画が出そろっている。 

 

８、観光客の推移 

 ・観光客入込数は、震災直後に大幅に落ち込み、その後、回復

傾向にあるものの、震災前の水準には至っていない。特に教

育旅行や外国人観光客は依然として厳しい状況にある。 

 ・もともとインバウンドの入込数が少なく、ブームに乗り切れ

ていない。教育旅行も子供を心配する父兄の意向か、大きく

減っている。あれだけ大きな災害を経験したからこそ福島で

学ぶことも多い。誘致拡大に取り組んでいる。 

 ・JR常磐線の富岡駅～浪江駅間が、平成 31年度末までに開通

し、常磐線が全通する予定に合わせ、駅周辺は早めに整備す

ることにしている。 

 

９、復興支援はいつまで 

・帰還困難区域における特定復興再生拠点の整備は、計画認定から概ね５年で避難指示を解除するこ

とを目標に環境整備をすることになっているので、実際には平成３４年～３５年が目標年。一方、

復興庁設置法では復興庁は平成２４年２月から１０年間となっており、平成３３年３月末までです

が、まさに これからの議論。復興庁は福島だけでなく宮城、岩手の復興も対象にしているし…。 

・宮城・岩手と福島は少し事情が違う。特定復興再生拠点も平成３４～３５年になるので、そこは復

興庁が平成３３年３月で終わりですと言うわけにはいかないだろうという議論も出ている。まさに

これからの議論なので今は何とも言えないが、少なくとも福島の原子力関係は引き続き対応する必

要があるだろうということになる可能性はあります。 

・それと予算をどれだけ確保するのか。組織だけがあってもお金がないとどうしようもないので、そ

れは財政当局と議論することになる。掴みでこれだけくださいというわけにはいかない。やはり実

際にこれだけの予定、見込みがあるからこれだけくださいという議論になる。今は復興税で財源も

ありますが、そのあたりはポリティカルな議論になるかもしれない。 

 

・復興庁設置法（平成２４年２月）で復興庁は平成３３年３月３１日まで設置される。 

・復興財源確保法（平成２３年１２月） 

         ①復興特別所得税～所得額に 2.1％上乗せ。Ｈ25.1.1～Ｈ49.12.31（25年間） 

         ②復興特別法人税～法人税率を一律 10％下げた後、10％上乗せ（H12.1.1～H26.3.31 終了） 

          

 

 

 

 

 

田中次長は、阪神・淡路大震災の 1 週間後に神戸を視察。阪神青木駅から三宮まで歩き、市役所

へも立ち寄られた。泊まるところもなかったので、朝 1番の新幹線に乗って来神、日帰りされた。 

通産省商業政策局に入って４、５年目の頃で、行政手続法の特例法を作られたそうです。 

図-３ 帰還困難区域に於ける特定復興再生拠点の整備 

図－４ 観光客の入込数 
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１３．コミュタン福島（福島県環境創造センター交流棟）を見学して 

田中亜矢子 

◇訪問日時：平成 30年 8月 28日午後 

◇場  所：福島県環境創造センター交流棟（コミュタン福島） 

 

 ８月２８日（火）の午前中に復興庁福島復興局でお話を伺い、午後郡山に移動してからレンタカーで

福島県田村郡三春町にある「コミュタン福島」へ向かいました。福島県のほぼ中央に位置する三春町は、

その名が「梅・桃・桜が同時に咲く」ことに由来するという美しい伝承を持ち、伊達政宗の正妻・愛姫

の出身地で今年はその愛姫生誕４５０年に沸く古くからの城下町・・と町のホームページにありました

が、とにかく道中のどかな風景が広がります。 

 そんなわけで立地がいまひとつわかりにくい状況でしたが、復興庁イチオシの施設ということで、こ

こを見れば原発事故後の回復の経過が理解できるかもと期待も膨らむうちに無事到着。 

 

