ふくしま
さがし
〝みち 〟

①

浪江

南相馬

相馬
飯舘

双葉

郡山

大熊

川内
田村

楢葉
広野

いわき

震災からまもなく

年が経過する福島。

様々な地域、様々な分野で、

一歩ずつ日常を取り戻す取組みがなされています。

こうした取組みについて、その土地を訪れて知り、

これから進んでいく〝みち〟を一緒に考えてきました。

今回は、これまでの「ふくしま〝みち〟さがし」での

気づきを多くの方と共有し、未来のふくしまについて、
みんなで考えていきます。

＊〝みち〟とは、これまで知らなかったことの〝未知〟 と、これからの福島の〝道〟の意味。

②

くるまざカフェは、くる、まざる等の意味が込められています。

みちさがしで見たこと、聞いたこと、感じたこと。

☜

福島

7

ふくしまの果樹・森・里・海の今を知る
実施日：平成29年11月3日（金）～4日（土）
参加者：21名＋ナビゲーター・越智小枝さん

亀谷旅館

たかはし果樹園

福島駅

ソーラーヴィレッジ

スカイパレスときわ

郡山駅

仁井田本家

サラダ農園

大平山
請戸漁港
諏訪神社

いわなの郷

いわなの郷

下は3歳から上は84歳、南は沖縄まで。
参加してくださった皆さまに感謝いたします。
様々な人との出逢いに、
また学ばせていただく経験でした。
越智 小枝

③

福島市
***************************************************

たかはし果樹園

高橋 賢一さん

震災前からネット販売、贈答用の
宅配、カタログ販売、もぎ取り体
験など観光と組み合わせた果樹経
営を行い、栽培だけでなく販売も
力を入れてきました。
震災後、主力商品の「あかつき」
の値段は７分の１まで下がり、贈
答用の注文も半減しました。とに
かく自分たちでやれることをやっ
てみようと始めたのが「土壌クラ
ブ」です。風評被害の払拭、モニ
タリング調査、大学との協力、生
協との協力などを続けてきました。
福島が好きだから。
風評被害がある中、私たち農業者
は生産意欲を無くしてはいません。
考えられる最善の対策をし、精一
杯果物栽培に取組んでいます。

たかはし果樹園

将来に希望を持って、地域のリー
ダーとして活躍される姿に感動し
ました！（福島市７０代男性）

高橋さんのお話し、一言一言から、
果物づくりに対する誇りを感じま
した。本来の姿を見せることが食
育という言葉が印象に残りました。
ありのままの姿を見せることが大
切なのですね。
（福島市２０代男性）

震災後、どんな気持ちで、どんな
活動をしてきたのかを改めて伺い、
こうして目の前でたわわにリンゴ
が実っていることに感謝の気持ち
でいっぱいになりました。
（福島市４０代女性）

参加者の声。

風評に立ち向かう姿に共感しまし
た。農家さんにとってもモチベー
ションがいかに大事か、前に進む
力になるかということ。これから
のブランド作りにも期待します。
（福島市５０代女性）

④

地域にかける
想い

相馬市
********************************************************

松川浦・亀屋旅館

久田 浩之さん

松川浦は、太平洋と砂洲によって
隔たれた大きな潟湖（湾）です。
県立自然公園に指定され風光明媚
な名所でしたが、東日本大震災の
津波により甚大な被害を受けまし
た。
現在の松川浦は、津波被害が嘘だ
ったような平和な光景ですが、本
格的な漁業は再開されていません。
「試験操業」が続いていています。
一方で、モニタリング検査の結果
で安全が確認され、試験操業の対
象種が増えています。
私たち地元の若手たちは、震災前
の松川浦に戻すためだけの復興（
復旧）ではなく、地域の観光を前
よりも盛んにしたいと思って、み
んなでアイディアを出しあって、
実現に向けた議論をしています。

