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暮らし の カケラ

角田光代
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暮らしのカケラ ❹ 「律儀な桜」 角田光代

03

Special Interview 未来を照らす 

律儀な桜

サンドウィッチマン

さん 漫才コンビ

自
分の暮らす東京でしか満開の桜を見たことがないが、

国内の各地に、桜の名所はある。公園だったり、川

縁だったりする。桜の季節でなくても、桜の木だと

すぐわかる。わかったとたん、花をつけていない木々がいっせ

いに花開くところを思い描く。まぼろしの満開をそんなふうに

見た気持ちになって、ぜひとも桜の季節にきたい、こよう、と

思うが、一度もそういう場所で花見をしたことがない。

昨年鹿児島にいったのだが、あと二週間もすれば桜が咲くと

いう時期だった。川沿いにずらりと並ぶ桜が花をつけるという。

そのとき乗ったタクシーの運転手さんともやっぱり桜の話にな

った。
「あと十日ばかり遅くくればよかったね」と運転手さん

は言い、そして「不思議なことに、毎年この時期になると桜は

律儀に咲くものだね、何があっても咲くね」と独り言のように

言った。その言葉が心に残り、ことあるごとに思い出す。だれ

が言ったんだっけ……、と忘れているときもあって、ああ、見

年前、二〇一一年四月、私は新聞社の依頼を受けて

東北の、太平洋沿岸の町々を歩いた。町がなくなっ

ず知らずの運転手さんだったと思い返す。

七
ているのに咲いている桜があった。そのことに私は

心底驚いた。青空に映える満開の桜がうつくしいことに衝撃を

受けた。自然とはなんと残酷なのだろうと思った。こんなにも

かなしい現実のなかで、季節がくれば桜はうつくしさを誇るか

ＵＲのまちづくり最前線❼

のように花開くのだ。たたえる人も、見る人すらもいなくても。

33

転手さんが何気なく言った一言は、私にこの光景を

辻堂駅周辺
（神奈川県藤沢市）

思い出させた。本当にそうだ。何があっても桜は咲

ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ その

運
くし、そのことは当たり前のことではなくて、とて
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も不思議なことなのだ。

女川町、釜石市、南相馬市
29 希望の明日に向かって 復興インフォメーション

七年前に抱いた、残酷だという感想は、私のなかで少しずつ

27 届け！笑顔 AKB48「誰かのために」
プロジェクト 東北復興支援

変わっているらしいと、それもまた運転手さんの言葉で気づか

21 東日本大震災 復興の軌跡
25 UR都市機構が取り組む 復興支援MAP2018

された。例年より寒かろうが暑かろうが、降雨量が多かろうが

キャッセン大船渡、アバッセたかた・まちなかテラス

少なかろうが、温度がゆるむとつぼみがふくらみ、あるときい

シーパルピア女川・ハマテラス、南三陸さんさん商店街

っせいに花が開く。変わり続けるしかない私たちの暮らしに、

復興の第一歩を踏み出す 働く拠点の整備が始まった
17 おいしい！ 楽しい！ 元気をもらう！ 復興商店街に行ってみよう！

年、律儀に桜は咲く。咲くことがわかっているのに、

若い世代の発想で生まれ変わる。新たなまちづくりは、自分たちで！
13 岩手県大船渡市
新しいまちの核となるピースが完成 人々がつながる場が生まれる
15 福島県双葉町

空を覆うように満開になった木を見れば、つい目を

09 宮城県女川町

毎
みはって立ち止まってしまう。毎年毎年、満開の桜

新たな「息吹」あふれるまちへ

そんなふうに変わらないものがあるということは、ときに私た

特集

ちを救うのではないか。そんなふうに思うようになった。

07

を前に私もこうして律儀に惚けていたい。

シャイだけど懐が深い東北の人たちを
僕らはずっと見守っていく

キャンパス跡地に完成した
地域と共に育ち、未来へ続くまち
青陵の街・六本松
（福岡市中央区）
かくた・みつよ

35

ベランダで楽しむ 四季の寄せ植え❹ 黒田健太郎
バスケットを器に 春の日差しに映える黄色の寄せ植え

36

防災グッズの新常識❹ 高荷智也
通勤や通学時に持ち歩きたい防災グッズ
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男子弁当のススメ！❽ 相田幸二
ガパオライス弁当
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仙台にある高校の同級生がコンビを組んで生まれたサンドウィッチマンさん。
テレビやラジオで笑いをふりまく一方、東日本大震災に遭遇した者として、
また東北出身の芸人として、積極的に東北の支援活動を継続して行っている。
その活動の根底に流れる思いとは？
東北への愛にあふれた
インタビューをお届けします。

未来を

さん

漫才コンビ

毎年ここでかばんを買うことに
しています。そうやってお金を
落とすことが、何よりかなと思
うんです。

幼い頃に暮らした
コミュニティーが理想
――お二人とも宮城県ご
出身ですが、小さい頃は
どうでしたか？
伊達 僕は子どもの頃、
仙台の鶴ヶ谷団地や黒松団地に
住んでいたこともあります。団

岩手県の大船渡市に行ってきま

スツアーを行っていて、今年は

年３月にファンの方々と東北バ

富澤たけし（以下、富澤） 毎

たとか？

すね。つい先日も東北に行かれ

援や復興活動を続けられていま

人は、東日本大震災直後から救

――サンドウィッチマンのお二

たら、苦笑いしてました。まぁ、

に「間に合いますか？」と聞い

と心配になって、作業してる人

した。まだ工事中なんでちょっ

タジアムの建設現場を見てきま

会場となる、釜石鵜住居復興ス

れるラグビーワールドカップの

富澤 この間は釜石で来年行わ

らも楽しんでやっていますね。

なさん喜んでくださるので、僕

伊達みきお（以下、伊達） み

らいいなと思っています。

プライベートで行ってもらえた

くと店は跡形もない。心配して

なって……、３月下旬に見に行

に来ますと言ってたら、震災に

なんですよ。注文して夕方取り

の日の午前中に立ち寄ってた店

じつはこのかばん屋さん、震災

つけの店がいくつもあります。

というかばん屋さんなど、行き

魚屋さんや、
「MAST HANP」

気仙沼では「磯屋水産」という

行ったりしています。

プライベートでも福島に遊びに

月に１回は必ず行ってますし、

テレビの番組をやっているんで、

きあいがありますし、友達が３

れぞれの小学校の友達と深いつ

鍛えられたかなと。いまだにそ

になったり、そういう意味では

なんで、人見知りをしないよう

た。友達ができたと思うと転校

くて、小学校も３つ変わりまし

で、団地も含めて引っ越しが多

伊達 子どもの頃は親父の転勤

しましたけど（笑）
。

ザ屋でアルバイトしてたんで、

がいいなと思いますね。昔、ピ

富澤 団地は友達の家が近いの

く一緒に遊んでいました。

地には友達もたくさんいて、よ

した。みなさんに東北で楽しん

最悪の場合、ボールだけ立てら

いたんですが、お店の人は無事

倍になったのはよかったですね。

階段の昇り降りで大変な思いを

でもらい、いまの東北の様子を

れれば何とかなるかって（笑）
。

で、いまは店を再開したので、

う のす ま い

知ってもらって、その人がまた

伊達 仙台では、もう 年以上

東北を楽しんでもらう
活動を継続

シャイだけど懐が深い
東北の人たちを
僕らはずっと見守っていく
サンドウィッチマン

照らす
16
Sandwich
Man

友達に話したり、家族を連れて

10
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Special
I nt e r v i e w

富澤 僕は子どもの頃は社宅に
住んでいたんですが、通りの人
と挨拶してましたし、みんな顔
見知りで安全でしたね。いまは
自分が子どもの頃に育ってきた
環境とは違うから、自分の子ど
もを育てるのにも戸惑いがあり
ます。そういう意味では、団地
のように住んでいる人の顔が見
えるところは理想ですね。

離れてみて、あらためて
東北の良さを実感
――いまは東京に移られて、故
郷のよさを逆に感じられるので
はないですか？
伊達 その通りですね。すごく
感じます。
富澤 震災があったせいで、余
計にそう感じますし、東北が好
きになりましたね。ふるさとっ

たちといっぱい話をしましたけ
れど、住民票を移してまで来て
くれる人がたくさんいるのは心
強かったですね。まだ県外ナン
バーのトラックや車もよく走っ
ていますし、たくさんの方に協
力してもらっているんだなと、
行くたびに思いますね。
――これからの復興に必要なも
のは何でしょう。
伊達 何でしょうね……、生き
ていくなかで友達は絶対必要で
すから、そういう仲間をつくり

のいいものを知らせて、買って

思うし。ブログでそういう東北

ていいものがいっぱいあるなと
ぱい聞いて。いやいや、それも

では泣けない」なんて話をいっ

いなくなったから、あの人の前

そこに建物を建てるんですから。

少しずつ土を運んで、固めて、

て。山を削って、ダンプカーで

がこんなに大変なことなんだっ

かるだろうなと思いますね。僕

あれ見ちゃうと、それは時間か

つらいなぁと思いながらね。

いう気持ちが震災後、特に強く
なりました。

じつは東北出身の芸人はほとん

ージをくらったわけですから。

よね。しかも地元があんなダメ

間は、そういないと思うんです

あの光景を目の当たりにした人

ぐ避難して助かったんですが、

影をしていたんです。高台にす

に気仙沼の海沿いでテレビの撮

一生懸命作業してる人がいる。

行っても朝早くから夜遅くまで、

すよね。僕らが見る限り、いつ

人に限って、何も知らないんで

聞くじゃないですか。そう言う

伊達 復興遅いね、という声を

すか。

いまの様子をどうご覧になりま

――震災から７年たちましたが、

避難しやすいように階段が広か

建って、鹿折の災害公営住宅も

伊達 気仙沼も住宅がいっぱい

なと思いますね。

安全なまちづくりが大事なのか

逃げる。そのための安全な場所、

す。でも、津波が来たら、まず

具合が違うなというのは感じま

富澤 場所によって復興の進み

頑張ってますよ。

は逆に復興は早いと思います。

どいないんです。だから被害に
土地のかさ上げにしたって、も
ったり、いいものができてるな

伊達 僕ら、たまたま震災の日

あった人たちも僕らのことを応
う一回最初から地面をつくるの

生き残った人間としてずっとつ

うと、恩返しじゃないですけど、
URさんもそう

と 思 い ま す。

ちも多いんですよ（笑）
。でも、

人気質の人も多く、頑固な人た

伊達 この地域は漁師町で、職

の人は買い物が大変ですよね。

人がいる。そういう人たちに頼

身になって頑張ってくれている

けど、周りにも一生懸命自分の

でいる方は本当に大変でしょう

現地で作業している方や住ん

う優しい気持ちの人がすごく増

根はいい人たちで、いちど懐に

れるときは頼って、頑張ってほ

観光客に向けてはある程度整っ

入ると、ものすごく深くつきあ

しいなと思います。

えている気がするし、そうであ

ってくれる。だからずっと見放

富澤 頑張んなきゃいけないと

たけれど、住んでいる人たちの

さないでほしいし、僕らもずっ

いうのを背負い過ぎず、休み休

ってほしいなと思います。

と見守っていきたいですね。

み、前を向いてほしいですね。

年前の３月 日に東日

いします。

メッセージがありましたらお願

――東北で頑張っている方々に

生活がまだ不便だと。特に年配

らもそういう人

してくれる。僕

いろんな案を出

ん来てくれて、

本中からたくさ

ない人たちが日

前のまちを知ら

あたって、震災

まちをつくるに

ですが、新しい

ししおり

援してくれてたんだろうなと思

震災から７年たって
思うこと

もらいたい、来てもらいたいと

「東北魂義援金」
設立の記者会見。同義援金にこれまで集まっ
た金額は4億円を超え、被災した各県に届けられている。
写真提供／㈱グレープカンパニー
（右ページ、東北の２点も）

