
福島訪問紀 ～“夢の小袋”を届けに行きました ～ 

 
セミ時雨まだ届かぬ阿武隈の地へ 

 
  福島県は、東側に阿武隈高地が南北につらなり、西側に奥羽山脈がひかえる。阿武隈高

地は 600 ﾒｰﾄﾙから 700 ﾒｰﾄﾙ程度のなだらかな高地で宮城県まで続く双葉断層だ。セシウム

はこの上を超えて福島、郡山以遠まで到達した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【7 月 16 日 午後 1 時 45 分泉駅着】 曇天 

◎原発震災から 4 年、福島はいま。(デイサービスセンターにて) 

   品川から 2 時間半、常磐線泉駅への到着は予定の時刻を 40 分余り遅れる。福島の今

を知る旅は、浜通り医療生協矢吹副理事長の出迎えで始まった。 

私たち 4 人の到着を待って、原発問題住民運動連絡センター筆頭代表委員であり浜

通り医療生協理事長でもある伊東達也氏から、震災後 4 年経って今尚続く「あまりに

も深刻な被害」の実相に触れる話しをお聞きした。             

 

 

 

          

・百床以上の二つの病院が職員の帰還を前に力つきて消えた。国と東電が労働不能損害

賠償を打ち切ったためだ。この四年間、帰還をめざし職員を解雇せずよくぞがんば 

った。政府と東電は損害賠償の支払いを事故発生からの年数で考えている。暮しが

元に戻らぬ間は「人間と地域の復旧.復興」はない。 

・苦渋の中間貯蔵施設の受け入れ 県内 43 ケ所の市町村の除染などから出た放射性廃棄

物は仮置き場 662 ケ所と現場保管 83300 ケ所に及ぶ。それは第一原発がある双葉町

と大熊町に集約され 30 年間保管すると言う。「中間貯蔵施設」は法律では 30 年後に

福島県外に運び出すことになっている。 

・原発を受け入れたら最後 除染放射性廃棄物。原発事故で損害を受け住民訴訟を起こ

した人の間では“福島県民に拒否する権利はあっても、他の県民にも拒否する権利

はあり、他県に受け入れを要求すべきでない”と言う考えに集約された。結局どこ

の県も受け入れることのできない「放射性廃棄物」は原発を受け入れた福島に残る

しかないのだろう、ということだ。原発を稼動する自治体はそのことを今後思い知

らされることになる。土地の売却を求められている地権者にとっては代々受け継い

できた土地を手放すことで、ふるさとを完全に失うことを意味する。 

・人が住めない強制避難地域 (大熊町東大和付近の除染された幹線道路周辺で 3.684 ﾏｲ

ｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/h。四日市付近の 80 倍！、明日 7 月 17 日は第一原発から 1.5 ㌔の距離ま