亀屋旅館

あの日、ここに津波が押し寄せた
んですね。数々の困難を乗り越え、
少しづつ前に向かっていること。
漁業や観光業など、マイナスから
のスタートですが、希望を失わな
い方々がいる。風化しないために
も、県内の方にもぜひ訪れて欲し
い場所です。
（横浜市６０代男性）

衝撃的な津波の映像を見せていた
だき、漁業の現状をお聞きました。
震災前の松川浦では、築地市場の
魚の値を決めたほど大量に魚がと
れていたそうです。海苔の産地と
しても有名で、うれしいことに今
年海苔の生産が再開したそうです。
（福島市５０代女性）

参加者の声。

震災後の厳しい経営環境の中、た
くましく困難に挑戦する姿に拍手
を送り、目標実現されることを心
より祈っています。
（福島市７０代男性）

⑤

地域にかける
想い

南相馬市
***********************************************************

ソーラーヴィレッジ

えこえね南相馬研究機構としてソ
ーラーシェアリングで、地元で活
動している人たちと一緒に農業再
生を目指してきました。
地産地消に繋がるように風力、水
力、バイオマス、バイオガス、様
々な再生エネルギーを学び、実践
していく事を目標に活動していま
す。
不安を解消し、安心できる環境を
整え、もう一度農業にチャレンジ
でき、地域がしっかり再生して、
将来の希望に繋がっていくことが
大切だと考えています。
震災から復興した町、県として、
住んでいる人みんなの自信に 繋
がっていけたら最高だなと思って
います。

高橋 荘平さん

（一社）南相馬除染研究所
（一社）えこえね南相馬研究機構
理事長

農作を続けながら、長期の視点か
らソーラーエネルギーを利用する
姿勢に感銘を受けました。短期の
利益を追求するのではなく、自分
の生まれ育った風土に一生をかけ
る決意がなければできないことだ
と思います。 東(京都８０代男性）

農業をすることも規制された土地
で、次世代のために何ができるの
かを考え、実践している姿に、南
相馬の希望を見ました。
（福島市４０代女性）

半農半電という考え方が画期的だ
と思いました。「全てのエネルギ
ーが自然でまかなえれば」という
大きな夢をお聞きして、自分も大
きな夢を叶えたいと思いました。
（福島市２０代男性）

参加者の声。

取り組みの新しさを感じるととも
に、今後の課題（農作物の販路な
ど）もたくさんあるのではないか
と感じました。
（埼玉県６０代男性）

⑥

地域にかける
想い

浪江町
*******************************

請戸漁港

鈴木 智和さん

東京電力福島第一原子力発電所か
ら浪江町までの距離は、最も近い
ところで約４キロです。２０１７
年３月末に避難指示が一部解除さ
れ、居住人口は３８１人、世帯数
２６７世帯です 平(成２９年９月末
時点 。)元の約２％の人口しか帰還
していないことになります。
町としては「先人から受け継ぎ、
次世代へ引き継ぐ”ふるさと”な
みえを再生する」「被災経験から
の災害対策と復興の取組を世界や
次世代に生かす」「どこに住んで
いても、すべての町民の暮らしを
再建する」といった復興の基本方
針を掲げ、実現に向けて尽力して
います。

農林水産係

浪江町役場

まだまだ復興中であることを改め
て感じました。一見、普通の農地
に見えるところでも、１０～２０
㎝土の下にはまだまだガレキが埋
まっていると知って驚きました。
（東京都３０代女性）

２年前に訪れた請戸漁港と大分変
っていることに驚き、漁港が再ス
タートしている今を感じました。
ただ廃墟がぽつりぽつりと残され
ている風景は変わらずそのままで、
なんとも言えない気持ちになりま
した。
（福島市５０代女性）

全ての住宅が流出した風景にただ
ただ唖然とするばかりで、以前の
活気溢れた町になることを祈りま
した。（福島市７０代男性）

参加者の声。

復興と復旧は別もの。壊れたもの
が元に戻ればすべてが元通りにな
るものではない。浪江地区はこれ
からが復興のスタートだというこ
とをつくづく考えさせられました。
（福島市５０代女性）

