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第２章 浪江の声 

 

本章では、復興支援クリニックが昨年 2018 年に浪江町で実施した聞き取り調査の継続調

査として、浪江町の町民の方、町内でお店を営んでいる方、学校・保育関係の方から、こ

の１年で感じた変化等について伺ったことをご紹介する。 

 

１ はじめに  

弊団体は、2012 年 3 月下旬に馬場有町長（当時）にお目にかかり、浪江町役場との協力

が始まった。過去 7 年半、原発事故とそれに伴う強制避難に関して生じた様々な法的課題に

ついて町役場と関わらせていただいた。昨年 2018 年は、浪江町役場の方々、一般社団法人

まちづくりなみえの方々、浪江町町議会議員・石井悠子様のご協力をいただき、弊団体の法

科大学院生が初めて、浪江町の町民・小売店等経営者に直接お話を伺うことができた。 

本章では、昨年の継続調査として、本年 2019 年に行った調査結果を報告する。本年は、

13名の浪江町の方々にご協力いただき、お話を伺うことができた（男性 7名・女性 6名、

帰還町民の方 7名・小売店等経営者又は学校関係者 5名）。13名のうち、12名の方々は、昨

年の弊団体聞き取り調査にもご協力いただいた方々である。主に、現在の生活や思い、この

１年間の変化に関すること等を伺った。 

 

２ 町民  

(1) 避難生活 

昨年調査の際に、震災当時の避難生活について詳しくお伺いしたが、初めて調査に参加し

た学生に向けて、震災当時の状況をもう一度話してくださった方もいた。昨年報告書で報告

させていただいた通り、原発事故後の全町強制避難による避難生活は大変過酷なものであ

った。原発事故や放射線量の詳細な情報が知らされなかったこと、家族が離れ離れになって

しまったこと、過酷な避難生活のなかで病気やトラウマを発症してしまったこと、いわれの

ない風評被害など、壮絶な避難生活を過ごされたことを伺った。初めて調査に参加した学生

からは、想像以上の過酷な避難生活に言葉を失うと共に、調査にあたって身の引き締まる思

いがしたという感想が寄せられた。 

 

(2) 浪江町の現状に何を感じ、何を望んでいるか 

2017 年 3 月末の避難指示解除後、浪江町に居住する住民は少しずつ増加しており、昨年

調査時からも 200名以上増加している（2019 年 9 月末時点の居住人口は 1,138名）。町内で

営業している店舗・飲食店も増えており、2019 年 7 月 14 日には町役場近くに「イオン浪江

店」がオープンした。このような町の変化が見られるなかで、浪江町の皆様が感じている変

化や気持ちについて伺った。 
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(2-1)生活・お仕事 

生活面で共通して感じていることは、避難指示解除後の生活に慣れてきたことや、浪江町

の居心地の良さについてだった。また、町内の移動手段についても、デマンドタクシーやバ

スを利用しているという声が多く聞かれた。 

「田んぼや畑をやるのは大変だけど、浪江に戻ってきて心が落ち着いた。都会の避難

先では心が休まらなかった。（中略）周りの人が戻ってこないのは確かに寂しいが、

もともと住んでいたところだから落ち着く。」 

「行政区内の行事が増えたり、娘夫婦や孫も来てくれているため、毎日忙しく過ごし

ている。」 

「ようやく仕事も生活にも慣れたかなって思ってます。だいたい地域の状況や地域の

人の様子がわかってきたし、（中略）誰かが誰かを気遣う・助け合ってるシーンを見

ると、すごくいいなあって思って。（中略）日曜日は工事車両がすごい少ないから静

かな浪江町でゆっくりできるし。」 

「交通手段はバス。（中略）バスは浪江町内を回っており、予約することで町内の各

地に運んでくれる。」 

「デマンドタクシーっていうのが浪江にあって、うまく利用すると南相馬の医療機

構にも運んでくれる。」 

コミュニティの活性化も相まって、毎日充実した生活を送っているご様子に町民の皆様

の力強さを感じた。 

一方で、避難指示が解除された後もあまり変化が見られない場所を見ると、やるせない気

持ちになるという意見もあった。また、震災以降、トラウマのような症状が出ることがある

という方もいらっしゃった。 

「荒れたままというか、この 1 年半であっても状況があまり変わってない場所って

やっぱり堪えるんだよね、手つかず感が。（中略）広く町内を見れば解体が進んだり

とか、草が刈ってあったりとか色々なところで前向きな変化がたくさんあるんだけ

ど、ある空間・その場所だけを切り取ってみると何も変わってない場所もあるわけ

で・・・。」 

「毎年 3月～8 月になると具合が悪くなる。震災がトラウマになっていると思う。」 

仕事面については、農業をされている方からは順調に販売できるようになってきたとい

う前向きな意見を伺えた。ある町民の方からは、浪江町は気候風土がすごく良く、冬場の日

照時間も長くて過ごしやすく、作物を作りやすい場所だということを教えていただいた。農

業は浪江町を支えている産業の一つであることが伺える。 

一方で、補助金の申請との関係での悩みもあるという声も聞かれた。 

「除染で、表土の良い土をはいで山砂を入れられてしまい、田植えは困難だった。（数

年経って）慣れてきて、今年も新しいところに田植えをした。帰還後は 1町を耕作し

ていたが、耕作機械の購入補助の条件によるともっと拡大しないといけないらしい。
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（中略）家族で（農作業を）やるのは大変。毎年米の収穫はできており、農協に出荷

