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原子力災害からの
復興に向かう中小企業
― 福島県浪江町の人びとの取り組み ―

■

関

満博（せき

みつひろ）

明星大学 教授
一橋大学 名誉教授

１．浪江の被災と避難状況

も行われていなかった。南相馬の国道６号の検問

ò
１

浪江町の被災とその後

所を過ぎると全く人影はなく、震災から５カ月が

ò
２

復興に関する町民アンケート

経ったにも関わらず、瓦礫はそのままに放置され

２．避難地二本松市での飲食業の再開
ò
１ 「今だからできることがある」と再開（杉乃家）
ò
２

ＮＰＯ法人がコーヒーショップを再開（ＮＰＯ
法人コーヒータイム）

ò
３

避難地の駅前で再開した居酒屋（こんどこそ）

３．避難した人びとを支えるサービス業、小売業

ていた。シャッターのないコンビニのガラスは
割られ、ＡＴＭが荒らされていた。
周囲の田畑は地盤沈下で冠水、あるいは青々と
うけ ど

雑草を繁らせていた。人影のない浪江に入り請戸
の海岸方面に向かうと、約580戸があったとされる

ò
１

理容室と美容室が仮設住宅で再開（バーバー髪鉄）

ò
２

仮設住宅の人びとに布団を供給（サンライフ）

住宅街は、コンクリートの基礎だけがむき出しに

ショッピングセンターが宅配事業で再開（マツ

なったままで拡がっていた。地震の翌日の３月12

ò
３

バヤ）
４．再開を目指す製造業
ò
１

いち早く再開に踏み出した家具製造業（渡辺政

日には全員避難となったことからして片づけた
はずはなく、津波の退き波が瓦礫をさらっていっ

雄家具店）
ò
２

伝統的工芸品の再生を目指す（大堀相馬焼）

ò
３

山形の蔵に居抜きで入り、再生を目指す（鈴木
酒造店）

５．人びとに「希望」と「勇気」を

2011年８月12日早朝、浪江町役場が避難して
いる二本松市の福島県男女共生センターを出発、
放射能の線量の多い浪江郊外の津島地区を避け、
北に迂回し、県道62号原町二本松線で川俣、飯舘
を通過、２時間をかけて南相馬から20㎞圏の警戒
区域に入った。飯舘のあたりからは、田の作付け

浪江町請戸／約580戸の住宅が流され、瓦礫もない
（2011.８.12）

福島の進路 2012.３

■

13

寄

稿

浪江町請戸からみた６㎞先の福島第一原発（2011.８.12）

たことがイメージされた。

人影のない浪江の新町商店街（2011.８.12）

14日には津島地区の放射線量の大きいことが
たもつ

原子力被害で注目される浪江も、三陸沿岸と同

判明、15日早朝に馬場有 浪江町長が二本松市の

様に大きな津波被害にも遭遇していたのであった。

三保恵一市長を訪ね、町民と町役場を「受け入れ

その請戸の海岸からは、６㎞先の第一原発の排気

て欲しい」と要請、三保市長は「受け入れる」と

塔が遠望できた。手元の線量計は６マイクロシー

即答、避難所の確保に入った。同日昼頃から浪江

ベルトを指していた。

町民が二本松に避難、最大時8000人が二本松に

原発１㎞地点まで行き、そこから折り返して

避難した。町役場の避難先としても、合併以前の

無人の双葉市街地に向かうと、通電しているため

旧東和町役場の２階の１フロアを提供してくれた。

か、一部の信号機と消し忘れた飲料水の自動販売

その後、町役場はさらに５月23日、二本松市街

機が点灯していた。不思議な景色であった。
双葉も浪江も市街地はやや高台にあり、津波は
届いてはいなかった。人影のない街には雑草と

地の福島県男女共生センターに移転開設している。
福島第一原発の事故により福島県の第一原発周辺
１
の９つの町村が役場ごと他地域に避難している ò
。

崩壊が忍び寄り、商店街の古い建物は崩れかけて
いた。訪れた浪江町役場の駐車場には相当数の
土
乗用車が残されていた。地震の翌日の３月12日ò

午後３時36分の福島第一原発１号機の水素爆発に
より、町民の全てが急いでバスなどで津島方面に
避難した事情がうかがえた。町役場の中はロッ
カーや書棚が倒れ、書類が散乱したままであった。
福島県浪江町、福島第一原発に近く、町の東
半分が半径20㎞圏の警戒区域、残りも計画的避難
区域とされ、全町民約２万1000人が町外に避難し
金 の地震と津波により沿岸部の
ている。３月11日ò

約600戸の住宅は流失、翌12日には福島第一原発
１号機の水素爆発による避難指示が出され、即日、
町役場と市街地の町民は市街地から30㎞郊外の
津島地区に避難した。
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図１

浪江町の位置と町役場の避難経路
（作成：長崎利幸氏）
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その避難している人びとはおよそ８万人にのぼる。

あたりまでは海洋性気候であり、冬は比較的温か

そして、10カ月が経つ2011年12月末現在、依然

く降雪もほとんどない。また、夏はオホーツク

として浪江町役場は男女共生センターの一室に

からくる冷気の山背により農業には冷害の懸念は

陣取り、また、町民は浪江に戻るあてもないまま

あるが、それほど気温は上がらず、むしろしのぎ

に、約4000人が町役場を頼り二本松及びその周辺

やすい。海と山の幸も豊富であり、日本で最も

の仮設住宅、借上住宅に身を置いている。着の身

暮らしやすい場所の一つでもあった。

やま せ

着のまま故郷から避難してきた人びとは、反乱を
起こすでもなく、深い悲しみの中で、帰還し日々
の暮らしに戻る時の来ることを静かに祈っている
ようにみえる。

ò
１

浪江町の被災とその後

東北地方太平洋沖地震の発生以後の動きを、
浪江町は以下のようにまとめている。
３月11日

１．浪江の被災と避難状況

14時46分

度６強を計測
町内各所で建物倒壊や道路損壊が発

福島県双葉郡浪江町は、福島県東部の浜通りの

生

中央部に位置し、面積223½、人口２万1434人
（2011年３月11日の住民基本台帳）を数え、双葉

Ｍ９の大地震が発生、浪江町では震

15時33分

大津波の第１波が浪江町沿岸部に到

郡８町村の中心的な位置を占めていた。1955年

達、以降数度の大津波が到達

当時は人口約２万8000人を数えていたのだが、

死亡É行方不明者184人、流出戸数

過疎化と財政難に悩まされていた。1960年頃から

604戸

推進されていた福島県の原子力発電所誘致にも

町民の多くは町内12施設に避難

取り組んだのだが、隣の双葉町に決定していく。

16時45分

政府へ通報（浪江町には連絡なし）

その後、福島第一原発の建設が開始され、1970年
（国勢調査）には２万1375人に減少した人口も、

第一原発で電源喪失の旨、東電から

21時23分

東京電力福島第一原発の半径３㎞圏

原発建設効果により回復し、1985年（国勢調査）

内の住民に避難指示

には２万3595人に達した。町内の各地には建設

半径３〜10㎞圏内の住民に屋内待機

作業員向けの宿泊施設、飲食店などが拡がり、

指示（浪江町には連絡なし）

また町民の多くも原発関連事業に就業していった。
産業的には臨海部の請戸漁港を中心とする小規

３月12日
05時44分

10㎞の圏内の住民に避難指示（浪江

模な漁船漁業、請戸川の沖積平野に展開する小規

町には連絡なし）

模な農業と中山間地域に展開する畜産業があり、

浪江町でも10㎞圏外への避難誘導及

伝統的な地場産業としては大堀相馬焼が知られて

び避難を開始

いた。近代工業に関してはエスエス製薬、浪江

13時00分

津島支所へ災害対策本部移転を決定

日本ブレーキ、浪江日立化成、大和電線といった

15時36分

第一原発１号機の水素爆発が発生

企業の工場が進出していた。さらに、近年はＢ級

18時25分

20㎞圏内の住民に避難指示（浪江町
には連絡なし）

グルメの「なみえ焼きそば」が商工会青年部に
よって取り上げられ、注目を集めていた。
福島県浜通りの北の相馬市から南のいわき市の

夕〜夜

浪江町でも20㎞圏外への避難誘導及
び避難を開始
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減少している。