１ コミュタン福島について 

  福島県の環境回復拠点として平成２８年７月にオープンした福島県環境創

造センターという研究施設の中にあり、教育・研修の場として位置づけられ

る。入場無料。 

  環境創造センターが全体として調査研究、大気・水・廃棄物や放射能のモ

ニタリング、情報収集なども含めた研究を行っているが、「交流棟」コミュタン福島は「対話と共創の

場」として、教育に基づく発信を行っている。環境創造センター全体で約 14,500㎡のうち、延床面積

で約 4,600㎡を占める。 

放射能や福島の環境の現状に関する体験型の展示や 360 度球形シアターなどで、福島原発事故のあ

らまし、放射能の性質や低減過程を体感で学べるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２「ふくしまの３．１１から」 

入ってすぐのコーナー。正面にミニシアターがあり、約 10分、3.11からの経過の映像が流れる。 

 その右側には福島第一原子力発電所のジオラマが設置（１／３５０）。個人的にはこれが施設全体通し

て一番のインパクト。事故直後の様子が再現されている。 

  このジオラマを取り巻く形で、３．１１以降の時系列の年表が壁に展開され、また当時の新聞報道

のコーナーが並ぶ。 

ふ く し ま の
3.11から 

環境創造ラボ 360度球形シアター 

放射線ラボ 

交流棟 

展示室 配置 福島第一原子力発電所のジオラマ 
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３「ふくしまの環境のいま」「環境創造ラボ」「放射線ラボ」 

  最初のコーナーを抜けて大きな部屋に入ると、「３．１１クロック」が２０１１年３月１１日からの

日付を刻んでいる。２０１８年８月２８日現在では２７２７日が経過。ちなみに１９９５年１月１７

日から同日では８６２４日（エクセル計算）。 

  展示コーナーでは現在の空間線量や、住宅除染の実施率、食品の検査結果などの数値が解説ととも

に表示されている。避難者数や観光者数の増減、今後の環境指標としてごみのリサイクル率や再生エ

ネルギー導入などの目標もあり、前向きながら妙に中立的で、行政発信の印象も受ける。 

  こどもたちのメッセージの掲示や、「未来へのメッセージ」として来館者のメッセージを入力すると

壁にニコニコ動画風（言葉が壁を走る）に映し出される端末などがあり、匿名で応援メッセージを残

してきた。 

 

４「環境創造シアター」 

  建物の中２階のようなところに、ドーム型の施設

があり、内側がすべてスクリーンになっていて３６

０度全方位に投影される。２００５年の「愛・地球

博」に設置された「地球の部屋」と同じサイズとの

こと。 

  放射線を宇宙や自然の中に存在するものとして展

開するストーリーもあるそうだが、我々が入った回

は「福島ルネッサンス」という、福島の四季や自然、

農作の喜びあふれる映像を福島県出身の西田敏行の

ナレーションで鑑賞するというもので、かつ３６０度

映像の迫力もあり（たとえば映像が急上昇することで落下する感覚が味わえる）入り込んでいると１

５分ほどで思わず福島愛がわき起こるという効果があった。 

 

５ 感想など 

  目に見えない放射能というものがどのような被害をもたらし、人々の生活や自然環境のどこがどの

ように回復してきたのかということをできるだけ科学的にわかりやすく伝えようとしている気持ちは

伝わってきた。建物も清潔で、展示も丁寧。しかし立地条件もあるのか、夏休みも終わっていたのか、

人はまばら（全く居ないわけではない）。公務員としてもし自分がこの施設の企画を担当していたら建

物の立派さに比して成果について非常に焦るのではないかとも正直感じた（ちょうど９月９日に満２

年２ヶ月にして来館者２０万人達成したとのこと。比べることではないが、兵庫県立美術館にも巡回

していた「プラド美術館展」が国立西洋美術館では２ヶ月で来館２０万人に達したことを思うともど

かしさがあるだろうなと心配してしまう）。 

  施設としては研究がメインなのでトータルでは問題ないのかもしれないが、今回の視察の他の場面

でも感じたハード面優先をまた感じた。内容的にも決して悪くないのに、何か広がる方法があればい

いのにと思った。 

360度球形スクリーンの「環境創造シアター」  

中央の黒い通路上から映像を見る 

（五藤光学研究所プレスリリースより） 
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