⑦

地域にかける
想い

浪江町／双葉町
***********************************************************

大平山と諏訪神社

東北地方太平洋沖地震により発
生した津波は、双葉町で１６．
５メートル、浪江町で１５メー
トルの高さに達しました。

６年半たってもまだ震災の爪痕が
そのまま残っている諏訪神社に大
きな衝撃を受けました。この衝撃
を見直す、誰かが何かをしなけれ
ばならないと非常に重く感じまし
た。（福島市２０代男性）

請戸小学校の子ども達が全員避難
できたことをお聞きし、悲しい出
来事の中でも心が救われました。
津波が襲った場所で、その土地の
様子を実際に見ながらお話を伺う
ことで、津波の怖さを改めて強く
感じました。
（千葉県５０代女性）

参加者の声。

復興が進み、明るい話、未来の話
をすることが多くなり、それはと
ても喜ばしいことではあるが、一
方で決して忘れてはいけないこと
もある。生きたくても、生きられ
なかった人もいる。そう改めて考
えさせられた訪問でした。
（福島市２０代男性）

⑧

浸水した双葉町中野地区、郡山
地区、浪江町請戸地区、中浜地
区、両竹（もろたけ）地区、棚
塩地区では、津波によりほぼす
べての建物が全壊、多くの死者
・行方不明者が出る被害をもた
らしました。
一方で、浪江町の被災者の約６
割を占める請戸地区では、請戸
小学校に在校していた児童、職
員全員が大平山へ避難。両竹地
区では住民が高台にある諏訪神
社の境内へ避難しました。

大平山

海を一望するこの場所で2015年3月「浪江町営大平山霊園」が完成。

浪江町請戸地区で東日本大震災の津波で流失した沿岸部400世帯分の墓地が
この霊園に納められ、お墓参りができるようになった。

左写真：犠牲になられた方の鎮魂と街の復興、後世への震災の訓戒のために建立された慰霊碑（2017年3月11日）

諏訪神社

海から約１キロ。地域住民５０人近くが避難し、火を焚きながら一夜を過ごした。
神社のある両竹地区には、双葉町指定文化財の磨崖仏（まがいぶつ。岩盤に掘られ
た仏像）をはじめ、中世の城郭である両竹館址、両竹の七不思議、安産の仏様・
旭観音、高僧の墓地など、数多くの歴史と文化が遺されている。

川村 博さん

浪江町
*************************************

サラダ農園

浪江町で、障害者や高齢者の方た
ちとともに、農業を通じてご縁を
広げています。
避難生活の時間が経つにつれ、あ
れほど戻りたがっていた高齢者か
ら「浪江町には戻らない。戻れな
い」という声が聞かれるようにな
ってしまいました。しかし、どち
らが正しいかではなく、それはそ
れでいいと思っています。
新たな地域で暮らし始めた人たち
も交えて、「支え合いづくり」「
地域づくり」をしていきながら、
２０年後、３０年後「高齢者や障
害者が浪江町の復興を担った」と
誇りをもって言えるように生きて
いきたいと思っています。

特定非営利活動法人Ｊｉｎ
代表

川村さんのポジティブな発想が大
ピンチをチャンスに変えたという
印象を持ちました。専門家ではな
い素人だからこそ出来たというお
話がとても興味深かったです。
（埼玉県６０代男性）

暗いニュース、環境の中でたくま
しく生きる姿を見せていただき、
自分の人生、生き方を改めて見直
すことができました。
（福島市７０代男性）

全ての取り組みが地域に必要だと
思うことを一つ一つ積み重ねた結
果だということ。ぶれることなく
進んでいることがお話から伝わっ
てきました。たくさんの元気をい
ただきました。
（福島市４０代女性）

参加者の声。

高齢者や障害を抱える方にも仕事
として物事に取り組んでもらうや
り方は、今後日本中に拡まってい
くように思いました。本人も周り
も地域にも、皆一人ひとりが幸せ
を生み出す大きな力なんだど感じ
ました。（千葉県５０代女性）