３月13日
15時41分

１号機で水素爆発が発生

県内では福島市（3884人）
、二本松市（2862人）、

３月14日
11時01分

３号機で水素爆発が発生

10時00分

11時00分

町独自の判断で町外への避難決定、

県（853人）、新潟県（786人）
、茨城県（709人）、

二本松市長への依頼着手

千葉県（691人）であった。

浪江町全域に避難指示発令（町長）、

10月12日現在の仮設住宅は27カ所、建設戸数

二本松市へ避難決定

2847戸、入居戸数2084戸、入居人数4767人、入居

20〜30㎞圏内住民への屋内避難指示

率73.2％、残戸数763戸であった。二本松市内が

（浪江町には連絡なし）
同日中

いわき市（1639人）、郡山市（1354人）、本宮市
（657人）であり、他県では東京都（1079人）
、埼玉

３月15日
04時30分

10月12日現在の避難場所として多いのは、福島

11カ所、建設戸数1069戸、福島市が７カ所、建設

二本松市東和地域に仮役場、避難所

戸数924戸、本宮市が７カ所、建設戸数475戸、

開設、災害対策本部を同地域に設置

桑折 町１カ所、建設戸数286戸、相馬市が１カ所、

４月22日

こおり

建設戸数93戸であった。さらに、仮設住宅以外で

00時00分

20㎞圏内を警戒区域に設定

は、借上住宅231戸、入居人数576人、公営住宅28

09時44分

計画的避難区域を設定

戸、132人、特例借上3249戸、8330人であった。

二本松市内の福島県男女共生セン

この特例借上とは、福島県が情報提供する借上住

ターに町役場移転、開設

宅以外で、町民が自分の努力により民間住宅を借

５月23日

その後、現在（12月16日）に至る

り上げる場合で、その後、福島県が借主となる契
約変更を行うものをいう。

10月12日現在でまとめられた被害の状況は、

10月12日現在までの一時立ち入り状況は、一般

死者146人、行方不明者38人、家屋流失604戸、

立ち入りが26回、8104人、クルマ持ち出し９回、

地震による家屋の全壊29戸、町外避難者の所在地

945台、事業者が資材などを持ち出すなどの公益

は県内１万4184人、県外7216人、未確認者34人で

立ち入り許可件数が2334件、２順目に行われた

あった。なお、2011年９月末の住民基本台帳の

マイカー立ち入りが５回、2089人、バス立ち入り

人口は２万76人であり、地震発生時よりも1358人

が２回、264人が記録されている。

二本松市の福島県男女共生センターに移った浪江町役場
（2011.８.11）
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福島市に設置された仮設住宅「北幹線第一」
（2011.11.５）

寄

ò
２

復興に関する町民アンケート

震災後半年を過ぎたあたりから、被災地では各
種のアンケート調査が実施されている。浪江町は

稿

歳の女性の53.0％が「戻らない」と答えている。
また、18歳以下の子供がいる場合は44％の人が
「戻らない」と答えている。

「町民の避難生活の課題や要望、浪江町への帰還

「戻る」と回答した人への「どの程度の期間で

に対する意識、今後の復旧É復興の意見」を把握

あれば待てますか」という設問に対しては、「１〜

するために「復興に関する町民アンケート」を

２年以内」が28.0％、「２〜３年以内」が27.5％

２。
実施している ò

であり、２年から３年以内と考えている人が半数

調査対象は高校生以上の全町民、11月中旬に

を超えている。

郵送し、11月末までに回収した。配布数は１万

「戻らない」と回答した人の「戻るのは難しい

8448通、回収数は１万1001通、回収率は59.6％に

と思う理由（複数回答）」は、「放射線量の低下が

達した。12月16日に集計結果が公表されている。

期待できない」67.9％、「原子力発電所の事故が

集計された回答者の属性としては、男性46.8％、

収束しない」57.0％、「生活基盤の復旧É整備が

女性51.4％であり、年齢別には19歳以下4.6％、

困難である」54.8％、「就労の場や仕事の確保が

20〜29歳9.2％、30〜39歳11.5％、40〜49歳12.7

困難である」41.0％、「他の町民、特に若い世代

％、50〜59歳19.0％、60〜69歳18.2％、70〜79歳

が戻らない」30.3％、「自宅が崩壊ないし流失し

13.5％、80歳以上9.5％であった。全体的にみて、

ている」21.5％、「避難先で新たな生活を築いて

浪江町の人口構成を反映している。

いる」17.2％、などであった。

避難先については、県内67.6％、関東地方21.7

なお、このアンケートの実施担当者（玉川啓

％であり、残りの10.6％は全国に散らばっている。

主幹）は、
「戻る」か「戻らない」かの設問に対し

避難先の住居は、自治体が借り上げている住宅が

ては、「『戻る』『戻らない』の選択肢を何度も

51.3％と半数を超え、仮設住宅22.2％、自己負担

書き直したアンケート用紙もあり、町民の悩みを

で借り上げている住宅7.1％、避難所（公営住宅、

感じた。住民が帰還を困難と感じる理由に向き

ホテルÉ旅館等を含む）6.7％、親戚É知人宅5.4

合う必要がある」とコメントしていた。

％であった。
5428件の「自由意見」
３分の１の町民は「戻らない」

この「アンケート調査」では、自由意見が幅

「あなたは浪江町に戻りたいと思いますか」と

広く記載されている。全体で5428件の自由意見が

いう設問に対しては、「放射線量が下がり、生活

あった。それだけ関心を集めたアンケートであっ

基盤が整備され、他の町民がある程度戻れば戻る」

た。『集計結果』にはその自由意見も全て掲載され

が43.5％、「放射線量が下がり、上下水道、電気

ている。それは実に多岐にわたるが、ここでは

などの生活基盤が整備されれば戻る」は15.7％、

「産業復興、雇用」などに関する主なものを紹介

「警戒区域が解除されれば戻る」は4.9％であり、
全体の64.1％は条件が整備されれば「戻る」意向
を示している。
これに対し、「上記を踏まえても戻らない」と
する意見が約３分の１の32.9％を占めた。特に、
20〜29歳の女性の54.6％は「戻らない」、30〜39

しておく。
「生活基盤の復興だけでなく、雇用の場が大事。
若い人が戻らなければ町は衰退し、存続できない。
学校などの対策も必要」（72件）
「就労支援及び生活基盤の確保をし、早く元の
生活に近い状態に戻りたい」
（39件）
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「避難生活は、全く先が見えず不安。生活の見