きあっていこう、できる限りの
ことをやれたらという気持ちで
すね。
富澤 東北の人はシャイだし、
アピールするのが得意じゃなく
て、
「いいから、いいから」と
遠慮しちゃう人が多いんですよ。
伊達 すごくつらくても言わな
いですよね。
「 私は両親がいな
くなったけど、友達は家族全員

この間もこんなことを聞きま
した。気仙沼の魚屋さんで２階
をコミュニティー広場として開
放している所があるんですが、
そこでよく一緒に話をする人が、
じつは同じ復興住宅の隣の人だ
ったって。それまですぐ隣の部
屋にいるのに、知らなかったそ
うなんです。だからそうやって
集う場があって、友達づくりが
できるといいですよね。
富澤 女川は若い人が中心にな
って復興が進んでいますが、聞
いたらまだ大きなスーパーがな
いんですね。大船渡もそうで、

伊達

高めようって。いまも日本中で

んなで助け合おう、防災意識を

ていた気がするんですよね。み

らい、日本中が同じ方向を向い

本大震災が起きてから１カ月く

11

いろんな災害が起きていますが、

W E B U R PR E S S
「UR PRESS」
オンライン
版で、パソコンやスマー
トフォンからサンドウィ
ッチマンさんのインタビ
ュー動画がご覧いただけ
ます。
（2018年7月末まで）

富澤たけしさん

7

仙台商業高校ラグビー部
時代からの友人である伊
達みきおと富澤たけしが、
1998年に結成した漫才
コ ン ビ。2007年M-1グ
ランプリで優勝し大ブレ
イク。テレビ、ラジオで
活躍する一方、ライブ活
動を大事にしており、毎
年、全国ツアーを行って
いる。
2011年3月11日、気仙
沼市でテレビ番組の撮影
中に被災し避難。翌日、
東京に戻るとすぐに支援
活動を開始し、16日に
「東北魂義援金」
を設立。
現在も定期的に東北を訪
れ、現地との強い絆を深
めている。

5
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上／気仙沼市に救援物資を届ける
（2011年4月）
。
下／大船渡市でチャリティライブを開催
（2013年）
。

何かあったら助けにいこうとい

サンドウィッチマン

やすい環境のある住宅が望まし
いんじゃないかな。

伊達みきおさん

WE B UR P R E S S
「UR PRESS」オンライン版
で、パソコンやスマホからド
ローンで撮影した女川の動画
がご覧いただけます。

息 吹 あふれるまちへ
い

特集 東日本大震災から7年

新たな

岩手県
盛岡市

宮城県
仙台市

福島県 福島市

大船渡市
陸前高田市
南三陸町
女川町

ぶ

き

URは震災直後から被災地へ職員を派遣し
25の自治体の復興まちづくりを、
ハードとソフトの両面から支援してきた。
整備された地に住宅が建ち、
商業施設がオープンし始めた今、
まちづくりは“にぎわいづくり”へ向けた
次のステージを迎えている。
新たな息吹に包まれたまちを訪ねた。

双葉町

8
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福田正紀=ドローン撮影

※肩書き・価格等は取材当時のものです。

平地が１割ほどと少ないため、山を切り崩しながら造成・建設工事を進めている宮城県女川町。
海に近い低地部に駅や商業施設が、山側に住宅が建設されている。
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M iy a gi

地元海産物の物販コーナー
「ハマテラス」
では、焼きたての魚介も味わえる。

若い世代が中心となって進める新たなまちづくりが注目を集めている。

を味わったこのイベントをきっか

自らお金を出して買い物する喜び

少ないながらも好きな商品を選び、

ていた人同士が再会を喜び合い、

トを開催している。行方を心配し

魂は健在です！」と題したイベン

わ復幸市！ 店は流されても商人

月後の２０１１年５月に「おなが

女川では東日本大震災から２カ

る」という。

ラムを組むことを毎年心がけてい

ープまで、幅広いステージプログ

来てもらえるようなアイドルグル

える伝統芸能から、県外の人にも

んは、
「 年配の人に楽しんでもら

復幸祭実行委員長の髙橋敏浩さ

てもらいたいと思っています」

い、変わっていく女川のまちを見

あの日、14.8mもの津波に襲われ、多くのものが失われた女川町。

けに、商売をしていた人たちは事

女
川は、復興のモデル、トッ
プランナーと評されるまち

だ。女川駅から伸びるレンガ造り

大変だからこそ
復幸祭で盛り上げる
２０１８（平成 ）年３月 日、

もって復興まちづくりを進めてい

官民が一体となり、スピード感を

見える。須田善明町長を筆頭に、

が並び、その先には青く輝く海が

どが並び、体験コーナーも充実し

台や手づくり品の販売コーナーな

れた。地元の海産物が味わえる屋

が女川駅前の商業エリアで開催さ

７回目を迎える「女川町復幸祭」

ふっこうさい

る。このスピードと活気はどこか

という。そして翌年、第１回の復
幸祭が開催され、今に続いている。

０００もの人が訪れた。
代の地元の人たちだ。複数の団

会場で立ち働いているのは ～

20

０人のまちに、町内外から１万８

笑顔があちこちに。人口約６６０

演目が繰り広げられ、老若男女の

ている。ステージではさまざまな

のプロムナードを囲むように商店

海の生き物と触れ合えるプールや縁日コーナーなど、子
どもが楽しめるプログラムもたくさん用意されている復
幸祭。写真は中に入って遊べるふわふわドーム。

25

ら来るのだろうか。

30

体、町内外の協力者により復幸祭
は支えられているという。
「たくさんの方に足を運んでもら

信頼して任せているという。そし
て“自分たちでまちづくりをして
いる”という自負が若い人たちか
ら感じられると話す。

津波によって
生まれ変わった
もともと女川の人たちは、その

やったほうが気が紛れます。まち

っているだけでは進まない。何か

し不安もありますが、大変だと言

「みんな大変な思いをしています

親を亡くされている。

波が全部持っていったから、生ま

質が強い面もあったそうだが、「津

多いまちでもあり、独立独歩の気

と即答。腕一本で勝負する漁師の

会 長 に 質 問 す る と、
「なかった」

質をもっていたのだろうか。高橋

ようなオープンで協調性のある気

の大御所や先輩たちが自分たちの

高橋正典会長だ。
「明治維新も若い人たち
が起こした。我々世代が
発想するより、若い人た
ちに任せたほうがいいほ
うに進むのです」
最初は半信半疑の町民
もいたが、今ではみんな

家の基礎以外すべて流されたこと

れ変わった」と高橋会長はいう。

るのは、女川町商工会の

をつくったのです」と語

出さない、というルール

に「還暦以上の人は口を

その言葉に応えるよう

がありがたいです」

世代に任せて、応援してくれるの

実行委員長の髙橋さんは津波で両

40

若い世代の発想で生まれ変わる。
新たなまちづくりは、自分たちで！

業再開へ向けて大きく動き出した

復幸祭実行委員長として関
係者の調整に尽力した髙橋
敏浩さん。アパレルショッ
プ
「マルサン」
の店主。
復幸祭前日は津波の教訓を受け継ぐための
「津波伝承 女川復幸男」
レースが行われ、盛り上がった。
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「GANG PARADE」
「BiS」
のライブには県外
からも大勢の観客が集まった。
復幸祭には町内外の31の業者が出店。毎年楽しみ
にしているリピーターも多い。

On ag aw a

女川町
宮城県
2018年の復幸祭のキャッチフレーズは
「濃い
町に恋しに来い！」
。ステージでは和太鼓や
獅子舞、民謡をはじめ、ダンスやライブ、
「水
曜どうでしょう」
ディレクターのトークライ
ブなどが行われた。

M iy a gi

右／
「荒立住宅」
の入居
式ではテープカットも
行われた。
下／左からURの新居
田滝人統括役、須田善
明女川町長、URの佐
分英治宮城・福島震災
復興支援本部長。

で、個人や集落で何とかなるもの
ではないこと、協力しなければや
っていけないことを多くの人が認
識したのだという。
建物の倒壊率が８割に及び、
人に１人が亡くなった女川。生き
残った人も誰もが身近な人、大切
な人を亡くし、住まいや仕事、生
活にとさまざまな苦労をされてき
たことは想像に余りある。そのよ
うな状況にありながら、
「 このま
ちにとって津波は悪いことばかり

防潮堤を造らず、海の近くにまち

の拠点をつくると決めたのも、若

い人たちの意見を尊重したものだ。

代わりに、
「 津波が来たら高台へ

逃げる」という津波避難の基本を

後世へ伝え続けていくために「津

波伝承 女川復幸男」というイベ

ントを復幸祭前日に毎年開催して

いる。スタート時刻をあえて女川

に津波が到達した 時 分に設定。

が女川駅前から高台にある白山神

合図に、今年も２３０名の参加者

「逃げろ！」のかけ声をスタート

わることで圧倒的に早く進んだと

剣勝負となる。ここにＵＲがかか

がどうなるかは、住民にとって真

において、自分の財産である土地

いう。
２０１２年に女川町と復興まち
づくり推進パートナーシップ協定

なに早く復興していなかったでし

「ＵＲさんがいなかったら、こん
災害公営住宅の建設などを行って

画の作成から始まり、区画整理や

にまちづくりをサポート。事業計

を結んだＵＲは、包括的・総合的

ょう」と高橋正典商工会会長。新

年の１月 日にはＵＲが女川町で

復幸祭から遡ること２カ月、今

きた。

ンをつないできた。２年

交代しながら７年間バト

Ｒ職員は、途中メンバー

女川町の住宅担当のＵ

いです」

思い出をつくっていきた

てもらいながら、楽しい

いでみんなにかわいがっ

もうれしい。新しい住ま

ので、畳の部屋があるの

活発に動き始めると思う

きました。娘はこれから

「新しい住居は広くて驚

ァミリー。

暮らしてきた阿部さんフ

しいまちの骨格をつくる区画整理

URはまちづくりを
トータルでサポート

け上がった。

社目指して約４００メートルを駆

32

担当した最後の災害公営住宅「荒
立住宅」の入居式が行われた。
ＵＲの新居田滝人統括役は、荒
立住宅を含めＵＲが女川町で担当
した６カ所の集合タイプの災害公

所に赴任した佐藤嘉晃は、それ以

に顔見知りになれるので、話が進

「行政と住民の距離が近く、すぐ

営住宅（５６１戸）が無事に完成

前は西日本で長く賃貸住宅の建て

むのが早かった」と振り返る。
支援は今も続いている。女川町が

市街地整備や新庁舎建設の業務
年ぶりだった佐藤が女川に来て驚

くの期待と注目が集まっている。

どのように変わっていくのか、多
風通しのよさだったという。

いたのは、人のあたたかさであり、

興支援は阪神・淡路大震災以来

替えや管理部門に携ってきた。復

前にＵＲの女川支援事務

28

ではなかった」と語れる強さと心
の大きさ。表現は違えど、同じよ
うな言葉を他の人からも聞き、女
川の人たちのこの前向きな心が復
興のトップランナーと呼ばれる根
底にあるのだと感じた。
震災後、
「 わたしたちは海と生
きる。
」というスローガンを掲げ、

