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その変化はさみしくない

高良健吾

さん 俳優

きちんと言葉にして形にできる役者に。葛藤しつつ成長したい

町
と親しくなるのは至難の業だ、と私は思っている。正確にいえ

ば、町と、
「私が思うように」親しくなるのは至難の業だ。た

とえば私はバンコクが好きだ。九〇年代に幾度か通い、あの複

雑な路線バスをなんとか乗りこなし、歩き、町の成り立ちを理解したつも

りだった。私に旅の予定がないのに友人がバンコクにいってきたと言うと、

おかしな話だが、嫉妬でじりじりした。ほとんど恋だ。

六、七年疎遠にして、ひさしぶりに訪れたバンコクは、まるきり違う町

になっていた。近未来にきたみたいだった。私は落胆し、
「でも私は昔の

あなたを知っている」と町に向かって、というより、自分に向かって言い

続けた。そうしないと、町とまったくの無関係になってしまいそうだった

から。

本当にその町と（私が思うように）親しくなるには、住むしかない。定

期的に通うにしても、一カ月留守にしただけで、町が変わってしまうこと

もあり得る。町の変化についていけず、通うたびに知らない町に感じられ

るようだと、やはり、私は猛烈なさみしさを覚える。

日本大震災で多大な被害を受けた三陸の町を、はじめて訪れた

のは八年前、地震の起きた約一カ月後だ。津波でめちゃくちゃ

届け！笑顔 AKB48「誰かのために」
プロジェクト 東北復興支援

東
に破壊された町の、それ以前を知らないのに、どこを歩いても、

33

かつてあった暮らしのざわめきやリズムが遠く伝わってきて、それがすべ

亀有駅周辺
（東京都）

て失われたのだという事実に、私は何も考えることができなくなった。

ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ その

それから定期的に三陸の町々を訪れることになった。久慈、田老、宮古、

31

釜石、陸前高田、気仙沼、南三陸、女川、石巻。たいてい二泊三日で、広

遺跡の上に広がる緑のはらっぱ 市民待望の公園が誕生する

い広い東北の二つ、三つの町にいく。半年後、一年後に訪れると、町はど

ＵＲのまちづくり最前線 安満遺跡公園 防災公園街区整備事業
（大阪府高槻市）

んどん変わっている。仮設だった商店街が、常設の大きな商店街になる。

29

防潮堤ができあがっていく。地図に載っていない新しい道路ができて、新

グリーンヒル寺田
「88 Bakery」
（東京都）
森ノ宮第2団地
「創作Dining きらり」
（大阪府）

しい町ができる。知ったような気持ちになった町が、次に訪ねたときはま

おいしい団地❸ 保土ヶ谷駅前ハイツ
「ふらんすやま 保土ヶ谷店」
（神奈川県）

るで知らない町になっている。

27

陸の町々にかんしては、私はそれをさみしいと思わない。地震

豊明団地
（愛知県豊明市） 大学生が団地に住んで、多世代交流が花開く

をきっかけにできた町との縁だから、それらの町を知っている

グリーンヒル寺田
（東京都八王子市） ゆるやかにつながる
「場」
が人々を元気にする

三
とはとても言えない。知らないまま、私が勝手に近づいていっ

楽しい団地

ているだけだ。町は、そこで暮らす人々の暮らしを作り上げようと必死に

23

変容していく。未来に向かって進み続けている。足を踏み入れるたびに、

17 三陸鉄道リアス線で旅しよう！
19 ＵＲが取り組む東日本大震災の復興支援 復興支援MAP2019
21 「東日本大震災 復興の歩みフォト＆スケッチ展」5周年

ここどこだっけ？ 前にきたことがあったっけ？ と思うとき、同時に、

安心・安全で暮らしやすいまち。環状交差点
「ラウンドアバウト」
がシンボルに
13 福島県大熊町 完成した役場とともに人々が戻り新たなまちの一歩が始まる
15 熊本県宇城市 庭を通して人々が心地よくつながる復興住宅が完成

がんばれがんばれ、とも思っている。そしてときどき、半年前や一年前と

09 宮城県気仙沼市 気仙沼大橋が開通し安全なまちの完成まで、あとひと息
11 岩手県宮古市

は変わってしまった景色のなかに、空の角度や日向と日陰の感じ、スピー

復興するまちを訪ねて

カーから流れる音楽のものがなしさ、山々のシルエット、そんなささやか

新たな始まりへ

な不変、旅人にもなつかしいと思える何かを見つけたときに、私の思うよ

特集

うに町と親しくなった錯覚を抱いて、うれしくなるのだ。
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山田町、石巻市、大槌町、南相馬市
35

ベランダで楽しむ 四季の寄せ植え❽ 黒田健太郎

かくた・みつよ

ナチュラルに花も香りも楽しめるハーブの寄せ植え
36

防災グッズの新常識❽ 高荷智也
けがをしない事前の対策と救助を呼ぶ準備が肝要

36

男子弁当のススメ！ 相田幸二 塩豚カルビ弁当
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朝市、蚤の市、

作家。1967年、神奈川県
生まれ。早稲田大学第一文
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青空市場は、
物を買うだけでなく、
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元気をもらえる
場所ですね。
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未来を
照らす
20

Kengo
Kora

４月に公開された主演映画
「多十郎殉愛記」
が話題の俳優・高良健吾さん。
役者としていま、最も脂がのっている一人です。
巨匠・中島貞夫監督とのお仕事や、青春時代を過ごした熊本への熱い思いなど、
じっくりお話を伺いました。

一振りが、自分の逃げ道をつく
るためだったり、大人数の敵を
散らすためのもの。刀はすごく
重いので、素早い殺陣などでき
るわけがないし、息が上がるか
ら、竹の陰に隠れて疲れを癒や
したり、時間稼ぎをする。すべ
てがとてもリアルで、派手さは
なく、むしろ泥臭い。そういうと

劇。自分としても楽しみでした

年ぶりの長編映画、しかも時代

では、中島貞夫監督とご一緒さ

最新作の映画
「多十郎殉愛記」

して僕が思ったり、感

言葉になる。それに対

短くてもすごく豊かな

のことが含まれていて、

その「いいよ」に多く

という一言にしても、

「高良ちゃん、いいよ」

あるんです。たとえば

懸けてきた人の重みが

斬る人は、斬る前に声を出す

７割しか覚えられない。

ければいけないし、実際には６、

何十手あっても、そこで覚えな

十分後には、もうカメラが回る。

場で段取りを覚えたら、その何

との練習ができないんです。現

会」では、事前に本番でやるこ

く大きかったですね。
「 東映剣

映剣会」で学べたことが、すご

俳優

し、それに出られることがうれ

じることがたくさんあ

というルールがあるから、咄嗟

さん

ころにも監督はすごくこだわっ
ていらして、京都の東映で長年
やってきた方だからこそ思いつ
くアイデアなんだと感じました。

しかったですね。日本で俳優を

るんです。これこそが、

に声がするほうを向いて「どう

殺陣に関しては、京都の「東

している者として、時代劇や殺

京都の東映でずっと監
の現場なんだと感じました。

督をなさり、巨匠と呼ばれる方

人を守り、逃がすための、時間

ではなくて、愛する人や大切な

多十郎の殺陣は、人を斬るため

り怖いものって、たぶんないで

のが本番だったりする。あれよ

うだ！」と思い出しながらやる

やってくるんだっけ？ あ、こ

くラッキーでした。

この映画では殺陣が見どころ

稼ぎの殺陣なんです。一振り、

中島監督との仕事は初めてで
したが、監督の一言ひと言に、

になっていますが、僕が演じる

せていただきました。監督の

陣を一から学べたことも、すご

巨匠・中島貞夫監督の
年ぶりの作品に主演

葛藤しつつ
成長したい
高良健吾

きちんと言葉にして
形にできる役者に。

Special
I nt e r v i e w

いままでの人生経験や、映画に

20
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阿部民子＝構成、平野光良＝撮影
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うと、かっこつけ
が多いんです
（笑）
。しかも女性
も男の人に対して
「男としてちゃん
とかっこつけなさ
い！」っていうの
があって、そのバ
ランスもいいんで
すよね。

るんでしょうね。これは本当に

に映って、命のやりとりに見え

すね。でも、その緊張感が画面

ている所だからではないかと思

熊本は地産地消がちゃんとでき

ます。それはなぜかというと、

土愛の強い人が多いように感じ

熊本の人には郷

貴重な体験でした。
うんです。肉も魚も、米も野菜
も果物も、全部地元でとれるし、

熊本でおススメの観光地です
か？ 僕は阿蘇が好きですね。
やまなみハイウェイは、ちょっ
と日本じゃないみたいで、ほん
とうに気持ちいいですよ。風に
揺れる緑もいいし、人の手が加
わっていない大自然がある。あ
そこに行くと、エネルギーがチ
ャージできる気がします。それ
でいて、そこから 時間くらい
の熊本市内の繁華街では、金土
の夜には昼間より人が多いんじ
ゃないかっていうくらい、お祭
りみたいなにぎやかさ。あのま
ちの様子を見ると、元気が出ま
すね。
２０１６年に地震が起きたと

