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ふるさと浪江町を考える懇談会 in福島市 議事概要 

午前の部 

１．日 時 平成２５年１０月２０日（日） 午前の部１０：００～１２：００ 

 

２．場 所 ホテル福島グリーンパレス ２階 東の間 

 

３．出席者 

町民             １１名  

町職員（職員検討会メンバー）  ５名 

コーディネーター        １名 

進行補助           ２１名（高崎経済大学学生） 

有識者・オブザーバー      ２名 

事務局             ４名 

 

４．議 事 

（１）開会 

（２）町長あいさつ 

（３）“ふるさと浪江町”に関する検討状況・本日の話し合いについて 

（４）懇談会 テーマ：ふるさと浪江町に必要な生活環境や機能について 

 （５）閉会 

 

５．議事概要 

○町長あいさつ 

馬場有 浪江町長 

・皆さんおはようございます。本日はふるさと浪江町を考える懇談会を開催いたしましたとこ

ろ、ご多忙の中、しかも避難先からそれぞれご出席を頂き、厚く御礼申し上げる。 

・また、本日は高崎経済大学の櫻井先生、生徒の方々、22 名が私どものサポートということ

でご出席を頂いている。 

・本ゼミの先生と生徒の方々には、県外でのおしゃべり会で大変お世話になっており、浪江町

をサポートしていこうということでご尽力を頂いている。改めてこの場をお借りして、感謝

を申し上げたい。 

・私どもの綺麗なふるさと浪江町であるが、いろいろな研究グループの学者の方々、研究所の

方々がふるさと浪江町に入ると、目からうろこが出るというような話をされる。 

・というのは、宮城県、岩手県、そして福島県内の新地町や相馬市、いわき市等においては、

瓦礫が処理され、整然とした中で復旧工事が始まっている。 

・しかし私どもの地域は復旧工事が始まっていない。あの 3.11 のそのままの状態である。津

波の災害を受けた周辺沿岸部、町の中、地震で倒壊した家、そして瓦礫が散乱している状況

である。 

・これをやはり一日も早く撤去をして、そして整然としたところを見せたいと思っているが、
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除染が遅れている。私も怒りを示したが、昨日の朝日新聞の一面に、環境省の計画では浪江

町の除染が 3年、4年遅れるという記事があった。そのような話は環境省から聞いておらず、

政府、あるいはキャリアが情報を急に出し、私どもの気持ちがどのように動くかを試してい

る。 

・これは震災からずっとそうであり、新聞、テレビに急に情報を出し、そして我々の反応を見

ているのではないかと考えられる。 

・除染については、国の方から 8 月末に除染計画の見直しをさせてくださいという話があり、

これから個別の協議に入っていこうという状況であった。まだ個別協議にも入っておらず、

除染の効果が出るような工程表をつくっていきたいと考えていた矢先、昨日工程表が出てし

まった。 

・皆でワークショップを実施するにも、除染をやらなければ始まらない。除染を行い、仮置場

を決め、中間貯蔵施設を決め、そして我々のふるさとの再生、創建等を実現していくという

のが 1つの方法である。 

・よって、今は大変厳しい状況である。このような状況であるが、何とかふるさとを再生する

ためにやって頂きたいと思っている。 

・今日は浪江町を考える会ということで、低線量地域の再生、低線量地域をどうしていくかに

ついてワークショップを行うことになるが、私どもが忘れてはいけないのは、帰還困難区域

である。 

・帰還困難区域をどういうふうにしていくか、これがやはり大変な問題である。今後はこの地

域も合わせて考えていくことが必要になると思う。 

・町としても、まずは町民のために全面的に生活再建をするための支援をしていく。従って、

本日ご参加の皆様方の今後の更なるご支援とご協力をお願い申し上げ、一言御礼のご挨拶に

代えさせて頂く。本日はよろしくお願い致します。 

 

○質疑応答 

参加者 

・10月の後半になったので、ADRの進捗状況をお聞かせ頂きたい。 

 