したことへの感謝を関係各者へ伝
えた。
そして、須田善明町長は語る。
「ＵＲさんとは、けんかしたり笑
い合ったりして互いの信頼関係を
高めてきました。無理なお願いも
しましたが、日本を代表する技術
集団にお力を発揮いただき、非常
にしっかりしたいい住宅をつくっ
ていただいて感謝しています。ま
だ区画整理や造成は続きますが、
年後にも陳腐化しない、魅力的

なまちとなるのを楽しみにしてい
ます」

新たな暮らしに
ふくらむ期待
荒立住宅では、入居者と地域の
方々が触れ合えるように、広場や
エントランスホールなどに、ベン
チや花壇を設置。バルコニーを広
くとり、キッチンには魚をさばく
スペースがある通常より大きなシ

15

復幸祭では女川町の復興まちづくりを紹介するUR
のブースも出店。たくさんの人が訪れ、関心の高さ
がうかがえた。
女川町の災害公営住宅ではおなじ
みとなったスペインタイルの壁画。
入居者の皆さんで絵付けしたもの
をエントランスに飾っている。

ンクを設置するなど、水産業の盛
んなまちならではのニーズにも配
慮している。
入居者は０歳から 代までと幅
広く、最年少は阿部恭平・里菜さ
ん夫妻の長女、阿部凉風ちゃんだ。

すず か

「津波伝承 女川復幸男」
レースにはＵＲ職員も揃い
のジャンパーを着て参加した。

10

１年ほど前に結婚し、仮設住宅で

新居での生活に期待を寄せる阿部さんご一家。日々成長していく凉風ちゃんは、荒立
住宅に暮らす人々にとっても気持ちを明るくしてくれる希望のような存在だ。

まちづくり会社
「女川みらい創造」
の社
長で、若者の応援団長でもある女川町
商工会の高橋正典会長。復興推進のキ
ーマンのひとり。

20

20
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90

女川駅の展望台から商業エリア
「シーパルピア女川」
を望む。プロムナードの先に初日の出が昇る設計になっている。
２棟の間に共同花壇やイベントスペースを設けるなど、地域との交流に配慮した荒立住宅。

I wa t e

右／開館が待たれる大船渡市防災観光交流セ
ンター。津波の際の一時避難場所として大き
な外階段を設けてある。屋上の塔屋には市の
花である椿をかたどったオブジェが。

下／和室の縁に設けられた縁側に腰かけて、
館内を見学する小学生たち。
「こういう場所
があると、皆さん自然に座って、おしゃべり
が始まるのではないかなと。それがねらいで
す」
と設計担当の梅本。

交流の場をつくる。２階は公民館

大船渡を訪れる人と地元の人々の

がることを意識して、円や楕円を

ば、周囲の施設とゆるやかにつな

を担当したＵＲの山本洋之によれ

れていることに気づく。屋外設計

的なフロアで、茶室にもなる 畳
設備の整ったスタジオなどを完備。

の和室、キッチン、会議室、防音

周囲との調和が意識されている。

使っているそうだ。色彩や素材も

「椿を植えた広場が、皆さんの憩

造園を担当したＵＲの押山国男も

２００人収容可能になる。

いのスペースになれば」と願って

可 変 性 が 高 く、 ホ ー ル は 最 大 で
「時間的なプレッシャーがあった

いる。

ＵＲとともにこの事業を担当し

子どもたちが担う
「まち育て」

ので、期日通りに完成して、まず
はホッとしています」と話すのは、
設計を担当したＵＲ岩手震災復興
支援本部の梅本大輔。館内には地
元大船渡へのこだわりが随所にあ

した。その壁の色は、何度も塗り

元に伝わる技法を地元企業が施工

和室の壁は牡蠣殻漆喰という地

を大切に、外から来た人と大船渡

ってきたまちです。人のつながり

更地になった所に、ゼロからつく

さんは、
「津波で流され、復興で

た大船渡市災害復興局の佐藤 仁

直しをして生まれた椿の紅色。

の人、そして大船渡の人同士もこ

ると教えてくれた。

「柱には地元の気仙杉をあしらい、
２階入口横の壁のブル
ーは大船渡の海の色、
スタジオ入口の壁は、
大船渡市にある碁石海
岸の色をイメージして
います」
屋外に目を転じると、
地面のあしらいやベン
チ、植栽の周囲などに

上／小学校では
「大船
渡博士になろう」と地
元を知る勉強を進めて
いる。3年の担任であ
うす ぎ
る薄衣浩子先生は、
「故
郷を知り、故郷を愛す
る大人になってほしい。
そしてふるさとを支え
る力になってもらえれ
ば」
と話していた。

光交流センターが完成、４月 日

要なピースとして大船渡市防災観

左／大船渡市防災観光
交流センター前の広場
に、小学生たちが4本
の椿を植樹。市の椿館
館長が指導、東洋大学
の学生たちがボランテ
ィアとしてお手伝い。

待を胸に、ＵＲ職員の復興は続く。

満足の笑みと子どもたちへの期

れるといいですね」

もたちが再びここに戻ってきてく

成長するのを見に、成長した子ど

が花を咲かせ、やがて大きな木に

たちです。今日、彼らが植えた椿

をつくっていくのは、この子ども

「うれしいですね。これからまち

ました」といった感想が。

来る人に大船渡を見せたいと思い

ときには大船渡のものを使って、

とを知り、将来自分の家を建てる

した 」
「 地元の木を使っているこ

ここでまち育てをしたいと思いま

『まち育て』ということを聞いて、

船渡を出ようと思っていたけど、

子どもたちからは、
「 将来は大

もたちです」とＵＲの梅本も言う。

ち育て』をするのは、今日の子ど

く愛され、活用されるように『ま

これからこの施設が地元の人に長

「ＵＲができるのはここまでです。

になれば」と期待する。

こで出会う、この施設がその中心

を整備。

けた。３階には発電機と備蓄倉庫

よう建物外部には大きな階段をつ

しない高さで、大勢が避難できる

本大震災と同規模の津波でも浸水

ての機能。建物の２階以上は東日

津波発生時の一時的な避難所とし

には、いくつもの顔がある。まず

大船渡市防災観光交流センター

地元素材にこだわった
複合施設

出す。

よいよ新たなまちが本格的に動き

に第３期まちびらきが行われ、い

28

光交流センター。子どもたちはこ
の日、地元を探究する総合学習の
授業の一環で新しい施設を見学し、
建物前の広場に市の花である椿を
植樹することになっている。
ここはＪＲ大船渡駅に隣接し、
昨年４月にオープンした商業施設
「キャッセン大船渡」の目の前。
お隣には銘菓「かもめの玉子」で
おなじみのさいとう製菓が運営す
るショップ「かもめテラス」
、向
かいには「大船渡プラザホテル」
大船渡駅東側の津波復興拠点エ

がある。

お揃いの赤い帽子に緑色のジャ
リアはＵＲの基盤整備工事が完了

のは、完成間近の大船渡市防災観

24

階には市の観光案内所を置き、

になると期待されている。その重

ージのズボンをはいて、市立大船

市民が集い、来訪者と交流する核となる施設が生まれる。

し、新たなまちのにぎわいの中心

完成間近の施設を
小学生にお披露目

復興が進む大船渡駅周辺地区に、

渡小学校３年生 人がやってきた

完成間近の施設へ地元小学生たちが見学にやってきた。
42
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新しいまちの核となるピースが完成
人々がつながる場が生まれる
楕円やカーブが多用さ

昨年4月にオープンした商業施設
「キャッセン大船
渡」
はすぐお隣。観光客だけでなく、地元の人々に
も人気だ。

気仙沼市出身の佐藤
仁さんは、東北復興
に携りたいと現職に。
震災前よりいいまち
にしたい、と意気込
んでいる。

Of u n ato

大船渡市
岩手県
1
上／大船渡市防災観光交流センターの整備を担当し
たUR職員。左から岩手震災復興支援本部の山本洋
之、梅本大輔、押山国男。
右上／館内は木を多用してあたたかみとやわらかさ
を演出。柱には地元の気仙杉を使うなど、被災3県
で採れた木材を使用。照明もあたたかみのある色を
採用している。

F u k u s h im a

津波被害を受けた耕作地が、復興のシンボルとなる復興産業拠点に生まれ変わる。

全町が避難指示区域になっている福島県双葉町に、

震災から7年を経て、ようやく復興の第一歩がしるされた。

写真中央の建物群が1月28日に起工式が行われた中野地区復興産業拠点
（イメージ）
。オレンジ色の点線部分は、
海側に造られる復興祈念公園から当地区や中心市街地を抜けて、常磐自動車道に建設中の双葉IC
（仮称）
まで
計画されている新しい県道だ。

の来賓が臨席する式典の冒頭、双
葉町の伊澤史朗町長は、
「 ようや
くまちの本格復興がスタートしま

所事故から間もなく７年がたとう

よび東京電力福島第一原子力発電

ったことに、忸怩たる思いでいま

の姿をお見せすることができなか

「この７年間、町の皆さんに復興

す」と感慨深げに言葉を継いだ。

としていたこの日、双葉町中野地

したが、ようやくここから復興を

じく じ

区で「中野地区復興産業拠点」の

うになります」と復興の第一歩を

中野地区に、町の復興の先駆けと

こで避難指示解除準備区域である

み出すことが考えられている。そ

盤を町につくり、人が働く場を生

るよう、まずしっかりした産業基

町民が再び双葉町に戻ってこられ

る双葉町の復興まちづくり計画は、

全町が避難指示区域になってい

少しでも多くの人々の帰還につな

民の皆さんに復興の槌音を届け、

「まず働く場をつくることで、町

の森脇恵司所長は話す。

です」とＵＲ双葉復興支援事務所

ったと、気持ちが引き締まる思い

時に、いよいよスタート地点に立

「式典が終わってほっとすると同

員たちも、起工式に出席した。

整えていく。

くるなどして、復興拠点の土台を

フラインを整備、必要な道路をつ

面積は約 ヘクタール。町では

るのが、中野地区復興産業拠点だ。

信する場にしようと計画されてい

波被害も受けているので、土地全

がＵＲの仕事。この中野地区は津

そのためのまちづくりを行うの

ドに加え、どのくらいの人々が町

められてきたが、ここではスピー

波被災地ではスピードが第一に求

業に携わっていたという森脇。津

積極的に企業誘致活動を行うかた
わら、２０２０年の東京オリンピ
ック・パラリンピックまでに、ま
ず震災や原子力災害を伝承するた
めの「アーカイブ拠点施設」
（県
事業）と、飲食店やショップも入
る「産業交流センター」をつくる
計画だ。ここから情報を発信して
広く人々の交流を促し、たくさん
の町民の帰還につなげていきたい
と考えている。