月末現在の避難地で事業を再開しているケースを
採り上げ、その意義とこれからの可能性をみて

通しがたてられない」
（31件）
「震災前の状況に復興すること。農林水産業の

５。
いくことにする ò

すべての復興が大事」
（24件）
「避難により、収入も仕事も無く生活が不安」
（17件）
「病院や商店が戻らないと戻れない」
（８件）
「仕事が無ければ、戻りたくとも戻れない」
（８件）
「復興には、新たな産業、研究施設が必要」
（３件）

２．避難地二本松市での飲食業の再開
故郷の浪江に戻れる見通しが立たない中で、
避難している事業者たちも事業再開するかどうか
に悩んでいる。そして、事業の内容によっては、
果敢に避難地での事業再開に踏み出すケースも
みられるようになってきた。最も早く動き出すの

「定職があれば、その場に住みたい」

は、復興特需が見込まれる建設、運輸業などで

「農業のできる土地が欲しい」

あろう。このような事業の場合には固定的な施設

一部だけの紹介だが、ここからは生活基盤の確
保、地域産業の復興、雇用の場の確保が強く意識
されていることがわかる。

を必要としない場合が多く、再開へのハードルは
６。
低い ò

そして、これら建設業、運輸業に続いて動きを
みせ始める中小企業は、飲食業であろう。飲食業

避難地で事業を再開する

は大量の商品を在庫する小売業に比べて資金的な

地震被害の目立った茨城県、千葉県、そして

負担が少なく、また、旧来からの馴染みの客に

東北内陸の地域では、被災した中小企業は１週間

加え、新たな客を惹きつけることも期待でき、

から10日ほどで事業再開に向かったことが報告さ

初期投資の少ない居抜きなどの形で比較的開業し

３ 。また、津波被害の大きかった三陸の
れている ò

やすい。さらに、人びとも小売業に比べて店への

沿岸地域では、地盤沈下などからの回復が遅れて

入りやすさもある。

いる場合もあるものの、少しずつは復旧に向かっ

このような事情から、浪江から避難している

４。この点、原子力災害で他の地域に避難
ている ò

飲食業が、ここに来て避難地で再開するケースが

している浪江のような場合、産業復旧、雇用の場

目につくようになってきた。特に、二本松周辺に

の確保はなかなか難しい。

は浪江から4000人ほどの人が避難しており、その

それでも、事業者は避難地でも事業再開して

人びとの憩いの場、交流の場として重要な役割を

いくことが必要であろう。あるいは避難地で人

演じつつある。さらに、二本松にとっては、商店

びとの生活を支えるコミュニティビジネスを開始

街の空店舗解消の一つの方法にもなりうる。周辺

していくことも、今後の復旧É復興、人びとの

の商店街、飲食街にとっても大きな刺激となろう。

生活基盤の再興を考えていく時に不可欠であろう。

事実、以下にみるように、2011年11月末までに、

生活基盤を失った多くの人びとの中で、果敢に

ＪＲ二本松駅の近くの空店舗に浪江の飲食業者が

新たに事業に取り組もうとすることは、事業者

３店舗開店し、多くの人びとを惹きつけている。

自身の事業意欲の喚起を促し、さらに、人びとに

飲食業、小売業、サービス業の場合、人が人を

新たな「勇気」を与えていくことになろう。

呼ぶという傾向があるが、避難している浪江の

以下の節では、震災から10カ月を経た2011年12
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業者が再開するという話題性も大きく、新たな

寄
賑わいを形成していた。気持ちを建て直し、果敢

26歳の時に浪江で杉乃家を

に避難地で再開する姿から、私たちは新たな「勇

開店。「まず出前をやろう。

気」をもらうことになろう。

他の店は 自転車で出前 して

稿

いる。バ イクでやれば 勝て

ò
１ 「今だからできることがある」と再開

る」と判断、創業当時は夫人、

（杉乃家）

夫人の弟、パートタイマー２

2011年７月１日、浪江から二本松に避難して

人ほどの陣容で出前が70％を

いる飲食業者の再開第１号として、ＪＲ二本松駅

占めていった。特に、大きな

前の公共施設「二本松市市民交流センター」の中

エビの天丼が好評であった。客からは「こんなエビ

で、そば、うどん、丼物の「杉乃家」がオープン

の大きい天丼、みたことない」といわれていた。

「仕事は力」と語る
芹川輝男氏
（2011.12.16）

芹川氏は１男２女に恵まれ、父と同じ山形の

した。
杉乃家の店主芹川輝男氏（1949年生まれ）は、

蕎麦懐石店で修業していた長男（1971年生まれ）

「仮に浪江に戻れても、若い人は戻らないだろう。

と一緒にやることを意識して20年前には３階建の

それでは浪江で商売はできない。ならば、どこで

店を新築している。１階が長男の経営する居酒屋

でもいいからことを起こすべき。早く自立する必

「芹花」、２階が杉乃家、３階が自宅と宴会場（30

要がある。むしろ、今だからできることがある」

人）というものであった。杉乃家は次女夫妻が手

と語っていた。

伝ってくれていた。浪江ではそばを中心に宴会も

芹川氏は浪江町の隣の双葉町の出身。地元の中

できる飲食店として親しまれていた。

学校を卒業後、集団就職で千葉県本八幡のリケン
電線に入る。夜は江戸川区平井の料理学校に通っ

水素爆発により避難、会津若松へ

ていた。当時から芹川氏は地元で飲食店を経営

３月11日午後２時46分、昼の休憩の時間帯で

することを夢見ていた。そして「田舎で商売する

あり、自分たちの昼食を作るために調理場にいた。

ためには、いろいろできなければ」という考え方

大きな揺れであらゆるものが飛び交い、鍋の熱湯

で、退職し、横浜周辺の中華料理屋、ラーメン屋、

も飛び散った。翌12日早朝には防災無線で「すぐ

うどん屋、さらに、山形の有名な蕎麦懐石店でも

避難」と呼びかけられ、義理の父と夫人、娘夫妻

修業している。

と孫を先に津島方面に避難させた。芹川氏は残っ
て一回り火の元などを確認してから避難した。
津島方面に向かったが、通常35分程度の距離が
渋滞で５時間もかかった。夫人とは会えなかった。
12日午後３時36分には第一原発１号機の水素爆発、
飯舘町から川俣町を抜け、結局、13日の夜に会津
若松の体育館で家族と合流できた。
その後、４月12日には２次避難として猪苗代
観光ホテルに移り、結局、６月15日までそこに
滞在していた。娘一家は子供の健康を考え、親戚

浪江市街地に放置されている「杉乃家」
（2011.８.12）

のいる埼玉県入間市に向かった。娘夫妻は入間で
さっそく新たな職場をみつけていった。その娘
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稿

たちの動きに芹川さんは触発され、「選んでいて
はダメ、働くという前向きの気持ちが大事」と
考えるようになった。

結局３日間で550食を提供した。
７月１日には開店。以来、昼食時には列のでき
る人気店となった。来客の80％はなみえ焼きそば
を注文してくる。７月の１カ月で約4000人の客が