のときのパターンを考えて、頭

場所を決めておくとか。万が一

しておくとか、大切な人と会う

思っています。食料や水を備蓄

があるんですよ。男に関してい

には独特のノリや優しさ、強さ

好きだし、人も好き。熊本の人

熊本のノリも好きだし、まちも

には、特別な思いがあります。

僕も青春時代を過ごした熊本

いですよね。

いる所が好きだというのは、い

もよかったです。自分が住んで

人たちの地元愛がすごく強いの

京都の撮影所もいいし、京都の

京都東映での撮影は独特で、

いるし、自分の言葉になってい

学んだことがその人をつくって

のかもしれないですね。映画で

…映画を作っている人が好きな

映画の何が好きかといったら…

で、強いこだわりもありました。

好きだったので、まちでタウン

よ。僕も当時ファッションが大

るのもみんなすごく早いんです

ファッションとか音楽に目覚め

の好きというか、流行に敏感で、

それに、熊本の人は新しいも

とが好きになるはずですよね。

て生きてきたら、その土地のこ

沢ですよね。地元のものを食べ

えてみたら、それってすごく贅

下水が出てくるんですから。考

か、蛇口をひねればおいしい地

もあり、東北の方から感謝や激

マが戦後の復興の話だったこと

２週間後に再開しました。ドラ

カットだけ撮って撮影が中断、

に東日本大震災が起こり、ワン

僕がクランクインしたその日

に驚きました。

すね。

ぶんこの仕事をしてなかったで

熊本で育っていなかったら、た

れて、現在につながっています。

長がいまの事務所を紹介してく

スタッフになって。そこの編集

写真を撮ってもらって、高校生

誌の人に声をかけていただいて、

は同じものができなかったりす

も、それは不確かなもので、次

評価されることもあります。で

る。若いからこそ、それが逆に

ったことがＯＫになることもあ

えば、 代だったら無意識でや

あったと思うんです。表現でい

だからやるべきことがたくさん

は、備えることしかできないと

性があるわけで、それに対して

のどこでも大地震が起こる可能

いまは熊本だけでなく、日本

好良く見えましたね。

すごいなと思えたし、とても格

なのかもしれないけど、それが

を心配させたくないということ

きは、自分もまわりの人も、み

に入れておけば、いざというと
る。自分もそこで育ててもらっ

励などの反応がすごく多かった

るんですよね。

しかもすごく質が高い。水なん

きにパッと動けるはず。常日頃
たと思っています。

んです。自分たちがドラマの中

んなボランティアに向かいまし

から、そういう心構えが大切な
そんな自分が大きく変わった

で結婚したら、電報がたくさん

いるんです。県民性なのか、人

に、明るく笑い合っている人が

た。現地ではすごく大変だろう

んだと思います。
のが、２０１１年のＮＨＫの連

届いたり。テレビってこういう

青春時代を過ごした
熊本への郷土愛

1

続テレビ小説「おひさま」です。

「多十郎殉愛記」

もう一度、中島組で
時代劇を演じたい

代になると、勢いだけでは

20

が、節目ごとに転機となる作品

年後になりますが、テレビは反

反応は撮影してから半年後や１

それまでの映画では、見た方の

ままだと嫌だなと思うことがた

代になる前に、自分の中でこの

一昨年 歳を迎えました。

力があるんだと感じました。

識して、きちんと言葉にしたり、

演じられません。常に自分で意

これからやりたい役ですか？

といけないと思っています。
いますぐにでもやりたいのは、

しゃっていますが、僕はきっと

郎殉愛記」が最後の長編とおっ

くさんあって、自分な
でした。でも、いざ

歳になってみると、全

次があると思っています。そう
いう意味でも、ぜひもう 回、

W E B U R PR E S S

中島組でやってみたいですね。

1

然できていなくて。
代では若さと勢い
で許されたこと、 代

こうら・けんご

20

デビューして 年になります
に出会えたことは、すごくあり

応がリアルにすぐ返ってくるの

形にして演じるようにならない

がたいですね。昔は映画が好き

30

時代劇です。中島監督は「多十

30
30

りにやってきたつもり

30

１９８７年生まれ、熊本県出身。
２００６年
「ハリヨの夏」
で映画デビュー後、
近年の映画出演作に
「月と雷」「いっちょんすかん」「万引き家族」
、
待機作には
「アンダー・ユア・ベッド」
「葬式の名人」「カツベン！（仮）
」
などがある。
また、ＮＨＫ連続テレビ小説
「おひさま」
、
ＮＨＫ大河ドラマ
「花燃ゆ」
などドラマでも活躍。

「UR PRESS」
オンライン
版で、パソコンやスマー
トフォンから高良健吾さ
んのインタビュー動画が
ご覧いただけます。
（2019年7月末まで）
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ヘアメイク＝高桑里圭（竹下本舗）、スタイリスト＝渡辺慎也（Koa Hole）、衣裳＝The Letters
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「木枯し紋次郎」
「極道の妻たち」
など数々の傑作を撮
り続けてきた84歳の巨匠・中島貞夫監督が、20年
の沈黙を破りメガホンをとった
「多十郎殉愛記」
。舞
台は幕末の京都。主人公・多十郎を演じる高良健吾
が見せる、クライマックスの30分にも及ぶ大立ち
回りが圧巻。出演はほかに、多部未華子、木村了、
寺島進など。4月12日より全国ロードショー。

©
「多十郎殉愛記」
製作委員会

20
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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
ローンで撮影した気仙沼の動
画がご覧いただけます。

復興する
まちを
訪ねて

岩手県
盛岡市

宮城県
仙台市

福島県 福島市
大熊町
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特集
宮古市
気仙沼市

新たな 始まりへ
東日本大震災から8年。平成28年熊本地震から3年。
URは震災直後から一日も早い復興を目指し、現地で汗を流してきた。
復興が進む各地では、新たな始まりの一歩が記され
まちのにぎわいが、少しずつ生まれている。
福田正紀 =ドローン撮影 ※肩書き等は取材当時のものです。

3月に気仙沼大橋が開通し、復興事業が進む気仙沼市南気仙沼地区。
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M iy a g i

URの復興事業は9割まで進んできた。

付近の区画整理事業の造成工事を

「橋の完成を待って、橋のたもと

えてきたと胸をなでおろす。

南気仙沼地区の復興事業の先が見

所長の久宮和彦は、橋が架かり、

いる。ＵＲ気仙沼復興支援事務所

の復興土地区画整理事業を進めて

鹿折地区の２つのエリアで被災地

し しお り

ＵＲは気仙沼市の南気仙沼地区、

新たなまちに
観光の種をまく

しています」

まちがにぎやかになることを期待

て沿岸部を訪れる観光客が増えて

を行きかい、また、この橋を通っ

災害公営住宅がすべて完成し、

面整備がさらに進み、
１年後には土地の引
き渡しをすべて終え
る予定です」
津波と大規模火災
で壊滅的な被害にあ
った鹿折地区でも整
備は順調に進み、今
年の５月に土地の引
き渡しが完了する。
嵩上げされた ヘク
タールの土地の目の

新たな橋が
安全な避難路になる
が押し寄せたとき、前が見通せな
いため車で橋を渡りきれずに、こ
こで犠牲になった方もいらっしゃ
新しい橋はまっすぐで先が見通

いました。

じられる３月１日。土地が嵩上げ
せ、道路幅が広がりました。安全

風の中にかすかに春の気配が感
され、新しいまちづくりが進む気
に避難できるようになり、感謝し
この橋は新たに完成する最新式

仙沼市の南気仙沼地区で、ＵＲが
仙沼大橋の架橋事業が完了、新た
の魚市場や観光施設のある海沿い

ています」

な気仙沼大橋の開通式が行われた。
エリアと、国道 号線をつなぐ。

他の整備とともに手がけてきた気

当地区を沿うように流れる大川

までの メートルから メートル

１０５メートル。道路の幅はこれ

に架けられた気仙沼大橋は、長さ
架け替えではない」と今回の事業

の三浦永司さんは、
「 単なる橋の

気仙沼市建設部都市計画課課長

45

に広げられ、橋の左右にはそれぞ
「ＵＲさんが親身になって区画整

の意義を語る。

「以前の橋は湾曲しているだけで

たな橋を見つめていた。

の震災当時を思い出しながら、新

会会長の吉田久雄さんは、８年前

式典に出席した南気仙沼復興の

は非常に重要です。近い将来、水

を増やしていくためにも、この橋

産業を盛り上げ、観光で訪れる人

ました。市の一番の産業である水

事が進み、架橋工事も無事終わり

かげで、大きな問題もなく造成工

理事業に取り組んでくださったお

なく、橋の手前が隧道になってい

産物を満載したトラックがこの橋

た災害公営住宅は気仙沼市内に全

ーパーもオープン。ＵＲが手がけ

商店、戸建て住宅がつくられ、ス

た災害公営住宅（鹿折南住宅）や

ち並び、その後ろにＵＲが手がけ

ぎわいが戻るよう、私たちも協力

戻されつつあります。気仙沼のに

が整備され、人々の暮らしが取り

とを実感しています。土地と道路

全体の復興がかなり進んできたこ

を確かめて歩きたい。

次は観光で訪れて、見事な復興

しています」

区、鹿折地区とあわせ、気仙沼市

島大橋も４月に開通。南気仙沼地

成間近で、大島に架かる気仙沼大

にも商業施設や交流施設などが完

「市が事業を進めている内湾地区

割まできたと話す。

久宮は、気仙沼の復興事業は９

たなまちが機能しはじめている。

部で１０３３戸完成しており、新

ず いど う

て見通しが悪かったんです。津波

られた。

れ４・５メートル幅の歩道が設け

20
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「水産業を中心に、気仙沼
の観光を盛り上げたい」と
話す気仙沼市の三浦課長。
「南気仙沼地区の面整備を
進めます」と話すURの久
宮。
南気仙沼小学校の跡地
に建てられた南郷住宅。
入口には校門が残され
ている。

URが手がけた新たな橋の開通式が行われた気仙沼市。

前に水産加工場が立

鹿折地区にもURによ
って錦大橋
（写真）
が架
けられた。接続する道
路の完成を待っている。

2017
（平成29）
年には、市内で整備した
42

12

Kesennuma

気仙沼市
宮城県

始めます。これで南気仙沼地区の

昨年11月、舗装工事の前に、市が地元の皆さんを招いて
「思い出プロ
ジェクト」
を実施。床版にチョークで落書きをして、思い出づくりを
した。

南気仙沼復興の会会長の吉
田さんは、ふかひれの加工
業を営んでいる。

気仙沼大橋が開通し
安全なまちの完成まで、
あとひと息
鮭が上ることもある大川に、新たに架けられた気仙沼大橋。奥に見えているのが、
これまでの橋。
上空から見た南気仙沼地区。右側の沿岸部には最新式の魚市場や観光施設を整備。ここからまっ
すぐ橋を渡って国道へと道がつながった。

気仙沼大橋の開通式で、菅原 茂気仙沼市長をはじめ関係者がテープカット。

Iwate

右／新たなまちのシンボルとなったラウンドアバウ
ト。信号機を必要としないため、渋滞を回避し、停
電時でも円滑に通行できるなどの利点がある。

下／宮古市街地から景勝地の浄土ヶ浜へつながる幹
線道路。道路右の海側は水産加工場などが並ぶ産業
エリア、左側は商店などが建つエリアと区分されて
いる。

「おくまんさま」
としてまちの人々に親しまれ
ている熊野神社。1600年代からの記録が残
る由緒ある神社で、現在の社殿は1852年に
再建された。

移転先を整備してから
住居を移していただく
など、段階的に工事を
行いました。無事に整
備終了の日を迎えられ
たのも、住民の皆様の
ご協力があってこそで
す」と、ＵＲで事業を
担当した三上純一は工

この3月、約5年半にわたる土地区画整理事業が全て完了。

まちの人の声を活かした、安心・安全な新しいまちに生まれ変わった。

信号なし、渋滞なしの
交差点をもつ幹線道路
事業推進協力協定を締結。土地の
嵩上げや道路、公園といった公共
施設の整備改善など、安心・安全な
新しいまちでは、まず宮古市の

まちの整備のために尽力してきた。

にあるドーナツ状の交差点を、く
中心市街地と景勝地として有名な

４方向からの道路が交わる中心
るくると回りながら車が通ってい
こう

浄土ヶ浜とをつなぐメイン道路を

くわ が さき

メートルに拡幅。その目玉とし

く。復興が進む宮古市鍬ヶ崎・光
がん じ

る鍬ヶ崎・光岸地地区は、江戸時

宮古湾に沿うように細長く伸び

方から見に来る人もいるほどだ。

岩手県では初という珍しさに、遠

出会い頭の事故を防ぐ役目もある。

った車は一方通行でゆっくり回り、

交通を妨げないこと。交差点に入

おこらず、災害時などの停電でも

が停車することがないため渋滞が

点のメリットは、信号がなく、車

ッパなどでよく見かけるこの交差

と呼ばれる環状交差点だ。ヨーロ

ているのが、
「ラウンドアバウト」

めていくかが課題となりました。

ら、全体の工事をいかに円滑に進

った家の方々の生活を維持しなが

「今回の工事では、山側などに残

まれ変わった。

と防災の両面に配慮したまちに生

道路も設けるなど、暮らしやすさ

集め、高台への避難路となる区画

リアに整備。住宅は安全な山側へ

店や生活利便施設を配した商業エ

などの産業エリアに。陸側には商

て、海側は水産加工場や保冷施設

ドアバウトだ。その道路を境にし

て設置されたのが、前述のラウン

岸地地区の新たなシンボルとなっ

代には三陸の海産物の交易や海上
道路の拡幅などをするにも、先に

サンマ漁船が全国から
集まる漁港として大い
ににぎわった歴史ある
まちだ。東日本大震災
からの復興に向けて、
ＵＲは２０１２（平成
）年に宮古市と復興

の参道は、そのまま活かして拡幅
しました。また、公園はお祭りな
どの集まりでも使いやすいよう、
スペースを広く確保。公園のあし
らいには道路整備をしたときに出
てきた岩を活かし、まちの歴史が
感じられるデザインにしていま
す」とＵＲの三上が説明する。
「ＵＲの方々とは密に連絡をとり