ＵRの経験を双葉町の
復興に活かしてほしい
双葉町と復興拠点の整備や復興
まちづくりに関する協力協定を結

が正念場だ。

双葉町でのＵＲの活躍はこれから

るさとに戻ってくる日のために、

続いていく。たくさんの人々がふ

点」から「住む拠点」の整備へと

双葉町の復興計画は、
「 働く拠

しい」と期待を寄せる。

町の復興まちづくりに活かしてほ

ってきたＵＲの経験を、この双葉

全国各地でさまざまな事業に関わ

伊澤町長は、
「東北をはじめ、

と異なる難しいところだという。

らの作業になる。そこがこれまで

将来のまちづくり像を模索しなが

に戻ってくるかが不透明ななかで、

体を１メートルかさ上げし、ライ

年間、宮城県女川町で震災復興事

自ら志願して２０１２年から４

なる拠点を整備。企業を誘致して

び、事業を受託しているＵＲの職

吉野正芳復興大臣をはじめ多数

形にして皆さんにお見せできるよ

起工式では工事の安全を祈り、鍬入れも行われた。

起工式が行われた。

今年１月 日。東日本大震災お

町民の帰還に向けて、
まず働く場をつくる

復興の第一歩を踏み出す
働く拠点の整備が始まった
がればと考えています」

踏み出す思いが語られた。
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F u tab a

双葉町
福島県
双葉町復興まちづくり計画
のジオラマの前に立つ双葉
町の伊澤史朗町長
（左）
と、
URの中島正弘理事長。

新しい産業を生み出し、情報を発

「ただ事業所が並ぶだけの
産業団地ではなく、国内外
から注目される情報を、広
く発信する拠点にしたい」
と
抱負を語るURの森脇恵司。
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武田ちよこ=文、平野光良=撮影
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50

観光客と地元の人々が集い、出会うまち
扌
山側

南三陸さんさん商店街
たくさんの観光客でにぎわった仮設商店街
「南三
陸さんさん商店街」
から、2017年3月3日に現在の
地に常設商店街として新規開業。店舗は建築家・
隈研吾さんが設計。
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町51
BRT志津川駅下車すぐ ☎0226-25-8903
https://www.sansan-minamisanriku.com/

レンジで温めるだけの便利な焼き魚セットは952円。

オリジナルの加工品は要チェック

組んだ山内鮮魚店。マグロをはじめ15種
類の刺身が選べるお刺身バイキングは観光
客に大人気。4種類の焼き魚の真空パック

sweets &
bakery

係にある南三陸町に、

季節が輝くキラキラ丼
海側
➡

季節の魚介類をのせた名物
「キラキラ丼」
タコ＋ラーメン＝美味

食楽 しお彩
イチオシの
「たこつぼラーメン」
は、海鮮
だしのスープにシャキシャキもやしとニラ、
タコのスライスとタコつみれ。新しいご当

震災後、チリからイー
スター島のモアイ像が

皮がぱりぱりして香ばしい、
モアイ最中は1個162円。同
店は明治42年創業。

地ラーメンとして大人気。
●食楽 しお彩 ☎0226-46-1087
営 11～14時、17～22時
㊡火曜
（月曜はランチのみ営業）

地元の客がくつろぐ店

阿部茶舗
商店会の会長を務める阿部忠彦さんが営

しい商店街で、さらに連携を磨き上げてい

コ）
、アナゴを使い、魚介のだしで炊いた
炊き込みごはん。タコ、アナゴ、ハラコの
3つの
「コ」
から
「さんこめし」
。秋から各店
で本格提供が始まる予定。
●かいせんどころ 梁 ☎0226-25-7126
営 11～15時、17時30分～22時 ㊡水曜
店主の守屋亮良さんが試作を重ねた「さんこめし」
は1,750円。
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人々が出会い、新しい美味が生まれ、
笑顔がはじける。東北各地に
新しい商店街が生まれています。

海を望む瀟洒なショッピングエリア

扌
駅

シーパルピア女川・
ハマテラス

などオリジナル商品が人気
で、オーダーメイドも可能。

プロムナード沿いに広がるテナント型商業施設

体験教室を随
時開催中！
女川をモチーフに
した商品が並ぶ。

「シーパルピア女川」
と、海産物販売施設
「ハマテ
ラス」
。楽しく散策できる、女川町のにぎわいの
中心地だ。
シーパルピア女川：宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原1-4
JR女川駅下車すぐ ☎0225-24-8118
http://onagawa-mirai.jp/

女川町
まちなか交流館

んを入れるスタイルだ。

きから、自助共助の精神でやってきた。新

し」
。志津川産のタコ、宮城県産の鮭
（ハラ

イルのショップ。コースターやマグネット

いて、食べるときにあ

元のおなじみさんもやってきて、おしゃべ
りしていくことが多い。
「仮設商店街のと

「キラキラ丼」に続く新名物が
「さんこめ

ショコラモカとブレンドコーヒー。注文を受けてから
豆を挽いて淹れるハンドドリップコーヒー
（400円）
も。

皮とあんが別になって

む
「阿部茶舗」
には、観光客だけでなく、地

かいせんどころ 梁

●Mother Port Coffee 女川店
☎0225-24-8085
営 9～17時
（土・日・祝日は9時30分～） ㊡年末年始

贈られてきた。そこで

●sweets&bakery YUSHINDO
☎0226-46-2240 営 9～19時 ㊡第2・4火曜

「タコめしはあるけど、タコラーメンはないな」
と店
主の後藤一美さんが考案した
「たこつぼラーメン」
は
1,100円。

ニューフェイス
「さんこめし」
がおいしい！

コラモカ
（530円）
もオススメだ。

●みなとまちセラミカ工房 ☎0225-98-7866
営 9～18時
（土日は～17時） ㊡年末年始

海
➡

マルキチ女川 浜めし屋

を」
との思いで石鹸工房＆ショップをオー
くりや

プンした厨 勝義さん。手作りと素材にこ

鮮浜めし」
（1,000円）
。シャケやホタテな

だわり、ワカメやハチミツ、米ぬかなど宮

ど具だくさんの味わい深い釜めしだ。釜代

城県産の素材を使って

200円をプラスすれば持ち帰りもＯＫ。

いる。やさしい香りの

あなご浜めし
（1,300円）
や、はらこめし

オシャレな石鹸は、プ

（1,000円）
もあるので、お好みで！

●阿部茶舗 ☎0226-46-3202
営 9～18時 ㊡火曜

満足感の高い
「海鮮浜めし」
。販売は11～14時頃ま
で。スープと漬物がつく。

三陸の恵みを石鹸に

「女川の女性たちが生き生きと働ける場

ランチどきのオススメは、こちらの
「海

きます」
と心強いひと言。

シーパルピア女川

三陸石鹸工房 KURIYA

持ち帰りもＯＫの釜めし

●マルキチ女川 浜めし屋 ☎0225-98-9989
営 9～17時 ㊡なし

店内にはそばやソフトクリーム、飲み物がいただけ
るコーナーもあり、地元の女性たちがつくる工房し
おかぜのバッグやミサンガなども販売している。

ハマテラス

メカブや春野菜も盛り込んだ
「キラキラ春つげ丼」
は
1,850円。

行ってみよう!

替わりで。クリームがたっぷりのったショ

作ったのがモアイ最中。

が進化。訪れた3月は
「キラキラ春つげ丼」
。

●弁慶鮨 ☎0226-46-5141
営 11～15時、17～21時 ㊡水曜

ター多数。ブレンドコーヒー
（350円）
は日

レンガみち

YUSHINDO

南米のチリと友好関

うに丼」
（4,800円）
も期間限定で登場。

店。コーヒー好きにも評判の味で、リピー

みなとまちセラミカ工房

モアイ最中はいかが？

●山内鮮魚店 ☎0226-46-2159
営 8～18時 ㊡木曜

通常の2倍のムラサキウニをのせた
「メガ

気仙沼発祥の人気コーヒーチェーンの女川

女川土産の新定番、オリジナルタイル

「しっかり朝ごはんセット」
をはじめ、オリ

弁慶鮨

「ほぼ日」
とのコラボ商品でもおなじみ、

震災後、
「女川のまちを明るいタイルで
元気づけたい」
とオープンしたスペインタ

ジナルの水産加工品が豊富。

楽しい !
元気を
もらう !

Mother Port Coffee 女川店

シーパルピア女川

復興に向け、いち早く商売の再開に取り

さんさんコート

山内鮮魚店

復興
商店街 に
おいしい !

香り豊かなコーヒーで一服

レゼントにも！
旬の魚介を堪能
できる
「女川丼」
（中盛1,400円）
。

女性たちの手でひとつずつ丁
寧に作られた石鹸は常時10
種類以上。3個で1,400円〜。

その場で食べて、お土産も！

お魚いちば おかせい 女川本店
女川湾で水揚げされた新鮮な魚介類や加
工品が揃う鮮魚店。バリエーション豊かで
見ているだけで楽しい鮮魚コーナーのほか、
イートインコーナーも。ボリューム満点の
海鮮丼や浜焼きを味わいたい。
●お魚いちば おかせい 女川本店
☎0225-53-2739
営 鮮魚コーナー：9～18時
イートイン：10～15時、17～19時 ㊡なし

●三陸石鹸工房 KURIYA ☎0225-25-7191
営 10～17時 ㊡水曜
UR PRESS vol.53
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白と黒、どちらの担々麺がお好き？

和風スイーツ＆ドリンクで、ホッとひと息

中華食堂 熊谷

やぎさわカフェ

こちらの食堂のイチオシメニューは担々
麺。白と黒の２種類あり、一度食べたら忘

皇室にもファンがいる最中が人気

菓匠 高瀬

コーヒーやスープと並んで、しょうゆや

ホタテ貝の形をした最中の中には、貝柱

味噌、麹などを使った和テイストのメニュ

を模した白い求肥。
「大船渡を訪れた紀子

んが担々麺に注力するようになったのは震
災後。
「お客さんに温まってほしいのと、

一番人気は、
2種類の味噌を
使った
「武藏辛味噌ら～めん」
（890円）
。

ーが豊富なカフェ。これは地元で醸造業を

様が、このお菓子を気に入られまして」
と

営む老舗
「八木澤商店」
の直営店であればこ

話す店主の高橋照直さん。被災後、店を再

仕込んでおけば早く出せるから」
。ラー油

昼は
「ら～めん武藏」
、夜は居酒屋

そ。隣接する

建し、真っ先

市立図書館へ

にこの
「甘ほ

ドリンクの持

たて」を店頭

ち込みＯＫな

に並べた。創

のもうれしい。

業は昭和8年。

れられない奥深い味だ。店長の熊谷成樹さ

も手作りする、こだわり派だ。

居酒屋 膳 陸前高田店

●中華食堂 熊谷
営 11～15時 ㊡月曜

店長の武藏和敏さんは、震災後
「食べ物
がなければ命をつなげないことを痛感」
し
て飲食業に転職。
「手作りのラーメンを食
べて、笑顔になってほしい」
と話す。昼は
ラーメン屋、夜は居酒屋に。ランチタイム
はライスと漬物が食べ放題！
●居酒屋 膳 陸前高田店 ☎0192-22-7021
営 11～14時、17～24時
（LO.23時30分）
㊡第2・4木曜

