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09 岩手県 大船渡市 大槌町 山田町

二〇一一年の四月、
二〇一三年の十二月に三陸地方を

訪れた。大地震後の四月はただた

だ言葉を失い、思考も止まり、茫然とうろつきまわった。二年後の冬は、崩

壊した家や積み上げられた生活の欠片が跡形もなくなり、地面を雪が覆って

いた。まったく人の姿がなく、ベルトコンベアーが複雑に入り組んでいた。

今年の二月、またしても三陸を訪ねる機会を得た。仙台から

新幹線、大船渡線、乗り換え輸送のバスBRTで陸前高田まで

いけるのが、自分でも意外なくらいうれしかった。今までタク

シーやレンタカーでいくしかなくて、
「すごく遠い」
という印象

が強かったのだ。

UR PRESS vol.45

の観光物産協会は、語り部ガイドによる被

商店街の１日の匂い。朝の地面から立
ち上る匂いにお豆腐やパンの匂いが混
じり、開店する頃には花屋の緑の匂い、
お昼には飲食店のダシや炒め物の匂い
がして、夕方にはやきとりやうなぎの
匂いがグッと来る。閉店後はその残り
香に、木々や土の匂いが混じる。その
ような人の営みが感じられることが大
切だと感じています。
イラストレーション・小林マキ
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災地ツアーを行っている。ガイドさんに案
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内してもらう町は、三年前を思い出せないくらい整備されてい

発行

る。四階まで津波の被害に遭い、その上階二階ぶんは被害に遭
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表紙の世界

わなかったマンションが、遺構として残されている。そこに案
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内してもらったとき、鮮やかに記憶がよみがえった。五年前の

プレゼント付きクロスワードパズル
UR INFORMATION

四月、このマンションの五階と六階には布団が干されていた。

38

四階より下は津波にさらわれているのに、その上では生活が営

37

まれている。その光景はたくましくもあり、痛々しくもあった。

うめきた周辺
（大阪市）

「マンションの隣に大型ショッピングセンターと家電店があっ

ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ その❻

て、ここいらへんは便利な場所だった」とガイドさんが説明す

35

ると、それまでずっと黙っていたタクシーの運転手さんが、
「そ

世界の扉を開く本 ❽ 三田修平 テーマ▶新生活応援ブック

うだったな、あったな、でっかいのが。忘れてしまうな」と独

自由にカスタマイズできる便利な棚

り言のようにつぶやいた。私はそのとき、この町に住む人たち

人気ブロガーの団地DIY術 ❽ Makees

の失ったものの重さを垣間見た気がして、胸がふさがれる思い

ゴマ栽培は、意外にもベランダが向いている
34

だった。つらいこと、かなしいことは忘れたほうが楽になるけれど、かつて

べランダ菜園の楽しみ ❽ たなかやすこ

あった光景を忘れることはもう一度失うことなのかもしれない。忘れないた

33

けれど、三陸の景色はどんどん

届け！笑顔❹ AKB48「誰かのために」
プロジェクト 東北復興支援
盛岡市
（岩手県）
／南相馬市
（福島県）
／石巻市
（宮城県）

変わっていき、あたらしい町と

31

めに、失わないために、このツアーははじめられたように思った。

僕は東北で多くのことを学びました
29 UR都市機構が取り組む復興支援MAP2016

集落ができていく。それでもかつてあった町の風景は、忘れられないように

決して忘れず、継続すること。

いろいろなかたちで伝えられていくのだと思う。

コロッケさん（ものまねタレント）

電車とバスを乗り継いでここまでこられることがわかって、びっくりする

写真でみる復興の足跡
25 復興 Interview

ほどうれしかった理由がようやくわかる。運転免許を持たない私が、ここま

あの日から5年

で自分ひとりでこようとおもったら電車を乗り継いでくるしかない。ほんの

宅地引き渡しにふくらむ夢と期待
19

少しかかわったこの町と、私はそんなふうにつながっていたかったのだと気

形を見せ始めた新しいまち 子どもたちの未来に思いを馳せて
17 福島県 いわき市

づく。いつでもひとりでやってこられるように。私なりに、忘れないように。

13 宮城県 南三陸町 気仙沼市

時間はかかるだろう

復興の先の未来に向けて着実に進むまちづくり

かくた・みつよ
作家。1967年、神奈川県
生まれ。早稲田大学第一文
学部卒業。1990年
「幸福な
遊戯」で海燕新人文学賞を
受賞しデビュー。
『対岸の
彼女』
（文藝春秋）での直木
賞をはじめ著書・受賞多数。
最新刊は
『拳の先』
（文藝春
秋）
。
photo・Sato Shingo
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未来を

映画監督

人に撮影中に会っちゃ
って、その場で「すみ
てるんですが」と了解

ません、お名前を借り
５月に公開になる『海よりも

をとったこともありま

新作映画の舞台は
自らが育った団地

まだ深く』は、東京都清瀬市の

なぜ団地で撮りたか

したね。

ています。ここは、僕が９歳か

ったのか？ いま、団

清瀬旭が丘団地を主な舞台にし
ら 歳まで 年近く住んでいた
団地で、実際に暮らしていたの

化してきていると思い

地はいろいろな形で変

世界で注目される映画監督・是枝裕和さんの
最新作
『海よりもまだ深く』
は、
自身が 年近く住んでいた団地が舞台。
長い時間をかけて変化していく団地と
そこに集う人々の人生が交差して、
「僕自身が一番見たかった」
という映画が完成した。

んでいて、撮影していると「こ

友達のお父さんやお母さんが住

旭が丘団地には、まだ当時の

になっている団地もあ

単身者が多く住むよう

ルされた団地があり、

ーションやリニューア

ます。たとえばリノベ

れちゃーん」って声をかけられ

る。僕の母は 年前まで旭が丘

撮影しました。

たりもしました
（笑）
。映画のな
「ながおかさん」
という人が出て

かに樹木希林さんのお友達で

段に手すりができていたり、公

に１、２度訪れただけでも、階

団地に住んでいたんですが、年

の頃に見た原風景がなくなって
しまうという思いがありました。
それにあそこは築 年がたち、
多摩の雑木林を切り拓いて造っ
た団地が、その頃に植えた木々
の緑で再び包まれ始めています。
そこにもある種の魅力を感じて、
風景としての団地を撮りたかっ
たというのも大きな理由です。

いたり。さまざまな意味で、僕

園にあった滑り台がなくなって

身を新聞紙にあけ、割り箸で燃

とがあったんです。それで、中

ていて、線香が立たなかったこ
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「なりたかったわけじゃない」
人生を重ねあわせて
映画のストーリーは、団地に
一人で暮らす母親
（樹木希林）
の
もとを、人生に半ば失敗しかけ
た息子
（阿部寛）
が訪れ、そこに
別れた妻
（真木よう子）
と子ども
（吉澤太陽）
も集まり、台風の夜
に一晩過ごすという話です。
脚本ノートの１ページ目に書
いたのは、
「 みんながなりたか
った大人になれるわけじゃな
い」
という１行でした。
ある晩、自宅の仏壇にお線香
をあげようとしたら、香炉に線

の記憶と変わってきつつある。

えカスを選り分けていたら、ふ

香の燃えカスが山のように入っ

いま撮らなければ、僕が子ども

僕が一番見たい映画を
つくった
是枝裕和
さん

懐かしい
団地を舞台に

照らす
8
Hirokazu
Koreeda

くるんですが、モデルにした本

10
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Special
I nt e r v i e w

と同じ間取りの３ＤＫの部屋で

20

阿部民子＝構成、佐藤慎吾＝撮影
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28

いう父親と母親の思い返し方も

憶が浮かんだんですね。
「 こう

と火葬場でお骨を拾っている記
地の人生を重ねられたら面白い

つある。そうした登場人物と団

意味で違う着地にたどりつきつ
や郷愁も含めて描けたらいいな、

は……というちょっとした不安

どうなるんだろう。そして母親

が逆に絵にしやすかったりする

ことが重要だったり、その狭さ

の仏壇がぼやけながら写り込む

いので、人物の後ろに奥の部屋

んですね。

という思いで撮影に入りました。

団地という環境で、自分の置

と思ったんです。

ノートに書きました。
映画のなかに出てくるエピソ

この映画では、
ときに鍵をどこに置くか。うち

とんどです。たとえば外出する

かれた立場なりに豊かに暮らし

で、母親の住む団
団地の生活がちゃ
の母親は使わなくなった牛乳瓶

そこから、香炉を掃除する夜

地で……とストー
んと見えないと、
受けに入れていたので、それを

ードも、実際にあったことがほ

リーの核ができた
そこにある面白さ
映画で使いました。それか、ド

団地暮らしのエピソードを
ふんだんに盛り込んで

んです。次に、そ
や孤独感も伝わら
アの新聞受けの中にひもで吊る

たい、でも老いていったときに

こでかける曲を考
ないと思い、団地
しておくか、新聞受けの天井に

の話にしよう、それは台風の夜

えていたら、いつ
生活者の目線で撮

昔は大丈夫だったんですよね。

か自分の映画で使

実際に暮らして
お風呂にもこだわりました。

ガムテープで貼っておくか
（笑）
。

「別れの予感」
が浮
いた旭が丘団地の
たまに母の所に帰ると、
「 寝る

ることにすごくこ

かんできた。映画
１室で、いかにし
だけだから、もういい」って言

いたいと思ってい

の題名『海よりも
て豊かに暮らそう
うのに、母親が風呂場に行って

いま考えると危ないんだけど、

まだ深く』は、そ
としていたかを思
ガチャコンガチャコンって点火

だわりました。

のなかの歌詞から
い出しつつ、目の
を始めるんですよ。それをどう

たテレサ・テンの

とったものです。
前にいる阿部寛さ

してもやりたくて、リニューア

息子をはじめ、母親や別れた元

阿部さん演じる
んや樹木希林さん、真木よう子

ルされる前の部屋の古い浴槽を

ぶことには事欠かなくて、ほん

きるし、自転車も乗り放題。遊

う子どもだし、芝生で野球はで

でも、団地に越したら周りじゅ

に遊ぶ友達がいなかったんです。

から遠かったから、下校した後

旭が丘団地に越す前の家は学校

た、僕をつくってくれた一つ一

公園で撮ったものです。そうし

影に使っている写真も、団地の

いくらでも語れます。両親の遺

風景……公園の滑り台だけでも、

の踊り場、ベランダから見える

遊歩道やベンチ、駐輪場や階段

く豊潤です。友達と語り合った

んが、思い出される情景はすご

そうでもないんです。ドアがな

と思うかもしれませんが、実は

狭くて撮影しにくいのでは、

います。そういうエピソードを

えながら見ることができると思

ない人は、自分の故郷に置き換

か。また、団地暮らしをしてい

てもらえるのではないでしょう

のなかにある団地経験を蘇らせ

としたな」と、それぞれが自分

があったよな」「自分もこんなこ

の暮らしって、こういう面白さ

住んだ人は、
「そうそう、団地

ものときに登った」と言う給水

し、阿部さんのセリフで「子ど

でお菓子を食べたのも事実です

I n fo r m a t i o n

団地に住んでいる人や、かつて

この映画を見ていただければ、

ほ うじ ゅ ん

とうに楽しかったですね。

つへの感謝の気持ちを込めて、

ふんだんに盛り込んだつもりな

団地暮らしは
アイデンティティーの一部
映画の内容自体はフィクショ
ンですが、そこには僕が 年団
地に暮らし、離れてからも持っ
ている郷愁や後悔など、さまざ
まな感情が詰まっています。団
地ではいちばん多感な時期を過