⑨

地域にかける
想い

川内村
************************************

いわなの郷

関 孝男さん

震災後、被災地を巡っていた時に
川内村のことを知り、その美しい
自然に魅了され移住しました。
川内村は、８０年前には炭の生産
量が日本一で、村のあちこちに炭
焼きの 煙がたなびき、自然と調
和した美しい景観を作っていたそ
うです。
美しい自然は、やはり何ごとにも
代え難い財産。そこに「炭焼き」
という魅力が復活すれば、産業と
してだけでなく観光資源としても
活用できると考えています。

いわなの郷

そこにあるものが当たり前で、それ
も守りながらも楽しんでいるように
感じました。素敵な場所なので、多
くの人が集まり活性化して欲しい思
いですが、一方でファンが密かに楽
しめる場所であって欲しい気持ちも。
（福島市５０代女性）

大切なものの残し方。価値ある取り
組み（炭焼き）を残そうとする人が
何より重要だと思いました。
（いわき市３０代男性）

新たに炭焼きをやってみようとする
姿勢がとてもすごいこと。自然、そ
して川内村への強い思いが伝わって
きました。（東京都２０代女性）

地元愛が強く、辛かったであろうこ
とも笑って話す。そして未来を見据
えて輝いている方が浜通りには本当
に多いと思いました。関さんなら、
成し遂げられるのではないかと感じ
ました。（福島市２０代女性）

参加者の声。

森林資源の豊かさを利用していくた
めに何が良いのか。都市部以外の日
本中が抱えている問題を一緒に考え
ていけたらと思います。
（千葉市５０代女性）

⑩

地域にかける
想い

田村市
************************************************************

スカイパレスときわ

久保 優司さん

岩 手県の 森林 組合に 勤務し てい ま
し たが、 震災 を機に 福島県 田村 市
に 引越し 、森 林組合 に勤務 しな が
ら 、多く の人 に自然 に親し んで も
ら うため ツリ ークラ イミン グ体 験
会を行っています。
阿武隈の山は、人と共に生きてき
た歴史があります。山の奥深くま
で人の手が適切に入っていて、命
がとても豊かな森です。私はよそ
から移住してきたからこそ、地元
の人も気づかない魅力が良くわか
るんです。
森は、自然の宝物であり、良い森
から水も土も海へと繋がっている。
森が豊かであれば、川も海も大地
も健康でいられるんです。

ふくしま中央森林組合･都路事務所
ツリークライミング®ジャパン
公認ファシリテーター

山と森への愛が溢れていて、私も
阿武隈の山が大好きになりました。
（東京都４０代女性）

常葉町（田村市）の素晴らしさを
初めて知りました。地域の魅力を
自分たちが楽しみ、生物多様性を
再生しようとする姿は、多くの地
域のお手本になると思いました。
（福島市４０代女性）

木に、森に、自然に感謝する。ツ
リークライミングの体験を通して
この３つができた気がします。木
に対する考え方が変わりました。
（福島市２０代男性）

阿武隈山系の希少性について、新
しい気づきがありました。普段気
づかない森の生態系に関する学び
もありました。
（福島市５０代女性）

参加者の声。

人が自然の恵みに感謝し、手入れ
をして初めて里山が長く息づいて
いく。共生ってそういうことなの
かと。山の頂に見える風車を見て、
本当に美しいと思いました。
（郡山市４０代女性）

⑪

地域にかける
想い

郡山市
*************************************

仁井田本家

蔵の創業は江戸時代。
５０年前から、無農薬
で米を作り始め、ちょ
うど３００年目に全て
の酒を自然米で醸造、
という体制を整えた矢
先に、東日本大震災が
起きました。

蔵に甚大な被害はなかったものの、
福島で安全な酒ができるのか、と
いった風評被害がありました。し
かし私たちは「創業からこれまで
の３００年の間には、もっと大変
なこともあっただろう。ここで立
ち止まらないで前へ進もう！」と
ここまできました。
先代が始めた無農薬で栽培した自
然農法の純米酒造りを続けていく
こと、そして次の世代へ豊かな環
境をできるだけ多く残していくこ
とが何よりも自分の大事な仕事だ
と思っています。
この場所が、山が豊かで、きれい
な川が流れて、健康な田畑が広が
る、自分たちが誇りに思えるよう
な、そんな田舎になることを夢見
ています。