している。放射線の検査も受けている。（中略）当初はなかなか売れなかったが、最

近は販売ルートに乗るようになった。」 

一方で、震災前に自営業のサービス業をされていた方は、再開が難しい現状をお話してく

ださった。 

「実質廃業という状態で変わりない。（中略）災害がなければいまでも夫婦で続けて

いただろうけれど、お客さんもいないし設備も直して始めるつもりにはなれない。い

ざ始めてみればどうにかなるかもしれないけれど。廃業するか決めていないけれど、

今のところ後継者もいないので再開しようとは考えていない。」 

(2-2)地域のコミュニティ 

浪江町に住む人が増えてきたことは、町民の皆様も肌で感じているようだった。昨年より

も、町民の数やコミュニティが増えたという意見が多くあり、町に活気が帯びていることを

感じた。 

「サロンで知らない顔が増えた。（中略）本当に帰って来たんだっていう実感がある。」 

「去年の今頃はあまり若い人は見かけなかったが、最近はこんな若い子がいるんだと

思うようなこともある。」 

「周りの古家を壊して建て直すところが増えてきたのが変化だと思う。戻るために建

てているのは嬉しい。」 

「他の地域で帰ってきた人で、今まで話す機会の少なかった人と絡む機会が増えた。」 

さらに、行政区によっては行政区のイベントが再開されたり、個人的に習い事をしたりす

るなかで、地域の方々と協力されている方もいた。一般社団法人まちづくりなみえ様をはじ

めとする地域支援を担う団体による企画等に対する感謝の気持ちなども伺った。 

「地元の高齢者を集めて、子どもたちと大掃除や緑化活動などの活動をしている。

（中略）子どもたちを応援するつもりで始めたんだけど、今は子どもたちからすごく

元気をもらっている。」 

「（住んでいる行政区での）行事が増え、既に 10 月まで予定が入っている。（中略）

行事の練習もしている。」 

「（お祭りの踊りの練習にて）1 番最高齢のおばあちゃんが 1 番楽しそうなの、ずっ

と踊ってる。あのおばあちゃん見ると励まされるなあ。」 

「（地域づくりの担当者に対して）いっぱいアイディアあって、いろんなことをやっ

てくれるんで心強い、頼もしい。」 

一方で、町全体では確かに人が増えている実感があるものの、ご近所で帰ってきた人は 1

年前と変わりがないとお話されている方もいて、行政区や地域によって差があることもわ

かった。お祭りや行事も、行政区ごとで頻度や内容に違いがあるようだった。 

「子どもが少なくてこれから『浪江が故郷だ』という人は少なくなってしまう。（中

略）病院がないのが困るが、一番戻ってきてほしいのは住民。みんな避難先で馴染め
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ないから戻りたいとは言っているが…。」 

「震災前は地区のお祭りなどもあったが、今はやっていない。神社も直さないまま。」 

(2-3)スーパー 

町民の皆様がこの１年での大きな変化として共通して指摘されたこととして、2019 年 7

月 14 日に「イオン浪江店」がオープンしたことが挙げられる。 

ある方は、毎日の買い物はイオンで済むようになったとお話されていた。イオンの開店時

には町民の要望を募る機会があり、限られた売場面積のなかで要望したものがそろってい

たという声も聞かれた。さらに、あまり大きな店舗にしても、高齢者の方は歩くのが大変で

あるから、浪江町のイオンの規模はちょうど良かったと話す方もいた。 

「イオンができたことはやはり便利で、普段の買い物では原町に行かなくなった。た

だ、イオンはそこまで大きい店舗ではなく、（中略）原町へ足を伸ばすこともある。」 

「便利になった。すっかりいわきに行かなくなったもの。ちょっと買い物にでも行く

かというくらいで買い物ができるようになった。」 

「イオンができた影響は大きい。ほぼ町内から出ないで事足りるようになったので、

ガソリン全然減らないし、（中略）生活はだいぶ変わりましたね。」 

興味深かった点としては、イオンの開店は生活の利便性の向上に繋がっただけではなく、

地域コミュニティの活性化にも一役買っているという点である。 

「コミュニティの活性化の兆しがあり、それにはイオンのイートインスペースも一

役買っている。」 

「偶然にも出会えるってことがすごく大事なこと。（中略）偶然が生まれる場所がや

っとできた。これまでも、まち・なみ・まるしぇとかはあったけれど、誰もが行う日

常のお買い物をする場所で巡り会えるっていう環境が町内にできた。今まではサロ

ンや交流館など、会うための場所を作ってたけど、当たり前に今日の晩ご飯を買いに

行った場所で、予期せず、よくも悪くも誰かに会えるっていう環境があるっていうの

はすごく良い。」 

イオンがコミュニティの場となっていることについて、調査に参加したある学生は「いか

に故郷とはいえコミュニティのないところにぽつんと住むことに抵抗を覚える人が多いこ

とは容易に想像がつく。そういった意味で、浪江町にイオンができたことの影響は計り知れ

ないと感じた。」と話しており、改めて地域に密着したスーパーの重要性を感じた。 

(2-4)医療 

医療機関が少ないことについては、昨年に引き続き不便さを感じている方がほとんどだ

った。未成年のお子さんがいるご家庭の方からも、地域医療への不安の声を伺った。町民の

方のなかには、今一番の不安材料だという声も聞かれた。 

「病院が近くにないのは大変。なるべく若い人には世話になりたくないので、病院が

近くにあれば安心できる。いまは自分で通えるが、将来は不安。」 

その反面、特定の専門に特化した診療所は元々浪江町になかったため、震災の影響によっ
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て不便になったということではなく、避難先での利便性を知り、浪江町でも充実したサービ