いただければうれしいですね。

ので、そのへんもぜひ楽しんで

大切に撮りました。

台風の夜、公園の滑り台の下

さんをどう動かしたらこの空間

妻も
「こんなはずじゃなかった」
という思いを抱きながら、夢見
た未来とは違ってしまった今を
懸命に生きています。そして、
映画の主な舞台になる団地も、
建設された当時とは、いろんな

塔も、実際にあったものです。

©2016 フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ
配給：ギャガ
5月21日
（土）
丸の内ピカデリー、新宿ピカデリー他 全国ロードショー

ごしていますし、その風景や記
憶が原風景として完全にすりこ
まれていて、僕のアイデンティ
ティーの一部になっている。そ
ういう意味では、僕の非常にパ
ーソナルな部分が反映された映
画です。
この映画は僕がいちばん見た
いし、愛している。僕にしか撮
れない映画であることは、間違
いないと思っています。
団地は、はたから見るととて

原案・監督・脚本・編集：是枝裕和
出演：阿部寛 真木よう子 小林聡美 リリー・フランキー 池松壮亮
吉澤太陽 ／ 橋爪功 樹木希林

20

も人工的に見えるかもしれませ

『海よりもまだ深く』

台風が来る夜、樹木希林さん
が窓からなんだか楽しげに外を
見ているのも、母親の記憶です。
その前に住んでいたのが屋根が
飛びそうな家だったので、引っ
越した夜に「もう台風が来ても
安心だね」って。そこまでなら
普通の人なんだけど、
「 台風来
な い か な、 台 風 大 好 き 」 っ て
（笑）
。よほど、うれしかったん
でしょうね。
思い返すと、当時の団地は、
子どもにとっては最高でしたね。

ら撮りました。

探しだして使いました。

1962年生まれ、東京都出身。
早稲田大学卒業後、テレビマンユニオンに参
加、その後独立して
「分福」
を立ち上げる。
04年の作品
『誰も知らない』では、主演の柳
楽優弥がカンヌ国際映画祭で、史上最年少の
最優秀男優賞を受賞。その他の作品に
『花よ
りもなほ』
（06年）
、
『歩いても 歩いても』
（08
年)、
『空気人形』
（09年）
、
『奇跡』
（11年）
、
『そ
して父になる』
（13年、カンヌ国際映画祭審
査員賞などを受賞）
、
『海街diary』
（15年、第
39回日本アカデミー賞最優秀作品賞、最優
秀監督賞等）
などがある。

が魅力的に見えるかを考えなが

これえだ・ひろかず

5
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あるな」と、そのシーンを脚本

映画の中で、台風の夜を過ごすタコの滑り台。

東日本大震災から５年、
ＵＲ都市機構が取り組んできた復興事業は新たなステージへ。
整備した宅地や災害公営住宅が引き渡され、未来のまちの姿が現れ始めているのだ。
地域に合ったまちづくりに向けてＵＲ都市機構は
ハード面だけでなくソフト面の支援にも力を入れている。
東北各地の今、そして今後の展望をお届けする。

復興 から
まちづくりへ
特集

東日本
大震災から
５年

岩手県
盛岡市

大槌町

宮城県
福島県

山田町

大船渡市
気仙沼市
南三陸町

仙台市

福島市

いわき市
福田正紀=ドローン撮影
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2016年3月13日に
「第1期まちびらき」
のセレモニーが行われた岩手県大船渡市。中心市街地では新たなまちづくりに向けた工事が急ピッチで進む。※肩書きは取材当時のものです。
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「まちを復活させたい」
との思いで駅前に移転、
3月12日に新装オープ
ンした大船渡プラザホ
テルは大船渡の復興の
シンボル。結婚式場や
宴会場も備えている。

鉄道に代わって運行しているBRT
（バ
ス高速輸送システム）
の大船渡地区内
の専用道も完成した。

快適なホテルの客室。
ここからも整備中のま
ちの様子が望める。

新たなまちづくりが進む岩手県沿岸部の大船渡市、大槌町、山田町。

規模やかたちはそれぞれだが、一歩ずつ着実に歩み続ける３つのまちを訪ねた。

と語るのは、ＵＲ都市機構大船
渡復興支援事務所所長の緑川一郎

大船渡市

まちに賑わいを取り戻す
駅周辺地区がオープン

し し がしら

にぎやかな祭囃子に合わせ、手
づくりの鹿頭をつけた 人の大船
渡保育園の園児たちが、元気に跳
ね踊る――快晴に恵まれた３月
安心して暮らせるまちになってほ

日。大船渡駅周辺地区の「第１期
まちびらき」は、地元の伝統芸能
しい」と顔をほころばせた。

船渡市長をはじめ、東日本大震災

の開通を祝して開かれたもの。大

区内のＪＲ大船渡線ＢＲＴ専用道

と市道茶屋前野々田線の開通、地

クシーが乗り入れる「交通広場」

始めた。

ちに待った新しいまちの姿が現れ

による壊滅的な被害から５年、待

った港町、大船渡。東日本大震災

え、海外からの船員などでにぎわ

古くから港を中心に水産業で栄

発展する持続可能なまちに

の「ししおどり」でなごやかに幕
を開けた。

の際に「トモダチ作戦」で救助活
「大船渡駅前は、津波復興拠点と

今回のまちびらきは、バスやタ

動をした米国関係者ら約６００人
して、行政施設や商業施設が集約

らためて見て、こんなに進んでい

るのは知っていましたが、今日あ

さん夫妻は「駅前で工事をしてい

見に来たという金野圭介さん、香

長男の颯輝くんのししおどりを

たため、順繰りに、また迅速に工

の地区には既存の建物も残ってい

上げする工事を進めています。こ

の居住地域は５メートルまでかさ

商業地域は３メートルまで、山側

大船渡線の線路をはさんで海側の

される計画です。それに合わせ、

の出席者が集い、会場は明るい笑
顔に包まれた。

たのかと驚きました。子どもたち

事を進める段取りを組むのが大変

そう き

にとって、このまちは故郷。今日

でした」

きん の

をきっかけにさらに復興が進んで、

るなど、きめ細かく柔軟な対応を
日々迫られるという。

さんは復興においては、
『 元に戻

思っていました。ところが、ＵＲ

災害復旧とは原型に戻すことだと

課の金野尚一課長補佐は「我々は、

大船渡市災害復興局市街地整備

ッグを組んで復興に尽力している。

船渡市と協力協定を締結、市とタ

にかけて大型ショッピングセンタ

駅周辺地区では、４月から６月

本当にほっとしています」と語る。

が、今日の日を無事迎えられて、

います。工事はまだまだ続きます

常以上のスピードで工事を進めて

「復興を待つ皆さんのために、通

務所基盤工事課課長の鈴木徹也も、

もできます。家族連れの方々の憩

は親水公園をはじめ、３つの公園

「駅前の中心部を流れる須崎川に

着々とまちができていく予定だ。

宅 の 着 工 と、 平 成

どがオープン。同時に、山側の住

ＵＲ都市機構大船渡復興支援事

すのでなく、これから発展してい

ーが建ち、来年にかけて飲食店や

年に向けて

く、持続可能な新しいまちをつく

いの場所になってくれれば」と岩
手県沿岸広域振興局土木部 大船
渡土木センター河川港湾課河川復
旧チームの清水雅弘主任は話す。
復興、そしてその先の未来へ。大

にこちらに入居予定。
「部屋もトイレも広々

しているし、収納も多くて住みやすそう。

暮らしはまだまだ大変だけど、ベランダで

海を眺めてコーヒーでも飲んだら、気持ち

したね」と、その功績を語る。
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船渡市のまちづくりは、新たな、

在仮設住宅で暮らす金野光子さんは、５月

復興のその先を目指して
まちづくりは続く

見える高台にゆったりと建つ木造住宅。現

そして確かな一歩を踏み出した。

そのうちのひとつ、
「杉下団地」
は、海が

基盤整備や土地区画整理事業な

べての引き渡しを完了する予定だ。

ど、ＵＲ都市機構

大船渡市でＵＲ都市機構は227戸の災害

の仕事は決して目
立つものではない。
しかし、工事の段
取りやコーディネ
ート、県や市、建

も癒されそうです」

築業者や地権者な
どとの交渉や計画
の詰め、ときには
交通管理者である
警察の指導を受け

公営住宅建設も担当している。７月にはす

ドバイスをくださった。衝撃的で

モール、ファクトリーショップな

だ。ＵＲ都市機構は平成 年に大

13

る必要がある』と、さまざまなア
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大船渡市
大槌町
山田町

UR都市機構は、大船渡市内で土地区画整理
事業と津波復興拠点整備事業、災害公営住宅
の整備を担当している。UR都市機構大船渡
復興支援事務所の緑川一郎
（写真右）
と鈴木徹
也
（左）
。
「駅前周辺の工事は、3月13日お披
露目という期日が決まっていたこともあり、
毎日が綱渡りの状態。早く再建しなければ、
という使命感が支えになりました」
中心部を流れる須崎川の改
修工事を担当する県の清水
雅弘主任。
「浸水に備えて
川幅拡張などの工事を行っ
ています。桜並木を再生し
て親水公園もつくる予定。
市民の皆さんの、憩いの場
になってほしいですね」

復興の先の未来に向けて
着実に進むまちづくり
岩手県
上／大船渡保育園の子どもたちによる
「ししおどり」
に観客の目は釘づけ。
下左／大船渡東高等学校太鼓部も迫力
ある演奏でセレモニーを盛り上げた。
下右／大船渡駅前の交通広場で開かれ
た
「第1期まちびらき」
。
「この日を始
まりに、これから来年にかけて一帯の
風景がどんどん変わっていきます。ご
期待ください」
と戸田公明大船渡市長
（右から4人目）
があいさつ。

33

大船渡市災害復興局市街地
整備課の金野尚一課長補佐。
「まちづくりを進めるうえ
で、もっとも大切にしたの
は、復興という目標に向け
て、１つの
“チーム”
として
進むこと。URさんは非常
に頼もしいメンバーです」