７月１日に開店、１カ月で4000人の来店

訪れてきたのであった。

会津若松に避難していた頃、二本松の釣の友人

８月11日に二本松の新たな店を訪問したが、

が訪ねてきて、当時、空いていたこの店のことを

芹川氏は「こんな形で商売できたので、みんなに

教えてくれた。２度ほど誘われ、５月の中頃に見

食べてもらいたい」
「こういう店があと何軒かでき

に来た。公共施設の中の店であり、冷暖房が完備

ればいいな」と語っていた。未曽有の事態に直面

されていたが、調理場が狭い印象であった。浪江

し、被災し、避難している人びとは、どうしてよい

の店ではそば、うどんは芹川氏自身が手打ちして

かわからない状況になっている。だが、芹川氏が

いたのだが、ここではできないという判断であっ

指摘するように「働くという前向きな気持ち」が

た。前の店から「居抜きで使って欲しい。そう

必要なのであろう。芹川氏の取り組みが周囲に

すれば什器備品はそちらの希望価格でよい」と

「勇気」を与えている。その姿をみて、一歩踏み

いわれ、100万円で買い取った。この資金は兄弟

出していくことが必要なのではないかと思う。

が慰問金として提供してくれた。
早速、浪江の時代に世話になっていた工事屋に

ò
２

ＮＰＯ法人がコーヒーショップを再開

連絡し、「公益立ち入り」の許可を得て浪江の店

（ＮＰＯ法人コーヒータイム）

から冷蔵庫、食器、のれん等を持ち出し、６月末

2011年の10月から11月頃になると、被災した浪江

には操業できるところにまでこぎつけた。６月16

町の飲食店のいくつかが、避難している二本松市

日には二本松の借上住宅に移り、開店に備えた。

で事業再開に踏み出している。最初に先の「杉乃

メニューの中に「なみえ焼きそば」を入れ、浪江

家」が７月１日にオープン、次いで、10月１日に

の手打ちの頃は700円であったものを、機械製麺

は杉乃家の隣にコーヒーショップの「コーヒータ

の仕入品であることから550円に設定した。開店

イム」が開店、そして、11月５日には居酒屋の

前の３日間は試食会として１日に100食のなみえ

「こんどこそ」がＪＲ二本松駅前でオープンした。

焼きそばを無料提供としたが、大きな評判を呼び、

被災後９カ月が経過し、先行きの不透明な浪江
の人びとにとって、馴染みの飲食店が開店する
ことは、大きな「希望」となっているようにみえ
る。また、二本松の市民も店に押し寄せ、大きく
支援していた。

浪江町内に２店舗を展開
橋本由利子代表の率いるＮＰＯ法人コーヒー
タイム、浪江の福祉作業所と一体になり、以前
から浪江町大堀でコーヒーショップを開いていた。
二本松で再開した「杉乃家」。
「ありがとう二本松」
（2011.12.16）

20

■

福島の進路 2012.３

そのあたりは浪江の伝統的工芸品の大堀相馬焼の
産地でもあった。
「コーヒータイム」の開店は2006

寄

橋本由利子さん
（2011.11.６）

稿

年４月、福祉作業所に隣接す

は津波は届かなかったものの、地震はかなりの

る浪江町の所有する地域活動

ものであった。すぐに手分けしてメンバーを自宅

支援センターを利用し、任意

に送り届けた。橋本さんは53歳のメンバーを預か

団体としてコーヒーショップ

り、避難所の双葉南小学校に１泊、翌12日によう

をスタートさせていた。

やく親元に送り届けた。

橋 本 さ んの 前 職 は Ｊ Ａ の

12日午後にコーヒータイムに向かうと避難所に

臨時職員。その後、ＪＡから

なっており、昼食の炊き出しなどを行っていると、

浪江町役場に出向し、農地の

午後３時36分、13㎞先の第一原発から地響きを

「転作」の事務に９年ほど就いていた。その頃から、

伴う大きな爆発音が聞こえてきた。すぐ、自宅に

橋本さんを中心に６〜７人のボランティアで、週

戻るが誰もおらず、橋本さんは１人で妹のいる

１回のペースのデイケアに従事していた。

相馬に向かった。夫と息子夫婦は津島の親戚の家

任意団体の活動である場合、町からの補助金等
を受けることが難しく、2008年６月には、ＮＰＯ
法人コーヒータイムを設立している。

に逃れていた。
13日は早朝から飼い犬を探しに出かけ、うまく
出会えて、そのまま津島に向かい家族と合流でき

地域活動支援センターの建物を浪江町から無償

た。確認した後、橋本さんは相馬に戻る。15日に

で借り、12席ほどのコーヒーショップを展開して

なると津島からの避難の指示があり、相馬で合流

いた。開店は月曜日から金曜日の週５日、コー

し、夫妻と犬で仙台の息子のアパートに転がり

ヒーなどの飲み物の他に、カレーライス、ピザ、

込んだ。

なみえ焼きそば、ケーキなども出していた。施設

その後は仙台〜二本松のバスを利用し、スタッ

の隣は福祉作業所、畑であり、軽度の精神障害者

フの状況の確認を重ねた。この間、相馬のアパー

の作った作品も展示販売していた。また、コー

トに関係者が集まり、協議を重ねていく。５月末

ヒーカップは地元の大堀相馬焼のものを取り揃え、

には浪江町役場が避難している二本松の男女共生

客が好みで選んで使えるようにしていた。

センターに20人ほどの家族、支援者が集まり、

さらに、2010年６月には、浪江町の中心商店街

「月に１回は集まる」ことを決めていく。支援者

の新町商店街の空店舗を利用し（家賃月２万5000

は猪苗代、会津、東京、青森などに避難していた。

円）、「ぷらっと なみえ」を開店していた。そこ

７月までに３回集まり、「町役場のある二本松で

では、飲食の他に、大堀相馬焼などの地場産品も

再開しよう」ということになった。

展示販売していた。

６月末の頃から、浪江町役場、浪江町商工会に

スタッフはＮＰＯ法人コーヒータイムの６〜７

営業できる場所の情報提供を依頼したところ、

人を軸に、さらに「メンバー」と称する軽度な

二本松駅前の公共施設「二本松市市民交流セン

精神障害者６〜７人を起用していた。浪江におけ

ター」の１階と３階を紹介される。１階は以前、

る障害者支援、人びとの交流の場の形成、さらに、

飲食店が入っていた空店舗であった。残されて

地域の活性化の拠点を目指していた。

いた什器É備品代210万円と７カ月分の家賃合わ
せて300万円で９月10日に賃貸契約した。什器É

関係者が集まり、二本松で再開を決定

備品代については、補助を期待していた。また、

３月11日、橋本さんは大堀の店にいた。その時

この間、「公益立ち入り」により浪江の店舗から

はスタッフが２人、メンバーが５人いた。大堀に

トラックで２回にわたってテーブル、イス、器等
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ò
３

避難地の駅前で再開した居酒屋
（こんどこそ）

土 〜６日ò
日 、ＪＲ二本松駅前で
2011年11月５日ò

浪江最大の祭の「十日市」が開催された。その日
に合わせ、震災前はＪＲ浪江駅前で居酒屋を開い
ていた「こんどこそ」が再開された。浪江の飲食
店が避難地の二本松で再開する第３番目の開店で
あった。
二本松で再開したコーヒータイム（2011.11.６）