区での事業が完了。山本正德宮古

にして広い歩道もつけた。また細

ていた道路を直線にし、対面通行

その要望を受け、曲がりくねっ

隣の方々やお子さんもとても楽し

た。新しい公園は遊具もあり、近

が希望したようなまちができまし

ました。そのかいあって、私たち

合い、細やかに対処していただき

市長から「新たなまちづくりが進

く曲がった河川を一部地中化や直

しいまちに、多くの人が帰ってき
てくれればうれしいですね」と古
新たな歴史がまた１つずつ刻まれ

号の被害も免れることができた。
の工夫も、至る所で見られる。

ていく。

館さん。生まれ変わったまちに、
「まちの守り神でもある熊野神社

歴史あるまちの面影を残すため

２０１６年に当地を襲った台風

んだのは、ＵＲの豊富な知識や経

住民の声を活かした
歴史を感じるまちに
新しいまちをつくるにあたって
は、住民の要望が大きく取り入れ
られた。そうした住民とＵＲ、市
との橋渡し役として奔走したのが、
鍬ヶ崎区画整理審議会の古館昌三
会長だ。
「私たちの願いは、まず防潮堤を
つくること。そして、降水時に道
路に水が溢れないように川幅を広
くしてほしい。さらに、狭くて一
方通行が多かった道路を使いやす

鍬ヶ崎区画整理審議会会長を務めた古館昌三さん
（右）
は、大正2年創業の鯛屋商店店主。震災後の
2011年8月に店を再開。現在は息子の慶樹さん
（左）
、奥様の3人で店を切り盛りしている。

と感謝状が贈られた。

みにしています。今後は、この新

くしてほしいの３点でした」

UR宮古復興支援事務所の三上純
一。ニュータウン建設などを歴任
し、2017年4月に赴任。
「通常か
ら考えると2倍くらいのスピード
感のある仕事で、大きなやりがい
を感じました」

交通の要衝として繁栄。戦後は、

17

線化して拡幅。その成果もあって、

事の難しさを振り返る。最後の公

天然の良港・宮古湾を擁する、鍬ヶ崎・光岸地地区。

園整備を終え、この３月には当地

24

Mi yako

宮古市
岩手県

験、ノウハウがあったからこそ」

3月14日、事業完了の報告を受け、山本正德
宮古市長
（右）
からUR岩手震災復興支援本部
本部長の栗原徹
（左）
へと感謝状が贈呈された。

10
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安心・安全で暮らしやすいまち。
環状交差点「ラウンドアバウト」が
シンボルに
本州最東端の魚市場である宮古市魚市場がある出崎埠頭。タラやサンマをはじめ四季折々の魚の水揚げがある。

F u k u s him a

新しいまちに道路が整備されていく。

造成が進む大川原地区で建設が進む災害公営
住宅。第一期は2LDK、3LDKを中心に50棟
完成し、6月に入居が始まる。

る技術的な支援を行い、町のパー
トナーとして復興計画全体に携わ
っています」
ＵＲで事業計画を担当する細谷
奎介がこう説明する。この区域は
今春にも避難指示が解除される見
通しで、町民待望の新庁舎は５月
に業務を開始。そして６月には、
災害公営住宅の入居も始まる。
最初に完成する町民向けの災害
公営住宅 棟には、定員以上の応
募があった。第二期として約 棟

を来年度末に、さらに町民でなく
ても入居できる福島再生賃貸住宅
（集合住宅）も整備する。
「役場と住まいの完成が間近にな
り、少しずつですが、まちが生ま
れてきています。この後、商業施

新しい町役場が完成し、災害公営住宅の入居も始まる。
少しずつ新たなまちが姿を現わし始めた。
新庁舎の中には100人収容できる大熊ホールも入る。

Oku ma

大熊町

じめ交流施設、商業
施設や宿泊温浴施設、
福祉施設などを整備
するエリアの土地の
基盤整備を、町とと
もに進めてきた。
取材に訪れた３月
上旬、地元の木材を
多用した新庁舎はそ
のシンプルな外観を
現わし、災害公営住
宅は最後の仕上げに
かかっていた。周囲
には新しい道路が造
られ、その上を工事
関係の車が行きかう。
まさに復興の槌音が
響いていた。
新庁舎の完成まで、大熊町役場
はいわき市、郡山市、会津若松市
の３カ所に役場機能を分散した状

福島県大熊町。復興のスタートは

全町が避難指示区域となっていた

島第一原子力発電所事故により、

をお持ちでした。ＵＲの仕事は、

所をつくるんだ、という強い思い

を戻そう、そしてみんなが戻る場

「大熊町は住民と一緒にまず役場

態だった。

２ ０ １ ７ 年 ９ 月、 大 川 原 地 区 の

その思いを実現するためのお手伝

福島県
・３ヘクタールで復興再生拠点

東日本大震災に伴う東京電力福

住民と一緒に
まず役場を戻す

避難指示区域だった大熊町に、復興の槌音が響いている。

しい役場庁舎や災害公営住宅をは

ＵＲは大熊町の要請を受け、新

市街地形成施設事業から始まった。

から工程、品質、コストにかかわ

新庁舎の建設に関しても設計段階

いです。土地の造成はもちろん、

設などの整備が行われ、役場を中
心にたくさんの人がここに戻り、
にぎわいが生まれることを期待し
ています」と細谷は現場を見つめ
て力強く話す。

「一つは古民家再生を中心にした
ＵＲは大熊町のソフト面の支援

と。三つめは 年後の新たな町の

つめは町のツーリズムを考えるこ

エリア全体のリノベーション。二
にも積極的にかかわっている。担

町職員とともに
大熊の将来を考える

「町を離れた同級生たちが、
再びここに来るきっかけを
つくりたい」と大熊町の石
田さん。

ている。だが、昨年４月に赴任し

議」の事務局となり、会議を支え

の将来を考え る
「 ふるさと未来会

の若手職員有志が集まり、大熊町

当の一人である鈴木亜耶乃は、町

「これまでの役場の仕事では、外

バーが入ることのメリットを、

の石田祐一郎係長は、ＵＲのメン

一人である大熊町役場企画調整課

未来会議の立ち上げメンバーの

産業をどうつくっていくかです」

かったので、ＵＲを介して外部の

た当初は、町の人にどのように話
という。

専門家などと接する機会が生まれ

部の方と付き合うことがあまりな
「でも、そのうち地元の方がバー

たのは、よい刺激になります。広

を聞けばいいのかわからず悩んだ

ベキューや餅つきなどに呼んでく

い視野や違う視点に気づくきっか
大熊町出身の石田さんは、
「新

ださって、会話を重ねるうち、積
びました。同じ目線に立ちながら

しい役場にまたみんなが集まれば、

けにもなりますね」と話す。
さまざまな思いを受け止め、それ

新しい発想も浮かび、何か楽しい

極的に対話することが大事だと学

をまとめていくのがＵＲの役割な

ことができるのではないか」と期
待を寄せる。

のかなと考えています」
未来会議では、廃炉作業が終わ

あげながら、ＵＲの大熊町復興支

町の思い、町民の思いをすくい
重点となる三つの柱があるとＵＲ

援はまだまだ続く。

る 年後のまちの姿を考えている。
の鈴木が説明する。
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40

大熊町の復興のシンボルともなる新しい町役場は、周囲との調和を
意識した低層の建物で、役場の前には広場も造られる。
「住民の皆さんが安心して
戻れる環境が整うまで、も
う少しです」
とURの細谷。

40
URの鈴木は
「外部の人と町
の人をつなぐ役割も果たし
たい」
と意気込む。

18
40

完成した役場とともに
人々が戻り
新たなまちの一歩が始まる
50

K u m a moto
左／和傘をモチーフにした柱が印象的な
「みんなの家」
で、設計を担当した、シー
ラカンスK&H
（株）の工藤和美代表
（右）
から説明を受けるUR理事長の中島
（左）
。

熊本県 でのＵＲの復興支援
URは
「平成28年熊本地震」
の発災後、い
ち早く熊本県に専門スタッフを送り、復旧

下／
「平成28年熊本地震」の一連の地震
活動の震源となったのが宇城市。市の職
員はさまざまな対応に追われたという。
宇城市の吉田さん
（左）
と谷口さん
（右）
。
「みんなの家」
の畳スペースで。

を支援。被災宅地危険度判定などを行うと
ともに、被災者へ住戸を提供してきた。
現在は宇城市をはじめ御船町、嘉島町、

右／集会所の前の
「みんなの庭
（広場）
」
は、ゆるやかなすり鉢状に
なっている。子どもたちが走りまわることも、お祭りやイベント
の開催も可能。右手が住宅。
下／響原復興住宅竣工式ではテープカットのほか、地元の水晶太
鼓
「響」
による演奏や、入居者への鍵の贈呈式などが行われた。

益城町の合計12地区で453戸の災害公営
住宅の整備と、益城町で復興土地区画整理
事業の支援を進めている。
み

ふ ね

御船町
災害公営住宅を2地区に合計30戸建設

木の香りに包まれた「私の家」

う災害公営住宅では珍しい間取り

リビング、玄関、北側に個室とい

戸。全棟南向きで、南側に台所や

んだ。

庭も広くてうれしいです」と微笑

予定の住宅を見学し、
「明るくて、

たという古川マサミさんは、入居

地元産の木材を使った
南向きの明るい家

に、家庭菜園も可能な広さの「私

だ。リビングの外に設けた濡れ縁

熊本県

宇城市

U ki

「平成28年熊本地震」
から3年。URは熊本の1市3町と
協定を結び、復興支援に力を注いでいる。
この春、URが熊本で手がけた災害公営住宅の
第1号となる響原復興住宅が完成し、竣工式が行われた。
中島正弘が阪神・淡路

大震災以来、各地の復

興支援で積み重ねてき

たＵＲの経験を生かし

て住宅建設のお手伝い

ができたことへの感謝

を言葉にした。

またＵＲ熊本震災復

興支援室の波多野 晃

が、
響原復興住宅は
「く

まもとアートポリス事

と庭を介して、周囲の人とコミュ

業」と連携して地元熊

高い造りで、住民同士のコミュニ

ニケーションが生まれやすくなっ

本産の木材をふんだん

ケーションに配慮したことなどを

ている。３年前の地震で自宅が崩

20

に使ったデザイン性の

説明した。

住宅は、木造長屋タイプで全
れ、以来、仮設住宅で暮らしてき

熊本の地域特性に
合った住宅づくり

集会所「みんなの家」と、その

前に広がる「みんなの庭」も響原

復興住宅の特徴だ。

の庭 」
、さらに同じエリアに、瀟

洒な集会所「みんなの家」と、
広々

ひびきがはら

とした「みんなの庭」もある。宇

城市豊野町に完成した響原復興住

宅は、緑豊かなこの地に自然にな

じむ陽だまりのような空間だ。

３月 日の竣工式では宇城市の

「隣接する市営住宅や特別養護老

います。また、入居する方の年齢

守田憲史市長が完成の喜びと関係

ＵＲの熊本震災復興支援室には

層やライフスタイルなどに合わせ

16

上／URの鈴木
（右）
と大平
（左）
。響原復
興住宅の基本コンセプトは
「団欒の住ま
い、団欒の庭」
。周囲と自然に交流でき
る仕掛けがあちこちに施されている。