7月までに災害公営住宅の
引き渡し完了予定！

市内に住む金野さん一家。
「ししおど
り」
は大船渡の伝統芸能で、父親の圭
介さんも大船渡保育園に通っていたと
きに踊った。
「大船渡の風景がこれか
らどんなふうに変わっていくのか、楽
しみです」

山田町

便利で活気あるまちに！
２つの商店街が担う役目

大槌町

虎舞や神楽で盛り上がる
まちびらき式を開催
「わーっ、
広い！」「海が見えるよ」
「この台所、使いやすそうね」
真新しい香りのする部屋から、
明るい歓声が上がる。３月 日、
ま ちか た

岩手県大槌町町方地区末広町で行
われた、災害公営住宅内覧会での
ひとコマだ。最上階の６階に住む

する必要がありました。隣の山田
町や三陸沿岸道路のトンネル工事
で出た土を運び、なんとかクリア
できました」と、工事の苦労を語
るのはUR都市機構大槌復興支援
事務所所長の矢島龍太だ。そして
大槌町復興局都市整備課の青木利
博課長は「大槌町では住民主体の
ま ち づ く り を 進 め て い ま す が、
URさんは大規模ニュータウンな
どの経験も豊富で、とても頼もし
宅地の引き渡しはすでに始まっ

暮らしやすい
コンパクトなまちに再編
町方地区は、全体を平均２・２
ていて、三枚堂正文さんの宅地で

い助っ人です」と信頼を寄せる。

妻は「やっぱり海が見えると安心
メートルかさ上げし、市街地を震

予定の上野秀雄さん、広子さん夫
しますね。震災から 年、これか
は、
４月から着工するという。
「家

き式。記念植樹に郷土芸能の虎舞

住宅と宅地の完成を祝うまちびら

この日開かれたのは、災害公営

町内８地区の災害公営住宅建設な

町方地区での土地区画整理事業と

れ変わる計画だ。UR都市機構は

クトで暮らしやすいまちへと生ま

に神輿や山車がまち中を練り歩く

まちの形になって、前と同じよう

思わずうるっときましたね。早く、

震災後初めて神楽や虎舞を見て、

になって本当にうれしい。今日は

があった場所に、再び住めるよう

災前の約半分の ヘクタールに縮

らようやく新しい暮らしが始まる
小。平成 年度にかけて、コンパ

や神楽、餅まきも行われ、まちの
どを担当、新しいまちづくりの手

気がします」と笑顔を見せた。

中心部に久々のにぎわいが戻った。
再びにぎやかな祭囃子が聞こえ

のを見たいです」

「この現場では、盛り土のために

る日を、誰もが心待ちにしている。

助けをしている。
東京ドーム１杯分ほどの土を調達

中心となるＪＲ陸中山田駅前エリ

屋が被災した、このまちの新たな

漁業が盛んなまち。半数近くの家

「２つの商店街には高低差と距離

とになる。

すれば２つの商店街が共存するこ

しているため、駅前エリアが完成

て動線をつくり、人の流れをつく

がありますが、間に公園を配置し

アで、商業施設の建設が進められ
ている。
山田町と平成 年に協力協定を
UR都市機構は、復興市街地整備

復興支援事務所市街地整備課主幹

と語るのは、UR都市機構山田

決定し、地元の人々の期待が高ま

パー「びはん」の駅前への移転も

駅前エリアの核となる地元スー

ト面の支援にも力を入れてきた。

事業 地区、災害公営住宅 地区

の中平眞裕だ。まちの将来を考え、

ることを提案しました」

を担当。陸中山田駅前エリアは平

新生やまだ商店街にセブン イレ

っている。
「びはん」は、同時に

益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」
の企

大槌町の北に位置する山田町は、

30

と、昨年11月7日、子ども支援専門の国際NGO「公

都市計画から補助金申請までソフ

店や金融機関、交流施設などを集

り上げに貢献している。

ブンを出店し、２つの商店街の盛

－

９月には駅前スーパーと商店街

会場に展示され、来場者の関心を集めた。

約。周囲に災害公営住宅などを配

ることで復興プロセスに参加しよう。そんな目的のも

均３メートルほどかさ上げし、商

結び、まちづくりを支援している

まちづくりの気運を高めた、
びはん株式会社の間瀬慶蔵
専務取締役。今後は地元の
オリジナル商品を増やして、
まちに還元していきたいと
語る。

大槌町復興局都市整備課の
青木利博課長は、神戸から
の応援で赴任。
「住民の方々
の意向に沿うまちになるよ
うに何十回もワークショッ
プを開き、道路幅や公園の
施設などを細かく調整しま
した」

がオープン、災害公営住宅も完成

構の
「東日本大震災 復興フォト&スケッチ展2015」
の

予定。新たなまちが誕生する。

切っていた子どもたちの作品は、1月からUR都市機

置した利便性の高いまちにする計

することのない光景に目を輝かせながらシャッターを

画だ。

中央団地など数カ所の建設現場を案内した。普段目に

号線沿いに

子どもが参加。UR都市機構も全面的に協力し、山田

平成24年の着任以来、さ
まざまなアイディアを出し、
山田町のまちづくりを支援
しているUR都市機構山田
復興支援事務所の中平眞裕。

当日は小学4年生から高校1年生まで9名の山田町の

月に国道

て、自分たちのまちの復興状況を知り、思いを発信す

カキとホタテの養殖を中心とした

すでに地縄張りの終わった宅地に立つ三枚堂
正文さん。
「今日の式では、以前のお隣さん
に会えたのもうれしかったですね。４月の着
工が、待ち遠しいです」
UR都市機構大槌復興支援
事務所所長の矢島龍太。
「町
方地区は湧水が豊富なため、
井戸を閉塞し、2、3カ月試
験盛り土をしてから本格的
な盛り土をしました。この
地区ならではの作業でした」

画で、
「山田町まちづくりフォト☆」
が開催された。

昨年

普段立ち入ることのできない復興現場の撮影を通し
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関係者や町民など、120名以上が参加したま
ちびらき式。祭りが盛んな地域だけに、郷土
芸能の虎舞や神楽には、自然と手を動かす参
加者も。

6

妹尾和子=文、青木登・佐藤慎吾=撮影
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末広町町営住宅は鉄筋
コンクリート造の6階
建 て、 全53戸。 住 民
同士が気軽に話せるベ
ンチや集会所、エント
ランスに設けた畳スペ
ースなど、コミュニテ
ィーづくりへの配慮も
きめ細かい。まちびら
き式の日には、餅まき
も行われた。
上／
「国道を通る人が山田町に
立ち寄る
“入口”
の役目を果たし
たい」と話す、新生やまだ商店
街協同組合の昆尚人理事長。
左／国道45号線沿いの新生や
まだ商店街。岩手県沿岸北部で
初出店となるセブン－イレブン
をはじめ、写真店や理美容店、
飲食店などが入居、順次オープ
ンしていく予定。

24

「新生やまだ商店街」がオープン

子どもたちが復興現場を撮影
「山田町まちづくりフォト☆」開催

3

11

左／町方地区の末広町
町営住宅から望むこの
地にコンパクトシティ
ーが整備される予定だ。
左下／住宅内覧会の様
子。カーテンの寸法を
確かめる住民の方々。

山を宅地に造成した東
団地
（東工区）
に徐々に
住宅が建ち始め、まち
が姿を現してきた。

南三陸町

人々の笑顔とにぎわいがあふれて
いた。
福興市は毎月最終日曜に開催さ
れ、この日で 回を数える。全国

作りました！」と食品をアピール

慢のワカメを売る人、
「 私たちが

蒸し牡蠣を頬張るグループや自

１１年４月 ・ 日。まちの６割

最初の福興市が開かれたのは２０

「ぼうさい朝市」の支援を受け、

のまちを結ぶ防災ネットワーク

人々の思いのもとに進む
南三陸の再生

志津川湾の牡蠣、その旬のおいしさを味わうには、蒸し牡蠣が
一番だ。近隣各地からお客さんが集まって、福興市は盛り上が
った。

する高校生たち、ステージからは

54

れた２月 日、南三陸福興市が開

アカペラの歌声……。好天に恵ま
のことだった。

が壊滅した震災の、およそ 日後

30

かれた南三陸町役場前の広場には、

の意欲が生まれた。それが２０１
２年２月、
仮設店舗が集まった
「さ
んさん商店街」の開設にもつなが
ったという。
震災から５年、造成した高台に
は昨年 月、真っ先に病院が完成
し、住宅も建ち始めた。
「 まだま
だこれからも頑張らねば」と語る
山内さんの表情は明るい。

高台の造成は今年度中
低地のかさ上げも
南三陸町とＵＲ都市機構は２０

「みんなを何とか元気づけなけれ
ばと、震災 日後には開催を決意
していました」
そう語るのは実行委員長の山内
正文さん。最初は支援者による出
店中心だったが、次第に被災商店

を最優先に、ＵＲ都市機構がまち

住まいは高台に」という町の方針

りわいの場所は様々であっても、

ちろんそのベースに、町長をはじ

に見える形で実を結び始めた。も

でいる」という奮闘の成果が、目

１２０％の力を出して仕事に臨ん

主も参加するようになり、再起へ

づくりをサポートしてきた。担当

め復興への強い意志をもつ行政と

づ がわ

した災害公営住宅の建設と志津川

の連携や、まちの人たちの協力が

し

地区内３カ所の高台の造成は今年

あったことはいうまでもない。
タールの区画整理とかさ上げも、
２０１８年度中には完了の予定だ。
「復興工事では、町の意向やニー
ズ、住民の意向をいかに汲み取る

新しい暮らしが始まる志津川地

関係を築きつつ、各所と粘り強く

事務所長の土田公生はいう。人間

とＵＲ都市機構南三陸復興支援

も生まれたが、故郷への思いには

その土地に愛着も新たな人間関係

４年９カ月を仮設住宅で暮らした。

ったのは、古澤さん宅だ。夫妻は

区の造成地。入居第１号住宅とな

調整を重ね、土田いわく「職員は

かが何より重要です」

住宅と店舗と
造成地に続く建設

度中、市街地があった低地 ヘク

１２年３月に協力協定を締結。「な

50
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南三陸町
気仙沼市

29
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形を見せ始めた新しいまち
子どもたちの未来に思いを馳せて
宮城県
寒さが緩んだ 2
月末に開かれた
第54回 南 三 陸
福興市。今回の
テーマは
「牡蠣
わかめまつり」
。

宮城県南三陸町では造成した高台に住宅が建ち始め、商業地には店舗もオープンした。

災害公営住宅の建設が急ピッチで進む気仙沼市では、生活の質に気を配る取り組みも行われている。

右／東団地地区には、
まず病院とケアセンタ
ーが造られた。新しい
町役場も移転する予定。
左／セブン-イレブン
志津川十日町店のオー
ナー渡辺隆さんと、店
長で長男の健太郎さん。
「お客さまあっての店。
“ありがとう”
といわれ
るのが一番うれしい」
と隆さん。