スを求めているのではないか、といった声も聞かれた。 

このようななか、ある町民の方は、医療ネットワークの構築の必要性を強く感じていると

のことだった。実際にあった例として、急な目の症状を訴えた高齢者の方が、南相馬市・富

岡町・いわき市の医療機関を巡っても混雑等の理由で専門医に診てもらえず、最終的にいわ

き市の医療機関で眼科医にデータを送ってもらい、やっとの思いで薬を受けとったことを

話してくださった。このような被災地の医療アクセスの悪さは、医療ネットワークの構築で

解決できるのではないかと提言してくださった。 

「医療のネットワークさえあれば、どんな病気でも、たとえ町の先生が一人でも、解

決するのではないかと思う。（中略）様々な専門科目のネットワークができて、その

症状を送ればある程度その不安さを払拭できるので。（中略）今ほとんどが高齢者な

ので、電車が仙台－東京間がまっすぐ行けるようになることと、あと医療設備のネッ

トワークさえあれば、それ以上のことは望まない。」 

医療 AIやオンライン診療の活用については、南相馬市立総合病院の及川院長も指摘さ

れていたことであり、弊団体・復興支援クリニックでも関心を抱いていることであったこ

とから、実際に町民の方から必要性を訴える声を伺えたことはとても興味深いものだっ

た。今後、検討を重ねたいと考えている（オンライン診療の考察については、次章参照）。 

(2-5)空き家・空き地問題、動物の被害 

昨年も、空き家・空き地・動物被害の問題はあったが、この点について本年はさらに多く

の声を伺った印象である。以下のお話にあるように、サルが山から徐々に下りてきて、その

結果として被害が増えている可能性も懸念される。また、スーパーが開店し、生活の利便性

が増す一方で、残された問題がより浮き彫りになってきているのではないかとも感じた。 

「隣にハウスをつくって野菜を作っても、収穫目前にサルに食べられてしまう。網を

かけておいてもきれいに食べていってしまう。」 

「戻ってきていない隣の家の繁った木はどうにもならない。（中略）東電は玄関周り

の手入れはしてくれる。動物の住処になって困っている。」 

「この辺はもともとイノシシはいなかった。住民がいなくなって出て来るようになっ

た。（中略）サルは山の方にいたのが、段々下に降りてきた。」 

「サルは群れでやってくる。ボスザルがいて。サルは頭良いから電気柵の意味がなか

ったり、食べるわけでもなく畑で遊んで、なりかけた作物にイタズラしていくことも。

あとは屋根の上に登って走っていくとか。」 

空き家・空き地問題については、早稲田大学の教員と町役場とで議論を行ったこともあり、

法務プロジェクト・復興支援クリニックとしても微力ながら助力できることがないか今後

も検討していきたい。 

(2-6)放射線に対する考え 

放射線に対する考えについては、昨年と大きく変化はないように感じた。昨年と同様に、



 23 

福島県産の作物は放射性物質の検査を行っているし、町役場から線量計を貸してもらえる

ので、心配はしていないという声が聞かれた。 

「9 年経って放射能に対するリスクをどうとるかはもう個人で決めるしかない。皆さ

んのように平気で入ってきてくれる方もいるし、浪江から避難している方でも未だ

に防護服着て入ってくる方もまだいる。」 

(2-7)復興への思い・町づくり 

「復興」に対する思いも、昨年同様、町民の方それぞれの考えがあるように見受けられた。 

「他の災害と異なり、我々は強制的に住めない状態を作られたから（中略）、人が住

めるようになること、皆さんが立ち寄ってくれることが、私個人としてはもう復興だ

と思っている。だから私の復興はもう完了している。」 

「非常に難しい質問。もしも『まだまだだ』とだけ答えたならばこの町で頑張ってい

る人たちを否定しているようにも思うし。『復興した』というと、まだ解体すら終わ

っていないし。ハード面もソフト面も無いものを挙げればきりがない状況でそれも

違うように思うのです。難しいですが、この現実のなかで暮らしながらやれることを

やっていくしかないのかなと思っています。」 

また、今後の町づくりについても、様々な意見が伺えた。 

「ここは遊ぶところが何もないから。若い人の捌け口みたいなものがない。（中略）

飲食店ばっかり。だから都会に行って都会に慣れた若い子は盆や正月でもないと戻

ってこない。」 

「（必要だと感じるのは）どうだろうね、娯楽施設じゃないかな。（中略）今は商売と

しては難しいからやりたい人はいないと思うけど、今の町にはそういうものも必要

だと思う。」 

若い世代に着目すると、洋服は仙台やいわき、郡山まで買いに行っているとのことだった。

ある 10代の方は、近くに欲しいものは大型ショッピングモールで、それがあればとりあえ

ずそこに集まることができて、友人とも遊べるようになる、と答えた。 

一方で、この１年で大きく感じたこととして、町づくりの中心者の関わり方や、将来の帰

還を希望する町民の理想の取り込み、補償への依存などの様々な要因によって、いわば“身

の丈以上の町”になりつつあるのではないかと懸念する声もあった。 

「商業施設ができて便利になったり、お祭りも運営側は浪江町外に避難している人

が多いから大きなお祭りになる。戻って来ないかもしれない人たちが町づくりをや