人ホームの方たちにもご利用いた

だき、地域の団欒の場になればと

鈴木を含め現在 名が在籍。東北

15

者への感謝を伝え、ＵＲ理事長の

の思いで、外からもアプローチし

での復興支援経験メンバーも多く、

農業従事者が多いこの響原は庭

た住宅づくりを進めています」

やすい設計になっています」と災

そのひとり大平 丈は、東北での

たけし

害公営住宅を担当する宇城市の吉

を広くとり、若い世代の入居が多

連れ合いの順一さんと入居する古川マサ
ミさん
（左）
。
ご子息の幸吉さん
（右）
は
「こ
んなに明るくてきれいなところに住めて、
うらやましい」
とにっこり。

経験を生かしつつ、こちらの地域

宮崎県

田隆志さんは語る。同じく市の職

宇城市

く見込まれる市街地に立地する集

御船町

特性に合った住宅建設を進めてい

益城町

員である谷口秀夫さんは、
「 設計

熊本県

合住宅は玄関にベビーカー置き場

嘉島町

ると話す。

大分県
長崎県

段階では本当にできるか心配でし

福岡県

を設けるなどの配慮も。立地特性

佐賀県

「高温多湿で西日が強く、日が長

広安西A工区と広安西B工区の建設工事着手に伴い、2月
19日に安全祈願祭を行った。

たが、立派な建物が完成して驚き

安心・安全に加え、高気密・高断熱でバ
リアフリーの木造住宅。南に広い造りで、
風通しをよくする高窓がある。

に合わせた災害公営住宅の建設が、

災害公営住宅を
4地区に
合計322戸建設

いという熊本の気候風土に合わせ

益城町

ました」と喜ぶ。市としては地震

き

今も熊本各地で進められている。

ま し

て、日よけや風通しの工夫をして

やす おみ

嘉島町の荒木泰 臣 町長を
UR理事長の中島が訪問。
嘉島町の災害公営住宅は年
内に完成予定。

発生後、マンパワーが足りないな

災害公営住宅を
4地区に
合計54戸建設

かで、ＵＲのメンバー

に非常に助けられたと

いう。それを受けて、

担当したＵＲの鈴木悠

平は「被災された方々

のために一日でも早く

し ま

との思いでやってきま

か

嘉島町

した」と応えた。

こがのさこ

3月22日に行われた
「古閑迫団地の竣工式」
。木造戸建10
戸が完成した。

庭を通して
人々が心地よくつながる
復興住宅が完成

守田市長と手を組むUR理事長の中島。URは響原復興住宅の計画から設
まつばせ
計、施工まで一括して担当した。宇城市の松橋町大野地区の災害公営住宅
（27戸）
もURで建設中。

鹿児島県

16
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祝！全線開通

見どころ!

オランダ島
山田湾に浮かぶ周囲約900ｍの無人島。通称
はオランダ船
「ブレスケンス号」
が漂着したこ
とに由来し、正式名称は大島。山田湾漁港か
ら漁船で約10分。夏場は海水浴場となる。

り く ちゅう

陸中山田駅

三陸鉄道リアス線で旅しよう！
Sanriku Railway

オランダのザイスト市と姉妹都市
協定を結んでいる山田町。新たな
まちの拠点となる陸中山田駅のモ
チーフはオランダの風車。観光案
内や復興の道のりを紹介するコー
ナーもある。

山田町 でのＵＲの復興支援
● 6地区の災害公営住宅
（全208戸）
は
すべて完成し引き渡し済。
● 3地区の復興市街地整備事業のうち、
大沢、織笠の2地区はすでに終了し、

宮古駅

そ けい

磯鶏駅
八木沢・宮古短大駅

お り か さ

織笠駅

山田地区が進行中。

東日本大震災で被災した宮古-釜石の鉄道がついに復旧、
JRから三陸鉄道に移管されて、3月23日に開通した。

津軽石駅

これにより移動が格段に便利に!
宮古-釜石の駅のうち陸中山田、織笠、鵜住居、釜石の

払川駅

4エリアはURが整備を担当した。
駅舎の屋根はオランダ島をモチー
フにしたデザイン。海の透明感を
イメージしてつくられた。
URが区画整理と防災集団移設を担当した高台の織笠地区。

大槌町 でのＵＲの復興支援
● 8地区の災害公営住宅
（全243戸）
はすべて
完成し引き渡し済。
ま ちか た

● 町方地区の復興市街地整備事業が進行中。

8年ぶりの鉄道の運行で盛り上がる
沿線のまちを旅して復興を応援しよう。

豊間根駅

宮古 – 釜石間の開通により、
三陸鉄道はすでに運行してい
く じ
る区間とあわせ久慈
（久慈市）
さかり
–盛
（大船渡市）の163キロを
結ぶ。第三セクターの鉄道で
は国内最長。

ランチはここで!

釜揚げ屋（山田町）
おも え

地元岩手県産の小麦粉、隣接する宮古市重茂の昆布
と山田産の煮干しを使ったダシをはじめ、厳選した
地の素材を使ったうどんメニューが人気のお店。写
真は地元の人イチ押しの
「じゃがいもとエビのかき
揚げうどん」
。陸中山田駅から約1.5㎞。
☎ 0193・82・2173 山田町山田4の5の1

山田湾

オランダ島

陸中山田駅

織笠駅

大槌駅
URが区画整理を担当し、津波
復興拠点、防災集団移転として
整備中の町方地区。
う の す ま

すべて完成し引き渡し済。
● 3地区の復興市街地整備事業のうち
ろ

べ

な みい た

「大槌駅デザイン総選挙」
で選ばれたデザイン
の駅舎は、ひょうたん島
（蓬莱島）
がモチーフ。

● 3地区の災害公営住宅
（151戸）
は

け

見どころ!

い

鵜住居駅

釜石市 でのＵＲの復興支援

「ラグビーワールドカップ2019」の試合会場
となる釜石鵜住居復興スタジアムの最寄り駅。
駅舎は、ラグビーのスクラムをモチーフにし
た千鳥格子の開口部と、海の砂浜をイメージ
した。

う のす ま い

花露辺は完了、片岸、鵜住居が進行中。

心も体もほっこり

浜辺の料理宿 宝来館

浪板海岸駅
き

大槌駅
大槌湾

18
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三陸の新鮮な海鮮を使った料理と、大槌湾を望む絶
景と、三陸の新鮮な海の幸を使った料理、人情味あ
ふれる女将さんの人柄で人気の宿。釜石鵜住居復興
スタジアムまで徒歩圏内。
☎0193・28・2526 釜石市鵜住居町20地割93の18

り

き

り

吉里吉里駅

ひょうたん島
（大槌町）

ほ うら い

ひょうたん島

鵜住居駅

蓬莱島は通称
「ひょうたん島」
。井上
ひさし原作のテレビ人形劇
「ひょっ
こりひょうたん島」
のモデルとされ、
島内の神社には弁財天が祭られてい
る。津波で大きな被害を受けたが、
社殿は流されずに残った。

両石駅
「ラグビーワールドカップJAPAN」
は
9月20日より開催

（釜石市）

整備された駅前エリアの愛称は
「うのすまい・トモス」
。
復興のあかりを
「灯す」
と
「共」
「友」
を重ねた。津波伝承施設
や観光交流拠点もこの春にオープンした。

丸藤（釜石市）

生うに丼にリアス丼、磯丼、イクラ丼と三陸
の幸をふんだんに使った丼の定食が人気の料
理店。1階はテーブル席とカウンター、2階
の座敷は要予約でセット料理のみ。昼、夜営
業。釜石駅のすぐ近く。
☎0193・22・2035 釜石市大渡町2の1の7

岩手船越駅

お お つ ち

オススメ老舗料理屋

釜石駅

釜石鵜住居復興スタジアムでの試合日程

9月25日
（水）【フィジー VSウルグアイ】
10月13日
（日）【ナミビアVSカナダ】
鵜住居駅近く
（釜石駅からシャトルバスで15分）

小林マキ=イラスト、AREAi、竹居鉄也、UR=撮影
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M a p & R ep ort

ＵＲ都市機構が取り組む復興支援MAP2019
定期的に情報を更新しています。

13ha
40ha
243戸

岩手県

298ha
269戸

気仙沼市

南三陸町

109ha
432戸

東松島市

355戸

277ha
561戸

宮城県

5

復興事業の進捗に伴い、

岩手県

99戸

現地では新たな生活が
始まっています。
また、原子力災害被災地域における

石巻市
1

24ha
436戸

1

宮城県女川町 女川駅前レンガみち周辺（女川町提供）

2

福島県いわき市 豊間地区

5

岩手県大船渡町 大船渡駅周辺地区

6

岩手県釜石市 鵜住居住宅

支援も本格化しています。

福島県

30戸

桑折町

732戸

浪江町

双葉町

18ha

いわき市

93ha

鏡石町
復興まちづくり事業
計画策定業務完了

URが整備する
復興市街地の総面積

約

完成済み

お し ゃ ち

岩手県大槌町 御社地住宅

4

の び る が お か

宮城県東松島市 野蒜ケ丘住宅

61ha
9

須賀川市

2

3ha

1,147ha

6割を支援

支援面積

87%完了

1,123ha

※

計画面積
1,885 ha

8

宮城県気仙沼市 気仙沼駅前住宅１・２号棟

完成・引き渡し済み

5,833戸

98%完了

約

支援戸数

総戸数

13,400戸

9
※津波被災地域1,314haに対する割合

7

な こ そ さ か い

福島県いわき市 勿来酒井団地

2018年12月、国立研究開発法人防災科学技術研究所
（防災科研）
とＵＲは、双方の
有する人材、研究開発等のリソースを活用し、連携・協力をすることで災害に強い社
会の実現に貢献することを目的として、包括的な連携・協力協定を締結しました。
URは全国約73万戸の賃貸住宅・1500以上の事業地区で、より一層
「災害に強いま
ちづくり」
を進め、防災についての知見を蓄えて、南海トラフ地震や首都直下地震で
大きな被害が想定される地域のこれからのまちづくりに役立てていきます。

4割建設

5,024戸

うのすまい

災害に強いまちづくりを目指して

岩手県と
宮城県
（仙台市を除く）
の
市町村整備について

災害公営住宅
整備事業

5,932戸

3

津波被災地域の
土地区画整理事業の
計画面積の

復興市街地
整備事業

1,441ha

7

49ha

福島県

大熊町

UR PRESS vol.57

復興市街地整備や
災害公営住宅の建設を進めてきました。

532戸

新地町

20

最大時は約460人体制で
6

多賀城市

100戸

URが建設する
災害公営住宅の戸数

25の被災自治体と協定などを結び、

85ha
151戸

女川町

4

名取市

47戸

36ha
227戸

URは東日本大震災後、

釜石市

大船渡市

8

121ha
477戸

68ha

89ha
208戸

3

ＵＲが取り組む
東日本大震災の
復興支援

宮古市

山田町

陸前高田市

塩竈市

※コーディネート

大槌町

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

75ha
1033戸

生まれ変わったまち、暮らしを支える住宅

野田村

※データは平成31年4月1日時点（一部見込）
※災害公営住宅整備事業の表記戸数は建設計画戸数

福島県大熊町 大川原地区

締結式で握手する防災科研の林春男理事長
（右）
と
UR理事長の中島正弘
（左）
。
UR PRESS vol.57
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P h o t o & Sketching

2016

東日本大震災
復興の歩みフォト＆スケッチ展

★大賞
（スケッチ）
「復興に流れる白滝～大槌風景～」
鈴木宣人さん
（岩手県大槌町）
「僕らが頑張る」
柏舘 健さん
（福島県いわき市）

「虹色の橋かかる」
遠藤正弘さん
（宮城県南三陸町）

5

周年

2014 -2018 受賞作品から見る復興の歩みギャラリー

★大賞
（フォト）
「記憶と記録」
岩﨑 孝さん
（宮城県松島町）

URが東日本大震災からの復興の歩みを広く発信し、
一日も早い復興を支援するために2014年から開催してきた

今年も開催予定。
決まり次第、
HPでご案内します。

「東日本大震災 復興の歩みフォト＆スケッチ展」
。

見どころ!