福興市実行委員長の山内正
文さんは、自身が営む鮮魚
店を震災の約半年後に再開
させた。

60

昨 年12月、高 台 に 造
成された住宅地に最初
に入居した古澤孝夫さ
ん、
正子さん夫妻。
「こ
れから庭をつくるのが
楽しみ」と春を待ちわ
びていた。

福興市に足を運んだ南三陸町の佐藤仁町長
（右）
と、UR都市機構の土田公生。

下／建設が進む幸町の
災害公営住宅。

マだった
「住宅再
建 」は 第4コ ー ナ
ーを回ったといえ

ると思います。震

ため、建設は周囲で行われるかさ

「少しでも早く住宅を完成させる

地の中でひときわ目をひく。

階の４棟の住宅が並ぶ姿は、造成

平屋建ての集会所を中心に５～７

区初の災害公営住宅も完成した。

らし、３月には幸町にかさ上げ地

２地区の災害公営住宅に人々が暮

設を担っている。すでに完成した

区１０３３戸の災害公営住宅の建

事業による土地のかさ上げ、５地

気仙沼と鹿折の２地区で区画整理

し しお り

た気仙沼市。ＵＲ都市機構では南

津波と火災で甚大な被害を受け

着実に建設が進む
気仙沼の災害公営住宅

気仙沼市

めに」という思いからだったとい

い物する場所がないお客さまのた

仮設店舗で商売を続けたのは、「買

跡形もなく流された。移動販売や

近くにあった旧店舗は、津波で

町店だ。

するセブン イレブン志津川十日

オープンした。渡辺隆さんが経営

日、かさ上げ地第１号の店舗が

一方、造成中の商業地にも１月

と、夫妻は顔をほころばせる。

子たちが帰省する場所もできた 」

ほぼ同じ間取りの平屋建て。
「息

リアにあり、被災前の家の１階と

と孝夫さん。家は病院に近いエ

やはり志津川が一番だ」

けば昔から見知った顔に出会う。

「空気がいい、魚がうまい、出歩

代えられなかったという。

復興の大きなテー

上げと同時進行。工事用に仮設の

災復興は、すべて

が誰もやったことのない仕事。
「絶対に下
したが、経験と技術のあるUR都市機構の
支援は大きな力でした。

今後も常に前を向いて、どういうまちを

つくるかを考えていきたい。南三陸町は国

際森林認証FSCと牡蠣の養殖で海のエコ

認証ASC、この2つの認証を得る世界でも
りとして、豊饒の海を守り、産業の柱であ
る水産業と観光を盛り立てていきます。

を知ってもらう「南三陸わらすこ
探検隊」の一環で、
「 みんなのま
ちのいま」と題し、２月 日に第
２回が開催された。
小学校低学年を中心に集まった
人が、ＵＲ都市機構南三陸復興

ちかねた多くの客が駆けつけた。

れ、本店舗オープンの日には、待

暗闇のまちの中で心強いと感謝さ
もほしい！」と元気いっぱいだ。

「スーパー」
「野球場やサッカー場

な？」との問いに、
「魚屋さん！」

を知らない子も多い。
「 まちがで

子どもたちの中には震災前のまち

渡辺さんは来年３月、さんさん
きていく様子を見せたい」と、南
三陸復興推進ネットワークがＵＲ
都市機構に話を持ち込んだ。
「僕らはまちの基盤を整備します
が、 年、 年後に実際のまちを

れ、どのようにまちづくりが進め

ない造成地で、どんな作業が行わ

普段、人が立ち入ることのでき

てくれればうれしい」

の未来図を考えるきっかけになっ

体験が、子どもたちがまちづくり

支えるのは子どもたちです。この

山口の言葉には、被災地の明日に

喜んでこの依頼を受けたという

催は一般社団法人南三陸復興推進

寄せる思いがにじんでいた。

備課の佐藤好和課長は語る。災害

気仙沼市建設部災害公営住宅整
まちを眺めながら暮らしていく。

公営住宅の課題は建設から生活の
質へと移り、今の課題は高層の集
合住宅で初めて暮らす、高齢化の
進む居住者のコミュニティーづく
りだという。
小学校跡地に建ち、入居後１年

どが活発に開かれている。自治会

たつ南郷の災害公営住宅では、週
しを重ねて建設を進めてきた。

長をサポートして活動に尽力して

の入居世帯数や世帯人数を何度も

「厳しい状況の中、ＵＲ都市機構

いるのが、佐藤常平さん、淑枝さ

１回のお茶っこ会や季節の催しな

の住宅は予定通り、一部は１カ月

日はどう紡がれていくのだろうか。

づくり。故郷のまちで、人々の明

し、成果を見せ始めた復興のまち

震災から５年。少しずつ形を現

築かれていることを感じさせる。

らしが日常に根を下ろし、着実に

話に興じる。その姿が、新しい暮

下で住人に気軽に声をかけて立ち

たいへんです」といいつつも、廊

ん夫妻だ。
「難しいことも多くて、
予定者に喜ばれています」

ていど早く完成の見込みで、入居

リサーチし、広さや間取りの見直

いる。そのため、災害公営住宅へ

パーセント応えることを目指して

気仙沼市は被災者の需要に１００

建設から生活の質へ
復興は新しいフェーズへ

き、入居者は、できあがっていく

と建物の建設はこれから進んでい

事務所の磯野雄人だ。周囲の造成

は、ＵＲ都市機構気仙沼復興支援

事業ならではの建設事情を語るの

一からまちをつくっていく復興

ました」

ネットワーク。子どもたちに郷土

てもらう試みも行われている。主

られているのか。子どもたちに見

まちづくりの
「今」
を
子どもたちへ

るのを心待ちにしている。

商店街の店舗が周辺に移転してく

供え用の花束が並んでいる。

震災から５年がたち、低学年の

「まちにはどんなものが必要か

が語るまちの未来に聞き入った。

高い場所から造成地を眺め、山口

設機械に目を見張り、低地では小

成地へ。高台ではダンプなどの建

支援事務所の山口裕敏の先導で造

12

店内のレジ近くには、いつでもお

う。 時間営業の明かりが、真っ

27

気仙沼市建設部災害公営住
宅整備課の佐藤好和課長は
「やっと、ここまできた」
と
いう気持ちだと語る。

今年度中に完成し、

道を作り、道路や水道、電気など

40

高台の住宅地は

の設置を進めつつ住宅を完成させ

を向かない」
をモットーに取り組んできま

24

佐藤仁町長
南三陸町

-

30

森と海のエコ認証で
復興ののろしを上げる
22

15
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造成がつづく自分たち
のまちを眺める子ども
たち。商店が並び、人
が行きかうまちの姿を
知らない子も多い。
幸町の災害公営住宅は、
白を基調に棟ごとに赤
や青といった色を塗り
分け、アクセントにし
ている。間取りは1Ｌ
ＤＫから4ＤＫの7タイ
プ。建物の前に立つ
UR都市機構の高橋寛
男
（右）と、磯野雄人
（左）
。

例のない唯一の地となりました。これを誇
南郷の災害公営住宅で暮らす佐藤さん夫妻は、
地元で長く理髪店を営んでいた。顔の広さを
生かし、新しいコミュニティーづくりに奔走
している。

「みんなのまちのいま」
を探検する子どもたち。
40トン近い積み込み量
を誇る巨大なダンプに
興味津々だ。
上／今年3月に完成し
た幸町の災害公営住宅
につくられた集会所。

ＵＲ都市機構いわき復
興支援事務所所長の佐
藤秀城
（上写真）
と、工
程管理を担う基盤工事
課課長の本藤栄二
（左）
。
防災緑地に植えるドン
グリを地元の人たちと
一緒に育てるプロジェ
クトなどソフト面の支
援にも力を入れている。
塩屋埼灯台の南に広がる豊間地区でも宅地造成工事が進められている。