仁井田 穏彦さん

酒蔵「仁井田本家」
十八代 蔵元杜氏

ピンチをチャンスに変えて、自然
酒造りにこだわり、スイーツづく
りをするなどの企業努力が素晴ら
しいと思いました。（福島市５０
代女性）

３００年目の節目に震災に合った
ことで、後３００年続く酒蔵を作
る決意をされた、蔵元のお話はお
酒と同じくらい重くて強かった。
「３００年後の蔵元に『あの時の
あいつが頑張った』と言われたい
」という言葉に思わず感動の涙が
出ました。（東京都４０代女性）

田んぼ、米作りから自然農法にこ
だわった理想のお酒造りだけでな
く、豊かな里山、人の生活を追い
求めている姿に感動しました。そ
れも１００年後の未来を見つめて
いらっしゃる。仁井田さんならき
っと理想を実現されることと思い
ます。（千葉県５０代女性）

参加者の声。

稲作が始まった弥生時代にも酒造
りはしていたはずです。その自然
状態に立ち戻り、現在の技法を駆
使して「本来の日本酒」を醸造す
る志に感銘を受けました。
（東京都８０代男性）

⑫

地域にかける
想い

日本で最も美しい村「飯舘」を訪ねる
実施日：平成29年11月18日（土）
参加者：29名
ナビゲーター：越智 小枝さん
佐藤 健太さん（飯舘村議会議員）

いいたて村の道の駅
「までい館」

菅野元一さん、クニさん

交流センター
「ふれ愛館」

株式会社 菊池製作所
福島営業所、福島工場
迎えてくれた菅野元一さんの「悩んだら森に入れ！」。
飯舘村は、悩まなくてもまた行きたくなる温かいところです。

越智 小枝

山田 猛史 さん

⑬

飯舘村
*********************************************

菅野元一さん
菅野クニさん

２０１１年３月で農業高校の教員
を定年退職するお父さん（元一さ
ん）と飯舘村で菅野農園を営むの
が夢でした。
お父さんが育てたジャガイモ（イ
ータテベイク）の種芋と村の山に
自生しているナツハゼを使って、
飯舘村の特産品にする計画でした。
しかし、まさにその年に震災が起
こり、飯舘村は計画的避難区域に
なりました。
それでも私は夢をあきらめません
でした。福島市で避難生活を送り
ながら、農業を続ける決意をしま
した。
飯舘村に帰れないと思ったことは
ありません。帰れるという前提で、
帰ったら何をするかという思いで
動いてきました。

菅野 元一さん
クニさん

これからというタイミングでの原
発事故。その様な中でも、大切に
している想いを見失うことなく、
一つ一つ進めていくバイタリティ
に尊敬！子どもたちが帰ってきた
くなる家にしたいという気持ちに
感動！（埼玉県３０代男性）

過去は過去として、前向きな姿、
誰にでも公平に接し、言うべきこ
とは言う。未知のこれからもしっ
かり見据えた生き方が素晴らしい
です。（福島市６０代男性）

クニさんの熱量がとにかくすごい
！前を向いている人の姿は他人を
変えられると思いました。
（田村市５０代男性）

土地を愛し、土地に根差して、土
地と共に生きる生活の素晴らしさ
を教えていただきました。
（福島市６０代女性）

参加者の声。

生きがいと地域のつながり。これ
が大切。自分が地域で生きがいを
感じることが、人々を地域につな
ぎ留めるということを実感しまし
た。（東京都５０代男性）

⑭

地域にかける
想い

飯舘村
**************************************

菊池製作所

森岡 賢治さん

本社は東京都八王子市。社長の出
身地 飯
･舘村に福島工場がありま
す。
原発事故の影響で、飯舘村は「計
画的避難区域」に指定されました
が、震災から１日も稼働を止めず
操業を続けてきました。
現在、ロボット事業を本格化させ、
介護用の筋力補助装置「マッスル
スーツ」の製造・販売、ロボット
関連企業として、その主要部品の
製造をしています。
やはり福島の人が地元に残る環境
づくりが重要です。事故の影響で
震災前には約２９０人いた従業員
が一時は１００人程度退職しまし
たが、現在は、震災前の状況に戻
ってきています。