熊谷さんが手間を
かけて作る担々麺
（720円）
。ゴマの
違いで白と黒。ど
ちらもコクのある
スープに麺が絡み、
肉そぼろとネギが
たっぷり。

「しょうゆキャラ
メルバナナワッフ
ル（
」600円 ）
。米
粉入りで外側はカ
リッ、中はふわん
り。
●やぎさわカフェ ☎0192-47-3500
営 10～19時
（LO.18時30分） ㊡月曜

担々麺 白

昨年誕生した、人々が集う注目エリア！
P

アバッセたかた・
まちなかテラス

アバッセたかた

担々麺 黒
市立
図書館

P

こだわりのアナゴをいただきます！

鮨・季節料理 ささき
店主の佐々木正夫さんは陸前高田で被災。
12月、大船渡にできた屋台村に出店し、

パリッとした皮に
包まれた粒あんと
求肥がポイントの
「甘ほたて」
、1個
130円。

その後、キャッセンに店を構えた。おすす
めは、自慢のアナゴと季節の地魚を盛った
「地魚丼」
。
●鮨・季節料理 ささき ☎0192-26-3719
営 11時30分～14時、17時～22時30分
㊡月曜
（祝日は営業、翌日休み）

●菓匠 高瀬 ☎0192-27-1170
営 9～18時 ㊡水曜

「いらっしゃい」
という名前で大歓迎
おおふなと夢商店街

P

大船渡プラザホテル

モール&パティオ

扌
大船渡駅

フードヴィレッジ

津波で被災した大船渡市の中心部に生まれた
「キ

本格的に始まった陸前高田。その中心が商業施設

ャッセン大船渡」
。飲食店や鮮魚店、和菓子の店

千年広場

ス」
エリアだ。アバッセは
「一緒に行きましょう」

など、地元の人たち御用達の店が多く、まちのに
ぎわいの中心になっている。

まちなかテラス

という意味の地元の言葉。市立図書館が併設。
アバッセたかた：陸前高田市高田町字館の沖１番地
BRT大船渡線
「まちなか陸前高田駅」
下車徒歩3分
☎0192-53-2111 http://abassetakata.jp/

P

P

かもめテラス

ち望んだ客が、県の内陸部からもやってく

行列が絶えない人気そば屋。そばと丼の
メニューが豊富で、ハーフサイズを組み合
わせて楽しめるのも人気の理由。津波です
べて流され、店の再建に奮闘してきた店主

は、宅配便で送ってもらえる。

暮らしを彩る品々を求めて地元客や観光客
が訪れる。原料からつくり手まで陸前高田

●鮮魚うえの ☎0192-27-5498
営 9～19時 ㊡日曜

にこだわった特別純米酒
「多賀多」
をはじめ
地酒の品揃えも豊富。お土産にいかが？
営 10～19時

の及川雄一さん。昨年秋にこの地にオープ
ンして以来、想定外の忙しさに喜びながら
も戸惑う日々で、
「アルバイト大募集中！」
。
●やぶ屋 ☎0192-55-2053
営 11～15時 ㊡月曜
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の祈りを込めた新発売

る。おいしい食べ方を聞きながら選んだ魚

器や和の雑貨、お酒などが並ぶショップ。

右／店主・磐井正
篤さんがセレクト
した小物から逸品
まで多彩な商品が
店内に並ぶ。

だ。この店限定の
「かもめテラスプリン」
や
「幻のクリームパン」
は
はずせないが、復興へ

創業40年になる魚屋さん。店の再建を待

漆や焼き物をはじめ、全国から厳選した

●いわ井 ☎0192-55-2912

「かもめテラス」
は、被災した同社の総本店

大船渡港に揚がる新鮮な魚介類を扱う、

いわ井

やぶ屋

う製菓が、2017年11月にオープンさせた

鮮魚うえの

雑貨とお酒のセレクトショップ

地元で愛され続ける老舗そば屋

銘菓
「かもめの玉子」
でおなじみのさいと

岩手の各地からお客さんが来る
まちなかテラス

朝、揚がったばかりの地物の魚が揃っている。
市立図書館

㊡月曜
（祝日の場合は翌日）

岩手県大船渡市大船渡町字野々田10-3
JR大船渡駅から徒歩2分 ☎0192-22-7910
http://kyassen.co.jp/

ここだけのお土産が見つかる

アバッセたかた
※ 破線内 がキャッセン大船渡

秘伝の甘めのつゆが、そば
と天ぷらによく合う
「天ざ
る」
（1,100円）
。

キャッセン大船渡

仮設から本設へ、商店の移転オープンが昨年から
「アバッセたかた」
と、道を隔てた
「まちなかテラ

P

「地魚丼」は1,200円、1日限定10食。ほかにもお手
頃価格のランチメニューが豊富。

少しでも早く店を再建したいと、2011年

須崎川

まちなか
広場

ランチの握り
（1.5人前）
はこれで1,200円。

の菓子
「光の朝」
もお見
逃しなく。

極ヒレ肉を2枚使ったソースカツ丼
（並）
は700円。

県産豚とオリジナルソースがうまい！

オオフナトのケムリ
「大船渡に来たら、ぜひ食べてって」
と勧
められたソースかつ丼。地元岩手のブラン
ド豚をカラッと揚げて、せん切りキャベツ

●かもめテラス
0120-311-514
営 9～19時 ㊡なし
右／店限定のかもめテラスプ
リン
（200円）
と、幻のクリー
ムパン
（151円）
。
下／本誌P13～14で紹介し
ている
「大船渡市防災観光交
流センター」のすぐ隣に立つ
「かもめテラス」
。

の上に載せ、そこにショウガを効かせたオ
左／オススメは、
お米から地元産に
こだわった特別純
米酒
「多賀多」
。

リジナルソースをかける。ローストビーフ
丼も人気。
●オオフナトのケムリ ☎0192-22-7772
営 11～15時、18～翌1時 ㊡不定休
UR PRESS vol.53
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宮 城 県

M iy ag i

2014

2017

南三陸町
年11月 旧南三陸さんさん商店街の皆さん。

年3月 新南三陸さんさん商店街がオープンした。

©平野光良

©青木 登

2017

年3月 低地部のかさ上げが進む。

©青木 登

東日本
大震災

復興 の軌跡

2015

年3月 女川駅が完成、JR石巻線の開通を喜ぶ人々。

©青木 登

膨大な土が運ばれ、新たな大地が生まれていく。
やがてそこに新しいまちが生まれる……。

７年にわたりURが東北各地で進めてきた復興事業が
少しずつかたちになってきました。
本誌でご紹介したまちを中心に、
その変化を写真で振り返ります。
女川町

2018
22

年2月 現在の南三陸町志津川地区全景。

UR PRESS vol.53

2018

年3月 女川湾上空から眺める女川町全景。

2015

©福田正紀

2018

年3月 商店街ができる前の女川駅前。

年3月
にぎわいを見せる駅前の商店街
「シーパルピア女川」
と
「ハマテラス」
。

©武田ちよこ

©青木 登
UR PRESS vol.53
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大船渡市

2017

年4月
「キャッセン大船渡」
が開業。

2015

年3月
復興が進む大船渡駅周辺地区。

©青木 登

©竹居鉄也

岩 手 県

Iwate

2017

年4月 住宅の建設が進む大船渡駅周辺地区。

2016

年3月 中心市街地の整備が進む。

©福田正紀

2015

年3月
2011年12月から5年半営業を続けた
復興商店街
「大船渡屋台村」
。

©佐藤慎吾

陸前高田市

2015
2017

年3月 薄磯地区の造成地。

©平野光良

2015

年2月 宅地造成工事が進む豊間と薄磯地区。

年3月 盛土が進む旧市街地。 ©青木 登

©佐藤慎吾

福
2016

島

2014

年7月
かさ上げに必要な土を運んだベルトコンベヤー。現在は役目を終え、撤去されている。

©青木 登

Fu ku sh im a

県

年3月
©福田正紀
海側から高田地区を望む。手前は奇跡の一本松。

いわき市

2018

年2月
住宅の建設工事が進む
現在の薄磯地区。

24

UR PRESS vol.53

2018

年3月 2017年4月にオープンした
「アバッセたかた」
。

©青木 登

2018

年1月 現在も整備が進む中心市街地。
UR PRESS vol.53
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ＵＲ都市機構が取り組む復興支援MAP2018

定期的に情報を更新しています。
https://www.ur-net.go.jp/saigai/

※データは平成30年4月1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
※名称のうち、町営住宅、市営住宅、住宅、復興住宅、団地、
アパート等の記載は省略している

女川町

南三陸町

277ha

222ha／事業実施中
● 離半島部 55ha／事業実施中
● 中心部

561戸

● 運動公園
● 大原
● 女川
● 堀切西
● 荒立
● 桜ヶ丘東

109ha／事業実施中

● 南気仙沼

42戸
28戸
● 志津川東
（第１） 82戸
● 志津川東
（第2） 165戸
● 志津川中央
115戸
● 入谷

200戸
145戸
86戸
18戸
60戸
52戸

● 鹿折

● 名足

町営志津川東復興住宅

42ha／事業実施中
33ha／事業実施中

208戸

243戸

1033戸

68ha

● 大浦第2
● 山田中央
● 跡浜

44ha／事業完了
● 鍬ヶ崎・光岸地24ha／事業実施中
● 田老

● 大沢小西
● 下条

鍬ヶ崎・光岸地地区

● 大ケ口一丁目
● 源水

9戸
8戸
146戸
22戸
15戸
8戸

● 大浦第1

118戸

40ha／事業実施中

● 町方

● 山田 56ha／事業実施中

宮古市

岩手県

40ha

● 大沢 19ha／事業完了
● 織笠 14ha／事業完了

165戸
● 四反田
70戸
● 鹿折南
284戸
● 幸町、内の脇 320戸
● 気仙沼駅前
194戸
● 南郷

大槌町

87ha

13ha／土地区画整理事業
コーディネート事務完了
● 城内

岩手県

75 ha

山田町

13 ha

城内地区

気仙沼市

109ha
432戸

● 志津川

野田村

● 大ケ口二丁目第2
● 柾内
● 末広町
● 寺野臼澤
● 御社地
● 本町・上町
山田地区

●（仮称）南青山

118戸／事業実施中
70戸
21戸
23戸
13戸
53戸
27戸
24戸
12戸

御社地町営住宅

釜石市

85ha
● 鵜住居 60ha／事業実施中
● 花露辺

2ha／事業完了

151戸

市営気仙沼駅前住宅

中心部地区（女川駅前）

23ha／事業実施中

● 片岸

● 花露辺 13戸 鵜住居復興住宅
● 鵜住居120戸
● 片岸町 18戸

石巻市

東松島市

24ha

121ha

436戸

28ha／事業完了

477戸

●あおい

● 野蒜ケ丘

355戸

● 錦町
● 桂島
● 野々島
● 寒風沢
● 朴島
● 清水沢東
● 錦町東

31戸
40戸
13戸
15戸
11戸
5戸
170戸
70戸

100戸

新門脇地区

15戸
28戸
● 大街道北
39戸
● 中央第二
51戸
● 駅前北通り
65戸
● 中里一丁目
28戸
● 不動町
24戸
● 中央第一
35戸
● 門脇東、門脇西 151戸