福島県でもいよいよ造成した宅地の引き渡しがスタート。

いわき市薄磯地区では、宅地引き渡しを前に現地見学会が開かれた。

渡しが完了する予定だ。

年５月までには高台も含め引き

平場から引き渡しが始まり、平成

は話す。薄磯地区の宅地は３月に

いわき市

風光明媚なこの地に
戻りたい
「こんな高台になっているとは思
わなかった！」
「 海が見えて景色
がよくてうれしい」
う すい そ

明るい陽光が降り注ぐいわき市
の薄磯地区で、２月 日に開かれ

の表情にあふれていた。

は、参加した人たちの喜びと安堵
れ残ることを、多くの方が喜んで

商神社が、高台造成地の奥に遷さ

「てんぐさん」と呼ばれる古峯農

た復興工事現地見学会。その会場

「自分の土地はまだ整備されてい
いた。

たので安心しました。参加してよ
かった」と話していたのは鈴木雪
た悲しみは消えないものの、震災
るＵＲ都市機構は、被害の大きか

いわき市と協力協定を結んでい

子さん。津波で夫と義母を亡くし
後に東京から戻ってきた息子と一
った薄磯、豊間の２地区の復興ま
ちづくりを支援している。高台移

る風光明媚なこの

が遠浅の海が広が

加している方たち

地を造成。高台
（平均 メートル）

たこの地では、山を切り崩して宅

「津波で約９割の家屋が全半壊し

災緑地の整備だ。

転のための市街地整備や海側の防

地に戻れることへ

見学会では、参

ているという。

緒に高台に住むことを楽しみにし

被害が甚大だった
２地域の復興を支援

ないけれど、周囲をイメージでき

30年来の友人である大谷加代さんと一緒に
見学会に参加した鈴木雪子さん
（左）
。海が見
えるし、平場に住む予定の大谷さんとの行き
来もしやすそうと喜ぶ。

にしていたことが

の喜びや感謝を口
しています」

と平場に、居住者の土地を再配置

の質問に応じたUR都市機構いわ

見学会で現地を案内し、参加者

そして、山の麓

き復興支援事務所所長の佐藤秀城

印象に残った。
で親しまれていた

は簡単だが、実行するのは大変だ。
「複雑に絡み合う工程を、さまざ
まな事業者とコーディネートしな
がら進める作業は、ＵＲならでは
の力が役立っているという自負が

理は頼りになりますので、今後も

のマンパワーやスピード、品質管

日々仕事に励むUR職員にとって

本藤栄二のように、気概をもって

復興支援事務所基盤工事課課長の

ある」と語るＵＲ都市機構いわき

ＵＲ都市機構の提案で始まった

地域の皆さんと連携しながら、住

建設も担当している。いわき市で建設中の

「宮沢団地」
もそのひとつ。原子力災害によ

り避難指示を受けている浪江町の人々が入

居予定だ。

平成23年7月に岩手県大槌町に着任以来、

復興支援に取り組み、その後、福島にやっ

て来た福島復興支援部担当役の渡邊正彦が

中心になり、若手職員を現場で指導・育成

道な努力が続けられている。

なまちの誕生を目指して、日々地

方々の笑顔は大きな活力だ。新た

ほ んど う

現地見学会は３回目。今回は地元

その期待に応えるべく、UR都

も、整備された宅地に立つ住民の

いので、実際に薄磯の人に自分の

市機構の職員も日々奮闘。薄磯地

みやすいまちづくりを進めていく

土地を確認して安心してもらいた

区の場合、市街地整備はいわき市

の方の要望を受けての開催だ。

いと思ったんです」と開催の目的

から、防災緑地整備は福島県から

予定です」

を語るのは、いわき市薄磯区の区

の受託。市と県それぞれと話し合
を守りながら作業を進めることに

長・鈴木幸長さん。実際に参加者
と振り返る。

心血を注いでいる。言葉にするの

い、安全かつ確実にスケジュール

「防災緑地や公園、道路も整備さ

でいます」
と住宅計画チームの若手、山口

れる予定ですし、

い引き渡しに向けて、日々懸命に取り組ん

の表情を見て、開催してよかった

「図面だけではイメージがわかな

ＵＲ都市機構ならではの
仕事を

20

している。
「現場で学びながら、1日も早

震災前より格段に
よい環境になると

完成間近！
福島県復興公営住宅

「住民の皆さんにとっては
待ちに待った引き渡しです。
見学によって少しでも新た
な再建に希望をもっていた
だけたら」といわき市都市
復興推進課の根本 典課長。

祐基と久保田琢斗は口を揃える。

思います」とほほ
笑むのは、いわき
市都市建設部都市
復興推進課の根本
典課長だ。
「大規模開発にお
ける豊富なノウハ
ウをもつＵＲさん

２ 棟72戸 の 宮 沢
団地。県の標準プ
ランに沿いつつも、
周辺地域に配慮し
た色彩計画にする
などＵＲ都市機構
らしさを匂わせて
いる。右から、福
島復興支援部の山
口祐基、渡邊正彦、
久保田琢斗。
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妹尾和子=文、佐藤慎吾=撮影
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見学会では地元の方々と談笑する大学生の姿も目立った。
立教大学コミュニティ福祉学科助教の熊上崇さんが率い
る学生たちがいわきを訪れるのは８回目。若者が加わる
ことで住民の方の参加と、住民同士の交流が増えること
を目指し、地域のイベントに参加している。

宅地引き渡しに
ふくらむ夢と期待
福島県
美空ひばりの
「みだれ髪」
にも歌われた塩屋埼灯台から望
む薄磯地区。山を切り崩した造成地に約180戸の宅地が
整備されつつある。

21

「高台に移転される古峯農
商神社は、5年前の3月11
日、多くの人が避難して一
夜を明かした場所でもあり
ます」と薄磯区の区長・鈴
木幸長さん。

UR都市機構は
「福島県復興公営住宅」の

29

5

あの日から 年

大槌町

岩手県

写真で見る復興の足跡

甚大な被害をもたらした未曾有の災害から5年。
膨大ながれきを撤去して、
復興への一歩を踏み出した東北のまち。
新たなまちづくりが進む東北3県の、
5年前と今の姿を写真でお届けする。

宮古市

2011

年3月

2016

年3月 町方地区

©UR

2011

年3月

©本田武士

2011

年3月

2016

年3月 大槌湾と町方地区

©青木登

2011

年3月

©伊藤諭

2016

年2月 田老地区

釜石市

2011

年3月

2011

年3月

20
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©西村純

©本田武士

©青木登

2015

年11月 田老地区

©宮古市

山田町

2011

©本田武士

©伊藤諭

年3月

2016

年3月 鵜住居地区

©佐藤慎吾

2016

年2月 山田地区

©佐藤慎吾

2011

年3月

©本田武士

©西村純
UR PRESS vol.45
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気仙沼市

大船渡市

宮城県
2011

年3月

2016

年3月 大船渡駅周辺地区

©福田正紀

2011

年3月

©伊藤諭

©福田正紀

陸前高田市

2016

2016

年2月 南郷地区
（南気仙沼小学校跡地）

年2月 南気仙沼地区

©佐藤慎吾

©佐藤慎吾

2011

年3月

©福田正紀

2011

年3月

©佐藤慎吾

2011

年3月

©福田正紀

2011

年3月

©伊藤諭

南三陸町

2011

年3月

2016
22

年2月 志津川地区
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©佐藤慎吾

2011

年3月

©伊藤諭

©福田正紀

2016

年3月 高田地区

©UR

2011

年3月

©伊藤諭
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東松島市

女川町

2011

年3月

2016

年3月 野蒜北部丘陵地区

©UR

©本田武士

2011

年3月

©本田武士

いわき市

福島県

2016

2016

年3月 中心部地区

年3月 中心部地区

©UR

©UR

2011

年3月

©読売新聞／アフロ

2011

年3月

©読売新聞／アフロ

石巻市

2015

2011

年3月 薄磯地区 ©UR

年9月

©UR

2011

年3月

2011

年3月
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©毎日新聞／アフロ

©毎日新聞／アフロ

2016

年3月 新門脇地区

©UR
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さん

ものまねタレント

東日本大震災の発生から２週間足らず。
まだ携帯電話もつながらない状況のなか、被災地へ向かったコロッケさん。
「とにかく行かなきゃいけないと思って」
と現地に足を運んで以来、
支援活動を継続しているコロッケさんは、
「大切なのは思い出すこと。そのためにも、被災者のこと、
被災地で活動している人たちのことを伝えていきたい」
と
自身の思いを語り始めた。

帯電話もつながらないので、行っ
た場所にはすでに別の団体が支援

れましたけど、言葉が見つからな

災地に入ったのですかとよく聞か

震災発生直後、どんな思いで被

「炊き出しの準備ができました」

たのが宮城県石巻市でした。

を探しながら動いて、最初に入っ

とにかく支援が届いていない場所

に入っていることもありました。

いんです。役に立てるかわからな
とお声がけすると、 分くらいで

被災地にはじめて
笑い声が聞こえた日

いし、勝手に行ける状況でもない

荷物をギリギリまで詰めて、芋煮

とで救援物資を減らさないように

てしまう。自分たちが車に乗るこ

れば、その分、運べる食糧が減っ

んでいたのですが、人がひとり乗

つけて。友人は山形から芋煮を運

救援物資を運んでいることを聞き

なか、たまたま山形にいる友人が

う人も当然いると思ったので
「
（や

はそういうものを見たくないとい

で行ったわけではなかったし、今

たんです。ものまねをするつもり

さまに「何かやってよ」といわれ

ているとき、列に並んでいたおば

そんな状況のなかで物資を配布し

５００～６００人の方が並びます。

やってほしいという感じで笑顔を

って）いいんですか？」と聞くと、

緊急支援に入っていた方々は、

見せてくれたので、リクエストに

の鍋を抱えるようにして、一緒に

どこに行けばよいかわかっていた

応えて、そこにあった拡声器を使

そのおばさまが一言「笑ってない

ようですけど、そのときはまだ携

て「それじゃあ」とその場を去る

山形から福島、仙台を経由して、

に迷惑をかけた例も耳にしていた

のはよくないと思ったので、並ん

のよ、ずっと」って。周りの方も、

って森進一さんの
「おふくろさん」

し、他のことがおろそかになって

被災地に向かいました。

をやらせてもらいました。

でくださる方がいる間は、写真と

逆の立場で考えれば、それは当

２回目以降は自分にも少し余裕

はいけないので、まずはその場の

然のことなんです。避難生活をし

ができてきましたけど、当初は道

その場に笑い声が上がると、僕

ている方にとっては、誰が来ても

も寸断されていたので、行ける所

サインに応じることにしたんです。

「何しに来たんだろう、ただ来る

を探りながら、小さい所で ～

代表者や周囲の方に、うかがいを

気を張ってがんばってきたけれど、

なら何か持って来てほしかった 」

人、大きい所だと７００人以上の

らが来ていることを知らない人た

なかなか物資も届かず、いろいろ

と思うのが当然の状況でしたし、

方がいる避難所をいくつも回りま

ただ、そうなると１カ所に３～４

なことが滞っていたこの時期、み

僕自身、何であれ押しつけるのは

した。

たてました」というように、その

なさんは憔悴しきっていたんだと

よくないと思っていました。それ

現地に入って、みなさんと言葉

ちが、どうしたんだとざわざわし

思うんです。そんなとき、初めて

で炊き出しを配って、体が温まっ

を交わす。その時点で責任が生ま

時間滞在するので、１日４カ所回

聞こえてきた笑い声に、多くの方

て少しほっこりしたところで、シ

れたと、僕は思ったんです。亡く

気遣いは終始一貫している。

が反応したのだと思います。

ョーができるか代表の方にうかが

なった方が大勢いるなかで生き残

資にコロッケを加えたというコロ

があったそうで、次からは救援物

いした
「自分の名前を恨んだ事件」

けた女性が、コロッケ違いに大笑

べ物のコロッケだと思って駆けつ

た！」という知らせを聞いて、食

ン青木、トニーヒロタと僕の４人

運んでいたコージー冨田、ツート

と声がかかったので、一緒に足を

いたら、奥の方からも「やって」

れて「やっていいですか？」と聞

と、
「何かやらないの？」といわ

って、みなさんに挨拶をしている

避難所になっている体育館に入

した」といわれたときは、こうや

こともあるようで、
「 ほっとしま

とでも、僕たち部外者には話せる

は、話せば話すほどつらくなるこ

あの津波を経験した当事者同士で

ずっと関わっていこうと。実際、

たとえ大きなことはできなくても、

うのはいちばん失礼なことだから、

言葉を口にして、後で忘れてしま

るのが精一杯でした。

決して忘れず
ずっと関わっていく

いをたてたら、
「やってください」

った方々に、雰囲気だけで安易な

ッケさん。

で１時間弱、ものまねをやらせて

被災した方々の笑顔を見たとき、
ものまねで役に立てることもある

かなと思いました。

って話を聞くことも支援になるの
能人が被災地に入ることで、現場

そのとき僕は、ショーが終わっ

いただきました。

も ら っ た 女 性 の「 コ ロ ッ ケ が 来

実はこのとき、先に炊き出しを

といっていただけて。

て。たぶん震災直後から、ずっと

決して忘れず、
継続すること。
僕は東北で
多くのことを学びました
コロッケ

2011年
3月25日〜27日
宮城県石巻市

30

のかなと思ったというものの、「芸

30
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塚田恭子=文、佐藤慎吾=人物撮影、被災地の写真提供=ファインステージ
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復 興 Interview