毎年、たくさんの魅力的な作品が寄せられています。
5周年を記念して、これまでの受賞作品を一挙にご紹介します。
作品を通して、5年にわたる東北の復興の様子をご覧ください。
「命の道に血が通う」
大谷桂太さん
（岩手県大船渡市）

「休日」
太田信子さん
（岩手県陸前高田市）

＊お名前の後の
（ ）
内は撮影またはスケッチした場所です。
＊
「東日本大震災 復興の歩みフォト＆スケッチ展」
の入賞作品はHPでもご覧いただけます。

「鳥居の先に見える景色」
久保安加莉さん
（宮城県石巻市）

https://www.ur-net.go.jp/fukkou-photosketch/index.html

2017
「一本まつとクレーン車」
菅原ゆいさん
（岩手県陸前高田市）

「市街地一望」
相原 徳さん
（宮城県仙台市）

★大賞
（スケッチ）
「共に歩む」
久保安加莉さん
（宮城県石巻市）
★大賞
（フォト）
「再会」三浦玲華さん
（宮城県仙台市）

2014

★大賞
（フォト）
「家族」
石森文夫さん
（福島県いわき市）
「蕾」
神武桜子さん
（宮城県気仙沼市）

「忘れられない味」
酒井崇光さん
（岩手県釜石市）
「福島の母の絵と私」
山内若菜さん
（神奈川県、福島県で取材）

「７年目の航空祭」
相沢 開さん
（宮城県東松島市）

「明日もまた
『ココ』
で」
日野 大さん
（宮城県石巻市）

★大賞
（スケッチ）
「復興の槌音」
吉田征輝さん
（岩手県陸前高田市）

「海の方を見て何を思う」
渡邉啄磨さん
（宮城県仙台市）

「７年ぶりの歓声」
遠藤清作さん
（福島県いわき市）

「希望の花壇」
商 家訓さん
（宮城県気仙沼市）

「鎮魂と祈り」
小澤房子さん
（岩手県大槌町）

2018

2015

★大賞
（スケッチ）
「復興記念大祭
～獅子舞と元気な祖母」
浅野健仁さん
（宮城県南三陸町）
「家路」
村上 真さん
（岩手県陸前高田市）

「旧大槌町役場」
小野寺 浩さん
（岩手県大槌町）
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「さよならマリンピア」
橘川天知さん
（宮城県松島町）

★大賞
（スケッチ）
「静かな夕暮れとそこにある生活」
浅野健仁さん
（宮城県南三陸町）
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「野馬追近し」
高橋直裕さん
（福島県南相馬市）

「私たち元気です」
有田 勉さん
（岩手県宮古市）
「朝活の田んぼに映る空」
西村清巳さん
（宮城県岩沼市）

「スターター」
澤口健治さん
（岩手県宮古市）

「浦の浜防潮林」
高橋義章さん
（岩手県山田町）
「孫だくさん」
岡 博大さん
（宮城県気仙沼市）

「子供から見た復興」
岩城徹雄さん
（岩手県宮古市）

★大賞
（フォト）
「最盛期」
有田 勉さん
（岩手県宮古市）

★大賞
（フォト）
「復興への戦い」
遠藤清作さん
（福島県いわき市）
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GREENHILL TERADA

東京都八王子市

ゆるやかにつながる
「場」
が人々を元気にする

またお客さん同士がなごやかに語り合う

が来店するたびに、お店のスタッフと、

ａｆｅおひさま」が営業中で、お客さん

ひさま広場」
。この日は住民による「Ｃ

ミュニティースペース「グリーンヒルお

「グリーンヒル寺田」の商店街にあるコ

に 包 ま れ た。 こ こ は Ｕ Ｒ の 団 地

を開けると、ふわっと珈琲の香り

ショップなどの協力も得て、コミュニテ

法政大学の学生たちによる壁塗りワーク

団地内の空き店舗だったスペースを改修。

ち寄れる場がほしいという要望があり、

で、住民の方々から、いつでも気軽に立

んできた。何度かイベントを続けるなか

寺田」のコミュニティー活性化に取り組

結び、地域の方々と共に「グリーンヒル

ＵＲは法政大学と八王子市と三者協定を

扉

光景が繰り広げられていた。

などにも姿を変え、幅広く活用されてい

生が主催する住民向けのイベントの会場

ほか八王子市や近くにある法政大学の学

用できる「Ｃａｆｅおひさま」に。その

「おひさま広場」は、週４日は誰でも利

ースができたことで、皆さんの活動が広

ましたが、誰でも気軽に立ち寄れるスペ

るまちをつくることを目的に活動してき

き、安心して暮らしていける活気あふれ

水真道は「幅広い世代が集い、学び、働

た。運営の支援に尽力してきたＵＲの清

ィースペース「おひさま広場」が誕生し

る。月２回、金曜日の夕暮れどきのミュ
がり、
とてもいい雰囲気になっています」

２０１６（平成 ）年に誕生したこの

ージック＆カフェ「Ｆｒｉｄａｙ Ａｆｔ
と説明する。
カフェのスタッフは現在 名ほど。
15

スタッフの岡野宣子さんは、この団地で

大きく変わったという人もいる。カフェ

この場ができて、生活さらには人生が

込み、現在のようなあたたかな雰囲気に。

たり、手作り品を飾ったりして息を吹き

宅からカップ＆ソーサーや花を持ち寄っ

齢化が進んでいる。そこで数年前から、

長く住み続ける人が多いこともあり、高

ル寺田」は環境がよくて暮らしやすいと

高尾山の山裾に位置する「グリーンヒ

家にとってはプラスなことばかりです」

りの人が増えて見守ってもらえて、我が

会いもありました。子どもたちも顔見知

いになって、一生ものの宝物のような出

きる。自然とご近所の方たちとも知り合

話ができるし、何かあればすぐに相談で

に帰ったような感覚です。知らない人と

で提供していたそうだが、スタッフが自

ン当初はマシンで淹れた珈琲を紙コップ

自由で、何時間いても問題ない。オープ

物は１杯１００円。食べ物の持ち込みも

ぷりのハンドドリップ珈琲をはじめ飲み

～ 代で全員ボランティアだ。愛情たっ
80

暮らして 年。かつては子どもの声が響

幅広い世代が集い
活気あふれるカフェ
40

ｅｒ５」も恒例だ。

28

分が明るくなって元気になるんです。若

「嫌なことがあっても、ここに来ると気

ェのボランティアに参加した。

地域活性化のお手伝いができればとカフ

が自立して出ていき寂しくなったという。

いてにぎやかだった団地も、子どもたち

誰も無理していないのに、気楽に、ゆる

困っている人がいれば誰かが助けたり。

「使わなくなったおもちゃを譲ったり、

わいがられているという。

ボランティアで参加し、年配の方々にか

カフェに直行、高校生の息子さんも時々

山田さんの小学生の娘さんは放課後、

ンだけでも置いてもらえないかとスーパ

近くに飲める場所がなかった。珈琲マシ

まには外で珈琲を飲みたいと思っても、

いのいない土地で子育てをしながら、た

らこの団地に移り住んで８年目。知り合

山田久美子さんは、家族の転勤で関西か

その岡野さんが頼りにしている若手の

は住民の方々が演奏やマジックなど特技

トも増えている。昨年のクリスマス会で

どこの場を会場にした住民主催のイベン

れる場。桜まつりや七夕、ハロウィンな

ないだけ」といった会話が自然に交わさ

るかしら？」
「元気よ、寒いから出てこ

〇さん、最近見ないけれど、どうしてい

数日来店のないお客さんがいれば、「〇

く、こんな関係が保てるなんて……」

ーなど数軒にお願いしたものの難しく、

カフェに集う方たちの笑顔やお話から

を披露。近隣の小学校の先生方など団地

加したことなどなかったそうだが、珈琲

「おひさま広場」がなくてはならない場

残念に思っていたときに、
「Ｃａｆｅお

を淹れるボランティアならできるかも、

になっていることが伝わってくる。団地

の枠を越えて老若男女１００名以上が集

と応募。そしてカフェに関わり、人生が

コミュニティーの理想のカタチを見た気

ひさま」のオープン情報をキャッチ。ご

１８０度転換したと微笑む。

がした。

まり、大いに盛り上がった。

「ここに来るとほっとして、まるで実家

近所付き合いも、ましてや地域活動に参

けています」

い方のアイディアや行動力にも刺激を受

35

日用品から生鮮食品までたくさんの商
品を積んで毎週やってくるイトーヨー
カドーの移動販売車
「あんしんお届け
便」
。ここでの買い物を楽しみにして
いる人も多い。
「Cafeおひさま 」
と出会って人生が
変わったという山
田さん。
「こうい
うふうに年を重ね
たいと憧れる素敵
な方がたくさんい
て、宝物のような
場所です」
ハロウィンやクリ
スマスなど、自分
たちでプログラム
を企画したり飾り
つけをしたり、若
い人たちのパワー
に触れられるのも
楽しいと話す岡野
さん。
「URさんのおかげ
で広場ができて元
気になり、感謝し
ています」と話す
こう こ
森晃子さん
（左）
は
カフェの常連客で
人気者。URの清
水
（右）
への信頼も
厚く、仲良しだ。

「Cafeおひさま」
の営業は月・火・木・金曜の11～16時。ドリンクは珈琲のほか、紅茶、ジュース、抹茶。絵本や折り紙など子どもが楽し
めるものも用意されている。
グリーンヒル寺田へはJR中央線・西八王子駅、また
は京王高尾線・めじろ台駅からバスで。広い敷地には
549戸の住宅のほか池もある。

23
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妹尾和子=文、菅野健児=撮影
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楽 しい
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
寺
田
団地