25年間値段も変えずに来た
経営者の大清水タミ子さん（1953年生まれ）は、

の資材を持ち出している。
10月１日には仮オープン、10月17日に本格的に

浪江生まれの浪江育ち。
「浪江から一歩も出たこと

オープンした。スタッフが５人、メンバー５人の

はなかった」と振り返っていた。「こんどこそ」

旅立ちであった。営業時間は10時30分から午後４

の開店は1987年、離婚を契機に勤めていた地元

時頃まで。９時から９時30分頃には集まり、夕方

信用組合の相双信用組合を退職し、「人生の再起

５時頃には片づけを終えて引き揚げる。メンバー

を図る」ことを意識して、店名を「こんどこそ」

は午後３時には帰していた。厨房が狭いため、

にした。近くの浪江町役場の人が通ってくれ、

当面、飲み物しか提供できていない。近々、地元

スタートは順調であった。だが、わずか２年後の

の福祉事務所を通じて、福祉関連施設からパン、

1989年８月１日、町内を流れる高瀬川が氾濫し

ケーキ等を調達していく構えであった。橋本さん

店舗も自宅も全壊した。大清水さんは「それが

は「客の動きは浪江より多い」と語っていた。

発奮材料になった」と語っていた。

11月６日の「十日市」の日に訪れてみたが、

その後、仕事は順調に進み、店はカウンター８

会津若松あたりに避難している浪江の人びとが

席、６畳のこ上がり、そして８畳の個室が３室と

たくさん集まり、旧交を温めていた。同じ二本松

いうものになり、全体で60人ほどを受け入れられ

市市民交流センターの中の隣には、そばÉ丼もの

る規模になっていた。大清水さんの連れ合いは

の「杉乃家」がある。いずれも空店舗になって

調理場を担い、その他にパートタイマー５人ほどで

いるところを居抜きで借り受けた。杉乃家の店内

切り回していた。大清水さんは「25年間、メニュー

には「がんばろう！浪江

も値段も変えずに来た」と語っていた。特に、

ありがとう二本松」の

横断幕が掲げられているが、この２つの飲食店は、

納豆を海苔で包んで串に刺し、タレをつけて焼い

浪江の人びとの憩いと交流の場、二本松の人びと

た「納豆焼き」が評判であった。

の支援の思いの場として機能していた。
休業補償や失業保険給付はいつまでも続かない。

さらに、５年ほど前からは葬儀屋の仕出しも
受け入れていた。日曜日は休業であったが、葬儀

このようなＮＰＯ法人の取り組みが、人びとに

はいつ起こるかわからず、その日は午前３時から

新たな「勇気」を与えている。故郷から離れて

準備に入った。きんぴら、お煮しめ、おしんこ、

10カ月、先の見通しは立たないが、浪江の人びと

黒飯、白飯などの地元の伝統的な葬祭料理を提供

も新たな局面に踏み出しつつあった。

してきた。
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避難行、津島からいわき、そして、猪苗代へ

稿

５月中旬になり二次避難所として猪苗代の中ノ

３月11日は宴会の予約があり、また、翌12日に

沢温泉の旅館に移る。当初は８畳の部屋に他の

は法事が入っており、午後には準備のために夫妻

夫婦と２組一緒に入っていた。その後、部屋は

で調理場にいた。激しい揺れで器や油が飛び散り、

大清水夫妻だけになり、この二次避難所には９月

店内はひどいことになった。外に避難すると塀が

中旬までいた。

倒れ、大清水さんは「地球の終わりかと思った」
と振り返っていた。駅前の自宅は改築したばかり

二本松で再開を決意

で被害はなく、停電していたがそこに１泊する。

中ノ沢温泉にいる間は３食が付き、何もする

その頃はまだ電話は通じており、大熊町の特別

ことがなかった。大清水さんは「このままでは

養護老人ホーム「サンライトおおくま」に勤めて

ダメになる」と考えた。また、連れ合いも「仕事

いた娘から「何しているの。大熊は誰もいなく

が趣味の人」であった。夫妻で事業再開を意識

なったよ」と叱られた。第一原発の立地する大熊

するようになり、再開の場所を町役場が避難して

町、双葉町は避難指示が早かったようである。

おり、浪江住民の多い二本松と見定め、毎日猪苗

12日には午前11時頃に津島に向かい、渋滞の中

代から通い、資金がないことから自分の足で飲食

を夕方に公民館に着く。その頃は「浪江の場合は、

店の居抜きの物件を探し回る。空店舗の多い二本

避難場所として津島のような郊外があって良かっ

松市街地でも、そのような物件は見当たらなかっ

た」といわれたものであった。公民館は足の踏み

た。ようやく、二本松駅前で10年ほど開いていな

場もなく、座ったまま寝るような状況であった。

かった店舗を見つける。近くの不動産屋に聞きに

翌13日には津島も危ないとの話となり、郡山を

いくと、
「好きに改造して使ってよい」ということ

経由していわきの娘の自宅（一軒家）に向かった。

になったが、中は荒れ果て、トイレも水洗でなかっ

大清水夫妻、娘夫妻と義理の親（寝たきり）
、そして

た。

友人家族の８人でころがり転がり込んだ。１週間

再開の資金調達のため、銀行、政府系金融機関

ほど世話になり、大清水夫妻は二本松インター

などを訪れても相手にされなかった。知人に紹介

チェンジの近くの岳下の体育館に移る。床に毛布

されて福島県の窓口を訪れると、ようやく開業

を敷いただけであり、トイレで顔や食器を洗う

資金として750万円を無利子、無担保、20年返済

状況が続いた。

11月５日、二本松駅前に開店した居酒屋「こんどこそ」
（2011.11.５）

（うち５年据置）という好条件で貸してくれた。

佐藤晴美さん（左）と店主の大清水タミ子さん
（2011.12.16）
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この制度は福島県と経済産業省による「原子力