菊池製作所

高齢化社会を想定された製品は、
これからの恩恵をもたらしていた
だけるでしょう。避難されずイノ
ベーションを進められた製作所の
社風は生き方にも継がれています。
（福島市６０代女性）

原発事故後も飯舘村に残り、事業
活動を維持し、企業としても成長
を成長されてきた。社員の皆さま
の努力に感動しました。
（福島市４０代男性）

日本の最先端技術が、飯舘村に存
在したことが素晴らしい。社長が
自分の故郷を思う心。震災があっ
たにも関わらず会社を守ってきた
社員の皆さんなど。飯舘村には村
を大事にする人がたくさんいるこ
とがわかりました。素敵な村です
ね。（福島市５０代女性）

参加者の声。

身近なところで世界的な製品が作
られていることを知らなかった。
これからも期待したい。
（福島市６０代女性）

⑮

地域にかける
想い

原発 事故前は 、米と タ
バコ 、ブロッ コリー 栽
培、 和牛の繁 殖を自 宅
で手 掛けてい ました 。
避難 により農 家の大 半
の方 は身を切 られる 思
いで 牛を手放 し村を 離
れました。

山田 猛史さん

飯舘村
********************************************

山田猛史さん
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「１５年頑張れば若
い者が帰って来れる
っぺ」と柔らかく受
け止める山田さんの
お話が印象的でした。
幾つになっても年長
者から学ぶものは多
いですね。
（東京都４０代女性）

次世代のために、気力体力を振り
絞り、そして明るく頑張っている
姿に、元気をもらいました。
（福島市４０代女性）

若い人に戻って来いとは言わず、
戻って来れるようその土台を作り
たいという頼もしさに憧れるとと
もに、私自身が噴気させられまし
た。（福島市２０代女性）

お年寄りが今できることをやって、
次の世代に伝えるというお考えに
感動しました。ポジティブな考え
を学ばせていただきました。飯舘
村は素晴らしい人がたくさんいら
っしゃいますね。（福島市５０代
女性）

参加者の声。

転んでもただでは起きない。良い
意味でのしたたかさが東北の人の
強さかもしれません。次世代にど
う繋げるかでいえば、時分の生き
様をどう見せるかということなの
でしょう。継いでと言わず、自然
と継ぐように仕向けられるのも、
自身が人生を楽しんでいるからな
のでしょう。（東京都５０代男性）

⑯

地域にかける
想い

そんな中でも、畜産への愛着を
持ち続け、避難先の中島村で牛
舎を借りて、飯舘から連れてき
た 頭 をもと に畜 産を再 開。 平
成２６年秋には福島市飯野町に
牛舎を買って移り、３６頭の牛
たちを飼っていました。
現在、飯舘村に戻ってできるだ
け広い面積となるよう約６０ヘ
クタールの水田を活用して牧草
を作っています。
挑戦もしないであきらめたくな
い。息子と一緒に、いつかは全
国の産地と競えるような高品質
の牛を飯舘で育てたい、息子の
世代にいい環境の農地を託した
い、少しでも希望をつなげたい
と思っています。