で入る。もちろん車からは降りられない)。 約 1000 平方キロと東京都の半分の地

域に及ぶ。幹線国道とバイパスの道路の両側 20 ﾒｰﾄﾙは除染されるも強制避難区域の

除染はされることはない。常磐線は楢葉町の竜田駅での折り返し運転で、仙台まで

の開通のメドたっていない。地面

のかさ上げと堤防工事が進む広

野駅（帰還準備地域）は除染終了

（写真広野駅。震災以前は街並み

の中に駅があった。）。放射線量は



0.154 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/h（それでも四日市の 3 倍）。 

セシウムは北側 200 ㌔離れた岩手の牧草地まで飛来、西は静岡のお茶にまで。これ

までに国が認めた被害総額は 11.9 兆円 セシウム 137 の半減期は 30.1 年、ベータ

線を放出してバリウム 137 となる。  

※2030 年時点の電源構成を示す「長期エネルギー需給見通し」による原発比率 20

～22%確保のために、「新設 3 基、既設 7 基については 60 年間への運転延長が必

要」と 6 月 10 日衆議院経産委員会で宮沢経産相が答弁した。 

・命は奪われ続けている...震災関連死は今だ絶えることはない。2013 年 12 月直接死はつい

に 1603 人を超え、2015 年 7 月現在 1938 人に達している。原発事故を原因とした自殺は

63 人、仮設での孤独死も 34 人。これからも増えることが懸念されている。 

・帰れない人々と町(コミュニティ)の消失 帰還困難区域と居住制限区域の占める割合の高

い富岡町や浪江町などは、当分帰還宣言は出せない。2014 年の復興庁のアンケートによ

ると、「現時点で戻らないと決めている」と応える人は、両町で 67%と 65%に急増。若い

人が帰らない町は近い将来消滅するであろう。区域内の4～5町村の8つ高校の内5つは、

入学打ち切りとなり新入生の募集を中止し休校となっているが、廃校とは言わない。 

・鈴木（浜通り医療生協）副理事長（元いわき市副市長)より いわき市の地震による直接

死は一桁、他はすべて津波によるもの。復興計画を妨げる原発事故。地震の日以降、病

院の電気は通じていたが、水道はダメで、ガスは十分機能していない状況だった。 3 月

14 日 3 号機の水素爆発の後、全国の水道局からの給水車は、原発事故のため 30 ㌔手前で

給水車を置き去りにして引き返していった。市の避難民の受け入れは、原発から 3 ㌔、

10 ㌔、30 ㌔圏と拡大していった。原発事故による自主避難は当初 34 万市民の 5 割以上

にのぼり、市内外と県外に避難し、また、周辺市町からは 2.5 万人の避難者を受け入れ

た。(市報告集参照)  

・長谷部専務(浜通り医療生協)より 一時 120 床の小名浜生協病院内科病床に 143 人収容

（救急は指定外）。 わたり病院の斉藤医師の「放射線被曝について」の講義は職員の

不安を和らげることに大いに役立ったものの、若い職員の避難の数も少なくなかったこ

とは事実です。 ライフラインの確保、水は 350 リットル×1と 500 リットル×2のタン

クを組合員より支援いただき連日確保 20～30 トンで確保出来ました (病院の 60 トン

の貯水槽は数日持つと思われたが実際は 1 日で消費してしまった)  。 災害対応の記

録はこれからの施設建設に役立つ資料として頂いてきました。薬剤の確保、ヨウ素剤は

小児へ粉末ペイスト状にして服用させた。ガソリンは救急部門として優先的に確保され

たものを機能維持の為一部職員の通勤用にも利用。全日本民医連と医福連による医師･

看護師等の人的支援で病院機能が保たれた。病院の耐震構造(移設 9年目)は現在配管設

備に数年後の修理が多発している。災害対応マニュアルは整備されていたので状況に応

じ上手く対応できました。原発災害報はマスコミ関係者が一番に避難したため上空から

のテレビの画面のみとなった。医師会(病院の医師.看護師)はメールを配信し避難を開



始、情報量が多いのか国会議員・県会議員は真っ先に避難(逃げた)。浜通り生協病院の

医師、看護師他職員は本人家族も被災しているなかで多くの職員がとどまった(一部小

さい子どもを抱える若い職員は家族を避難させたが大半が戻ってきている)。他のいく

つかの病院は患者や要介護者を置いたまま避難、その後は閉院もしくは診療所となって

いる(職員確保が出来ない)。 

・避難住民への言われ無き差別(医療費補助、住宅補償などに対するやっかみ？)と被災県

民と一般県民との分断。市の施設への落書き、車のフロントガラス破損、運動会で走る

子ども達への罵詈雑言、仮設へのロケット花火打ち込みなど、聞くに耐えない。   

・楢葉町上荒川第 2 集会所訪問  

              

持参した夢の小袋 160 余

りを届ける。この仮設は

237 世帯、残りは四日市に

帰り、浜通り医療生協を通

じて改めて届けることに

した。 

 

 

・小名浜生協病院に帰着 全国の組合員･職員から寄せられた医療福祉連の３千５百万円の

カンパで購入したガンマ線ポータルモニターで外部被曝線量を測定してもらい我々4 人

の外部被曝なしを確認。トラックに積載された機器は各地の催しや研修会で活用し、被

曝に対する健康相談に応じている（但しこの計測機は厳密な放射線量を測ことはできま

せん）。簡易に測定ができることで地域まで出かけ測定することで住民の不安に応えるこ

とができます。 

・持参したカンパ 5 万円を伊東理事長に手渡し、6500 円は矢吹氏を通じて地元紙「福島民

報」2 ケ月分の購読を依頼.。元論説委員

長で福島民放の代表に寺崎の名刺を渡し

1 週間単位で配達を依頼した。見本誌は宿

泊したホテルより持ち帰る。 現地の新聞

は毎日 1 面全部を使って地区単位の放射

線量と食料品の被曝線量検査結果を掲載

し続けている。 

 