災害に伴う『特定地域中小企業特別資金』制度」
というものであり、「県内移転先において事業を

３．避難した人びとを支えるサービス業、
小売業

継続É再開するために必要な事業資金（運転資金É

飲食業に比べて、一般の中小小売業、サービス

設備資金）」を融資限度額3000万円以内、融資期

業の場合、動きが鈍いように思える。振り返る

間20年以内（うち据置５年以内）、無利子、無担

までもなく、この十数年、大型店、量販店など

保で提供する。金融機関勤務の経験のある大清水

との競争で疲弊し、後継者の見通しもなく、店舗

さんは「私は今年57歳。20年後は77歳。よく貸し

を失った現在、再起しようとする意欲を喪失して

てくれた。それまで頑張らなければ」と振り返っ

いる場合が少なくない。これを機会に廃業を考え

ていた。

ているケースも多い。

10月初めには融資が決定、即、千葉に避難して

浪江に戻れる見通しが立たない中で、小さな

いた馴染みの工務店に声をかけ、十日市開催日の

商店主たちは「戻れる見通しがあるならば、ここ

11月５日までに完成させることを要請していく。

（二本松）で再開するのだが」
「戻っても、若い人

併せて、浪江時代に協力してくれていた従業員２

は戻らないだろう。それでは浪江では商売ができ

人に声をかけると、いずれも即ＯＫとなり、11月

ない」「ここで再開すると、お世話になった二本

５日の開店となった。連れ合いが調理場を担当、

松の小売店に迷惑をかける」などと語っている。

大清水さんと従業員の佐藤晴美さんが忙しく働い

それでも、ＪＲ二本松駅前の広場を借りて開催

ていた。私はたまたま開店第１号の客となった。

された浪江最大の祭とされる「十日市」の際には、

12月16日、ほぼ１カ月ぶりの再訪となった。

屋台を出し、祭の運営に積極的に参加している

新しい店は椅子席16席、こ上がり８畳ほどのもの

商店主が目立った。彼らの地域への「思い」の

であり、大清水さんは「前の店の半分ぐらい」と

深さは読み取れた。

語っていた。１カ月営業して、今のところ毎日

そのような状況の中で、９月頃からいくつかの

ほぼいっぱい。浪江の時の常連さんが福島や郡山

店舗が再開されている。この節では、３つのケー

の仮設住宅からやってきていた。お客の半数程度

スを採り上げるが、それらはいずれも避難して

は浪江関係の人、半数は地元の二本松の人のよう

いる浪江町民へのサービスの提供を基本にして

であった。

いる。後にみる寝具店のサンライフの場合は「避

大清水さんの心配事は一つ。「除染がうまく

難している人に一通り渡ったら、終わりかな」、

いき、帰還できるようになったら『どうしょう』

理容室の髪鉄は「お客は馴染みの人、仮設住宅の

『困るのよ』
」というのであった。二本松では一気
にお客が減るであろうし、浪江に戻るとしたら、

高齢者。１日に４〜５人」と語っていた。
それでも、仮設店舗で立ち上がろうとする小売、

店の修復に相当の資金がかかる。二本松周辺には

サービス業があることは、避難している人びとに

浪江から4000人ほどの人が避難してきており、街

大きな「勇気」を与えている。「中小企業は地域

の賑わいをもたらしている。これらの人びとが

的存在」という言い方があるが、故郷に戻れるか

浪江に帰還すれば、二本松は一気に寂れることも

どうかわからないという未曽有の状況の中で、

ありうる。そのような懸念を抱きながらも、こん

事業を再開し、人びとにサービスを提供し、勇気

どこそは新たな船出をしたのであった。

を与えていることの意味は大きい。ここから、
また新たな可能性を見出していくことを期待した
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い。それは、成熟社会、人口減少、高齢化という

12日になると、第一原発の

私たちの「未来」に対する可能性の挑戦という

水素爆発が起こり、「津島に

ことかもしれない。

逃げろ」の指示があったのだ

稿

が、会津の妹の自宅の方向に

ò
１

理容室と美容室が仮設住宅で再開
（バーバー髪鉄）

逃げ、そのまま秋田県由利本
荘市の夫人の実家に向かった。

バーバー髪鉄の
小川昌幸氏
（2011.11.５）

福島市郊外に建設された「北幹線第一」という

秋田には２週間ほど滞在し、

木 、理容
仮設住宅（196戸）の一角で、11月３日ò

４月の初 めには福島市 の西

室と美容室が隣り合ってオープンした。

インターチェンジの近くの雇用促進住宅に入る

理容室「バーバー髪鉄」は小川昌幸氏（1967年
生まれ）が経営していた。小川氏は浪江町の出身。

ことができた。11月現在、小川一家はそこに居住
していた。

ＪＲ浪江駅前で父が刃物関係の鍛冶屋を営んで

しばらく何もせずにいたが、10月に入った頃

いたが、小川氏は継ぐ気はなく、高校は隣町（南

からは人材派遣会社に登録し、原発の近くの住民

相馬市、旧小高町）の小高工業高校化学科に進ん

の一時帰宅の添乗員などをして過ごした。

だ。だが、化学を学んでいくうちに、このまま
化学メーカーに就職すれば「流れ作業の一部にな

11月３日に福島の仮設住宅でスタート

る」と考え、職人の道を選ぶことにする。当時

この間、６月頃から、浪江の理容É美容組合で

イメージしていたのは、理容師、美容師、調理師

「どこかで再開できないか」との動きがあり、組合

であった。

として浪江町役場に「仮設店舗」の相談に行って

高校卒業後は仙台の理容専門学校に進み、イン

いる。その頃、中小企業基盤整備機構が各地に

ターンを経て、しばらく理容室に勤めていたが、

仮設店舗É工場を建設する動きがあり、仮設住宅

27歳の時に帰郷、父の鍛冶屋の隣に「バーバー

の一角で行うことが議論されていく。

髪鉄」を開店している。「鉄」は父の職業に敬意

結果的に、二本松市の仮設住宅「安達運動場」

を表して入れた。また、夫人は秋田県鳥海町（現

と福島市の仮設住宅「北幹線第一」の２カ所に、

由利本荘市）の出身で仙台の理容学校で知り合っ

それぞれ理容室と美容室を設置していくことに

た。夫婦２人の旅立ちであった。

なった。安達運動場の仮設店舗は鉄骨造、平屋建
87.13㎡、２区画、北幹線第一の仮設店舗は鉄骨

秋田の夫人の実家に逃げ、その後、福島に戻る
３月11日の午前は長男の中学校の卒業式であり、
夫婦で出席し、午後は仕事に就いていた。客が３
人入っていた。激震が走り、ＴＶが倒れた。海の
近くのボウリング場に行っていた中学を卒業した
ばかりの息子を探しに行ったが、彼は避難所に
なっていた浪江町役場の炊き出しの手伝いをして
おり、「帰らない」と告げてきた。了解した小川
氏夫妻はクルマで高台に逃れ、その日はクルマの
中で休んだ。

オープンしたバーバー髪鉄の店内（2011.11.５）
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造、平屋建109.4㎡、２区画であった。９月から
設計に入り、11月３日にはオープンの運びとなっ
た。二本松店は佐藤理容（浪江駅近く）とヘアー
サロンさんぺい（津島）の２店が交代で対応、
福島店はバーバー髪鉄が単独で開店していた。
バーバー髪鉄の小川氏は、「やるかどうか悩ん
だ。再開すると東電の賠償から収入が引かれる
から、やらない方がよいという人もいる。後押し
してくれる人がいて、やる気になった」と語って

仮設住宅のなみえ美容（2011.11.５）

いた。
建物は中小企業基盤整備機構が建ててくれたが、

（1958年生まれ）は、浪江駅前で自宅兼店舗の形

設備は自前で用意した。理容用の椅子が品薄で、

をとっていた。12日には津島に避難し、さらに、

美容用の椅子を使っているが、小川氏は「使いに

15日には知り合いのいた新潟県胎内市に移り、

くい」とぼやいていた。お客は開店の日に５人、

合宿所のような施設に避難していた。ただし、

以後、毎日４〜５人であり、古くからのお客、

情報が乏しく、４月中頃には福島県猪苗代のあた

仮設住宅の高齢者が来ていた。小川氏は「これ

りに移ってきた。その後、組合として仮設店舗の

からは、ゼロの日もありそう」と語っていた。

動きがあり、それに参加してきた。

毎週の月火と第３日曜日を休業としていた。この
仮設店舗は２年契約、その先はわからない。

仮設住宅街の灯火
仮設住宅も当初、道路の舗装をしておらず、

美容室のオープン

お年寄りは苦労していたが、10月には簡易舗装

浪江の美容組合は従来、６軒の美容室によって

され、いくらか居住条件が改善されてきた。196

形成されていた。そのうちの１軒は沖縄に避難し、

戸とされる福島市の北幹線第一の仮設住宅に11月

そこで再開している。残りの５軒のうち４軒が中

３日に理容室と美容室がオープンし、やや街らし

小企業基盤整備機構の仮設店舗に入ることになっ

くなってきた。再開した事業者側からすると、

た。二本松市の仮設住宅「安達運動場」と福島市

お客の見通しは少ない。

の「北幹線第一」の中であり、いずれも理容室と

しかも収入があれば、休業補償から差し引かれ

隣接している。美容室の場合は、４軒が日にちを

る。このような構図の中で、事業者たちは一歩を

分けて共同で使う形になっていた。

踏み出そうとしている。11月５日の午後に訪れた

北幹線第一の美容室にはビューティサロンちど

が、理容室はお客が１人、美容室は年配の女性が

り、ビューティサロン中里、ふたば美容室の３店

数人集まっていた。事業的には苦しいものの、

が入っていた。使い方は２日連続で使い、日曜日

仮設住宅の中の灯火として機能していくのでは

から土曜日までの休みなしの営業のスタイルと

ないかと思えた。

なっていた。週７日間を２日ずつ使うため、少し

故郷へ帰る見通しが立たない現状の中で、理容、

ずつ曜日がずれる形であった。店には「なみえ美

美容のお店が避難地の仮設住宅街の中に立ち上

容」と掲げてあった。

がってきたのである。

ビューティサロンちどりの経営者大島信司氏
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仮設住宅の人びとに布団を供給