写真：広報いいたて平成29年7月号より転用

除染後、仮置場、中間貯蔵の今を知る
実施日：平成29年12月4日（月）
参加者：21名
ナビゲーター：開沼 博さん

双葉町

大熊町

富岡町

作図中

楢葉町

広野町

至いわき駅

福島の「いま」を見てもらいたい。
現地を視察することで
「他人事」ではなく「自分事」として
福島の復興を考える機会に
なったのではないでしょうか。

⑰

楢葉町
************************

仮置場

現場でないとわからない事が多く、
特に民家の横での作業を見ると、
住民のお気持ちが察しられました。
（郡山市６０代男性）

以前の景色を知っているので、久
しぶりに見た光景に声も出ません
でした。（郡山市４０代男性）

環境省の方から説明を聞けたこと
がとても良かった。森林に関する
除染についても理解することがで
きました。ただアウトプットする
までには、まだまだ理解が足りて
いません。いろいろ難しいと感じ
ました。（郡山市５０代女性）

参加者の声。

何度かこの地域を自分で訪れてい
ましたが、仮置場一つとっても風
景として認識していただけで、地
区ごとの設置など具体的な知識を
持っていませんでした。そこを把
握することができ。とても良い機
会になりました。
（東京都５０代男性）

⑱

（ 訪問地 の） 天神岬 から楢 葉町 の
仮 置場が 見え ます。 除染土 壌や 災
害 がれき が保 管され ており 、そ れ
ら は地権 者の 皆さま の農地 をお 借
りしてい ますので、除染土壌等を 、
で きるだ け早 く中間 貯蔵施 設に 運
び いれて 、で きるだ け早く それ ら
の 農地を お返 したい と思っ てお り
ます。
中 間貯蔵 施設 は大熊 町と双 葉町 の
区 域 に 計画 さ れ、 ２ ７年 月 か ら
用 地取得 交渉 を始め ること がで き
ま した。 将来 にわた って故 郷を 失
う という 地元 の方の 苦しい 思い の
中、土地を提供してくださった
方々に感謝しています。
土 地取得 と平 行して 土壌搬 入と い
う 施設運 営も 始める 、通常 の公 共
事業では行われない作業順番と
なっています。
県 全体の 復興 に向け て、土 地を ご
提 供くだ さっ た地権 者の思 いを 重
く 受け止 め、 事業に あたっ てい き
たいと思います。

小沢 晴司

1

環境省 福島環境再生本部長

大熊町／双葉町

****************************************************

中間貯蔵施設

中間貯蔵施設に関する

豆知識

🔴🔴福島県では、除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物の量が膨大となるため、現時点で最終処
分の方法を明らかにすることは困難です。このため、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する
ための中間貯蔵施設を福島県内に設置することとしています。
🔴🔴中間貯蔵施設には、貯蔵や減容化のための施設の他、空間放射線や地下水のモニタリング（監視）、情報公
開、効果的な減容化技術の研究開発・評価のための施設も併設する予定としています。

何を？ ①仮置場などに保管されている除染に伴い発生した土壌や廃棄物

福島県内市町村の仮置場などに保管されている除染により取り除いた土壌や側溝の汚泥、草木、落ち葉等を貯蔵

②1kgあたり10万ベクレルを超える放射性セシウム濃度の焼却灰など
可燃物は原則として焼却し量を減らした上で焼却灰として貯蔵

なかなか知ることが出来ない中間
貯蔵施設について、どのように進
めてきて、今どうなっていて、今
後どうしていこうとしているのか。
県外避難者支援をしている方々に
も伝えていきたいと思います。
（福島市４０代女性）

中間貯蔵施設での実際の分別や減
容化の説明を聞くことができて良
かったが、広大な予定地がすべて
使用され、また県外へ運び出すま
での工程はなかなかイメージする
ことが難しいと感じました。
（神奈川県４０代女性）

⑲

広大な中間貯蔵施設エリアに膨大
な量の土壌等を運び込み、２８年
３ヶ月後までには県外に搬出する
という壮大な事業への一端を目の
当たりにし、絶対に県外搬出を成
し遂げるぞという強い思いに駆ら
れました。
（福島市６０代男性）

とにかく大規模で驚きました。理
論的で、合理的に考えられている
様でとても興味深かったが、量が
量なので、何か考え直すべき点も
あるのではないかと思いました。
（喜多方市４０代男性）