馬場有 浪江町長 

・ADRの進捗状況であるが、皆さんにご案内の通り、5/30に町が代表として、精神的損害につ

いての増額を求める申し立てを行った。 

・申し立ての理由のまず第一番目は、私どもの町全体が崩壊されてしまったこと。そのことに

ついて、誰が崩壊したのか。いわゆる東京電力が放射能を浴びせて、我々、21,000 人全て

の方々を避難させた、避難を余儀なくされてしまったという状況がある。 

・そのことにより、家族、家庭、学校、そして隣組、そして我々の先祖伝来から受け継いでき

た伝統的なもの、文化的なもの、それまでも崩壊されてしまった。したがって、浪江町全体

を崩壊したことについて賠償をするということと、真摯な態度で東京電力は謝罪をするべき

だということが大きな目標であった。皆さん方からいろいろとお話を伺ったものを全て書面

で表し、110ページくらいの厚い申立書をぶつけた。 

・それに対する回答書が 7/1に来たが、私どもが想定していた回答であった。要するに、賠償

については基準がないからお支払いできないといった内容や、今検討中であるというような
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紋切り型の回答書であった。 

・よって、今度はそれに対して反論するための書面を作っている。学校の崩壊による学校の生

徒の状況、生徒さんの生の声、高齢者の方々がどんな思いで生活をしているのか等を全部記

載し、準備書面にしている。1,000ページ以上にもなる。 

・これらを進めている上で、仲介の先生方、弁護士や学者等からなる ADRの職員の方が浪江町

の現場に入りたいという話になっている。よって、現場に入ってどのような状況なのか見て

もらう。 

・来月、11月にはその準備書面をぶつけ、今度は東京電力、町、ADRの仲介の先生方、三者で

の話し合いになる。おそらく、12月あたりである程度の指針が出ると思っている。 

・損害賠償紛争審査会については、今年の 6/15 に初めて入り、避難している被災者の方々の

話を伺ったという状況であるが、２年以上も経って初めて被災者の話を聞いて、平成 23 年

8月に出した基準がひどい、間違った基準を出してしまったという話になった。 

・財物についても、２年以上が経過し、かび臭い、ねずみやカラスが入っている等、リフォー

ムしてもほとんど住めない状態である。 

・それに対し、固定資産税価格の評価額から出した賠償の基準にプラスアルファの上澄みをし

ていかないと駄目であるという話になっている。どこまで認められるかはわからないが、

我々が主張することにより、風穴があいたと思っており、私どもの話がスムーズに反映でき

るようにもっていきたいと思っている。これから正念場に入ってくると思っている。 

 

参加者 

・今日のように浪江を考える懇談会等、いろいろと開催して頂いてありがたいと思うが、町と

して、実際に我々が浪江町に 24 時間住めるようになるのはいつ頃だとご判断なされている

のか。 

 

馬場有 浪江町長 

・非常に難しい問題であるが、第一次復興計画にあるように、平成 29 年 3 月までにはインフ

ラの復旧、そしてライフラインの復旧、さらには、いろいろな生活基盤の基礎になるものを

つくっていきたい、復旧工事を成し遂げたいと考えている。 

・冒頭でも話した通り、除染が遅れてしまうと、復旧工事も進まない状況にあるので、遅れな

いよう、できるだけ早くやっていくように考えていきたいと思う。 

・ただ、もうひとつ問題があり、原発事故の収束の問題である。これは、汚染水の問題等、い

ろいろとクローズアップされているが、汚染水問題ひとつとっても、根本的な解決が出来な

いような状況であり、これから燃料棒の取り出しが始まる予定であるが、本当に技術的に大

丈夫なのかどうか。 

・廃炉に向けて進んでいくことになるが、本当に今のこの技術で大丈夫なのかどうかというこ

とも見極めて、避難指示の解除を出していかなくてはならない。要するに、避難指示の解除

を出してしまうと、そこで生活をしてくださいという形になる。 

・よって、原発事故の問題、休耕地の進捗状況、生活環境の状況、インフラ等社会生活基盤の

状況、それらを見ながら、まずは平成 29年 3月を目途に行っていきたいと考えている。 

 

参加者 
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・帰還困難区域については、今は月に１回しか帰れず、草刈り等もできない状況である。 

・終の棲家をどこにするのかという場面になった時に、60 代、70 代の人達は非常に悩んでし

まう状況である。 

・今は大堀、井手、赤宇木がモデル除染をやっているところであるが、それ以降の帰還困難区

域の復興の進め方について、時系列的にわかっている範囲で教えてほしい。 

 