っちゃうと身の丈以上のものができないかという心配がすごく湧いてきた 1年。（中

略）そっちに頼りすぎて復興していますってなると…やっている人は一生懸命やっ

てくれているんだけど。（中略）あまり急がずじっくりやって、身の丈にあった町づ

くりを考える時期じゃないかなと思う。」 

(2-8)困っていること・望んでいること 

昨年も指摘されていた町内の街灯が少ないことについては、今でも懸念されている。特に
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夜は暗くて、隣の人と協力はしているものの、何かあったらと思うと怖いと話されていた。 

また、昨年伺った際、積極的に新住民の移住を進めるべきという声も聞かれたが、その傾

向は本年も変化がないように見受けられた。移住町民に対する補償をもう少し手厚くすべ

きではないかという意見もあった。 

「（今後の課題は）やっぱり人口じゃないか。（中略）新しい人たち・これからの浪江

を作っていく人たちを呼び込んでいった方がいいと思う。なかなか難しいとは思う

けど、今の浪江を支えているのは今浪江にいる人たちなのだから。もう少し公平に扱

ってもいいのではないかと思う。」 

一方、そもそも「課題」に対する捉え方についても、個人ごとに異なるということも、昨

年同様見受けられた。 

「『不便ですか？』と聞かれると、『不便です。』って答えちゃうけど、でも実際はそ

れを覚悟した人が戻ってきているので。」 

「課題があることが問題なのか、ということだと思います。（中略）この環境で生き

ていく知恵とか助け合う力とか、ないならないでなんとかしようみたいな。まだまだ

だと思うけれど、まだまだなりに今を楽しく過ごしている人もいっぱいいるからね。」 

さらに、情報伝達の在り方も、今後の課題であるという指摘もあった。ある方は、以前は

回覧板があったり、町のお知らせをスピーカーで流したりすることができたそうだが、今は

それがなくなってしまい、ポスティングしかないのではないかと話されていた。 

また、浪江町タブレットについては、避難先では町からの情報が見えるからすごく有効だ

ったが、帰還後は返してしまったという人が多いと伺った。町からの情報が流れてくるのは

便利だが、自分に必要としない情報（旅行の報告など）もあり、見なくなってしまったとい

う方もいた。 

 

(3) 法律問題 

弊団体・復興支援クリニックには、法曹を目指す学生が多く所属していることから、法律

に関する問題も伺った。問題を感じることはあっても、何かしようという気持ちにあまりな

らないという声が聞かれた。 

「法律に関する問題はあるけど、喧嘩したくもないし、面倒だし、あまり主張しよう

とは思わない。損していることもあると思うけど、貧乏な時代があったからこそ、細

かいことを気にしないでいられるんだと思う。」 

「（法律相談の情報は）たぶん広報とかには入ってきていると思うけど。（中略）（日

常的に法アクセスを意識することは）特にない。何かあった時に周りに聞いてといっ

た感じ。法律家は縁遠いですね。浪江の人みんながというわけではないと思うけど。

（中略）なくて困るとかいうこともないし、不便を感じたことはない。」 

なかには、「最近こっちの方では詐欺が多い。公共機関を名乗る特殊詐欺が多いみたい。」

といった、法曹を目指す我々学生としては見逃せない情報もあった。 
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調査に参加したある学生も、「法的問題として扱うことの限界や法律の専門家たる事の無

力さも感じた。」と話していた。法律家以前に、まず一人の人間として困っている方に向き

合い、その上で法律問題が生じている場合には早急に救済の手助けをできるようにしてい

かなければならないと、身の引き締まる思いがした。 

また、東京電力への賠償請求については、昨年同様、今回伺った聞き取り調査対象者のう

ち、帰還又は移住された町民の方々においては、賠償請求は個人ごとの問題であり、請求す

る人がいるということも理解できるが、自分はそこまで積極的ではないという方が多かっ

た印象である。町役場の賠償請求に対する姿勢や、町役場職員の努力に対しては好意的な意

見が聞かれたが、自分がいざ請求するかとなると、なかなか踏み切れないという意見があっ

た。基準を定めて賠償金が支払われた以上、全体としてはどこかで区切りをつける必要があ

るという意見も複数いただいた。 

弊団体の検討課題の一つである消滅時効期間の延長問題（第４章参照）に関しては、全体

としての賠償問題は区切りをつける必要があるが、個別の事情に応じて未だ救済が必要な

面もあるはずだから、その点においては延長した方が良いという肯定的な意見もあった。 

また、賠償問題とは別に、廃炉作業をうまく町づくりに活かすことができないかという意

見もあった。 

調査に参加したある学生は、「未だ救済が必要な方はいる。賠償請求は権利であるから、

その権利は保障されるべきである。」と話していた。また、別の学生は、「浪江町などの状況

を見ると本当に様々な立場の人がおり、単に賠償を認めるか否かといった現在の損害賠償

の在り方では復興に端的につながらないのではないかとも感じた。」と話しており、賠償問

題の難しさを改めて実感した。 

 