【7 月 17 日 福島第一原発へ最接近】 (放出されたセシウムの総量は 7.5 ㌔だそうだ) 

広野町 楢葉町 富岡町 (大熊町 双葉町)へ原発入り口道路 1.5 ㌔圏内まで到達 

元高校教師の半沢理事の案内で阿武隈山地の右手の国道 6 号線を北上する 



・津波被害の海岸周辺地域を常磐線広野駅から北上 第 1 原発から 20 ㌔～30 ㌔圏内の広

野町の人口は 5400 人、内 2000 人 40%弱が戻る。 

 一方除染のための労働者 3000 人の宿舎となっているのは役場や病院跡、ラブホテル(月

極め)など。繁盛しているのは飲食関係、重機のﾚﾝﾀﾙ業。このあたりは第一原発の南側で

風向きの関係でセシウムの飛来は少なかったため稲作が始まっている。海岸縁に入ると、

途切れた線路は道路との見分けがつかなくなっている。カーナビが踏み切りが近いこと

を伝える。元あった振興住宅地の復興向けて 7 メートを超える高さの防潮堤と地面のか

さ上げ工事中。ここにも放射性廃棄物の仮置き場が一帯に広がっていた。   

 時折台風 11 号の余波を受けて流れる雲から大きな雨粒を落ちてくる。海は白波立ってい

る。このあたりまでは人々が暮している様子が少し感じられるが、人影は一人として見

ることはできなかった。ただ広野駅に一人駅員の姿があるのみ。 

・JV(ジェイビレッジ)は自衛隊他全国からの支援の拠点となっているためサッカー競技場と

公園はその役割を担いつつけている。除染に当たる労働者の姿が時折見え隠れする。  

 電気や水道が通じているため、避難住民は東北電力(東電ではない)に基本料金を支払って

いるという。東電が負担??。 木戸川は東北最大の鮭の遡上する河川、みかんの北限もこ

のあたりだ。 放出されたセシウムと 3 大栄養素のカリウムとは同位元素で、ものに付着

する性質が強い。今遡上している鮭は原発事故前に孵化し川を下り、太平洋を回遊して

帰ってきている。みかんなどの柑橘類は皮の部分と種に放射性物質がたまるとされてお

り、果肉部分には少ないと考えられているが、買うものはいない。 

・楢葉町に入る 第一原発から 20 ㌔圏以内 人口 7000 人の内 400 人が自宅に宿泊してい

る模様。この先からは二輪車による通行と車から降りて外へ出ることが制限される地域、

但し除染労働者は生身の身体にカッパにマスクで道路沿いと田畑の除染に従事している。 

 住宅の屋根には雨よけのブルーシートのちぎれかすと土嚢のような重しが放置されたま

ま、年間 20 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ以下避難指示解除準備地域とは言え室内は盗人と動物に荒らされ、

一時帰宅を許された住民の帰宅意識を奪っている(首都圏ナンバーの警察車両が常時巡回

している)。 あたりの景観は緑の山畑が続く。夢果てた山河に除染した廃棄物が道路の

両端に積み上げられている。田んぼは荒れ放題。除染で草が駆られた後の草丈は比較的

低い。やがて 5 回目の冬が冷たい雪を運ぶだろう。 

・法鏡時の住職早川氏より説明聞く (コンビニ弁当で昼食) 本堂の外は、しとしと雨から

大粒の雨に変わる。意見陳述集を資料としていただく。 

 早川氏は原発災害住民訴

訟の傍ら自らの田畑(奥さ

んの千枝子さんが施設長

を務める障害者施設の弁

当販売用の米を作ってき

田んぼ)を「放射性廃棄物」



の仮置き場に提供。寺の本堂でお話しを聞かしていただく 年間 20 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ以下指示解