稿

地元の中小企業がショッピングセンターを形成

（サンライフ）

双葉町出身の綿引氏は、東京神田の寝具問屋で

2010年の国勢調査の人口が２万908人の浪江町

７〜８年の修業を重ね、さらに東京で６〜７年

は、1985年の頃には２万3595人を数えていた。

ほど自営業を経験し、30歳の頃に店を出すために

双葉郡８町村の中心的な存在であった。特に、

故郷に戻ってきた。双葉町と浪江町では人口が３

1980年代は福島第一原発の建設期であり、工事

倍ほど違うことから、浪江町の元町に出店して

関係者などで浪江の町は潤っていた。

いる。その頃に、サンプラザへの参加を求められ

当時は、中央の商業資本が地方都市へ進出を

た。参加者11店は、靴屋、クリーニング店、食料

開始し始める時代でもあり、それに対抗していく

品、パン屋、惣菜屋、寿司屋、パーマ屋、カー

ために、地元商業者によるショッピングセンター

用品店、寝具店、レストランであった。綿引氏の

が盛んに建設されていた。

店は「サンライフ」といった。

この点、浪江町では地元の総合衣料店であった

滑り出しは順調であり、中心であったマツバヤ

マツバヤの松原靖氏が中心になり、ショッピング

は、サンプラザ（本館）の開店５年後には、隣接

センター構想が推進されていく。1970年代末の

して自前で４つの建物を建設、「別館」として業

ことであった。当時、中小企業によるショッピン

態の幅を拡げていった。綿引氏の事業も拡大し、

グセンターは、中小企業高度化事業で推進されて

本館の部分を他に貸して、自分はマツバヤから

いく場合が多く、浪江の商業者11名による協同

別館の一部を借りて営業していた。

組合サンプラザが結成され、特定高度化事業とし

このような事情の中で、この十数年、近隣の

て推進された。この特定高度化事業の場合、参加

郡山やいわきには中央資本の大型店が相次いで

者10名以上が要件とされており、浪江の元町に

進出してきた。フジコシ（いわき）が最初であり、

出店していた寝具店の綿引勇司氏（1948年生まれ）

その後、ヨーク（郡山）などが進出してきた。

にも声がかかっていった。

これらの量販店に対して、サンプラザはやや品質

綿引氏は「中心のマツバヤは寝具も取り扱って

の良いものをターゲットにしてきた。それでも、

いたのだが、メンバーを確保するために、当方に

全体的な傾向としてはやや低下傾向は否めなかっ

も声がかかった」と振り返っていた。このサン

た。ただし、フジコシ浪江駅前店が経営不振から

プラザ、デパートと量販店の中間的なレベルの品

閉鎖されたため、関係者は「もう一度いける」と

揃えを特徴とし、浪江周辺の消費者から支持され

考えていた矢先に震災がきた。

てきた。
福島市北部に避難、アパートに入る
３月11日の地震の際、綿引氏は大熊町の得意先
に配達に行っていた。冷蔵庫が倒れるなどの被害
があり、その修復を手伝っていたが、「大きな津
波が来る」とのことで、店に戻ろうとしたが、
至るところ道路が陥没しており、取りあえず旧道
を通って双葉の自宅に戻った。自宅は家財が散乱
し足の踏み場もなかった。改めて店に行こうと
サンライフの綿引勇司夫妻（2011.11.５）

すると「津波」がやってきた。だが、津波は双葉
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の自宅の１㎞ほど手前で止まった。停電し、動き
がとれず、避難所になっていた近くの双葉の中学
校に家族で避難した。その日の夜の10時頃には
「屋内退避」を指示された。
３月12日の早朝には避難指示が出され、クルマ
２台に分乗し綿引夫妻、娘、孫２人で川俣に向かっ
た。この時は、双葉町全体が川俣から飯舘に向かっ
た。原発立地の双葉町の方が、隣の浪江町よりも
避難指示が早かったようである。

福島市郊外のサンライフの仮店舗（2011.11.５）

３月13日には、福島市北部の飯坂の従兄弟に当
面の下宿を世話してもらい、家族５人で入ったの

リースで処理していた。賠償は経費だけが認めら

だが、「長くなりそうなのでアパートを借りよう」

れているようであった。７月末から１カ月をかけ

ということになり、３月20日過ぎに飯坂インター

て準備し、９月１日にオープンの運びとなった。

チェンジの近くのアパートを借りた。なお、娘の

浪江の店から持ち出したもので問屋に返品でき

連れ合いが東京電力に勤めており、仮設住宅に

るものは返し、その他は「全品半額セール」と

入りにくいという事情もある。こうして、綿引

して販売している。現状、仮設住宅の人びとには

一家は福島市北部の飯坂の民間アパートに落ち

モノがない。現在地は住宅地の外れの郊外だが、

着いていった。

15分圏内に仮設住宅が1000戸はあり、良く売れる。
綿引氏は「お得意さまはありがたい。遠くからも

「避難所の布団では寝られない」
しばらくはやる気が起きないでいたのだが、
親戚や友人たちから「避難所の布団では寝られ

買いにきてくれる。身に沁みてわかった」と振り
返っていた。
「ただし、一通り揃えば終わりかな」
とも語っていた。

ない」との意向が寄せられ、「公益立ち入り」の
許可を受け、店に戻り品物の搬出にかかっていく。

小売商店のあり方

この「公益立ち入り」とは、許可を得て事業所の

サンプラザの他のメンバーとは２カ月に１回

設備、商品を持ち出せるものであり、搬出に際し

程度集まり、情報交換している。ただし、話題は

ては放射能の測定がなされている。

「賠償」の話のみ。他のメンバーはどこも再開

ワゴン車で持ち出してくるものの、量は限られ

していない。サンライフだけである。日用品の

ており、「もっと持ってきて欲しい」との要望も

商店の場合、「他の土地に来て、参入すれば地元

強く、仮の店舗を探すことになる。たまたま

にやられる」といった考え方が根強い。それは、

アパートの近くの現在地に「貸事務所」の張り紙

また再開しない言い訳のようにも聞こえる。綿引

のある１軒屋があり、６月末には不動産屋と契約

氏は「個々は小さいのだから、個々に小さく再開

することができた。家賃は４分の３の補助となっ

したらよいのに」と指摘していた。

た。１階は店舗部分と部屋、２階は６畳２間から
構成されていた。
開店にあたって棚などの設備備品が必要になる
が、購入すると賠償の対象にならないことから、
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綿引氏は「今は、目先の仕事でいっぱい。少し
落ち着いたら、中小企業基盤整備機構の資金で、
かつての特定高度化事業のように、共同店舗を
考えてもいいのでは」と語っていた。