毎週、カフェの営業時間に
体操教室や手芸の会が開か
れている。この日の体操教
室には20名が参加して体
をほぐした。

DANCHI
PICKS

DANCHI
PICKS

下／豊明団地は築45年、約2000戸
の団地で、公園やスーパーマーケッ
トがあり、暮らしやすい。

上／部屋によって
は抽選になること
も多い。新入生だ
けでなく、在校生
も入居できる。

月のある日曜日。豊明団地の一角
目となる今年３月、最初に

いう試みも始まった。４年

迎え、ここを巣立っていく

慣れた地域で長く住み続けるために、さ
いる部屋は全部で約 戸あ

学生・職員に貸し出して

ジェクト」と命名された一連の動きは、

団地を舞台とする「けやきいきいきプロ

大学、豊明市と相互に連携協定を締結。

そのために団地の近隣にある藤田医科

歩いて行ける距離ということもあって、

３ＤＫの部屋に住める。しかも大学まで

と割安な家賃で、２ＤＫや

件に、近隣の相場と比べる

会などのイベントを手伝うのをはじめ、

入居を希望する学生は年々増えている。

まず２０１５年４月、団地店舗に「ふ
近隣の小学校の放課後教室で出張講座を

国が進める地域包括ケアシステムのモデ

じたまちかど保健室」が開設された。こ
開くなど、大学生は団地や地域の活動に

ただし団地自治会が行う夏祭りや茶話

こで藤田医科大学の看護師や保健師、理
年 時間以上参加することが義務付けら

いる。

も開催して、地域の健康の拠点となって

地域の人々に向けたさまざまなミニ講座

学療法士などが健康相談を受け付ける。

ルケースとして高く評価されている。

80

れている。
大学生に団地に住んでもらうねらいを、
ＵＲの首藤晋也はこう説明する。

団地のイベントに参加して高齢の方や子

単身世帯が多いのが現状です。大学生が

地に住むことで、団地を活性化しようと

んです。コミュニケーションスキルが格

り、彼らの中に入っていけるようになる

「高齢者と自然に雑談ができるようにな

団地ですが、高齢化率が市平均より高く、

「豊明団地は団地自治会の活動が盛んな

どもたちとふれあうことが、団地に住む

この日の内覧会でも団地に住む学生た

段に上がっています」

全体の活性化につながることを期待して

ていた。彼らは、
「団地住まいは楽しい」

ちが、受付や資料配布の手伝いに参加し

実際に高齢者からは、
「若い人とおし

「高齢の方との付き合いも、ちっとも苦

います」
ゃべりするだけで気持ちが若返る」
「力

ではないです」と屈託がない。
団地を活性化し、多世代交流をはかる

仕事を手伝ってもらって助かった」と好
意的な反応が多い。

ミクストコミュニティの実現へ。
「大学・地域、それにＵＲがウィン・ウ
ィンの関係となる豊明団地
の取り組みが、成功事例と

団地住まいで成長する
大学生たち
「私たちの大学は、卒業後、医療に従事

して全国に広まっていくこ
とを願っています」
そうＵＲの首藤は今後に
期待を寄せている。

25
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TOYOAKE

愛知県豊明市

大学生が団地に住んで、多世代交流が花開く

にある「けやきテラス」の集会室
入居した学生 人が卒業を

２
に、１００人近い親子連れが続々と集ま
ってきた。団地への入居を希望する大学
のにあわせ、 戸を新たに
募集する。今日はその内覧

まざまなサービスや機能を団地に導入し
る。地域活動への参加を条

会だった。

ようとするものだ。

する取り組みを進めている。これは住み

ＵＲは豊明団地を地域医療福祉拠点化

生に向けた、内覧会に参加するためだ。

15

15

人々の刺激になって、団地ひいては地域

同時に藤田医科大学の学生や職員が団

40

する学生がほとんどです。彼らにとって、
団地に住む高齢者の話を直
接聞き、彼らの暮らしぶり
や不安などを知ることは、
将来の仕事にとても重要な
意味をもってくると思いま
す」
「 ふじたまちかど保健室 」
で居住者の相談に応じる藤
田医科大学講師の長谷川洋
子さんはこう話す。
このプロジェクトを統括
し、自身も団地に住む同大
学講師の都築晃さんも、「団
地に住む間に、学生たちは
ものすごく成長する」と感
心する。

団地の集会所だった建物を改修した
「けやきテラス」
には、コミュニティー
スペースだけでなく、医療介護サポー
トセンター、地域包括支援センター出
張所と、在宅介護用ロボットの研究施
設も併設されている。
看護師と保健師の資格をもつ長谷川さ
ん。団地が地域包括ケアの拠点になる
よう活動を続けている。

武田ちよこ=文、青木 登=撮影
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内覧会は2月と3月の2回行われ、その場で申し込みを受け付ける。大学生に提供される部屋は建物の4階か5階にあり、2DK、3DKの部屋
が3万円台で借りられるとあって、人気が高い。
大学とURの取り
組みや入居条件な
どを熱心に聞く、
学生と保護者たち。

「大学をはじめ豊明市、自治会ともい
い関係が生まれている」と話すURの
首藤。
大学生たちの活動は団地外にも。近隣
の小学生の学習支援や、高齢者の買い
物支援なども行っている。

楽 しい
豊
明
団
地
団地

右／取り組みが始まって4年。藤田
医科大学の都築さんは、
「この団地
で地域の人々と接することで、大学
にいては気づかなかったことに気づ
くことができた」
と話す。

毎日食べたくなる
天然酵母の焼きたてパン

ふらんすやま 保土ヶ谷店

神奈川県 保土ヶ谷駅前ハイツ

お

88 Bakery

東京都 グリーンヒル寺田

隠れた名店
見つけた！

ハチハチ

ケーキやタルトなどが20種類以上。喫茶スペース
では、軽食もいただける。フレーバーティーやハー
ブティーも揃う。

い

東京・八王子市にある緑豊かな団地、グリーンヒル

寺田の商店街に、2017年4月にオープンした
「88
Bakery」
。小さなパン屋さんなのだが、
「毎日食べて

し

も飽きないパン！」
と口コミで評判を呼び、団地にお
住まいの方のなかには、毎朝通う常連もいるそうだ。
「あこ酵母という天然酵母を使っているのですが、こ
の天然酵母は小麦のうまみを引き出す力があるんで
一押しの食パン2種のうち、山食パンをいただくと、
小麦の風味がやさしく口の中に広がり、ふわっとして、
噛むともちっとしていて、とにかくおいしい！ 角食
パンは、太白ごま油を使ったしっとりタイプだ。次々
団地の外からもお客さんがやってくる
人気を誇る名店がある。そんなお店を訪ねて、
団地に足を運んでみませんか？

と焼き上がってくるおかずパンや甘いパンは、どれを
買おうか迷ってしまうほど。
「商店街をにぎやかにしたいと思い、昨年12月にマ
ルシェを開催しました。大勢の方が来てくださいまし
た！」と兼田さん。
焼きたてパンのパワ

地元八王子の朝採りの新鮮な
野菜も販売中！ こちらも大人
気だ。
東京都八王子市寺田町432
グリーンヒル寺田101-103
☎042-663-6800
営 10～18時 ㊡月・火・水曜

ーで商店街が活気づ
いている。
オーナーの兼田雅紀さんがこだわる天然酵母の焼きたて発酵パン
はどれもおいしい。ファンが多い食パンに、甘いパンやおかずパ
ンなど毎日、20種以上が順次焼き上がる。

大阪府 森之宮第2団地

お店のドアと窓には
「88
Bakery」
の文字とかわいい
イラストが描かれている。

お腹もお財布も喜ぶ
ボリュームランチが自慢

「団地を明るく盛り上げたい」
とオープンして今年で
5年。店内に入ると、長い木のカウンターの上に日替
わりのお惣菜がズラリと並び、食欲をそそる。団地に
お住まいの方や近所のビジネスマンに大人気なのが、
ボリューム満点のランチ。鶏の唐揚げや牛肉のハラミ
焼肉、日替わりなど定食が5種。
「お客さんにお腹い
っぱいになってもらいたい」
というオーナー阿部未幸
さんの心意気で、から揚げは鶏のもも肉1羽分を使い、
ご飯はお代わり自由という気前のよさだ。
夜は気軽に飲める居酒屋に変身。唐揚げやお造りに
加えて、
「お客さんの食べたいものをリクエストに応

上／メイン料理と日替わりの小鉢2品、漬け物がつ
いたボリュームたっぷりのランチ。定番の鶏の唐揚
げ定食800円、焼肉定食900円は人気。

じて作る」
というスタイルで、常連さんも多いという。
「大阪の下町出身なので、お客さんとコミュニケーシ
ョンがとれる店にしたかった。
店にいるときは、料理を作りな
がらお客さんとおしゃべりして
大阪府大阪市城東区森之宮2-1-10
☎06-6962-1022
営 11時～13時30分
（なくなり次第終了）
18時～22時
（土曜日は夜のみ営業）
㊡日曜・祝日
（不定休あり）
黒を基調としたシックな店内。厨房に面した長い
カウンターとテーブル席が3つ、奥には落ち着け
る個室もある。

UR PRESS vol.57

3

創作Dining きらり
下／明るくきっぷのいいオーナー
の阿部未幸さん。元は林業の伐採
をやっていたというだけに、店内
には大きな木のオブジェや一枚板
のテーブルが並ぶ。

28

い 団地

す」
と説明してくれたのは、オーナーの兼田雅紀さん。

います」という阿部さんの言葉
通り、お客さんの笑い声が絶え
ない店だ。
森之宮第2団地入口に店を構える
「創作
Dining きらり」
。近隣のビジネスマンや
団地に住む高齢者、独身者のご飯処とし
ても人気。

「横濱散歩道」
シリーズ
の焼き菓子は人気だ。

オープン以来37年
愛され続ける洋菓子店

「この保土ヶ谷駅前ハイツ
（1号館）
ができた1982（昭
和57）
年に、縁があって2号店
（保土ヶ谷店）
として出
店しました。それ以来、変わらずここで営業している

上／
「その時代時代に求めら
れているケーキや焼き菓子を
作り続けています」と、古屋
幸雄さん
（81歳）
。今も現役だ。

のはうちだけですね」
と当時の話をしてくれたのは、
老舗洋菓子店
「ふらんすやま」
創業者で会長の古屋幸雄
さん。
大きなショーケースにはショートケーキやダブルチ
ーズケーキ、モンブランなどが並び、季節のフルーツ

保土ケ谷駅の東口を出て歩道橋を渡ってすぐ。

下／昨年リニューアルオープ
ンした店内。左奥は喫茶スペ
ースになっている。

をふんだんに使ったケーキやタルトも人気だ。おいし
いケーキとともにティータイムを過ごすことができる
喫茶スペースは、近隣の人々の憩いの場になっている。
「焼き菓子」
にもこだわり、手土産にぴったりな
「横濱
散歩道」
シリーズは、マドレーヌには
「権太坂」
、カフ
ェパイには
「保土ヶ谷宿で一休み」
など、それぞれ横浜
の地名や名所がネーミングされていて楽しい。
「地元
の皆さんに愛され続ける洋菓子店として、地域の活性
化にも貢献したい」
という思いが伝わってくる。
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町123-2
保土ヶ谷駅前ハイツ1-1F
☎045-715-1706 営 10～21時 ㊡なし