馬場有 浪江町長 

・ご指摘を頂いた通り、現在、高線量の帰還困難区域については、実証実験で除染を行ってい

る。この結果については、12 月までに報告するが、環境省からは、この報告の中で除染の

効果が出た場合、高線量の帰還困難区域に対しての除染の考え方を定めていきたいというと

ころまでは聞いている。 

・昨年の 10 月に森林の除染はやらないという話が出たが、森林の除染をやらなければ、低線

量のエリア、住める場所も汚されてしまうのではないか、河川が汚され、風等で線量が高く

なってしまっては大変だということで、森林を含めて除染をやって頂きたいと考えている。 

・そういう状況の中で、今回の実証実験等、高線量の線量軽減に向け、いそいろな方法を編み

出してきてくれるだろうと思っている。 

・先程質問にあった 24 時間住める状況になるということも、政府は基準を出していない。20

ｍSv 以下ということだけが、自由に出入りできるところであり、それ以下に下がらないと

駄目だということである。 

・現在、津島地区においては、仮の住まいに亡くなった方のお骨を置いておく訳にはいかず、

納骨堂のようなものをつくって頂けないかという話が出ており、それについては復興庁と話

を詰めている。 

・このように、今後もこころの拠りどころを大切にしながら、帰還困難区域の方々が他の皆さ

んと一緒に絆を深めながら、交流して頂けるような環境を避難先でつくっていきたいと考え

ている。 

 

○事務局説明 

事務局（復興推進課 宮口課長） 

・現在まちづくり計画検討部会において、浪江町内におけるまちづくりをどうするかというこ

とについて検討を進めており、その状況についてご報告させて頂く。 

事務局（復興推進課 近野副主査） 

・以下の３点について説明。 

・“ふるさと浪江町”の復興に向けて ～復興ビジョンや復興計画から見えるもの～ 

・“ふるさと浪江町”の再生に向けて ～「まちづくり計画検討部会」における検討状況～ 

・本日の懇談会で話し合う内容 

 

○進行役紹介 

事務局（復興推進課 宮口課長）   

・それでは本日、皆様の話し合いの進行役、ファシリテーターの先生、高崎経済大学の櫻井先

生をご紹介する。 

・町の復興ビジョンの有識者会議のメンバーでもあり、復興計画策定委員会の委員、有識者も
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お願いしている。また、現在行われているまちづくり計画検討部会のファシリテーターとし