● 美田園北
● 高柳東

● 泉町

市営野蒜ケ丘住宅

● 伊保石

名取市

● 大街道西第二

307戸
170戸

塩竈市

陸前高田市

24ha／事業実施中
● 中央二丁目11番／
市街地整備事業の検討（支援完了）
● 新門脇

● 野蒜北部丘陵 93ha／事業完了
● 東矢本駅北

大船渡市

市営高柳東団地

532戸

47戸
● 桑折駅前 47戸

● 宮沢
● 大原
● 泉本谷
● 北好間
● 勿来酒井

26

桑折駅前団地

49ha

14戸
13戸
61戸

● 今泉

❶土地区画整理事業（被災3県で64地区、合計面積1,882ha）

UR

❷防災集団移転促進事業（被災3県で合計約12,600戸）
UR都市機構支援▶
約 2 ,7 0 0 戸（21％）

市町村直轄
約 9,900戸（79％）

市町村直轄
（14地区）
180ha（63％）

UR

50ha

UR都市機構支援（10地区）
107ha（37％）

UR

❹漁業集落防災機能強化事業（被災3県で200地区）
● 棚塩

49ha／事業実施中

UR都市機構支援▶
17地区（9％）

市町村直轄
183地区（91％）

〈岩手県〉

（合計約5,900戸）

● 中野

50ha／事業実施中

3ha／事業実施中

うち
UR都市機構
支援118戸

県建設
約2,850戸

18ha

福島県

● 大川原

18ha／事業実施中

いわき市

豊間地区

93ha
37ha／事業実施中
● 豊間 56ha／事業実施中
● 薄磯

（合計約7,700戸）
※帰還者向け
（計画戸数未
確定）は戸数
に含まれてい
ない。

うち
UR都市機構
支援757戸

UR 市町村建設

約2,800戸

（原発避難者向け）

※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。

災害公営住宅
整備事業
うちUR都市機構
支援3,926戸

（合計約16,100戸）

うちUR都市
機構支援
52戸

（津波・地震
被災者向け）

県建設

● 野々田

津波被災地域において、
土地区画整理事業は計画面積の約６割を支援。
原子力災害被災地域においては、
福島県大熊町・双葉町・浪江町の３町の復興拠点を中心に、
各町の復興まちづくりにおける計画策定・事業支援等を本格化。
大川原・中野・棚塩の計３地区約117haの事業を受託

災害公営住宅整備事業

〈宮城県〉

市町村建設
約3,000戸

〈福島県〉

UR

うちUR都市機構
支援1,098戸

UR

大熊町

鏡石町

復興市街地
整備事業

UR都市機構支援（25地区）
1,120ha（60％）

市町村直轄（39地区）
762ha（40%）

● 山口西

23戸
● 上山東 11戸
● 平
11戸
● 川原
29戸
● 蛸ノ浦 14戸
● 所通東 20戸

復興市街地整備事業

※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。

双葉町

須賀川市庁舎

● 八幡町

復興まちづくり事業
計画策定業務完了

UR PRESS vol.53

愛宕東災害町営住宅

浪江町

72戸
54戸
196戸
323戸
87戸
県営宮沢団地

● 長部

❸津波復興拠点整備事業（被災3県で24地区、合計287ha）

須賀川市

732戸

30戸
● 愛宕東 30戸

桜木地区

3 ha

● 田端

30戸
31戸

● 水上

大船渡駅周辺地区

13戸
50戸
● 泊里
6戸
● 後ノ入南 4戸
● 大洞
9戸
● 杉下
9戸
● 崎浜
8戸

● 宇津野沢20戸
● 赤沢

※平成29年9月末時点における見通し
（平成29年11月17日復興庁公表「住まいの復興工程表」、UR調べをもとに作成）

市営錦町東住宅

福島県

269戸

● 下和野120戸

● 大船渡駅周辺 36ha／事業実施中

227戸

112ha／事業実施中
186ha／事業実施中

［UR都市機構の支援状況］

宮城県
桑折町

160戸
● 鶴ケ谷 274戸
● 新田
48戸
● 宮内
50戸

● 高田

298ha

● 大野

新地町

多賀城市
● 桜木

50戸
50戸

● 今泉

36ha

今泉地区

県・仙台市
建設
約5,400戸

UR

市町村建設
約10,700戸

被災3県の計画戸数の約2割にあたる
5,951戸を整備
平成27年度までに要請を受けた5,833戸全てについて、
平成29年度末までに完成・引き渡し済み

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
自宅などの再建を考えて
いる地権者の方を対象に、
宅地の完成前に現地見学会
を開催して必要な情報を提
供。また、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
っかけづくりなども実施。

約4,890戸

UR PRESS vol.53
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岩手県

釜石市
釜石市民ホ ールTETTO

参加メンバー

となるＡＫＢ グル

女川小学校

横山由依は「私たちはこの
ようなライブしかできない
かもしれませんが、私たち
にできることで復興のお手
伝いになれればと思います
し、これからも続けていけ
たらいいなと思います」と
語る。
「音楽でつながったり、幸

山本彩がこう締めくくる。

ループで訪れたメンバーは
せや喜びを重ねることで、

て訪れるそれぞれの地では、

われた。彼女たちが継続し
なの心に浮かび上がったこ

ずな」という言葉が、みん

ぐ電話中継も。「つなぐ」「き
ゆとりが続くように、私た

せが、喜びが、そして心の

と。皆さんの中でながく幸

では、 カ所を同時につな

いまも笑顔と元気の交流が

となり、さらに「きずな」

継続することが積み重ね

ます」

ちも続けていけたらと思い

続いている。
組みが、 年前のことを忘
れないでいるきっかけにな

さくらホ ール

を強めるに違いない。

南相馬市

小嶋真子 AKB48
柏木由紀 AKB48
加藤玲奈 AKB48
峯岸みなみ AKB48
小畑優奈 SKE48
渋谷凪咲 NMB48
宮脇咲良 HKT48
中井りか NGT48

っています」と言う。また

7

ステ ージが終われば
元気いっぱいのハイタッチ

参加メンバー

今回、岩手県、宮城県、

福島県

岡田奈々 AKB48
込山榛香 AKB48
向井地美音 AKB48
横山由依 AKB48
大場美奈 SKE48
白間美瑠 NMB48
松岡はな HKT48
北原里英 NGT48

峯岸みなみは「この取り

とだろう。

気持ちを更新できるのかな

総勢 名。ステージの途中

福島県の被災地を３つのグ

歌も踊りも笑顔も、
いつでもパワ ー全開！

女川町

ＡＫＢ
「誰かのために」
プロジェクト
東北復興支援

宮城県

48

48 67

届け！
笑顔
7

災から 年。 回目

回

ープの被災地訪問「誰かの

震

10

ために」プロジェクトが行

24

3

第

参加メンバー
AKB48
岡部麟
高橋朱里 AKB48
村山彩希 AKB48
松村香織 SKE48
NMB48
山本彩
田中美久 HKT48
荻野由佳 NGT48
瀧野由美子 STU48

27
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竹居鉄也=文、竹居鉄也、©AKS=撮影
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東京から約 時間。
駆けつけた、パワ ーあふれるステ ージ
5

希望の明日に向かって
復興インフォメーション

東京で
「東日本大震災７年復興シンポジウム」
開催

来を、①希望 ②危機意識 ③挑戦
の、３つのキーワードで説明。７

に、所得を高くしようという目標
の進行や農林水産物などに希望が

果がようやく実を結び始め、除染

年間悩み苦しみ、努力を続けた結
新居田滝人、大船渡市長の戸田公
です。復興事業によって現在、市

日（日）
、東 京 の イ イ
明さん、福島県知事の内堀雅雄さ
見えてきたことを、感謝とともに

月
ノホールで「復興７年の歩
の経済規模は震災前の１・５倍、
山積する課題に行政はこれからも

んから、復興の現状と課題につい
これが下がらないようにしたい。
挑戦を続け、長い戦いに臨むと、

みと東北の明日」と題したシンポ

また出生率２・１以上を目標に掲
力強く決意を述べました。

伝えました。その上で、まだまだ

第一部は福島県西白河郡出身で
野球解説者としておなじみの中畑
げ、人口減少をよりゆるやかにし

まずＵＲ統括役の新居田が、現
ちづくりも進めたいと意気込みを

たい、進行する高齢化に対するま
内堀知事、ＵＲ理事長の中島正弘

清さん、仙台市出身の女優・朝海
ひかるさんによるトークセッショ
在東北３県で行っている復興事業

第三部では中畑さん、戸田市長、

ン。続く第二部は、ＵＲ統括役の
によるパネルディスカッションが
７年の歩みと、今後の課題につい

行われ、それぞれの立場での復興

と、今後はソフト面の支援や、事

次に戸田市長からは、現在まで
約２６０の復興事業を展開し、そ
の８割強が終了していること、今
後の課題として、①市中心部のま
ちづくり ②被災した中心部以外
の土地の利活用 ③震災前より高
いところに軟着陸させること、以
上の３点が伝えられました。
「震災前より高いところへの軟着
陸」とは、震災前より経済を元気

大船渡市は交流人口を増やす試

防ぐために、
「 ＨＯＰＥツーリズ

福島県では震災の記憶の風化を

も長い食用魚の列」としてギネス

みとして、全国有数のサンマの水

ム＝希望の旅行」を打ち出し、福

Ｒが行っている現地での取り組み

揚げ量を誇る「さんまのまち」を

島に来て復興に向かって頑張って

に挑戦したことなどを報告。

アピール。
「さんま焼き師」認定

いる人に会い、直接話を聞く旅の

の紹介がありました。

制度や、サンマを一列に並べ「最

く福島県だが、若い世代の移住者
が増えているという報告とともに、
「 福島県は移住希望者の就職の世
話を確実に行います」と力強い発
言も。
戸田市長からは災害公営住宅入
居者のコミュニティー形成や心の
ケアの重要性と、そのための取り
組みについて報告があり、それを
受けてＵＲ理事長の中島から、Ｕ

大切さが訴えられました。
ＵＲ理事長の中島は、
「 風化さ
せないためには、災害を常に自分
のこととして考えることが大切 」
と述べ、真の復興に向かって立ち
止まることなく進んでいくことを
お互いに確認しました。