阿部民子・石井克美＝文、菅野健児＝撮影

UR
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ＵＲの
まちづくり
最前線
あ

ま

安満遺跡公園 防災公園街区整備事業

3月23日にオープンしたパークセンターエリア。
「人工芝の広場で親子
が川の字になって寝転んでいるのを見て、本当にうれしくなりました」
と服部もにんまり。

事業のスタートからかかわっている高槻市
の藤井さん
（左）
と、URの服部。

公園は阪急高槻市駅から徒歩10分、JRの
高槻駅からも近く、まさに高槻市のセント
ラルパークといえる立地にある。

大阪府高槻市

弥生時代の遺跡が眠る高槻市の中心地。
長く大学の農場として使われていた広大な土地が

２５００年前の弥生時代に開かれ
発を進めており、その一角の京都府木津

は関西文化学術研究都市
（学研都市）
の開

防災公園として生まれ変わり、市民に喜ばれている。

た環濠集落跡を含む遺跡が、大阪

ヘクタール。濠をめぐらした居住地と水
の協定が結ばれた。高槻市は農場が移転

京都大学とＵＲの三者で移転と跡地活用

川市が農場の移転先として浮上。高槻市、

田、墓域が一緒に見つかっていることが
した跡地を、遺跡を活かした公園にする

府高槻市にある安満遺跡だ。広さは約

大変貴重で、数多くの土器や石器、木簡

引っ越しです。研究を途切れさせず、ス

「農場がまるごと移転する、かつてない

一方で、農場の移転を支援。

防災公園として整備することになった。

受け、農場跡地のうち約８ヘクタールを

ことを決め、ＵＲは高槻市からの要請を

は約 年にわたり、京都大学の農場があ
ったからだ。

いた。しかし、大学側では

阪急電鉄に挟まれた区域一帯に広がって

社内でも綿密に連携を取りながら移転を

オーダーメイドでインフラ整備を進め、

は引っ越し先の新農場予定地において、

ムーズに移転していただくために、ＵＲ

これ以上の拡張ができない

それが 年ほど前のことだ。

服部泰之は、当時をこう振り返る。
農場の移転は数年に分けて行われ、２
０１６年から学研都市の新農場で教育・

あ まん ど

「安満人倶楽部」が誕生。歴史・防災・
自然・プレーパークなどいくつものテー
マに分かれて、実際に公園でやってみた
いことを実行する活動も始まっている。

「広大な土地の中で、遺跡がどのように

たという。

オや工作・調理室なども設置され、ボー

ンター」が完成。ここには多目的スタジ

拠点となり、人々が交流する「パークセ

３月にオープンした公園の拠点となる

広がっているかわからないなか、整備を

ネルンドが運営する全天候型の子どもの

市とＵＲは防災公園の整備を進めてい

進めていかざるを得ませんでした。もし

遊び施設もあり、家族連れでにぎわって

パークセンターエリアには、市民活動の

重要な遺跡が見つかれば、そこは史跡指

いる。
公園の一番の特徴は、緑のオープンス
実際に、雨水貯留施設を造る工事中、

難者が滞在できる飲料水をまかなえる耐

上も重要なポイントだ。加えて３日間避

ペースがたくさんあること。これは防災
土の下から弥生時代の大規模な水田跡が

明を設置。今後、マンホールトイレや臨

震性貯水槽や、公園入口にはソーラー照
画変更があったという。

みんながしたいことをかなえる公園、み

の市民に「公園で何がしたいか」を聞き、

全面開園する「安満遺跡公園」は、多く

Ｒや出土品の展示施設をつくり、訪れる

再現し、安満遺跡の歴史を体感できるＶ

った遺跡についても、公園の中に環濠を

また、これまで目にふれることがなか

時ヘリポートを備える予定だ。

んなで育て続ける公園にしようというコ

「市民の皆さんからの期待をひしひしと
高槻市、京都大学、ＵＲ、それに高槻

備方針を定めていった。
の公園を目指しています」と話すのは、

市民の皆さんとの間にウィン・ウィンの

感じています」と藤井さん。
高槻市安満遺跡公園整備室の藤井敏温副

に違いない。

らした弥生人たちも、きっと喜んでいる

関係が生まれた今回の事業。この地に暮
年には市民メンバーで組織された
17

化し、市民とともに成長する公園だ。

主幹。それは時代やニーズに合わせて変

「あまりつくり込まない、ハーフメイド

人に広く知ってもらう工夫をする。

23

ンセプトのもと、議論を交わしながら整

今年３月 日に一部が、そして 年に
21

発掘され、位置を変更するなど大きな計

した」と服部が言う。

制約がかかります。その難しさがありま

定、保存の観点から、防災公園の開発に

ったが、この土地ならではの苦労があっ

遺跡を守り
防災公園として機能

現在、安満遺跡公園を担当するＵＲの

お手伝いしていきました」

整備が続く安満遺跡公園。写真
中ほどのパークセンターエリア
が3月23日に開園した。手前は
整備中の敷地で、右端の京大農
場時代の本館建物は、レストラ
ンと遺跡を学ぶスペースに生ま
れ変わる。

研究が始まっている。

ちょうどその頃、ＵＲで

10

農場の移転を考えていた。

応が困難などの理由から、

こと、研究の高度化への対

農場の広さは約 ヘクタール。ＪＲと
16

90

知られてはいなかった。この遺跡の上に

だが、この安満遺跡はこれまで、広く

いる。

なども発掘され、国の史跡に指定されて

72

約

遺跡の上に広がる緑のはらっぱ
市民待望の公園が誕生する

この公園は高槻市の広域避難地。写真は入
口付近に設置されたソーラー照明。

29
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水田跡で見つかった弥生人の足跡が、園内
のあちこちに。

11

メインエントランス近くには、レストラン＆カフェもオープン。

32

UR PRESS vol.57 ※UR都市機構が手がけた団地を中心にマップを作成しています。掲載した情報は2019年3月現在のものです。

山本郁子=イラスト
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宮城県

参加メンバー

陸中山田駅前

三陸鉄道リアス線開通
運行再開で笑顔が炸裂

山田町

ＡＫＢ
「誰かのために」
プロジェクト
東北復興支援

岩手県

48

県石巻市、岩手県大槌町、
福島県南相馬市。各地でお
なじみの元気いっぱいライ
ブを繰り広げ、その後、慰
霊碑などに献花を行った。
大槌町を訪問した柏木由
紀は「１回目の被災地訪問

訪問は、実に 回目となる。

めに」プロジェクト被災地

加したＡＫＢ 「誰かのた

前で行われたイベントに参

それを記念して陸中山田駅

までの南北がつながった。

久慈駅から盛駅
（大船渡市）

間が開業したことで

月２日にはメンバーが３カ

鉄道再開に先駆けて、３

ないと思います」と話す。

もっと盛り上げなきゃいけ

作のリーダーの一人なので、

咲は「山田町のジオラマ制

びを分かち合った。後藤萌

して、集まった人たちと喜

車のお出迎えやお見送りを

繰り広げ、その後は記念列

るたびに変化を感じます。

を訪問した岡田奈々は「来

きたい 」
。そして南相馬市

動なのだと思う。続けてい

のはライブや被災地訪問活

山由依は「私たちができる

た」
。石 巻 市 を 訪 問 し た 横

わ れ、 続 け て き て よ か っ

てくれてありがとう』と言

ぶりに再会。
「
『あの時、来

の時に来ていた男性と８年

ＡＫＢ、ＳＫＥ、ＨＫＴか
笑顔が増えたり、震災後に

福島県

AKB48

AKB48

AKB48

だまだ継続中である。

AKB48

卒業間近の小嶋真子ら 名
歌と踊りと笑顔を届けた

浮舟文化会館

参加メンバー

南相馬市

HKT48

けるメンバーの活動は、ま

っと被災地に笑顔を届け続

震災発生から８年間、ず

てくれたり」と語った。

生まれた子たちが遊びに来

回目 ）
。宮 城

月 日、宮古 釜石

回

所を訪問（

11

ら集まった７名がライブを

笑顔

届け！

岩手県

第

1

6

3

－

大槌町 「文お化し交ゃ流っセちン」ター
第 回訪問地の大槌町で
柏木由紀らが献花・黙とう

AKB48

岡田奈々 AKB48
AKB48
岡部麟
小嶋真子 AKB48
峯岸みなみ AKB48
本村碧唯 HKT48
瀧野由美子 STU48

33
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竹居鉄也=文、竹居鉄也、©AKS=撮影
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SKE48

松村香織
後藤萌咲
久保怜音
福岡聖菜
村山彩希
湯本亜美
岩花詩乃
参加メンバー

69

48

70

柏木由紀 AKB48
込山榛香 AKB48
佐藤七海 AKB48
向井地美音 AKB48
末永桜花 SKE48
荻野由佳 NGT48

NMB48
AKB48

23

参加メンバー

AKB48
AKB48

小栗有以
高橋朱里
村山彩希

AKB48

山内瑞葵
横山由依
山本彩加

AKB48

河南農村環境
石巻市 改
善センター
総監督としては最後の訪問に
横山由依ら 名が踊り歌う
6

プロが指南！ 防 災 グッズ の 新 常 識 8
文・写真

高荷智也（ソナエルワークス代表）

vol.

大地震による負傷を回避する
事前の準備がそのまま生死につながる地震対策。特に単身者
は、災害で負傷して身動きがとれなくなると、助けを呼ぶこと
が難しくなるため、家具の転倒、家電の移動、重量物の落下、
ガラスの飛散などを防ぐ対策を徹底し、まず大地震直後の身の
安全を確保することが重要です。

たかにともや
「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。
「備える.jp」
http://sonaeru.jp

けがをしない事前の対策と
救助を呼ぶ準備が肝要

平 成元年、単身世帯は約20％でしたが、平成29
成の30年間で「単身世帯」が増えています。平

年時点で約27％。災害直後に頼れるのは自分のみと
いう単身世帯の防災対策を考えました。
（出典：厚生労働省・国民生活基礎調査の概況：平成29年版）

ナチュラルに花も
香りも楽しめる
ハーブの寄せ植え
ハ に、香りだけでなく花も楽しめるものがありま
ーブには、ラベンダーやヘリオトロープのよう

ました。ハーブは種類が豊富で用途もそれぞれですが、
ひと鉢に１種類ずつ植えていたら、場所をとって大変。

単身世帯は
「室内への閉じ込め」
にも注意が必要です。地震で玄関ドアが歪んで開け
られなくなることも多く、トイレや寝室のドアが外開きの場合は、小物の転倒や荷物
の落下程度でもドアがつかえて開かなくなる可能性があります。
この状況で火災や津波が発生すると危険です。スマートフォンを常備したり、部屋
に100円ショップでも購入できる笛を置くなどして、いつでも外部に助けを呼べるよ
うにしておきましょう。

“分担できない”
物資の受け取りに備えて防災備蓄を
さらに単身世帯では、
“役割を分担できない”
という問題があります。飲料水と食事
を分担して受け取る、交代しながら物資の受け取り行列に並ぶなど、特に物を受け取
る作業が困難になります。そのため非常用トイレ・飲料水・食料・日用品などの備蓄
を多めに用意しておくことをおすすめします。