(4) 町役場・町議会への期待と要望 

 町役場・町議会の方々が懸命に仕事をしている様子を見て、頑張っているという好意的な

ご意見があった。また、町役場に対して何でも全て望むのは違うのではないか、町民が頑張

るべきではないか、という指摘もあった。 

「病院も店も営利事業だから、人が帰ってこない限りは無理だと思う。とにかく帰っ

てくればいいんだ。国がやれ役場がやれというのは間違っている。」 

一方で、農業の組合に関する補助金に関して、県と町とで要求される条件が異なり、困惑

しているという意見や、復興住宅の抽選に関して、本当に浪江町に住もうという人を優先的

に住まわせてあげてほしいといった、個別の問題に関する意見もあった。また、町役場との

関係性は、特に震災前後で変わらず、日々忙しいためによっぽど困らない限りは役場には行

かないという意見もあった。 

さらに、町議会議員については、浪江町以外に住んでいる方が多いことから、議会等で浪

江町に来た際にはできる限り町民とコミュニケーションを取ってほしい、といった声も聞

かれた。 
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(5) 終わりに 

本調査では、主に現在の生活や思い、この１年間の変化に関すること等を伺った。町民の

方々が共通して感じている大きな変化は、スーパー「イオン浪江店」の開店であったと感じ

る。これまで、町民の方々は、南相馬市原町区などに買い物に出かけていたが、日常の買い

物は町役場近くで済むようになったということは、生活の利便性に大きく貢献している。イ

オン内のイートインスペースが町民同士の会話の場所となることがあったり、店内で偶然

に会って何気ない挨拶や会話をすることができることが大事だと感じたりするなど、イオ

ンの開店が、生活の利便性向上に繋がっただけではなく、地域コミュニティの活性化にも一

役買っているという点は、大変興味深かった。 

生活が便利になる一方で、なかなか改善が進まない課題がより浮彫りになってきている

と感じた。困っていることとして最も多く聞かれたのは、やはり地域の医療機関の少なさに

ついてであったが、空き家・空き地問題への心配も昨年より多く伺った。また、町民が増え

てきているからこそ、町民同士での情報伝達をするためのツールを要望する声も聞かれた。

さらに、町づくりの中心者の関わり方、将来帰還を希望する町民の理想の取り込みなど、

様々な要因によって身の丈以上の町になりつつあるのではないかと懸念する声があったこ

とも印象深かった。 

避難指示解除の町づくりが着実に進んでいるなかで、引き続き残る課題が少しでも改善

できるよう、我々でもできることがあるかを模索していきたいと考える（医療問題の提案・

考察は次章参照）。 

 

３ お店を営んでいる方々  

(1) 事業の現状（この 1年での変化） 

  昨年の現地調査では、客となるべき住民の数が少ないために採算が見込めないことから、

小売店などの小規模事業者がなかなか増えない状況にあるとの声が多く、再開した事業者

も現状は厳しいとのことであった。 

  それから 1 年が経った今年の調査においては、状況が少しずつ良くなっているとの声が

聞かれた。浪江町においても着実に人は増えており、新たにイオンがオープンしたほか、多

くの飲食店が開業ないし再開するなど、地域の商業にも少しずつ活気が戻ってきているよ

うである。 

イオンの開店は、この 1 年の大きな変化の一つである。現在は作業員などの単身世帯が

多く、商品も単身向けのものが多いようであるが、飲食店等からは個別の注文を受け付けて

いるようであり、仕入れに関しても便利になったとの声が聞かれた。 

  一方で、実際の経営は未だ厳しいという声も多い。日中は除染などの作業員が大勢いるた

め客が入るが、定住人口が少ない夜には客が減り、全体としてみるとやはり状況は厳しいよ

うである。また、帰還した町民には年配の方が多く、夜に外食をすること自体が少ないため、

飲食店にはその点も大きく影響しているようである。 
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このように決して良いとは言えない状況の下で、作業員宿舎での食事提供や町外での店