界から人情喜劇が減っている昨今、

2011年5月26日、27日 岩手県
（大槌町、山田町、釜石市、宮古市）

語の世界。喜劇の世界に生きてきた

中村メイコさん、佐藤Ｂ作さんを迎

1960年生まれ、熊本県出身。1980年のデビュー以来、テレビ、ラジオに出演するかたわら、
全国でものまねコンサートや劇場での座長公演を務める、
コロッケ ものまねタレントの第一人者。2016年日本芸能大賞を受賞。
その一方で東日本大震災被災地支援活動を精力的に行い、
2012年防衛省防衛大臣特別感謝状を授与されている。

世の中に対して、大人が話し合っ
てきちんとしていかないといけな
できるわけではないし、自分の考

いと思ったんです。大きなことが
今、コロッケさんがいちばん考
えが必ずしも正しいわけではない

被災地にも
神様はたくさんいた
えているのが子どもの支援。子ど

最初に東北に行ったときは、神

けれど、僕は人前に立たせていた

ある避難所で、女の子が自分と
様はいないんだなあと思いました。

もたちのために、素敵な大人がひ

友達の分のサインをくださいと、
もしいるなら、せめて１時間前で

だく仕事をしているのだから、と

折り紙を２枚持ってきたんです。
いいから、地震や津波が来ること

とりでも多くいることが大事だと

「友達にも渡してあげてね」とい

を教えてくれればいいのにと。物

にかく動こうと思っています。

って折り紙を返すと、
「 友達は天

資を配り終え、仮眠をとる車の中

思っている。

国に行ったので、これは私が天国

や、物資を入手できるところまで
て何だろうと自問自答していまし

に行くときに持って行きます」と
自分に何ができるかと考えたと

た。でも、考えているうちに、実

夜中に車を走らせながら、神様っ

き、東北に限らず、子どもが犠牲

は神様はたくさんいることに気が

その子に笑顔でいわれて……。

になる事件の少なくない今の日本、

のだと思っていたんです。でも、

“目の上のたんこぶ”のようなも

まだ自分の家族の安否もわから

ものまねは一瞬でわかる笑い、最

ついたんです。
ないなかで、翌日から地域のため

風化という言葉はいやですが、

速の笑いで、つらい思いをしてい

間の力はやっぱりすごい。僕らは

震災から５年たって、忘れている

に動き出した人、ボランティア、

それを伝えていこう。そして、何

方、気にかけなくなっている方が

る人々に笑顔を届けることができ

か感じてもらえた人に動いてもら

増えているのは事実です。東北以

自衛隊、警察、消防……みんなの

うしかないだろうと思いました。

外でも各地で自然災害が起きてい

るんだと、これも被災地で考えて

今も賛同してくれる仲間たちと

るし、人間だから忘れるのは仕方

ために活動するそういう人たちが、

年に一度、
「ものまねキャラバン」

ないけれど、何かのきっかけで思

気づきました。

を開催して、その収益金を義援金

い出すこと、そうやって気持ちを

僕には神様に見えてきました。人

として送っていますが、一緒に避

継承することが大事なことではな

公演期間
6月1日水～6月28日火
場所
明治座
（東京都中央区）
お問い合わせ 明治座チケットセンター
☎03-3666-6666
https://web.meijiza.com/

難所を回った仲間たちと「自分た

うぞお楽しみに。

いかなと思います。そういうこと

所というショーをお届けします。ど

ちは、このためにものまねを覚え

迎え、ものまねも含めてすべてが見

を考えるようになったのも東北に

スペシャルゲストに青木隆治さんを

たんじゃないか」と話すことがあ

けど、これはおもしろいと思います。

2012年3月19日
宮城県石巻市、多賀城市

クスした
「神隠し!?」
です。笑いの世
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0

通い出してからで、僕自身、東北

もう一つ考えているのが
「ものま

るんです。僕は今まで、ものまね

て笑っての世界をお届けします。

で多くのことを教えられました。

えて、お芝居では泣いて笑って泣い

はご本人とファンの方にとっては

ね楽語」で、自分でいうのも何です
0

神隠し!?
コロッケものまね
オンステージ2016
第二部

2012年5月12日
福島県南相馬市

Stage
Information

笑って泣いて
楽しもう！

明治座6月
コロッケ特別公演

スペシャルゲスト 青木隆治

第一部 古典落語
「死神」
「文七元結」
より

とにしたお芝居をやる予定です。古
今回は第一部で大好きな落語をも

典落語の
「死神」
と
「文七元結」
をミッ
ぶんしちもっとい

人情のある物語が残っているのが落

ＵＲ都市機構が取り組む復興支援MAP2016

宮古市

13 ha

野田村

※データは平成28年4月10日時点 ※災害公営住宅整備事業の表記戸数は建設計画戸数

69ha

● 城内

13ha／

気仙沼市

● 南気仙沼

南郷地区

1033戸

111ha
432戸

● 志津川

● 南郷（南気仙沼小学校跡地）165戸／H26年度完成・引渡済み

70戸／H27年度完成・引渡済み
284戸／事業実施中
320戸／H27年度一部完成・引渡済み
194戸／事業実施中

● 鹿折
● 南気仙沼
● 気仙沼駅前

24ha

42戸／H26年度完成・引渡済み
● 歌津名足
28戸／H26年度完成・引渡済み
● 志津川東
（第１） 82戸／事業実施中
● 志津川東
（第2）165戸／事業実施中
● 志津川中央
115戸／事業実施中

24ha／事業実施中
市街地整備事業の検討（支援完了）

436戸

15戸／H26年度完成・引渡済み
39戸／H27年度完成・引渡済み
● 中央一丁目
51戸／H27年度完成・引渡済み
● 駅前北通り一丁目 65戸／H27年度完成・引渡済み
● 泉町四丁目
28戸／H27年度完成・引渡済み
● 中里一丁目
28戸／H27年度完成・引渡済み
● 不動町二丁目
24戸／H27年度完成・引渡済み
● 中央一丁目南
35戸／事業実施中
● 門脇
151戸／事業実施中
● 大街道西二丁目
● 大街道北二丁目

272ha

● 中心部

120ha

女川駅周辺

561戸

● 下和野
● 水上
● 大野
● 田端
● 長部
● 今泉

〈宮城県〉
100戸

下増田地区

50戸／H27年度完成・引渡済み
● 高柳辻 50戸／事業実施中

塩竈市

〈福島県〉

新地町

30

● 伊保石

戸

（合計約7,700戸）

愛宕東地区

● 愛宕東 30戸／H25年度完成・引渡済み

宮内地区

3 ha

須賀川市
八幡町地区

● 須賀川市八幡町

30
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3ha／事業実施中

227戸

● 赤沢
● 上山
● 平林
● 川原
● 蛸ノ浦
● 所通東

うちUR都市機構
支援約1,100戸

UR
市町村建設
約3,000戸

23戸／H26年度完成・引渡済み
11戸／H26年度完成・引渡済み
11戸／H26年度完成・引渡済み
29戸／H27年度完成・引渡済み
14戸／H27年度完成・引渡済み
20戸／H27年度完成・引渡済み

災害公営住宅
整備事業

（合計約15,900戸）
県建設
約2,300戸

うちUR都市
仙台市
機構支援
建設
約50戸

うちUR都市機構
支援約3,900戸

UR

約3,200戸
市町村建設
約10,400戸

約2,810戸

〈福島県〉

47戸

※平成28年4月1日現在、公表資料による見通し。
桑折駅前地区

● 桑折駅前 47戸／H27年度完成・引渡済み

753戸

内郷宮町
地区

72戸／事業実施中
54戸／事業実施中
● 泉町本谷
196戸／事業実施中
● 北好間中川原 323戸／事業実施中
● 勿来酒井
108戸／事業実施中

大川原復興拠点の
基本計画検討業務実施中

鏡石町

UR都市機構支援（25地区）
1,120ha（62％）

UR

市町村直轄
約 10,000戸（77％）

UR都市機構支援▶
約 3 ,0 0 0 戸（23％）

UR
※防災事業の住宅団地内に整備される災害公営住宅戸数を含む。
❸津波復興拠点整備事業（被災3県で24地区、合計289ha）

● 内郷宮町

復興まちづくり事業
計画策定業務完了

市町村直轄（36地区）
700ha（38%）

復興市街地
整備事業

❷防災集団移転促進事業（被災3県で合計約13,000戸）

大熊町

福島県

❶土地区画整理事業（被災3県で61地区、合計面積1,820ha）

いわき市

93ha
● 豊間
● 薄磯

薄磯地区

56ha／事業実施中
37ha／事業実施中

市町村直轄
（14地区）
180ha（62％）

UR都市機構支援（10地区）
109ha（38％）

UR

❹漁業集落防災機能強化事業（被災3県で192地区）
市町村直轄
175地区（91％）

UR都市機構支援▶
17地区（9％）

UR

● 山口

13戸／事業実施中

● 川原その2 50戸／事業実施中
● 泊里
● 後ノ入
● 大洞
● 杉下
● 崎浜

6戸／H27年度完成・引渡済み
4戸／H27年度完成・引渡済み
9戸／H27年度完成・引渡済み
9戸／H27年度完成・引渡済み
8戸／H27年度完成・引渡済み

災害公営住宅整備事業

〈宮城県〉

（地震・津波
被災者向け）

桑折町

● 片岸

13戸／H25年度完成・引渡済み
120戸／事業実施中
19戸／事業実施中

大船渡駅周辺地区

● 宇津野沢 20戸／H26年度完成・引渡済み

UR 市町村建設

県建設

● 鵜住居

● 大船渡駅周辺 36ha／事業実施中

約4,890戸

● 小名浜大原

須賀川市

うち
UR都市機構
支援約800戸

152戸
● 花露辺

36ha

今泉・高田地区

（原発避難者向け）

多賀城市
160戸／H26年度完成・引渡済み
● 鶴ケ谷 274戸／H27年度完成・引渡済み
● 新田
48戸／H27年度完成・引渡済み
● 宮内
50戸／事業実施中

県建設
約2,800戸

● 下増田

浦戸桂島地区

9戸／H27年度完成・引渡済み
● 大浦（大浦第２） 16戸／事業実施中
● 山田（山田中央）146戸／事業実施中
● 織笠（織笠跡浜）
22戸／H27年度完成・引渡済み
● 大沢小学校脇
20戸／事業実施中
● 下条
20戸／事業実施中

［UR都市機構の支援比率］
名取市

307戸／H26年度一部完成・引渡済み
● 野蒜北部丘陵 170戸／事業実施中

片岸地区

23ha／事業実施中
● 鵜住居 60ha／事業実施中
● 花露辺
2ha／H27年度事業完了
● 片岸

● 大浦（大浦第１）

120戸／H26年度完成・引渡済み
30戸／H26年度完成・引渡済み
31戸／H27年度完成・引渡済み
14戸／H27年度完成・引渡済み
13戸／事業実施中
61戸／事業実施中