てもご活躍を頂いている。 

・その他、県外避難者を中心とした浪江のこころプロジェクトとして、町の広報でこころ通信

を発行しているが、こちらの方の代表もされている。 

・現在県外に浪江町の復興支援員を配置しているが、復興支援員の統括アドバイザーとして、

こちらの取りまとめもお願いしている。 

高崎経済大学 櫻井常矢コーディネーター 

・ご紹介頂きました高崎経済大学の櫻井です。 

・今日は私どもの学生 22名、役場の職員、まちづくり計画に携わっている有識者等、総勢 40

名ほどが、町民の皆さんをサポートする。 

・先程、町長のご挨拶にもあった通り、朝日新聞の除染についての報道には私も驚いた。 

・今日はまちづくり計画の議論をして頂くが、除染の方向性が見えないと、議論が前に進まな

い。先程も町民の皆さんから質問があった通り、先が見えない中、まちづくり計画検討部会

においても非常に苦しい議論をしている。 

・しかし一方で、まちづくり計画の議論をしている、復興を前に進めているんだということで、

気持ちの面でも何か一歩ずつ進んでいるということを、町民の皆さんに示していかないとな

らない。 

・今日お集まりの皆さんも、除染の問題、今後の生活の問題等、いろいろな思いがあるとは思

うが、そのような思いについては今日は少し飲み込み、平成 29 年 3 月時点で町の皆さんを

迎えるにはどのような町の形をつくっていったら良いか、苦しい中での議論になると思うが、

そのことを確認したい。また、今日議論する上で、３点ほど確認したい。 

・一つ目は、まずは常磐線より東側の低線量地域で浪江町の生活が始まり、徐々に高線量地域

に拡大していくということ。 

・高線量地域の人は低線量地域に住んでもらい、時間の経過とともに、自宅、または自分の生

活地域に戻るという段階的なものをイメージしている。 

・町民のアンケート結果を見ても、圧倒的に自宅に帰りたいという意向が多く、公営住宅につ

いてのイメージが悪いのではないか、間違っている情報が伝わっているのではないかと感じ

てはいるが、計画においては、自宅に帰るというのが前提になっている訳ではない。 

・まちづくり計画検討部会においても、この考え方についての理解が浸透していないのではな

いかということを心配しており、できれば、この考え方を皆さんが集まる場で話をしてほし

い。 

・二つ目は、提示している図面は平成 29 年 3 月時点のイメージ図である。何千人かの住民が

帰ろうとしていても、平成 29 年 3 月時点においては全員が揃う訳ではなく、何百人、千人

という少数の規模から浪江町の復興、歩みが始まると想定できる。 

・自宅に帰るという方、公営住宅に住まわれる方、何れにしても、バラバラと生活をする場面

が想像できる。 

・まちづくり計画検討部会においては、そのような状況の中では助け合い、支え合いの関係が

成り立たなくなるのではないかということで、バラバラに生活をされていても、人が集う場

所、サービスを提供する場所はある程度まとまっている必要があると考えている。 

・復興拠点においては、交流施設、福祉施設、入浴等ができる保養所のような施設、お店等が

できるだけ集積し、少ない人数であっても皆が元気で暮らしていける体制づくりが必要だと
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いうことを考えている。 

・三つ目として、今日は平成 29 年 3 月時点において、どのようなサービス、施設、機能があ

ったら良いかを議論して頂く。 

・三宅島の全島避難においても、一時滞在施設というのは非常に重要な役割を果たし、高線量

の皆さんが交流する場として利用する等、一時滞在施設はキーワードになる。その他、必要

な施設について議論頂きたい。 

・また、今日は同じ地域の方々でまとまって議論して頂いた方がよろしいと思うので、事務局

のグループ分けに従って、席を移って頂きたい。今日はよろしくお願いします。 

 

○グループ発表 

高崎経済大学 櫻井常矢コーディネーター 

・他のグループでどのような議論があったか共有したいので、①グループの周りに集まって頂

きたい。 

 

①グループ 

・たくさん話が出たが、今回は３つに絞ってお話したい。 

・まず、インフラについて、道路の整備をした方が良いということで具体的な話が出た。駅か

ら線路沿いに６号線に出ることのできる道路、また、駅からまっすぐ６号線に出ることので

きる道路、そして、駅から巡回できる大きい道路が必要だという意見が出た。 

・また、高齢者が多く帰ってくるため、歩道を広くした方が良いという意見や、交通面として

市内をぐるっと回れる巡回バスが必要だという意見。 

・次に、雇用の場について、若い人が帰ってこないと町が成り立たないということで、若い人

が帰ってくるようなことをする。例えば、工業団地をつくったり、公共事業を起こしていく、

北棚塩の有効活用として火力発電所をつくる。研究機関を取り入れて、若い人が働けるよう

にする。 

・とにかく、若い人が帰ってくるにはどうしたら良いかということの議論で盛り上がり、安心

感を与えるまちづくり、子供を育てる環境、魅力あるまちづくりが必要だという意見が出た

が、魅力って何？という話も出た。 

・最後に話し合いの場が必要ということで、コミュニティで集まれる場、小さな公民館、喫茶

店、浪江町は居酒屋が多い町であったということから、居酒屋等皆で集まって話せる場所が

あったら良いのではないかという意見が出た。 

他グループからの意見                                  

・道路の話が出たが、中間貯蔵の場所については、一日何千台もの車が通るので、大きい道路

の整備は必要だと思う。 

・権現堂地区については、区画整理でやったら良いのではないか。 

高崎経済大学 櫻井常矢コーディネーター 

・生活道路と幹線道路は分けた方が良いという意見は、まちづくり検討部会でも出ている。 

・①グループは循環できるような道路等、道路がきちんと整備されていることが必要だという

意見が出ており、特徴的であった。 

 