舗経営も並行するなどの努力を重ねられているようである。また、あえて浪江で商売を始め

たからこそ、ライバル同士という関係ではなく、互いに協力し合って共存共栄を図っている

という声もあった。 

「あれ（イオン）ができたからまず、買い物とかすることはなんとかなるようになっ

たかな。」 

「我々みたいな商業の人間も、人がいないんで。もう厳しいですね。」 

「作業員の方は（浪江町に）住んでいる人はそれ程いない。…（中略）…（お酒も飲

むとすれば）電車も不便だし浪江で食べてから宿舎に帰るという感じではない。」 

「お昼のお店はどこも結構客が入っていると思う。夜のお店はどこも結構厳しいの

ではないか。」 

「『ああ人は増えてるんだ』っていう実感はあるんだけど、（お店や町の状況について）

何か変わったっていうと変わったっていう雰囲気はない。」 

「普通の町みたいにライバル店みたいな感覚ではなくて、お互い助け合いながら共

存共栄して浪江を盛り上げていきましょうという感じの方が今は強い。」 

  このような変化が、さらなる町民の帰還につながるかという点については、あまり肯定的

な意見は多くなかった。この 1 年で新たに開業した店には飲食店が多く、食料品や日用品

を扱う店は多くないため、日々の暮らしのために必要なものを町内だけで賄うことはでき

ず、原町など町外に出かける必要がある。 

また、役場敷地内に国保診療所が再開されたが、専門医院や介護施設などはなく、医療・

介護の面でも町民が快適に暮らしていける体制が整っているとは言えない。 

そのため、自動車の運転が困難である人や、通院が必要な高齢者にとっては、浪江町で暮

らしていくには未だ不安があり、これが帰還を妨げていると考えられる。他方、若い世代は、

避難生活が長引き、避難先で家を購入したり、子どもが避難先の学校に通ったりしているな

ど、むしろ避難先に根付いているという現実がある。これらの様々な要因から、全体として、

浪江町への帰還に結び付いていないようである。 

「飲食店ばっか増えたって生活はできない。」 

「家直したところで両親をここに住まわせられるかっていうと、ちょっと買い物と

か医者とか考えると、こっちに定住させられない。」 

  帰還が進まないことの結果として、浪江町では深刻な人手不足が生じている。人手が足り

ずに困っているという話は、今回訪問した事業者の方が共通して仰っていた。現に人手不足

のために、休業せざるを得なくなった例もある。 

 

(2) 今後の展望 

  震災から 8年半、避難指示の一部解除から 2年半が経過したが、浪江町の居住人口は1,138

人（2019 年 9 月末時点）で、震災前の 20 分の 1 ほどの状態である。今回の調査において
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は、「浪江町に戻りたい人とそうでない人の二極化」、「よそで基盤を作ってしまったら帰れ

ない」という声が聞かれた。やはり元の住民の多数が帰還することは期待できないというの

が現実のようである。元の住民の帰還を目指すよりも、新しく浪江に移住する人を増やして

いくことを考えるべきであるとの声も聞かれた。 

「（避難先の）新しい土地に馴染んで、…（中略）…友達ができたりとか、職場がで

きたり、そういう流れが、7 年、8 年、まもなく 9年経とうとしていますが、その中

で、非常に『根付いた』という感がありますね。」 

「住民が帰ってくるってことだけに拘らずに、…（中略）…ここ（浪江）に滞在する

人が増えていけば、ほかのお店だって、…（中略）…揃っていくんだと思う。それで

揃ってきたときに『戻ってきてもいいよね』っていう選択肢（ができる。）」 

「町としては元々の住民に戻ってきてほしい、そこに力を入れているように見える。

でもそれは今後難しいのではないか。震災から 8 年も経っている。」 

「（帰還住民の）増え幅は減っていくと思う。だからもっと新しい人を呼び込まない

といけないと思う。」 

「戻ってきたくない人を無理やり戻したところで進まない。」 

「5年後、10 年後経ったときに、選択肢として、こっちでも生活できるっていう選択

肢となり得るような状況に持っていくことの方が大切。」 

  浪江町を活気づける方策として、「補助金などによりまず店を増やし、滞在人口を増やす

ことで、それに伴って他のお店の再開も進み、結果的に帰還の前提条件が整う」といった意

見や、「汚染の深刻な阿武隈山系に手を加えて豊かな水を確保し、工場を誘致する」、「娯楽

施設も必要である」という声も聞かれた。 

 

(3) 終わりに 

  浪江町での聞き取り調査は今年で 2 回目となることから、昨年からの 1 年間での変化に

焦点を当ててお話を伺った。居住人口が漸増しているうえ、イオンが開業したこともあり、

町内の様子は徐々に良くなっているようではあるが、依然として厳しい状況にあることに

変わりはないようである。 

昨年多くの方が仰っていた「人が戻るのが先か、店が戻るのが先か」という問題は解決し

ていない。生活必需品を町内で十分に調達できない不安がある中で多くの住民の帰還を進

めることは容易ではない。一方で、商売をする以上は収益が見込めなければならず、住民の

少ない地に開業するには二の足を踏んでしまうという状況にあると考えられる。 

しかしながら、このような状況でも少しずつ事業の再開は進んでおり、イオンの開業が住

民帰還への起爆剤ともなりえよう。前向きに復興の歩みを進めている浪江町において、今し

ばらく公的な支援を続けて商業の再生を促し、人々が暮らしていく環境を整え、帰還住民を

増やしていくことが必要であると考える。 
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４ 学校・保育関係  

(1) はじめに 

 認定こども園、小学校、中学校と、子どもの教育及び生活環境を見学させて頂いた。浪

江町立なみえ創成中学校の校長先生と、浪江町立浪江にじいろこども園（以下「こども

園」という。）の園長先生にお話を伺ったところ、浪江町にあっても「復興」のイメージ

ではなく、ただただ、子ども達がすくすくと育てる環境を、新たな試みをもって大人が作

っていこうとする、浪江町の学校関係者からの子ども達への「思い」が感じられた。 

 こども園と小学校・中学校は、隣り合っており、運動会や英語の教育などは連携して行

われている。今年は、こども園を卒園した 4名と、転入生 2名の合計 6名が小学校 1年生

として入学し、小学校の人数も増えているため、明るい兆しが見えた。ちょうど、訪問し

た際には 1年生 5人が校庭で走り回っており、活力に溢れた様子が見て取れた。今後もさ

らに連携し、子どもが育ちやすい環境を作ることで、子どものいる家庭が浪江町で暮らし

やすい街にしていきたいとのことだった。 

 小学校・中学校とこども園では、子どもの年齢によって問題や現状も異なるため、以下

にそれぞれまとめる。 

 