（合計約5,800戸）

85ha

233戸

大船渡市

〈岩手県〉

477戸

532戸

243戸

298ha

釜石市

● 山田 56ha／事業実施中

269戸

200戸／H25年度完成・引渡済み
145戸／事業実施中
●ずい道
86戸／事業実施中
● 荒立・大道①
18戸／事業実施中
● 荒立・大道③
60戸／事業実施中
● 西区
52戸／事業実施中
● 女川駅北

● 東矢本駅北

31戸／H25年度完成・引渡済み
● 錦町
40戸／H26年度完成・引渡済み
● 浦戸桂島
13戸／H27年度完成・引渡済み
● 浦戸野々島 15戸／H26年度完成・引渡済み
● 浦戸寒風沢 11戸／H27年度完成・引渡済み
● 浦戸朴島
5戸／H27年度完成・引渡済み
● 清水沢
170戸／事業実施中
● 錦町東
70戸／事業実施中

● 織笠 13ha／事業実施中

112ha／事業実施中
● 高田 186ha／事業実施中
● 今泉

28ha／事業実施中

355戸

町方地区と
町方（末広町）地区

40ha／事業実施中

陸前高田市

● 女川町民陸上競技場跡地

野蒜北部
丘陵地区

88ha

40ha

● 町方

山田地区と山田中央地区

● 大沢 19ha／事業実施中

70戸／H25年度完成・引渡済み
● 屋敷前
21戸／H25年度完成・引渡済み
● 大ケ口二丁目 23戸／H26年度完成・引渡済み
● 柾内
13戸／H26年度完成・引渡済み
● 町方（末広町）53戸／H27年度完成・引渡済み
● 寺野
27戸／H27年度一部完成・引渡済み
● 町方（御社地）
24戸／事業実施中
● 町方（本町1・上町）12戸／事業実施中

● 野蒜北部丘陵 92ha／事業実施中

● 桜木

http://www.ur-net.go.jp/saigai/

大槌町

218ha／事業実施中
● 離半島部
54ha／事業実施中

東松島市

● 東矢本駅北

24ha／事業実施中

● 大ケ口

女川町

中央一丁目地区

● 中央二丁目11番

〈岩手県〉

志津川地区

111ha／事業実施中

● 入谷桜沢

石巻市
● 新門脇

45ha／事業実施中

● 鍬ヶ崎・光岸地

南三陸町

42ha／事業実施中
33ha／事業実施中

● 四反田

● 田老

山田町

75 ha
● 鹿折

城内地区

土地区画整理事業コーディネート事務完了

定期的に情報を
更新しています。

田老地区

※左記4つが復興市街地
整備事業の主な手法。整
備地区ではこの4つを適
宜、組み合わせて最適な
方法を選択する。
※ 平 成28年4月1日 現 在、
公表資料による見通し。

被災3県の計画戸数の2割にあたる
約5,900戸を整備予定。
51地区2,378戸が完成済み
被災した方々向けに低廉な家賃で安心して入居できる公営住宅を
整備する事業。平成28年度中には、要請戸数の約8割が完成予定と
なっている。

復興市街地整備事業
土地区画整理事業は総面積の6割強を受託。
約250haが完成済み
高台などに移転して住宅を建設される被災した方々のために、土
地のかさ上げや整地、道路などを整備する事業。全体約1,300ha
のうち、平成27年度末までに支援全22地区で引き渡し開始。

被災者の生活再建の
早期実現に向けた取り組み
「まちに人が戻る」
ことを目指し、
にぎわい再生のための取り組みも積極的に実施
再建を考えている地権者の
方を対象に完成前に現地見学
会を開催して必要な情報を提
供したり、災害公営住宅にお
けるコミュニティー形成支援
として、災害公営住宅の集会
所の利用促進を通じた入居者
間の交流を育むきっかけづく
りなどを実施している。
UR PRESS vol.45
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南相馬市・さくらホ ール

福島県
月、 回目の訪問となった
のは、まだ雪が降り積もる

届け！
笑顔

会場は2,000名もの観客の熱気に包まれた、盛岡市でのチャリティコンサート。

4

ＡＫＢ
「誰かのために」
プロジェクト
東北復興支援

盛岡市・県民会館

岩手県

日本大震災から丸 年が経

回

過しようとしていた２０１

６年 月 日、盛岡市の会場には

東

第

6

ＡＫＢ が震災直後から被災地

約２０００名もの人々が集まった。

3

プロジェクトも、すでに 回目。

訪問を続けてきた
「誰かのために」

48

え

むか い

ち

み おん

み

き

岡田奈々、小嶋真子、西野未姫、
も

はる か

今回は選抜メンバーがほとんど集
込山榛香、向井地美音、湯本亜美、
なな み

まり、総勢 名でのチャリティコ
あかり

もう ぎ

か すみ

後藤萌咲、木㟢ゆりあ、佐藤七海、
佐藤朱、舞木香純、松井珠理奈、

はる な

ンサートとなった。
小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由
松村香織、山本彩、藤江れいな、

とハイタッチを

が届いたのではないでしょうか？」

ます。だから皆さんにもその笑顔

思いでメンバー全員が頑張ってい

いてなくてはいけない。そういう

顔を届けるには、私たち自身が輝

思いが伝わりました。私たちが笑

岡に集まってくれた人たちの熱い

総監督の横山由依がいう。
「盛

ばかりだ。

ものすごい熱気と笑顔であふれん

いう豪華メンバーである。会場は

さやか

紀、渡辺麻友、横山由依をはじめ、
指原莉乃、北原里英、加藤美南と

か れん

加藤玲奈、岩田華怜、高橋朱里、

ステージ後にＡＫＢ のメンバー

どの訪問地でもそうなのだが、

メンバー全員が全力で歌った。

「誰かのために」
プロジェクトで、

宮城県
石巻市・石巻こどもセンタ ー
河南農村環境改善センタ ー
月には大家志津香、大和田
な な

南那、小嶋菜月、宮崎美穂、

加藤玲奈、木㟢ゆりあの 名が宮

福島県南相馬市。向井地美音、藤
田奈那、茂木忍、川本紗矢、込山
城県石巻市を訪問。 回目となる

サイン色紙を手ににっこり。

榛香、高橋朱里の 名が、大きな
笑顔とダンス、そして歌を、会場

する子どもたち
の表情は、みん
な笑顔で輝いて
いる。メンバー
の笑顔はしっか
りと東北の子ど

河南農村環境改善センターも笑顔でいっぱいに。

2011年5月22日、AKB48の被災地訪問の1回目が行われた。
篠田麻里子、大島優子など当時の主力メンバー6名が、
「とに
かく行ってみよう。何か役に立てることがあるかもしれない」
との思いを胸に、岩手県大槌町と山田町へ。機材をすべて持ち
込んでミニライブを行い、ライブの後には
可能な限りハイタッチ会を行うという今に
続くスタイルは、この時に生まれた。
それから5年。AKB48の
「誰かのために」
プロジェクトは60回を数え、今も続けら
れている。この本はこのプロジェクトに同
行している著者がまとめたAKB48の活動
の記録であり、少しずつ変化する被災地の
レポートでもある。未曾有の被害を受けた
人々を前にして、彼女たちは何を感じ、ど
う成長していったのか。人気アイドルたち
の知られざる姿が共感を呼ぶ。

もたちに届いて
いる。

石原 真著 岩波ジュニア新書 1,000円
（税別）

の
「さくらホール」
に集まった皆さ
んにお届けした。

58
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竹居鉄也=文、竹居鉄也、AKS=撮影
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5

59

I nf o r mat io n

『AKB48、被災地へ行く』

6

48

48

「誰かのために」
プロジェクトのすべてがここに

6

57

26

石巻こどもセンターで、たくさんの子どもたちと交流。

2

1

団地をリノベーションすることで、
自分らしい、心地よい暮らしを実現している東西の人気ブロガーが
交替でDIYの楽しみ、ポイントを伝授します！

Craft

人気ブロガーの

Horticulture

団 地 ＤＩＹ 術 8

べラン ダ 菜 園 の 楽 し み 8
たなかやすこ

Blogger

Makees（関東在住 妻と子どもの３人暮らし）

Be fo re

小さな冷蔵庫を使っていた頃。キッ
チンの横の壁にペンキを塗り、棚を
取り付けました。

自由にカスタマイズできる
便利な棚

Aft er 現在
子どもが生まれてから大きめの冷蔵庫を
購入。そのため、棚板のサイズを変え、
位置を変更して取り付け直しました。

壁を活用してCD収納の棚も。

ゴマ栽培は、
意外にもベランダが向いている

棚 り飾ったりする目的

日 ラルやたんぱく質、強い抗酸化作用を持つゴマグ

といえば、収納した

がありますが、わが家では
その棚をできるだけ、壁に
取り付けるようにしていま
す。理由は、無駄なスペー
スを極力なくし、有効に活
用するためです。取り付け
方法は、IKEAやホームセ
ンターでブラケット（棚受
け）を購入し、希望のサイズにカットした棚板を載せて。
分譲なのでインパクトドライバーで取り付けましたが、最
近はディアウォールというはめ込むと柱ができる便利なも
のが売られているので、賃貸の方は活用してみるといいか
もしれません。
キッチン横の壁は冷蔵庫を買い替えたときに、棚もサイ
ズを変えて取り付け直しました。新しい家具や家電が入っ
ても自由にカスタマイズできるのも、取り付け棚の良いと
ころ。既製品ではサイズ変更などが難しいので！ ぜひお
試しください。

改造した押入れのワークスペース内に取
り付けた棚。

「UR PRESS」オンライン版では関西在住のブロガー Kume
MariさんのDIY術を紹介しています。
「UR PRESS」で検索し
てください。

Makeesさんのブログ
「築50年の団地再生ライフ」
http://palette.blush.jp/blog/

す注目されています。しかしそのほとんどを輸入に頼っ
ており、国内では九州や西日本を中心にわずかに栽培さ
れているだけです。
生産量が減少したのは、収穫に手間がかかることが大
0

がゴマです）がたくさんできます。さやは熟すと弾けて、
種を地面にばらまいて子孫を残します。つまり、刈り取
りにはタイミングが大事なのです。
株ごとタイミン
グよく刈り取った
ら乾燥させ、ゴマ
c u l ti va ti on

コンテナに鉢底石を敷き、培養土を入れ種をまきます。

（種）
を取り出し、
さやのかけらや葉
などの細かいごみ
とを分けるのが大
変な手間です。
しかし、家庭で

スプラウトに育てて食べるのもおすすめ。

数回間引いて、本葉が5、6枚の時に10センチ間隔にな

コンテナを使って栽培する程度なら、収穫後の選別もさ

るようにします。
乾燥に強いので水はけのよい土で、水のやりすぎにも注

ほどの手間ではありません（
「point!」参照）
。栽培も難し

意します。

くないので、ぜひ挑戦して、貴重な国産のゴマを収穫し
てほしいと思います。アフリカのサバンナが原産といわ

扉

れるだけあって、暑さと乾燥に強く、熱帯夜の続いた夏
にも、わが家
（関東地方）
のベランダでとてもよく育ちま

を開く本

ブックディレクター。移動
式本屋
「BOOK TRUCK」
で
全国各地のイベントなどに
参加するほか、2015年に
本と日用品の店
「三田商店」
を横浜市内に開店。
https://www.facebook.com/Booktruck