建物 棟、計 戸の住宅を整備す

豊野町響原地区では木造平屋の

が記されました。

復興の第一歩！
宇城市豊野町響原で工事に着手
Ｒは熊本地震からの復興に
向け、熊本県で災害公営住

全祈願祭が行われ、復興の第一歩

で災害公営住宅の工事に着手、安

月 日には宇城市豊野町響原地区

ひびきがはら

宅の整備支援を行っています。１

Ｕ

内堀知事からは、人口減少が続

て意見がかわされました。

最後に内堀知事は、福島県の未

語りました。

ます。

URが益城町の復興事業に協力
協定を締結しました

月９日、熊本県とＵＲは、

ＵＲは熊本県に職員を２名派遣

まし き

「 益城中央被災市街地復興

予定。これまで東北地方などで培
ってきた復興まちづくりの経験を
活かし、益城町の復興事業を支援
していきます。

糸魚川大火からの
復興を支援
成 年 月に起こった糸魚
川市の大火。約４ヘクター
からの復興にＵＲは協力。火災直
後から現地に職員を派遣し、復興

しています。

る計画で、来年１月の完成を予定

20

F rom

熊本県

30

土地区画整理事業の推進に向けた
協定書」を締結しました。
平成 年４月の熊本地震で２度
にわたって震度７にみまわれた益
城町では、 名の方が亡くなり、

ふ ね

み

10

ことが重要であると報告しました。

前防災への取り組みを進めていく

末でほぼ完了する見込みであるこ

のうち、ハード面の整備は来年度

見えてきた課題と
希望に向かって

所得も１・５倍になっていますが、

左から内堀福島県知事、戸田大船渡市長、中島UR理事長。

ての報告がありました。

18

ジウムが開かれました。

２

F ro m

全半壊した住宅は６２００棟を超

宇城市、御船町、嘉島町、益城町

ル、１４７棟を焼失したこの災害

平

●URが熊本県で復興事業を支援している市町村

き

４

東京都

41

う

F rom

えるなど、甚大な被害にあってい

4月9日に行われた協定の締結式。左からUR
の中島正弘理事長、熊本県の蒲島郁夫知事、
益城町の西村博則町長 。

28

29
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28

Fro m

まちづくり計画の策定や５カ所の

復興が進む
（平成30年3月29日）

新潟県

区画整理事業を支援しています。

火災直後
（平成28年12月26日）

12

「復興７年の歩みと東北の明日」
は
朝日新聞社メディアビジネス局が
主催、URほかが協賛。

熊本県

32
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正面に見えるのが2017年秋にオープ
ンした
「六本松421」
。外観デザインは
水戸岡鋭治氏が担当。商業施設をはじ
め福岡市科学館、九州大学法科大学院、
有料老人ホーム、医療機関などが集ま
っている。

裁判所

弁護士会館

公園

九州大学法科大学院

ＵＲの
まちづくり
最前線

キャンパスにあった樹木やモニュメント
を残すことにもこだわった。青陵という
言葉には
「希望にあふれた若者を育てる
緑豊かな丘」
という意味があり、旧制福
岡高等学校時代に使われていたその言葉
をまちの名に。

青陵の街・六本松（九州大学六本松キャンパス跡地） 福岡市中央区

せ い りょう

福岡で今、話題のスポットといえば
「青陵の街・六本松」
。
福岡市の中心地、天神から西へ約２・５キロメートル、

ーや飲食店、福岡市科学館などが入る複

がる。駅と国道に近い北側には、スーパ

は地下鉄七隈線の六本松駅の目の前に広

注目のスポット「青陵の街・六本松」

便利。植物園や美術館、能楽堂などの文

ありながら、市内中心地へのアクセスも

鶴公園や大濠公園にも近く、自然豊かで

て栄えてきた地。福岡城跡を取り囲む舞

もともと六本松地区は交通の要衝とし

達成した。

合商業施設「六本松４２１」のほか、有
なかでも文教地区・六本松のシンボル

化施設も多いとあって人気のまちだ。

つ。南側には裁判所、検察庁、弁護士会
話題の飲食店や瀟洒なショップが集ま

校として創立されて以来、まちの人たち

１９２１（大正 ）年に旧制福岡高等学

だったのが九州大学の六本松キャンパス。

る「六本松４２１」は地元のテレビ番組
に親しまれてきた。

館の建設が進められている。

や情報誌でたびたび紹介され、行列が絶

道路や区画整理、落札者へ

決定。建物の解体から整地、

ンセプトやガイドラインを

出で、プラネタリウムのある福岡市科学

は六本松駅の改札から列をなすほどの人

す親子連れなどの姿があちこちに。週末

に訪れる女性たち、公園や科学館で過ご

ーを飲むサラリーマンやランチを目当て

えない人気店も。平日は出勤前にコーヒ

くれたときは、うれしかったですね」

確保しましょうと思い切った提案をして

のはありがたかったし、公共空間を ％

る会合にＵＲさんが毎回参加してくれた

地元の方々、関係機関と連携しながらコ

を一括購入して再開発を担当。福岡市や

０年に６・５ヘクタールに及ぶこの跡地

陵の街・六本松」である。ＵＲは２０１

伊都地区へ移転。
跡地に誕生したのが
「青

そのキャンパスが２００９年に市内の

跡地の活用には福岡市はも

の土地が出ることは珍しく、

「福岡の市街地でこの広さ

門家や地域の方々に意見を聞きながら話

係機関はもとより、さまざまな分野の専

心となって委員会を設置し、福岡市や関

コンセプト作成にあたっては、ＵＲが中

と小松会長は振り返る。まちづくりの

ちろん市民や九州大学の卒業生を含む多

し合いを重ね、
方針を決定。最終的に
「人
感じる、賑わいと良心がふれあう街」と

がいきいきと交流し理性を育む、四季を
なかでも強い思いをもっていたのが、地

駅や国道に面した北側は一括してＪＲ

いうコンセプトに固まった。
「大学関係者が５０００名ほどいました

九州が落札し、前述の複合商業施設や分

働く人など、地区内外から利用しやすい

から、下宿や飲食店などは死活問題です

そう話すのは、地元で薬局を営み、草

ように、シンボル的な並木道や公園を敷

譲マンションなどを開発。南側には司法

ヶ江校区まちづくり協議会会長を務める

地内に設けるなど、ＵＲが培ってきたノ

し、まちの中心である跡地がどうなるの

小松至誠さん。そもそも協議会自体、キ

ウハウを注入。関係機関の協力を得て、

関連施設を集約する。住む人、来る人、

ャンパス移転の話が出たのを機に１９９

開放感、統一感のあるまちが完成した。

「ＵＲさんが一括購入予定と聞いたとき

って致命的」と分割売却を恐れたのだ。

合的なまちづくり。
「乱開発はまちにと

望したのは、一括売却しての恒久的、総

草ヶ江校区まちづくり協議会が強く要

いる。

本松」のまちづくりに今も関わり続けて

ーバー的な存在として、
「青陵の街・六

情報共有を心がけている。ＵＲはオブザ

あればすぐに現場に赴き、関係各所との

くＵＲの岩田は、現在も何か問題などが

し せい

５年に立ち上げられたのだという。

「まちはつくって終わりではなく、これ

はホッとしました。そして何年にもわた

す」と語る小松会長。その言葉にうなず

からのまちづくりが重要だと思っていま

交流の場となる
恒久的、総合的なまちを

か非常に不安でした」

元である六本松草ヶ江地区の方々だ。

とＵＲ九州支社の岩田 樹は説明する。

たつき

くの関係者が注目していました」

行ってきた。

30

◀六本松駅入口
有料老人ホーム

地下鉄六本松駅近くに昨年誕生したまちだ。
ＵＲはこのまちづくりにスタート当初から関わってきた。

館は年間目標であった入場者数 万人を、
昨年 月に開館して以来わずか４カ月で

50

料老人ホームや分譲マンションなどが建

幅広い年代に人気の
新たなまちが誕生
10

の譲渡、公園の整備などを

10

福岡市科学館
検察庁

上空から見た
「青陵の街・六本松」
のまち。写真では手前が北側になる。写真提供：福岡市
（撮影：福岡市消防局）

キャンパス跡地に完成した
地域と共に育ち、未来へ続くまち

7

URの仕事は目に見えにくいが、まちの
方々の提案で、遊歩道のタイルにロゴが
刻まれた。
関係者の調整に尽力するURの
岩田 樹。
「最近は地元の方が博
多弁で話してくれるようになり
ました」
と喜ぶ。

33
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分譲マンション

六本松421

勉強しながらまちづくりを進め
てきたという草ヶ江校区まちづ
くり協議会の小松至誠会長。
「新
旧のまちが刺激し合いながら発
展していきたいですね」

プロが指南！ 防 災 グッズ の 新 常 識 4
情報収集

普段使いのモバイ
ルバッテリーは災
害時にも活躍。非
常用には乾電池式
の充電器がおすす
め。小型ラジオは
携帯基地局ダウン
時に活躍。

雨具やタオル

屋外で雨に降られると、季節によ
っては命に関わります。安価なカ
ッパで構わないので用意を。防寒
着にもなるので役立ちます。

メガネや薬など

文・写真

「これがなければ生きていけない」
道具はスペアが必須。壊れたりな
くしたりしないように、丈夫なケ
ースに入れましょう。

高荷智也（ソナエルワークス代表）

vol.

通勤や通学時に
持ち歩きたい防災グッズ

雨 に乗車中、エレベーターの中……。災

の日の路上、夜の地下街、電車やバス

害発生時、あなたはどこにいてどんな状況に

食べ物

あるでしょうか。安全な避難場所まで避難す

タオル

るためには、最低限の備えが必要ですが、量
が多すぎると、持ち歩くこと自体が長続きし

応急手当グッズ

ません。写真は筆者が普段持ち歩いている防

ば んそ うこ う

絆創膏や傷パッド
など簡単に手当が
できる道具を少量
でも準備。普段か
ら使えるウエット
ティッシュも、傷
口をきれいにする
のに役立ちます。

災グッズですが、これを最大量として、自分
の優先順位を考えてみましょう。
ライトやホイッスルなど、災害直後にすぐ
使いたい物は、バッグの奥底ではなく外側に
ぶら下げたり、手前のポケットに入れておき
ます。できるだけ普段から使える物を中心に
して、防災専用のグッズは最小限にすること

水と食べ物
収納した状態です。
非常時にすぐ取り
出せるように、ま
たバッグを替えた
ときにすぐ移せる
ように、グッズは
そのままではなく
ポーチなどに入れ
ましょう。

停電時にはライトが、閉じ込め時
にはホイッスルが、最寄りの避難
場所を探すには地図が必要。通
勤・通学経路に合ったものを準備。

の

男子弁当

ススメ！

ーリーバジルとは違う風味に

フレッシュバジルは時間が

ガパオライス弁当

回はバジルを使って肉

や魚を炒めるタイ料理

今

仕上がりますが、これはこれ
で魅力的です。

経つと色が悪くなり、香りも

強いため、仕上げに乾燥バジ

日本語にすると「バジルご

ルをふりました。フライドエ

「ガパオ」をベースにした「の
っけ飯」
弁当です。

はん」でしょうか。タイでは

当仕様に。いつか本場でガパ

オを食べてみたいです。

❶フライパンに油をひいて、にん
にくと輪切りにした鷹の爪を炒め
る。香りが立ったら、粗みじんに
切ったたまねぎと鶏もも肉を加え、
軽く塩・こしょうして炒める。
❷具材に火が通ったらナンプラー、
オイスターソース、砂糖を加えて
さらに炒め、味をととのえる。
❸仕上げにバジルを加えてサッと
混ぜたら火を止め、細かく切った
トマトとピーマン、パプリカを加
えて余熱で火を通す。

ッグはゆで卵に替えて、お弁

ガパオライス

ホーリーバジルを使いますが、

ナンプラーがポイント !