(2) 浪江町立なみえ創成小学校・中学校 

(2-1)人数・概要 

浪江町には、約 1700名の小中学生がいたが、震災によって日本全国ばらばらになって

しまった。震災前には小学校が 6 校、中学校が 3 校あったが、2011 年 3 月に避難区域に指

定された後はすべての学校が休校や臨時休業となった。8 月からは、町外の臨時校舎で授

業をしていた。 

2017 年 3 月 31 日に帰宅困難地域を除く町内全域の避難指示が解除された事から、町内

に戻ってきた児童・生徒の登校先として、2018 年 4 月 1日になみえ創成小学校・中学校が

開校された。 

他の小中学校は来年以降、児童がゼロとなった時点で閉校予定であり、浪江町の小中学

校は、なみえ創成小学校・中学校のみとなる。 

プロジェクトとしては、昨年に続き、今年で２回目の訪問となった。 

小学校の人数は昨年よりも増え、14名となったが一方で、中学生は昨年と変わらず 2名

で、人数の少なさが重要な課題とのことであった。 

その他の課題として、放射能の不安などは、開校時に地域住民から意見のあった安心・

安全については、原則スクールバスを使うことなどで対応している。 

校長先生は、「小学校にあがる段階では生活環境と人間関係が大事だが、生活環境が整

えば、人間関係にも安心し、浪江町で子どもを育てようとの考えも増えるのではないか」

と仰っていた。 
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(2-2)活動内容 

生徒数が少ないことを生かした、少人数ならではの教育が特徴的であった。１対１で各

先生が教えることができ、きめ細やかな指導ができるとのことだった。反面、子ども同士

の対話が課題であり、少人数の弱みであるとのことだった。 

そこで、弱みを強みに変えていくために、学年をまたいだ演劇ワークショップや、上級

生が下級生に授業をするなど様々な取り組みも行っている。特に、総合学習時に浪江で頑

張っている人に視点をあてて「食と農」というテーマを扱ったり、放射能によって繋がり

ができた弘前大学と一緒に地域学習に取り組んだりするなど、独自の学び方、浪江ならで

はの活動を増やしている。 

(2-3)震災の影響 

東日本大震災は、約 8年前であるため、小学校低学年の子は経験しておらず、高学年以

上でも幼かったため、地震そのものの記憶はないとのことであった。震災に関連する記憶

となると、避難所での生活になるとのことだった。 

また、3 月 11 日には、震災についての授業を行うこともあるが、先生の方が、生徒より

もふるさとを失ったという感覚として今でも心の痛みがある。 

震災前の浪江町については、ふるさとのことを学ぶ学習のなかで、浪江の有名な請戸川

でよくシャケがとれたこと、観光客がたくさんきていた場所であったことなどを題材にし

た地域学習も行っている。 

(2-4)環境・地域との繋がり 

地域との繋がりは、総合学習や放課後子どもクラブを通じて、とても密接なものとなっ

ている。特に、放課後子どもクラブは、子ども支援活動を行う G&B (じいちゃんとばあち

ゃんの会)の事務局の方が兼務されていて、低学年の児童は大体が参加している。 

夏休みには、家庭科室で地域の人と食事をしたり、外部から指導者がきてニュースポー

ツをしたりすることもあり、学校及び地域をあげて子どもの発達にとって最善の環境を作

ることに尽力されている。 

また今後ついて、校長先生は、復興という視点では、「こども園の充実」「住む場所」

「仕事」この 3つが提供できると、浪江町で子育てをする判断がしやすくなるとの考えを

示されていた。 

 

(3) 浪江町立浪江にじいろこども園 

(3-1)人数・概要 

2018 年 4 月に開園された幼保連携型認定こども園である。 

弊団体の法務プロジェクト・復興支援クリニックとしては、今年、初めて訪問させて頂

いた。こちらのこども園では、昨年度から子どもを預かるようになり、今年で 2年目とな

る。現在、7世帯、10名の園児で運営している。 

こども園としては人数が少ないものの、園内の設備は充実しており、10名の園児に対し
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5 人の先生がついている。 