育ててみよう! ゴマ

ゴマが栽培されている様子を見たことがある人は、少ないので
はないでしょうか？ ぜひ自分で育てて、どんな花が咲くのか
しら？ どんなふうになるかしら？ といった好奇心を満足さ
せましょう。

した。
5月中旬から6月に種をまき、9月から10月に収穫で

よく見ると双葉にも産毛が。空
気中に含まれる水分を上手に取
り込むための植物の知恵だ。

8
Step

2

ブックセレクト

三田修平 みたしゅうへい

0

きな理由のようです。ゴマはさやの中に小さな種（これ

世界の

本書では、本多さんのお宅を
中心に、素敵に家事を楽しんで

いるお宅のアイデアを、たくさ

んの実例を交えながらご紹介。

収納、炊事、洗濯、掃除といっ

た、淡々と繰り返すだけになっ

てしまいがちな家事ですが、ち

ょっとした工夫でこうも楽しく

なるものかと驚かされます。
誌面に登場する皆さんに共通

する家事に対する考え方は、「無

本多さおりの
「家事がしやすい」
部屋探訪
本多さおり／マイナビ
1,350円

リナンなど、健康に良い成分を多く含むことで、ますま

1
新生活
応援ブック

みんなの家事ブック

本人にとって古くからなじみのあるゴマは、ミネ

Step

今号のテーマ

は気分を新たに生活の襟

春
を正したくなる、そんな

季節。そこで今回は新生活をよ

けとなる本をご紹介します。

り心地よいものにするための助

大人気ブログ「片付けたくな

整理収納コンサルタントの本

る部屋づくり」を運営している

多さおりさんは、家事のスペシ

ャリスト！ そんな彼女が出し

た『みんなの家事ブック 本多さ

理をしないこと」と「楽しんで

やること」
。本書を片手にラク

UR PRESS vol.45 ＊価格はすべて税込です。

おりの「家事がしやすい」部屋

『いつかティファニーで
朝食を』で一躍人気作家
となったマキヒロチの新
作は、なんと不動産マン
ガ。吉祥寺で不動産業を
営む双子が、吉祥寺
“以
外”の街の素敵な物件を
紹介し尽くします。引っ
越し欲が刺激される一冊。

して楽しい新生活を目指してみ

マキヒロチ／講談社 610円

てはいかがでしょうか。

吉祥寺だけが
住みたい街ですか？（1）

探訪』には、気分よく家事をこ

１日のスタートはちゃん
とした朝ごはんから！
カリカリベーコンパンに
スフレパンケーキ、エッ
グスラットと揚げ焼きフ
レンチトースト……。毎
日、朝起きるのが楽しみ
になるくらい素敵な朝食
のオンパレードです。

なすためのヒントが詰まってい

「そうだ、あれ食べよう！」
は最高のめざまし
若山曜子／講談社 1,296円

ます。

ごきげん朝ごはん

34

今号のテーマ

きます。間引き菜も食べられますし、ゴマとして食べず

草丈は60 ～ 100センチ程度
になります。薄紫色の花が咲

にスプラウトとして育てるのもおすすめ。少し苦味があ
りますが、私はサラダにして楽しんでいます。

き、茎の根元のほうから順番
0

0

にさやができます。

さやを摘んで収穫しましょう

Step

3

0

摘み取ったさやは乾燥させま
す。1つのさやに80粒程度の
ゴマが詰まっています。写真
は金ゴマです。

田中 淳=撮影

po i nt!

0

花は株の根元のほうから咲き、さやができます。根元から刈り取
らず、黄色くなったさやから順に摘んで、風通しのよい場所で自
然乾燥させましょう。乾燥させているうちに弾けるので、ゴマが
飛び散ってなくなってしまったなどということがないように、目
の細かい排水ネットなどに入れておくのがおすすめです。

たなかやすこ イラストレーター、ガーデニングクリエイター。1957年北海道小樽市生まれ。著書に
『とれたての幸せ。
はじめてのベランダ菜園』
（集英社）
、
『おいしいベランダ菜園 シンプル＆エコに育てる』
（家の光協会）
ほか。
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UR PRESS vol.45 ※UR都市機構が手がけた地区を中心にマップを作成しています。

山本郁子=イラスト
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U R I N F O R M AT I O N

CROSSWORD PUZZLE&PRESENT

UR都市機構からのお知らせ

プレゼント付きクロスワードパズル

ヨコのカギ

SHOP OPEN!

岩

手、宮城、福島の東北3県にはおいしい海
の幸、山の幸がたくさんあります。東日本

大震災で大きな被害を受けたこれらの地域では加
工所などの再建が進み、より多くの人々に東北の

東北3県で復興事業に取り組むUR都市機構は、
東北の商店や事業所を応援しようと、国内最大の
通販サイト
「楽天市場」
にオープンした
「がんばる
東北しょっぷ」
に協賛しています。
宮城県奥松島の牡蠣や、献上海苔として名高い
福島県からはB-1グランプリ公認の
「なみえ焼き
そば」
……。
「がんばる東北しょっぷ」
には、東北
3県の海産物から加工食品、麺、菓子などが幅広
くそろっています。ここで買い物をすることが、
東北の皆さんの励みにもなります。ぜひ
「がんば
る東北しょっぷ」
をのぞいてみてください。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/ganbarutohoku-shop/

で 検索
献上海苔
東松島市
「のり工房矢本」
の、漁師のお嫁さんたち
が作った高品質の海苔。

金華鯖すし

なみえ焼きそば

三陸沖で獲れる
幻のサバ、金華
鯖で作る棒ずし。

超極太麺にからむ特製ソース
がたまらない。B-1グランプ
リ公認の
「なみえ焼きそば」
。

次号のお知らせ

「UR PRESS」オンライン版も
お楽しみください！
す。巻頭インタビューや記事のオリジナル動画なども掲載してい

UR PRESS vol.45

1

ます。ぜひご覧ください。

UR PRESS

で 検索

3

2

URのツイッター
UR都市機構のツイッターでは、イベント、キャンペーン、募集情報などをタ
イムリーに発信しています。こちらもぜひアクセスして、最新の情報をゲット
https://twitter.com/UR_TOSHIKIKOU/
してください。

このたびの熊本地震により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
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23

16

21

A

B

C

21

モ

D

E

プレゼント＆応募方法
クロスワードパズルを解いて、プレゼントにご応募ください。
PRESENT

1

PRESENT

山田の醤油 10名様

ま

時代の要請に応えるUR都市機構の実行力』

10名様

団地やニュータウン
から、大手町や渋谷
などの都市再生、ま
た東日本大震災の復
興支援事業まで、多
岐にわたるURの事
業を豊富な図版とイ
ンタビューで紹介し
た176ページの大作。

2

大阪らしい柄をモチーフにし
たふきんは、吸水性がよく台
ふきんやお手ふきに。陶器でできたたこ焼
き形だるまは、おみくじ入り。おみくじを
引いたあとは楊枝さしに。どちらも「中川
政七商店」
のブランド
「日本市」
の人気商品。

3

『都市を再生させる

本誌12ページで紹介している
岩手県山田町のスーパー「び
はん」のオリジナル醤油。ほ
んのり甘みがあり、刺身や魚
料理はもちろん、卵かけごは
んや肉じゃがにもぴったり！
110㎖入りを20本セットで。

PRESENT

ち

「ご当地ふきんと、
たこ焼きだるまみくじ」
セットで3名様
PRESENT

サD イ ゴ ウ タ カ モ リ
ザ

http://www.ur-net.go.jp/publication/web-urpress/

「UR PRESS」
46号は7月末発行予定です。
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B
10

A

ハ ナ ガ サ ク
B

12

5

44号の解答
A

24

11

1 道理に合わぬ主張をする人がこねているもの
4 兵庫県の県庁所在地
6 日本の初夏に訪れる雨期
7 ――給 ――的人権
9 一緒に仕事している仲間
11 十二支の３番目
12 普通のおうちよりは簡素で狭い
13 自転車のペダルの動きをタイヤへ伝えるもの
15 古代の人が住居にしていたものもある穴
17 エクアドルの首都
18 お茶とお菓子
19 隠し事のない「――の政治」
22 ――ティー ――セーキ 粉――
23 指圧で押してもらうポイント
24 土佐とも呼ばれる四国の県
25 ――の成績で卒業した優等生

「UR PRESS」
はパソコンやスマートフォンでもご覧いただけま

18

E

4

From Editors
宮城県南三陸町の佐藤仁町長の名刺には、
一枚一枚に手書きのメッセージが添えられ
ています。裏面にインクがにじむほど力強
く書かれた言葉は「ご支援に心から感謝!!」
。
町民を不安にさせないよう、常に前を向い
てこられた佐藤町長の気概を感じました。
復興地では今、新しい道路や土地が次々
に出来上がっています。でも整備敷地はあ
まりに広大です。本号の大船渡市の写真
（p7-8）
をご覧ください。上空から見ると、
こんな風にまちは出来上がっていくのだな
と分かります。
今回で私の編集後記は最後となりますが、
変貌していく復興地をこれからも見続けて
いきます。 （UR都市機構・広報担当M）

15

C

タテのカギ

海苔。岩手県山田町の豚丼専用のたれや刺身醤油。

9

8

14 精髄がつまっています
15 北海道生まれのウマとか人とか
16 北海道と本州の間にある――海峡
20 ジョッキーが避けたいことの１つ
21 プレゼントの飾りに使われます
22 通り―― 分かれ―― ――案内

んいます。

6

2

買ったものがたくさん入りそう

味を知っていただきたいと頑張る人たちがたくさ

がんばる東北しょっぷ

1

1 ――ホン ――スライディング
2 昔のは「懐メロ」と呼ばれます
3 「――にちょうちん」は不必要なもののたとえ
4 ――を詰めすぎると体に毒ですよ
5 豊富な経験や熟練の技を持っている人
8 ほったらかし
10 はぶくこと。以下――
11 買い物に持参する人もいます。

東北3県から「おいしい・楽しい」を届ける
「がんばる東北しょっぷ」オープン！

パズル制作 ニコリ

4

『AKB48、被災地へ行く』
5名様
本誌32ページで紹介している、AKB48の
復興支援活動を多角的に紹介した１冊。

●応募方法
本誌付属の応募はがきに、クロスワードパ
ズルの答えと希望プレゼント番号、必要事
項をご記入の上、郵送してください。
●応募締め切り
2016年9月30日
（当日消印有効）
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
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