除準備地域にある 600年続く楢葉町の真宗大谷派宝鏡寺の 30代目住職で避難住民訴訟の

代表者の一人早川氏は毎日居住制限地域の寺に住まいし、線量計で被曝量を記録、未だ

人の住めない区域内の通学路の被曝線量を記録する。後を次ぐ者なく寺は消滅せざるを

得ないと。 

早川住職は四日市公害裁判が、東京電力広野火力発電所誘致での公害反対運動のキッカ

ケとなったと話された。小名浜のコンビナートは四日市の石油化学コンビナートを目指

したと言う。これまでの原発訴訟で最高裁はチェルノブイリやスリーマイルの様な原発

事故は日本では起こりえない、と。原発白書にも同様の記載。苦労して子や孫を育て、

最期の生きがいを奪われ自死された人、会津で旅館やホテルにコンパニオンの派遣で生

計を立てていた夫婦が障害を持つ子どもの首を締めて心中、もうこれ以上がんばれない

と。避難している 8 万人の人々すべての人生を破壊した原発事故。先が見えないのでは

なく、先が見えるからつらい。いつまた原発事故が起こるかも、今度も日本か。若い人

が戻らない、自主避難した人も同じ、できなかった人もいる、若い夫婦は離婚も。裁判

の一番の想いは日本のすべての原発を止めること。原発メーカーは何も保障しない。製

造物責任を問われない原発訴訟、東京電力は黒字、いわき市民訴訟(伊東理事長)に 1500

人、福島原発避難者訴訟(早川さんは原告団長)600 人、伝える人もっと増やしたい。 

・金儲けのためなら海外にも売りつける(安倍首相) 

 9 月 5 日避難指示解除を前に早川さんの言葉は重い。共感でき

る想像力は私にはない。家の廻り 20 ﾒｰﾄﾙ以内の生活で換算し

た被曝線量が基準とは?? もし自分がお寺でなかったら今ここ

に帰って住まいしていなかっただろう。愛おしい故郷の山と川、

草木は枯れ、時はゆくとも、命はてるまで自分の町の将来を想

い、子孫のために残りの人生をかける覚悟が伝わってくる。そ

れが原発を止められなかった者の責任と。主を失いつつある

600 年、30 代続いたお寺。境内につながる参道の脇の桜の老木

はこれからもずっとこの寺の行く末を見守ってくれるだろう。 

※原発問題住民運動全国連絡会センターの発行する機関紙の購

読を希望(年 3000 円) 

・絵葉書に込められたふるさとへの想い 早川さんの奥さん千枝子さんは浜通り医療生協

の理事でもあり、障害者施設の施設長でもある。希望を捨てず、いつか故郷に戻る日を

信じて 3 種類の絵葉書 5 枚セット(500 円)を自ら描き販売している。(購入してきました)

この収益金は夫篤雄さんが務める原発災害住民訴訟と障害者施設の援助に活用されます。   

 20 ㌔県内の楢葉町は津波で消失した家屋、旅館、民宿、駅はそのまま残る。新築したば

かりのアパートなど無残な姿、廻りは除染した放射性廃棄物の集積場と化している。廃

棄物を入れた黒色の袋の耐用年数は 3 年、.紫外線による劣化で移動困難になる。 



 途中の道の駅は閉鎖されており双葉町警察臨時庁舎となり警察車両の駐車場になってい 

た。楢葉町と富岡町の境に福島第 2 原発がある  

・竜田駅舎周辺 除染工事の労働者以外住まいする人影はない。学生の通学用自転車は放

置されたまま。セシウムに汚染された福島県ナンバーの自動車は売れない、まだ日中立

ち入り制限地域だ。道路沿いのコンビニだけが除染労働者 3000～4000 人／日の胃袋を賄

っている。すれ違う車は首都圏を中心とする他府県ナンバーのみ.。.  