の

レモンの酸味をアクセント

にブラックペッパーを効かせ

るのがポイント。できれば押

おかずにしたのはわが故郷

し麦入りのごはんが合います。

でおなじみの玉こんにゃく。
山形ではスルメイカを入れて

煮ます。
スルメのいい味が
「し

ょんで（しみて）
」旨くなりま

す。熱々にからしを付けて楊

枝を刺せば、雰囲気満点。冷

蔵庫の中のミディトマトをニ

ラ玉に加えれば、味がマイル

ドになり、彩りもバッチリ。

塩豚カルビ弁当

14

男子弁当

13

ススメ！

回のメインは ～ 年

今
ほど前に某コンビニで

食べて特に気に入った商品を、

自分なりに想像して作ったも

30

の。ちょ～簡単で肉を炒めた

山形風の
玉こんにゃく

ら合わせ調味料を入れて 秒
でできてしまう。それなのに

ミディトマト、ニラ、
卵を塩こしょう、鶏ガ
ラスープの素を使って
炒めました。

しょうゆ、砂糖、酒、
だし汁を合わせ、玉こ
んにゃくとスルメイカ
を入れて煮込んだもの。

黒田健太郎

ちょっと摘んで便利に使えるハーブの寄せ植えを作り

室内への閉じ込めに備えて、
スマートフォンや笛を常備

トマト入りの
ニラ玉

ボイルしたイカにセロ
リ、玉ネギ、にんじん、
きゅうりを加え、フレ
ンチドレッシングであ
えて漬け込んだもの。

Flower pot arrangement

す。今回は、飾って花を楽しみながら、お茶や料理に

止まらない旨さ！

イカと野菜のマリネ

8

文・写真

単身世帯の防災対策

閉じ込められる可能性
がある部屋に、笛・軍
手・簡易トイレ・非常
食などをセットにした
小箱などを設置してお
くと、最悪の場合に役
立ちます。エレベータ
ーなどに置かれている
救急ボックスのような
イメージです。

四季の寄せ植え

ベランダで
楽しむ

12

寄せ植えが断然おすすめです。
ナチュラルな印象のバスケットを器にして、パープ
ルとホワイトの花色を基調に爽やかに仕上げています。
背の高いローズマリーを後方に配して、ヘリオトロー
プ2株をその手前に配して3株で芯を作り、周りに草
丈の低いハーブを植え込んでいきます。
バスケットに直接土を入れるとすぐに傷んでしまう
ので、ビニールシートを敷いて使います。
戸外のなるべく長時間日の当たる風通しのよい場所
に置き、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをしま
す。次々に花を咲かせるので、忘れずに月に一度置き
肥を施しましょう。

手順
芯となる3株を植えてから
周りのハーブを植えていきます

1

底になる部分に数カ所穴を開けたビニールシー
トをバスケットに敷き、鉢の高さの1/5程度ま
で赤玉土
（大粒）
を入れる。その上に草花用培養
土を入れて元肥

配置図
A
D

H

を混ぜておく。
ナチュラルな姿が魅
力のハーブにはバス
ケットがよく合う。
ビニールシートの代
わりにゴミ袋やレジ
袋を使うことも可能
です。

2

B
E

C
F

G

バスケットのサイズ
24㎝×27㎝×高さ20㎝

D

チャービル

E チコリ

正面

A ローズマリー

F フレンチラベンダー

B ヘリオトロープ（白）

G シルバータイム

C ヘリオトロープ（紫）

H キャットミント

鉢の奥になる位置に
ローズマリーを植え、
その手前にヘリオト
ロープ
（白）
、右隣に

塩豚カルビごはん

❶フライパンを熱して油はひかず
に、５㎝ほどの長さにカットした
豚バラスライス
（３人分で約300
ｇ）
を炒めます。
❷肉を両面焼いて火が通ったらあ
わせ調味料
（水100㏄、酒大さじ1、
レモン汁少々、鶏ガラスープの素
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文・写真
大さじ1、片栗粉大さじ1/2、粗
みじん切りにした長ネギ）
を加え
てひと煮立ちさせます。
❸②の火を止めて、押し麦入りご
はんの上に盛り付けます。仕上げ
に炒りゴマとブラックペッパーを
ふり、レモンをのせれば完成。

ヘリオトロープ
（紫）

相田幸二

を植える。

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/

鉢の中央から後方に配置す
るこの3株が寄せ植えの芯
となり、シルエットを形作
ります。

3

くろだけんたろう

芯となる3株の周りに、背の低いハーブをＤＥ

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。新
刊は『手づくりのスタンドに季節の花を 素敵に飾る小さな庭』
（家
の光協会）
。

ＦＧＨの順に植えていく。

フローラ黒田園芸 http://florakurodaengei.com/
UR PRESS vol.57
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U R I N F O R M AT I O N
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

1

MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト対談
「団地を舞台に考える“感じ良い暮らし”2019」開催
UJI×UR 団地リノベーションプロ

フィンランドで進めている自動運転バスの

ジェクトでおなじみの良品計画の金

プロジェクト、野菜や魚など地方の資源の

井政明会長と、UR理事の里見 晋による対

活用まで話題は多岐にわたりました。シェ

談が２月に行われました。テーマは
「団地

ア、コミュニティーという団地がもつポテ

を舞台に考える
“感じ良いくらし”
」
。団地

ンシャルに加え、リユース、起業、子育て

にオープンした無印良品の店舗や、シェア

など団地を舞台にした展開のヒントが満載。

キッチンを備えた形態にリニューアルした

対談の詳しい内容はウェブサイトでご覧い

団地内集会所の話にはじまり、良品計画が

ただけます。

Ｍ

次々に話題が広がる良品計画の金井会長
（左）
とUR理
事の里見
（右）
。

https://www.muji.net/ie/mujiur/
conversation/con04_01.html

NEWS
渋谷の街をレゴ®ブロックでつくる
ワークショップが大盛況
２

月16日、渋谷ヒカリエで
「渋谷の街
をレゴ®ブロックでつくろう！」
と題

ました。このイベントは、渋谷の未来を担
う子どもたちに渋谷の街や駅周辺の再開発

三井氏の作品と一緒に参加者で記念撮影。

へ興味をもってもらうためのもので、渋谷

われ、
「ミライのシブヤにあったらいいも

駅前エリアマネジメント協議会／一般社団

の」をレゴ®ブロックを使って親子のペア

法人渋谷駅前エリアマネジメントが主催、

が自由に製作。完成した作品は空港やお城

URおよび東京急行電鉄、東急不動産が共

など、子どもたちの自由な発想が光るもの

催しました。

ばかり！ URは引き続き東京急行電鉄と

ワークショップは日本人初のレゴ®認定
プロビルダー三井淳平氏の協力のもとで行

共同で、渋谷駅前の土地区画整理事業を進
めていきます。

From Editors
「しあわせはいつもじぶんのこころがきめる」
相田みつをさんの名言です。青い鳥では
ありませんが、幸福は誰かから与えられる
ものではなく、自分が感じるもの、気がつ
けばそこにあるものです。
同様に災害からの復興も、被災された
方々が実感して初めて、本当の意味で復興
するのだと思います。
私が編集を担当したこの2年間、目に見
える事実だけではなく、なるべく多くの
方々からお話を伺い、お気持ちを尋ね、復
興が進む様子を紙面でお伝えしてきました。
『UR PRESS』のバックナンバーはWEBで
もご覧いただけます。復興の現在地、皆さ
んはどこまで来たと思いますか？

（UR都市機構・広報担当TK）

次号のお知らせ

「UR PRESS」58号は
2019年7月末発行予定です。

鳴かぬなら
「殺してしまえ」
「鳴かせてみしょう」
「鳴くまで待とう」
などと言われる鳥

2 下水―― 情報―― 熱――
3 農業用水を溜めておくものもあります
4 洗面器に似てるけどもっと大きい
5 コミックを描きます
6 ――油 ――塩 黒――
8 仕事の——に、お茶を飲んで一服
11 お褒めの言葉を――にしてがんばります
13 一歩も譲らぬ――の態度で交渉する
15 カーナビの地図上には、車の――が示されます
17 忙しい日々の――に、パズルを解いて気分転換
19 ――の味方 社会―― ――感
21 ――、レシーブ、トス、アタック！
23 仕事が山積み、みんなで――して片付けよう
24 おやつに食べるもの
25 役目や職務。――の重さに身が引き締まる思いです

UR PRESS

で 検索

https://www.ur-net.go.jp/
aboutus/publication/web-urpress57/index.html

https://www.youtube.com/user/URTOSHIKIKO/
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23

27

C

A
15

1 夜空でキラキラ輝きます
3 スクランブルエッグに似た和風の料理
A
B
C
D
E
F
7 藤田医科大学の新入生たちへの内覧会を行ったのは――団地
9 鴨居と天井の間にあります。彫刻が施されたものもあります
10 神社にお参りするときくぐるもの
11 成長して、芽になるところ。――米
プレゼント＆応募方法
12 マスカラはこれに塗ります
14 これを踏む鬼ごっこもあります
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。
16 火と木の間の曜日
P R E S E N T 1 From 熊本
P R E S E N T 4 From 宮城
18 お祭の晩にたくさん並んでいたり
ハッピー陣太鼓 くまモン
純米酒 船尾灯
20 王の妻は
３名様
２名様
22 12星座の星占いで、サソリとヤギの間。
と

弓矢を持っています

24 手こぎの小舟。これで川下りを
楽しむ人もいます

25 枯れ木も山の――
26 寝ているとき、体の下にあります
27 節約も、やり過ぎるとこう言われちゃう？

ハ ナ ミ ガ ワ

A

B

C

D

E

1

オ モ イ ド オ リ

2

ヒ ミC ツ

6

9

タ
3

15

コ ク ハA ク

シ ヨ ウ ガD
ミ チ

22

ク シ

19

ウ ラ ヤ ス

17

4

ケ ガ

5

ハ ナB シ カ

25

チ エ ス

ズ

14

11

イ

ツ エ

13

7

8

24

21

キ ヨ ワ

10

ツ

18

16

カ ワE ラ

20

23

メ イ ジ イ シ ン

12

風味豊かな国産の大納言あずきでやわらか
な求肥を包んだ、
熊本土産でおなじみの
「誉
の陣太鼓」
。くまモン特別パッケージで、
食べやすいハーフサイズ9個入り。

PRESENT

2

PRESENT

米焼酎「川辺」
２名様

PRESENT

3

も

し

び

魚介類の味を引き立てる美酒をつ
くり続ける気仙沼の老舗酒造所
「角星」
が復興の礎になるようにと
の想いを込めてつくった純米酒。
すっきりとした後味。720㎖入り。

From 熊本

5

From 宮城

気仙沼完熟牡蠣の
オイスターソース
３名様

熊本・川辺川の伏流水と、こ
の水で育てたお米で仕込んだ
繊月酒造の米焼酎。透き通る
ような上品な味わいが特徴で
す。720㎖入り。

56号の解答

YouTubeでもさまざまな動画がご覧いただけます
UR都市機構の公式YouTubeでは、UR賃貸住宅、都市再生、
ニュータウン、震災復興など、URのさまざまな事業や情報を
動画でお伝えしています。
『UR PRESS』
オンライン版でこれ
までに紹介した動画や、テレビCMなどもアップ
しています。ぜひご視聴ください。

7

6

「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。
紙面にはない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。

パズル制作 ニコリ

1

タテのカギ

したまちづくりワークショップが開催され

供用開始が待ち望まれる渋谷駅東口地下広場の様子を
レゴで製作した三井氏の作品。

CROSSWORD PUZZLE&PRESENT

気仙沼産の濃厚な牡蠣から
作られた、風味豊かなオイ
スターソース。調味料とし
ても活躍します。

From 岩手

すいせん

純米酒「酔仙」
２名様
津波で壊滅的な被害を受
けながら、
「美酒伝承」
の
ために復興を遂げた岩手
三陸の酔仙酒造。その米
の旨味と酸味、ふくらみ
の調和が魅力の芳醇中口
の純米酒。720㎖入り。

●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
2019年7月31日水（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。
※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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