(3-2)職員について 

職員の方の出身地は、浪江、相馬市、いわき市、さらに神奈川県など多岐にわたってい

る。浪江の方に限定はせず、技術を持ち、浪江で働いていただける方は快く受け入れると

の態勢だった。また、現在も 2歳未満のお子さんの受け入れなどを視野に入れ、保育士の

募集をかけている。 

(3-3)震災の影響 

避難訓練は月に１回、地震、火事、津波など状況に分けて行なっており、特に津波を想

定した訓練では隣の小中学校の 3階に登ることも視野に入れているとのことだった。ただ

し、ハザードマップでは小中学校も浸水地であることを懸念されていた。 

避難訓練時の子ども達は、最初は泣いてしまう子どももいたものの、今はスムーズに訓

練できるようになっている。 

(3-4)環境・保護者の声 

園児の保護者の方は、浪江の方、東京の方、出身は様々である。 

園長先生は、教育委員会も兼務していらっしゃるため、行政の視点からも、浪江出身の

方かどうか、「帰還」にあたるかどうか、ではなく、住民は「今浪江に居住している人た

ち」であることを強く口にされていた。 

保護者の声としては、医療への不安が多いとのことだった。 

(3-5)これからの浪江にじいろこども園 

現在、預かり保育は 2歳児までだが、今後は働くママのために 0～1歳児の受け入れも

視野にいれている。また、震災後やっと落ち着いた時期にあり、役場でもベビーラッシュ

がきている。町全体で働き盛りのママのために、預かることができる環境を作りたいとの

ことだった。 

人数に関しては、定員は 30名であるが、状況に応じて増設や幼稚園を増やすなど対策

をとっていきたいとのお考えをお持ちのようだった。 

子どもたちの「命」を預かるため、安全確保や先生を増やすなどの準備を十分に備えて

から受け入れていきたいとのことだった。 

 

(4) 終わりに 

小学校中学校では、少人数であることを強みに変えて、子どもに寄り添った将来や環境

へのアプローチの方法が印象的であった。地域の方が協力的で、課外活動や放課後の活動

での交流は、子どもにとって社会との関わりを増やす良い環境ではあるものの、反面、子

ども同士の会話や対話も必要であるため、大きな課題であると感じた。 

こども園では子ども達の安全が第一という姿勢が明確に見えた。 

需要はあるが、簡単に規模を拡大することが難しい状況などは、全国的に問題となって

いる、待機児童の問題と重なった。もっとも浪江の場合は、児童数が過大すぎるために受
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け入れられないというわけではなく、被災地という特殊な状況下で命を預かる仕事を行う

ために必要な、安全確保の難しさ、事前準備の重要さなど簡単には超えることのできない

壁が経営の妨げとなっていて、早期解決の難しさを感じた。 

 

５ 第２章の終わりに（謝辞）  

聞き取り調査にご協力いただいた皆様には、突然のアポイントにも関わらずお会いいた

だき、また、大変お忙しいなか貴重なお時間を頂戴した。我々のつたないご質問にも真摯に

応じてくださり、昨年と同じ学生が伺った際には、「覚えてるよ」と声をかけてくださるこ

ともあり、改めて浪江町の皆様の温かさに感激の連続であった。 

また、今回お話を伺った町民の方々とお目にかかることができたのも、昨年に引き続き、

町役場の職員の皆様、一般社団法人まちづくりなみえの皆様、浪江町町議会議員・石井悠子

様にご協力・ご尽力いただいた賜物である。 

この場をお借りして、ご協力いただいた皆様に、厚く御礼申し上げる次第である。 
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【コラム】経済学で性格診断？ －浪江町と早稲田大学での調査結果— 

 

１. 調査の概要 

経済学で人々の選択行動を理解するために用

いる「リスク回避性」と「向社会性」に関する調

査を、浪江町と早稲田大学において実施した（右

表）。リスクや社会性には様々な側面があるが、

今回は金銭的な側面に注目して調査した。結果

は、浪江町の地元住民（30名）と期間作業員（10

名）、そして早稲田大学（25名）の３つのグループに分けて集計した。 

 

２. リスク回避性に関する調査結果 

リスク回避性とは不確かな結果を避ける

度合いで、避ける（回避的）、気にしない（中

立的）、好む（愛好的）、の３段階に分けられ

る。日本人対象の調査での典型的な割合は、回避的が 70％～80％で、愛好的が 10％～20％

である。今回の調査結果（表１）より、地元住民はかなり安全志向で、早稲田大学はかなり野心

的で、作業員がもっとも日本人の典型に近いことが示唆された。 

 

３. 向社会性に関する調査結果 

向社会性とは自分よりも相手を優先する

度合いで、相手優先（向社会的）、自分優先（向

個人的）、その他、の 3 グループに分けられ

る。日本人対象の調査での典型的な割合は、向社会的が約 70％で、向個人的が約 20％である。

今回の調査結果（表 2）より、地元住民と早稲田大学は社会の利益を重視する傾向が比較的強く、

作業員は個人の利益を重視する傾向が比較的強いことが示唆された。 

 

４．まとめ 

これら調査結果は、今後どのような復興政策が浪江町の住民に指

示されやすいかを考える上で参考になる。たとえば、野心的な政策

や個人向けの政策よりも、手堅い公共性の高い政策（社会インフラ

整備など）の方が支持される可能性が高い。また、どのような政策

にしろ、大胆よりも確実性、個人よりも地域の利益、を強調した方

が支持されやすいかもしれない。 

（調査責任者：早稲田大学政治経済学部 准教授 下川 哲） 

  

調査の様子 

表１ 回避的 中立的 愛好的

浪江：地元住民 89% 7% 4%

浪江：作業員 70% 0% 30%

早稲田大学 46% 25% 29%

表２ 向社会的 向個人的 その他

浪江：地元住民 81% 8% 11%

浪江：作業員 70% 30% 0%

早稲田大学 78% 18% 4%