日本では手に入りにくいので、

しいたけとナスを、バターとハー
ブソルトでソテーしたもの。

バスケットを器に
春の日差しに映える
黄色の寄せ植え
春。並び、一気に華やぎます。ぜひお気に入りを
園芸店の店先には数えきれないほどの草花が

見つけて寄せ植えを作ってみましょう。
今回は、取っ手付きのナチュラルなバスケットを器
に使い、鮮やかな黄色やオレンジの草花をグラデーシ
ョンでコーディネートし、それを引き立てるカラーリ
ふ い

ーフを合わせました。緑色の葉のほか、斑入りやライ
ムイエローの葉を合わせることで、寄せ植えをより明
るく華やかに見せる効果があります。大きさや形など

バスケットは、中にビニールシートを敷けば傷みや
腐食を防ぐことができ、立派な器になります。ビニー
ルシートは外側から見えないので、ゴミ袋やスーパー
の袋でも代用することができますね。

手順
バスケットを真ん中から２つに分けて考え、
左半分から植えます

1

愛用しているホーローの保存容器を、お弁当箱にも
利用。野田琺瑯のホワイトシリーズは、おしゃれで
臭いもつかないので重宝しています。
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バスケットの大きさに合うようにビニールシー
トをカットする。排水できるように、ビニール
シートの底になる
部分にパンチでい

8

くつか穴を開ける
（パンチがなけれ
ばハサミで切り込
みを入れるだけで 3〜4回折って穴あけパンチを使う
もOK）
。
と簡単

2

穴を開けたビニールシートをバスケットに敷き、

分の1程度鉢底石
を入れ、その上に
市販の草花用の培
養土を入れて植物
を植え込んでいく。

文・写真

相田幸二

1975年、山形県米沢市生まれ。現在は
宮城県在住。
「幸せ料理研究家」
としてテ
レビや雑誌で活躍。
『こうちゃんの簡単
料理レシピ』
（宝島社）シリーズは230万
部を超えるダブルミリオンセラーに。
ブログ
「こうちゃんの簡単料理レシピ」
http://ameblo.jp/wanwan2005/

3

バスケットの真ん中で右と左に分けて、左側か
ら植え込む。植える順番は、奥
（後方）
からＢＨ
ＡＢＧＣＦの順に。こんもりと美しく仕上げる
には、バスケットの縁にくる植物
（ＢＨＢＧＦ）
を少し外側に傾けるように植えるとよい。

4

配置図
バスケットのサイズ
幅 39㎝
奥行き 25㎝
高さ 16㎝

ジニアプロフュージョン
（イエロー）
×3

A

B

H

A

B
G

C
F

C
I

F
G

A
A

D
E

ジニアプロフュージョン
B（オレンジ）
×2

F ワイヤープランツ×2

C ダールベルグ
デージー×2

G ロニセラニティダオーレア×2

D ユーフォルビア
ダイヤモンドフロスト×1

H ヤブコウジ×1

E アメリカヅタ
バリエガータ×1

I

普通の植木鉢同様
に、鉢の高さの5

ゆで卵をアクセントに !
具材をごはんにのせて、ゆで卵を
トッピング。

黒田健太郎

「備える.jp」
http://sonaeru.jp

スイートバジルで代用しまし

きゅうりとクリームチーズの生ハ
ム巻き。

文・写真

います。

「備え・防災は日本のライフスタ
イル」をテーマに、自身が運営
するWebサイト、各種メディ
アやセミナーを通じて防災を解
説するフリーのアドバイザー。

安全確保の道具

4

Flower pot arrangement

もそれぞれニュアンスの違う葉を選び、変化をつけて
たかにともや

た。あっさりして癖のないホ

ゆでたブロッコリー。

もポイントです。

水と食料はかさばるため、
好きなお菓子や水筒など、
普段から消費できる物を少
量持ち歩く。できれば携帯
トイレも加えたい。

四季の寄せ植え

ベランダで
楽しむ

同様に右半分を植え込む（中央付近からＩＡＡ
ＥＤＧＦＣの順に植えると植えやすい）
。

ピラカンサハーレクイン×1

くろだけんたろう
埼玉県生まれ。園芸店
「フローラ黒田園芸」
勤務。自由な発想が生
み出す洗練されたスタイルの寄せ植えが熱く支持されている。
『12ヶ月の寄せ植えレシピ』
（グラフィック社）
ほか著書多数。
フローラ黒田園芸
http://florakurodaengei.com/
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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

NEWS

海トラフを震源とする巨大地

えとしての津波防災まちづくりを推

震の危険性が高まる太平洋沿

進するため、相互に緊密に連携する

岸地域。
徳島県海部郡美波町では、津波災

ことを決定し、協定を締結しました。
今後美波町は、町民から強い要望

害に強いまちづくりを早急に進める

があるこども園の高台移転や、防災

ことが求められており、公共公益施

公園の整備を行いますが、URはこ

設の高台移転などの大規模な防災対

れらに対し技術支援を行うとともに、

策を進めるためのノウハウを必要と

この取り組みをモデルケースとして、

しています。

津波災害に強いまちづくりを進める

一方、URは東日本大震災の被災
地における復興支援の経験を、巨大

ための具体的な方策を探っていきま

そこで美波町とURは、事前の備

NEWS
URが参画した公民連携プロジェクトで
「リリオ亀有リリオ館」７階がリニューアルオープン

ついついくつろいじゃうわ

成8年に開業し、20年余りが

ーアルオープン。区立図書館の図書

経過した複合商業施設
「リリ

サービスカウンターや区民向け会議

オ亀有リリオ館」
（東京都葛飾区）
。

室の設置により行政サービス機能が

施設とその周辺地域のにぎわいの創

拡充されたほか、知育・食育文化の

出や活性化を目指し、URは葛飾区、

発信拠点として、絵本や図鑑などの

管理会社の新都市ライフホールディ

閲覧や読み聞かせイベントも開催す

ングスと協同して
「リリオ亀有リノ

る
「絵と言葉のライブラリー ミッ

ベーションプロジェクト」を立ち上

カ」
、素材や調理法にこだわった飲

げ、施設の機能向上を推進してきま

食店
「クリマ」
が開店。

平

した。
その結果、4月7日に7階がリニュ

ぜひご来場ください。

20

13

復興産業拠点の起工式が行われました

26 間取りだとＬで表す
27 結婚――日 天然――物

10

17

D
8

14

24
B

4

15

21
F

11

22

9

18

6

３月、取材で女川町に行き、プライベー
トでは南三陸町に行きました。工事が進む
につれて生まれ変わるまちは、商店を中心
ににぎわいも戻ってきつつあるようです。
一緒に南三陸町に行った家族はすっかり
「キラキラ丼」
のファンになりました。皆さ
んもぜひ一度遊びに行ってみてください！

（UR都市機構・広報担当Ｓ）

次号のお知らせ

「UR PRESS」54号は
2018年7月末発行予定です。

「UR PRESS」オンライン版も
お楽しみください！
「UR PRESS」
はパソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。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ます。ぜひご
覧ください。

UR PRESS

で 検索

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

C

D

A

プレゼント
PRESENT 1

B

チ ヤ

From 大船渡

From 南三陸

2

ド マ ン ナ カ

3

リC ク
8

4

19

バ ツ ト

14

5

ユ カ

6

フ ラ イ パ ンE

9

22

17

カ カ リ

11

ヨ

イ オ ウ

10

ト ラ イA

25

チ イ

18

シ ケ

23

26

ツ カ ミ アD イ

15

ナ マ

24

From 女川

F

3

「女川アヒージョ
プリプリほたて」３名様
ハーブ入りのオリー
ブオイルで煮込むこ
とで、ほたての甘み
をさらに引き出した
アヒージョ。おつま
み、サラダ、パスタ
にと大活躍！

2

21

ガ イ ド

13

ジ ツ ワ

リ

20

E

さいとう製菓が復興への思
いを込めた新商品
「光の朝」
と、おなじみ
「かもめの玉
子」
をセットで。

さんさん商店街の
「阿部茶舗」
が作
った元気いっぱいのオリジナルゴ
ーフレット。バニラとチョコクリ
ーム味です。

16

D

PRESENT

オ ト シ ブ タB

12

C

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。

E

1

7

25

19

イ タ リ ア ン

From Editors

27
A

5

PRESENT

52号の解答
B

26

C
3

「復興へGO! フレット」3名様

A

23

16

「光の朝」と
「かもめの玉子」の
セット ２名様

18 収穫―― ――尚早
20 カレンダーを日本語で言うと
21 私は――にかまいませんよ
23 百獣の――はライオンです
24 2018年１月28日、福島県――で

JR常磐線亀有駅前のリリオ館に、

「ミッカ」
の大きなソファーで遊ぶ子どもたち。

12

E

1 グランド―― ――線
4 ――フレーズ ――ボール ナイス――
7 お祝いのときにパーンと鳴らす
9 カイコの――から絹糸がとれます
10 テディベアはこの動物の縫いぐるみ
11 手先が――で細かい作業が得意です
12 エントツの中に溜まる汚れ
14 牛や馬が食べます
16 ――のよい部屋ね、

3月20日に行われた協定の締結式。写真左は美
波町の影治信良町長、右はUR西日本支社長の
西村志郎。

7

2

タテのカギ

す。

津波などへの事前防災対策にどのよ
うに活用すべきか検討しています。

1

1 洋風お漬け物
2 ブリの――を大根と煮ました
3 入室前にドアをコンコン
4 ――をガチャッ、ドアを開けて家に入る
5 歯にものがはさまったときに活躍
6 計画が――に浮いてしまった
8 断面が半円形になる練りものといえば
11 ――工事で建物の土台を作る
13 一週間の中で「日」と「土」のちょうど中間
15 しゃべるの苦手
17 資源――をリサイクルして、新たに利用する
19 間取りだとＫで表す
20 水が固体になると
22 木偏に春と書く木
24 プーッと膨れて敵を威嚇する魚
25 模倣すること

URが徳島県美波町と
津波防災まちづくり推進の協定を結びました
南

パズル制作 ニコリ

PRESENT
From 女川

4

「マザーポートコーヒー」の
ドリップパック ３名様
宮城県を中心に展開する
「マザーポートコーヒー」
は、
「ほぼ日」
とのコラボ商品で
もおなじみのコーヒーショ
ップ。同店のカップオンコ
ーヒーを３袋セットで。

PRESENT
●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。
※応募はがきに記載のQRコードからもご応募いただけます。

●応募締め切り
2018年7月31日火（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。

5

From 陸前高田

「多賀多」
３名様

米、伏流水、杜氏とす
べて陸前高田産にこだ
わった純米酒
「多賀多」
。
ふくよかな芳香が魅力
の熟成酒
（720㎖）
をプ
レゼント。

※お酒のご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。
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