どれ 福島県内の除染土壌などの発生量は、減容化（焼却）した後で約1,600万㎥～2,200万㎥*と推計
だけ？ *約1,600万㎥～2,200万㎥は、東京ドーム（約124万㎥）の約13～18倍に相当

参加者の声。

広野町／楢葉町
*******************************************************

Ｊヴィレッジ

猪狩 安博さん

この６年半でサッカークラブは他
のトレーニング場を見つけてしま
っているという話が印象に残りま
した。（東京都６０代男性）

廃炉の最前線基地だったＪヴィレ
ッジは、その役割を未来を見据え
た青少年のサッカーナショナルト
レーニングの場所に舵を取り直し、
全面工事中でした。サッカーボー
ルが飛び交い歓声のあがるＪヴィ
レッジを早く見たい思う気持ちと
ともに、この６年半、この場所が
担って来た役割を思い返した時間
でした。（神奈川県６０代男性）

参加者の声。

Ｊヴィレッジの再オープンへの希
望と経営的な成功に向けての大変
さ。しっかりと応援していこうと
再認識しました。
（福島市６０代男性）

⑳

Ｊ ヴィレ ッジ は、１ ９９７ 年に 日
本初のサッカー・ナショナルト
レ ーニン グセ ンター として オー プ
ンしまし た。 日
｢ 本のサッカー の
聖地 と｣称され、数多くの大会や合
宿 などに 利用 されス ポーツ 振興 ・
地 域活性 化の 拠点と して歩 んで き
ました。
東 日本大 震災 と、そ れに伴 う原 発
事 故の影 響に より営 業は全 面休 止
と なり、 原発 事故の 対応拠 点と し
て 、グラ ウン ドは駐 車場に 使わ れ
てきました。
２ ０２０ 年の 東京オ リンピ ック に
向 け、２ ０１ ８年の 夏まで にス タ
ジアムや 屋内練習場も一部整備し 、
２ ０１９ 年４ 月には 全面再 開を 目
指しています。
ス ポーツ の力 で再び 多くの 人々 が
集 い、交 流す る拠点 となり 、福 島
復 興のシ ンボ ルとな るよう 尽力 し
ていきます。

株式会社Jヴィレッジ

楢葉町
**********************************************************

楢葉遠隔
技術開発センター

廃炉技術開発の必要性は、今後大
いに期待されていくと思います。
若い世代の人たちが、職業として
魅力を感じることもあるのではな
いでしょうか。
（東京都５０代男性）

廃炉に向けて必要な施設であり、
そこで何が行われているか知るこ
とはとても重要だと思いました。
（福島市４０代女性）

多くの方々に見ていただきたい施
設だと思いました。この施設の有
効な活用により、廃炉の完了を強
く望みます。
（福島市６０代男性）

参加者の声。

ＶＲなど先進技術を駆使する場所
としても一つのみたい未来がある
と感じた場所です。
（東京都３０代男性）

㉑

楢 葉遠隔 技術 開発セ ンター は、 福
島 第一原 子力 発電所 の廃炉 に向 け
た 研究開 発の 拠点施 設とし て、 日
本 原子力 開発 機構が 楢葉町 に整 備
した施設です。
原 発内の 様子 を仮想 空間で 再現 。
廃 炉作業 の効 率的な 方法や 実際 の
作 業の流 れを 現実空 間で再 現し な
がら試験を重ねています。
例 えば、 炉内 に投入 するロ ボッ ト
や機材をＶＲ空間でシミュレー
シ ョンし 、同 時に積 み木や 配管 な
ど で凸凹 を再 現し、 実験を 行い ま
す。
施 設は民 間な どが利 用でき るよ う
に もして いて 、地元 企業や 自治 体
が 利用す るこ とでイ ノベー ショ ン
を 生み、 新た な雇用 などへ と繋 が
ることが 期待されています。また 、
国 際共同 研究 や海外 の人材 の受 け
入 れ、地 域と の共生 なども 視野 に
入れています。

楢葉遠隔技術開発センター
試験棟

note