・富岡駅周辺 海岸線に近かった富岡駅は津波で流出し、周辺の街並みは無残なすがたを

さらしている。人口 14000 人、帰還困難地域と居住制限地域があり、住宅地は道路一本

隔てて二つの区

域に分かれる。

管内放送でわた

したちに直ちに

立ち去るよう促

す声が聞こえた。

春には大変きれ

いであろう桜の

トンネルがずっ

と続いていた。

この地区は除染

する地域としない地域に別れており補償も別々だ。2017 年帰還時期となっているが帰っ

てくる住民の姿はないだろう。「この先帰還困難地域通行止め」としてすべての家屋とわ

き道は鉄柵と鉄の錘の付いたガードレールで封鎖されている。丘陵を超えて福島第 2 原

発の進入路へ、監視人の所まで行く。台風

の余波で真っ白なしぶきを上げる海岸線

(海岸段丘)は日本で最も低い位置 海抜 6 ﾒｰ

ﾄﾙにある原発に今にも波しぶきを被りそう

に見えた。双葉の海岸線は高さ 30 ﾒｰﾄﾙ(写

真)の海岸段丘だがわざわざ海抜 6 ﾒｰﾄﾙまで

削って造られたのが第 1 と第 2 原発だ。第

2 原発もあとわずかの時間、危機一髪で炉

心溶融(チャイナシンドローム)から逃れ

た。東京電力と安倍首相はここの 4 基の

再稼動をあきらめていない。 

 

 



帰還困難地域年間 50 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以上の地域は立ち入りに許可が必要(放送で直ちに立ち去り

を要請される) 24500 人 9100 世帯 

居住制限区域年間 20～50 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ(早川さんのお寺はここ) 23200 人 8400 世帯  

避難指示解除準備地域年間 20 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下日中のみ立ち入り許可 32300 人 11100 世帯 

東電作業員は事故後の 1 ケ月間原子炉冷却のため 100 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h 以上の被曝をしていた 

大熊町と双葉町は国道 6 号線上の移動のみ 

富岡長役場と文化会館は東電からの補助金で豪華絢爛。0.641 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄで人影はない 

富岡消防署北 3.173 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ  

大熊町    3.29 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ（中間処分場の設置で帰還困難） 

同 東大和  3.684 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ 

同夫沢付近  1.5 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ 

双葉町中間処分場(放射性廃棄物償却施設)付近 1.431 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ 

テレビ画面でよく見かける「原子力明るい未来のエネルギー」のアーチの鉄柵の横に止め

た車内から撮影した。中間処分場の設置で帰還はいっそう困難になる。車内からモニタリ

ングポストの表示を記録する。これより北の浪江町と南相馬、飯舘村へは放射線量がより

高く除染関係者も通行を出来ない。.国道 6 号線は通過のみゆるされている。 

(7／17 ホテル近くのお店で馬刺し他 地酒の写楽 3 合ほどいたたく) 

 

【7 月 18 日】 四倉地区と久之浜地区へ 

・四倉地区 海岸沿いの静かな静養地にある社会福祉法人楽寿会 特養.ショートステイ.

デイサービスなど運営。 

 原発事故当時の病院、

老健、特養、福祉施設

の様子をいわき市四倉

にある社会福祉法人楽

寿会施設長佐藤英介氏

よりお聴きする。津波

4.87 ﾒｰﾄﾙ 130 人余り

の利用者平均介護度

4.3 を 2 階屋上に引き

上げ帰宅困難となった 45 名の職員が守りぬく篭城の記録についてお聴きした。(17 分で

屋上へ、一年前のチリ地震の津波非難訓練が役立った) 