②グループ 
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・交流の場、温泉等憩いの場がほしい。 

・ゴミの焼却施設が必要。またその施設から出る熱を利用して温水プールがつくれたら良いの

ではないか。また、仮置き場の確保も必要。 

・文化施設として、請戸小をモニュメント化したらどうか。その他、文化センターをつくる。 

・農地については、残す農地の他はソーラー発電等に活かす。 

・高齢者がたくさん帰ることになると、総合病院や歯医者が必要であり、また、介護施設、老

人ホーム等、高齢者のための施設を先につくる。 

・ただ、その場合のスタッフはどうするかということで、スタッフは全国的に集めた方が集ま

るのではないかという意見が出た。また、資格を持っていなくても、資格を取りながら働け

るような施設があると良いのではという意見、スタッフについては、若者が帰ってこないと

難しいという意見が出た。 

・その他、生活をする上で、商業圏の充実が必要、インフラ、上水道、JR 常磐線の復旧。 

・一番多く出たのは早く除染をしてほしいという意見。また、帰還の目安を教えてほしい。 

・復興拠点については、本当に図のこの場所で良いのか。どこにするのか。コンパクトな機能

にまとめるのはどうかという意見が出た。 

・住宅については、集合住宅にしていく、公営住宅を活用していく。また、一時的に帰宅する

には仮設住宅を利用したら良いのではという意見が出た。 

 

③グループ 

・町の復興を考えていく上で、まず済ませないといけないものとして、除染の問題や国とのや

りとりでどう連携していくかということ。 

・多かった意見として、住んでいく環境においては住宅の充実が必要。家族が一緒に住める場

所、ある程度の広さを持った住宅。 

・また、復興公営住宅として、２～３世帯が住める、一人暮らしでも住めるような住宅。復興

公営住宅のイメージとして、味気ないコンクリートのイメージがあるが、そうではなく、若

い人でも入りたい、帰りたいと思うような住宅をつくる必要があるという意見が出た。 

・運動場という意見の中で、浪江町ではパークゴルフやグラウンドゴルフが盛んに行われてい

たということもあり、帰った時に高齢者が健康のために運動できる場所が必要という意見が

出た。良い意見だと感じたものとして、復興公営住宅に運動場を併設してつくれば、利用し

やすいという意見が出た。 

高崎経済大学 櫻井常矢コーディネーター 

・住宅について細かく意見が出ていたのが特徴的であった。 

 

○まとめ 

高崎経済大学 櫻井常矢コーディネーター 

・熱心にご議論頂き、ありがとうございました。今日出た意見については、一言一句しっかり

と記録し、次回のまちづくり計画検討部会に意見として出されることになっている。 

・全体を整理するのは難しいが、まずは③グループの意見にも出ていた住宅の問題についてで

あるが、町民の皆さんと一度勉強会等をしないとならないと感じている。 

・一度、復興公営住宅に住んで、それから自宅に戻るというのは精神的な苦痛、手間という声

があるが、復興公営住宅に対するイメージがあまり良くないのではないかと思う。 
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・狭いアパートのようなところに押し込められるようなものだけではないため、公営住宅に関

する議論を今後やっていく必要があると感じた。 

・二つ目として、平成 29 年 3 月時点において生活する場面をイメージ頂き、健康づくりの場

等、具体的なものが出ていたが、アンケートをみても、高齢の方々が戻られる希望が多いと

いう結果が出ている。しかし、まちづくり計画検討部会でも、高齢者ひとりで暮らしていく

のは大変であり、ソフト面でのサポートが必要だという意見が出ているが、今日の議論にお

いても、高齢者施設等の整備と合わせてヘルパー等の人的なサポートが必要だという意見が

出ていた。 

・ハード面だけでなく、ソフト面でのサポートが必要であり、また、どのような人材が必要か

ということについても、議論として組み立てていく必要があると感じている。 

・三つ目として、今後、このような計画をどのように具体的に進めていくかという意見があっ

たが、ハード面については町民の皆さんや我々民間では難しいと考えるが、産業の再生等、

町民の力がないと実現できないものがある。 

・よって、商業や農業等、浪江ならではのものとして、商品やサービスを誰がどのように提供

していくのか等、計画の後に仕組みづくりを考えていく必要がある。 

・この点については、役場だけでは解決できないものであり、復興まちづくり計画を具体化し

ていくには、誰がどのように関わっていくのかという戦略も必要になってくると思う。 

・最後に、除染問題等が不安だという意見があったが、皆そのような思いがあり、非常に苦し

い状況であるが、今日のような議論を重ねながら、展望を開いていく機会をつくっていくこ

とが大事だと改めて感じた。 

・町をどのように再生していくのかという議論の場については、また町の方で企画されると思

うので、是非参加頂きたいと思う。 

・今日は参加者の数は限られていたが、良い議論ができたと思う。ありがとうございました。 

 

以 上 

 