5 ﾒｰﾄﾙの津波が堤防を超える 廻りの福祉施設、旅館、住宅はすべて損壊するも、周囲の

道路より 2 ﾒｰﾄﾙ高かったこの施設は入居者を 2 階屋上まで引き上げ一夜を過ごした。 

 3/11～3/15 施設本体の被害が少なかったこと電気が確保できたことが幸いした。 

水は 600 リットルのタンクを職員関係者より手配できた。米他の食材も職員の実家から



の支援を受けられた。3/20 以降は他の施設からの受け入れ依頼もあり、逆に重傷者を医

者が避難しもぬけの空になった病院の看護師さんのいる病院に引き受けでもらうなど残

った施設間の協力で 1 ケ月をしのいだ。この時は浜通り生協病院にも医師のいなくなっ

た病院から医師派遣の救援を求められた。後半はノロウイルスによる感染症に悩まされ、

久里浜の特養での座席表で追跡すると見る見る内に感染が広がったことが悔やまれる。 

 避難した久之浜と四倉地区の福祉施設の利用者は移送中のバスの中で亡くなる人も、体

育館やコミュニティ施設の床に寝かされ、時間がきたら暖房を切られ(決まりだからと市

の職員)一機に体調を崩し救急車で搬送中に亡くなった人など、これらの人は震災関連死

として把握されていません。実態は今もわからない。 

・原発の情報一切入らず。浜通りの矢吹副理事長からつくばの研究者を介し (年間 100 ﾐﾘｼ

ｰﾍﾞﾙﾄまでは安全の最低基準)て情報を把握、逃げずに現地にとどまったことがよかった。

久之浜には市?から十数台のバスが住民避難のために用意されたと聞く。国はスピーディ

の情報を把握し米軍にも提供していたが、国民に情報を提供しなかったことをつくばと

海外の知り合いからの情報で確認していた。いざ避難の時のために 3 班体制を引く、食

糧、清拭類、補助食品等の在庫チェック、支援の手が入る 3/18.19 あたりに具体的に発注

できた。3/11～3/18 は水分補給と低体温を防ぐため 3 食温かい食事提供(スープ、おじや、

タンパク質確保)、献立記録残す。 

・青(緑)色公衆電話は緊急電話に切り変わる 通話が確保できたため全国からの支援や周辺

の医療機関との連絡はかろうじて確保できた。福祉避難所の確保と設置、実際の運用に

おいて深刻な災害時には機能しないことは切実な問題です。 

・海岸沿いの道路を走る 海岸が沈下し浪打際が近くなっていることころあり、防潮堤は

7 ﾒｰﾄﾙを基準にかさ上げ、その内

側に緑地帯を設け二重構造で津

波に備える工事が海岸線60㌔に

わたって進行している。震災か

ら 4 年目の夏、遠くにサーファ

ーが沖の白波に向かって漕ぎだ

す姿が目に入った。今回世話に

なった矢吹副理事長の田んぼも

堤防と防風林を超えた津波に冠水、4 日目にして海岸べりの集落へ入ることができたそう

だ。その時すでにいくつかの集落は跡形もなかったと言う。(峠のお地蔵さんの脇から写

真を撮る) 

・塩矢崎灯台周辺地区の津波被害区長を訪ねる 

宮城、岩手の津波被害の陰に隠れ津波非難の報道から漏れ、支援が遅れた地域 

・薄磯区会 鈴木区長に聞く 

170 世帯のぼほすべての家屋が流出、130 人以上が死亡した。復興事務所に伺いお話しを



聞く。地震後 40 分の時間が一度避難した人を自宅に帰らせ、住民の被害を大きくした。

現在 2 ケ所の高台を造成中、山陰の復興住宅はすでに完成していた。小さな入り江の集

落は何もかもなくなり元の家並みの写真が物語る。津波来襲時の写真を見せていただく、

遠くの家並みから土煙が上がる。一機に津波が家を押しつぶしたのだろう。 

 

・豊間区 遠藤区長他から聞く 

 このあたりは平安時代の前期貞観11年(869年)の巨大地震の記録(貞観地震)残っていると

ころ。矢吹さんの話、さらにさかのぼる時代の横穴古墳群の高さまで今回の津波は到達

していないこと。神社の社殿も津波到達点より高いが鳥居までは津波が到達している。

近くの幼稚園児は神社の階段を駆け登り急死に一生を得た。先人の智恵はお寺の本殿も

守った。入り江の奥の高台に墓地とともに残っていた。しかし、8.57 ﾒｰﾄﾙに達した津波

により住民の住まいする家々と工場は一切姿を消してしまっていた (この時の空間放射

線量は 0.12 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/h)。伝承は国内各地でも見受けられる。元あった堤防は津波で壊

され、住宅地の中まで流されていた。現在 7 ﾒｰﾄﾙの頑丈な防潮堤と緑地帯の造成による

二重の備えでこの豊間地区を再生している。復興事務所で説明をお聴きした後、NPO が

運営するとなりの復興商店街「とよマルシェ」でしょうゆラーメン 650 円を食する。 

 この地区の被害は 689 世帯が全半壊、死者 89 人。人口は震災前の 2148 人が 750 人に減

っている。高台移転の工事は途中、災害復興住宅 7 棟はすでに完成していた。 

 

 

      2015 年 7 月 21 日    

               

 みえ医療福祉生協四日市地域       

くらしまちづくり委員会  寺崎由郎 

 

 

 

  

 