寄
福島市郊外の狭い仮の店舗には、浪江から持ち

稿

これが、後のサンプラザの原点になっていく。

出した寝具などの他に、多様なキャラクター商品

ただし、大通りには駐車場がないことから、

も並べてあった。この部分には地元の中高生が

1968年には浪江駅前に移った。その頃には従業員

買いに来てくれていた。そのような領域の商店が

は30人ほどになっていた。化粧品、衣料品に加え、

近くにないのであろう。また、そこには新たな

寝具にも進出していった。1973年には改装し、２

事業機会が横たわっているようにもみえた。

階も店舗として、ホームセンター的に電気製品も
取り扱うようになっていく。ソニーの製品もこの

ò
３

ショッピングセンターが宅配事業で再開

頃から取り扱っている。

（マツバヤ）

この1970年前後は、日本の小売業界はこぞって

浪江町市街地のやや外れに展開しているショッ

アメリカのショッピングセンター視察を重ねて

ピングセンターのサンプラザ。周辺に中央資本の

いた時期であり、松原靖氏も新たな展開を模索し

大規模店舗が進出してくる中で、1979年６月４日

始めていた。その頃の松原氏の口癖は「これでは

のオープン以来、町民に親しまれてきた。11店舗

ダメダ、ダメダ」であったとされている。

が入居する本館に加え、隣に４棟からなる別館を

1974年の頃から、土地の物色を開始し、紆余

展開していた。品物はデパートと量販店の中間を

曲折を経て、現在の場所に決まっていく。そして、

意識するものであり、周辺の量販店よりも品物が

事業化の方向として、中小企業高度化資金の導入

良いとして歓迎されていた。

を考えていった。そのためには10名以上の組合員

３月11日の地震、津波の被害はなかったが、３

による協同組合の設立が要件とされていく。

月12日の第一原発の水素爆発により避難を余儀
なくされる。浪江の飲食業、商店で避難地で再開

従業員200人、売上額35億円の事業に

しているものも目立ってきたが、相当の規模を

1976年には組合員11名により、協同組合サンプ

必要とするショッピングセンターの場合、避難地

ラザ（松原靖理事長）を設立、事業化に向かって

での再開は容易なことではない。そのような中で、

いく。土地１万坪、建物床面積7000㎡のショッ

マツバヤは興味深い取り組みを開始していた。

ピングセンターÉサンプラザは1979年６月14日に
オープンしていく。この事業は町民ばかりでなく、

マツバヤとショッピングセンター

全国の商業関係者の関心を呼び、視察が絶えな

マツバヤの創業は1927（昭和２）年、津島村（現

かった。

浪江町）のあたりを巡る雑貨の行商として松原
文平氏により開始されている。２代目は息子の
松原憲正氏、合資会社を設立し、小さな店への
雑貨の卸業務を開始している。当初はバイクで
回り、その後、三輪車、四輪車と進化させていっ
た。このようなあり方は1963年頃まで続く。
1963年６月１日には、３代目の松原靖氏が株式
会社化し、浪江の中心街の大通り（新町）の大東
銀行の前に小売店を開設した。従業員15人、化粧
品、衣料品等の身の回り品主体の店であった。

放置されている浪江のサンプラザ（2011.８.12）

福島の進路 2012.３
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だが、これだけの面積でも足らず、また、大店

法の規制によって5000㎡以上の増改築ができない
ことから、マツバヤ単独で1980年から1981年に
かけて新たに４棟をオープンさせていく。各棟は
200坪×２階建、全体で1600坪を増設する形と
なった。この４棟はマツバヤの直営であり、ギフ
ト館（ギフト、寝具）
、電気館（電気製品）、マツ
バヤ館（書籍、レンタル）、サンフレンド（文具、
玩具、時計、メガネ）から構成された。震災の直

マツバヤの仮設事務所É倉庫（2011.11.５）

前にはマツバヤの従業員は200人を数えた。資本
金5000万円、売上額35億円を計上する双葉郡の

ための用地を探し始める。福島県、中小企業団体

地場小売業で最大の規模を誇っていた。

中央会からは「支援します」との言葉をもらうが、

なお、現在ではマツバヤをこれだけの事業に育て

なかなか用地の目処が立たない。郡山、福島の

上げた３代目の松原靖氏は会長となり、４代目の

周辺で他のショッピングセンターと戦っていく

社長には松原茂氏（1960年生まれ）が就いている。

ためには、土地は少なくとも１万坪は必要になる。
いくつかの土地を紹介されたのだが、いずれも物

浪江から避難する
１年前にサンプラザ本館の天井を直していた

足りない物件であり、当面はまだ模索中であった。
従業員200人については、20人が自主退職し、180

こともあり、３月11日の地震の被害は小さかった。

人には休業補償で対応している。この休業補償の

マツバヤ館の玄関が若干壊れた程度であった。

60％は雇用保険から支給され、40％は東京電力に

津波の被害はない。その日は客を誘導して外に

請求している。雇用保険は2012年３月まであるが、

出し、その後閉店し、従業員を帰宅させた。

東電の補償は見通しがつけにくい。

３月12日は「お世話になった人びとに、何か
お返しをしたい」と考え、マツバヤの番頭格の

ネット販売と宅配事業への取り組み

今野英雄常務（1948年生まれ）が浪江町役場を

このような状況の中で、マツバヤは新たな２つ

訪れると、請戸〜棚塩の住宅約600戸が全て流さ

の取り組みを開始していた。

れたことを知らされる。そして、サンプラザの２

一つは、「ネット販売事業」であり、2010年５月

階が空いていることから「避難所として提供しよ

から手掛けている。この事業は船井総研の指導の

う」と考えた直後に、「避難しろ」との指示を受

下に若い４代目社長が中心になり、数人のスタッ

けた。今野氏はすぐ自宅に戻り、原町から飯舘、

フで対応していた。

川俣を経由して、郡山の娘のアパートに避難した。

もう一つは、「宅配事業」であった。この宅配

現場の責任者である今野氏は、３月24日まで

事業は月に１回のペースでカタログを改定し、

従業員の給与の支払、家賃の支払の手配を重ねて

仮設住宅の全てを訪問、１軒１軒カタログを手渡

いった。その後は何もすることがなくなっていく。

ししていく。2011年９月から開始していた。品物

５月11日には郡山の卸売センターの組合事務所

的にはホームセンターのものに近い。

に間借りし、５〜６人のメンバーで問屋への支払

休業補償中の従業員を６人１組で10チームを編成

業務などに従事していく。合わせて、再開する

し、対応している。この60人のメンバーを交通費
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のみを支給するボランティアとして位置づけて

より広い場合には、立地選択の余地は大きい。

いた。仮設住宅の多くは利便性の悪い場所が多く、

また、この節でみる大堀相馬焼のように、地域の

マツバヤの宅配事業は大きな反響を呼んでいた。

地場産業として地域にあることが存立の重要な

この宅配事業に参加しているメンバーは、サンプ

要件となっている場合もある。

ラザが再開した際の優先雇用が意識されていた。
また、店舗の復活が難しい中で、フィットネス

このように、製造業の場合、再開にあたっては
より多様な条件の中で取り組まれていく必要がある。

クラブ事業の再開が意識されていた。震災前には

そして、現実には、この節でみるように、経営者

浪江と原町の２カ所で営業しており、各500人の

の強い意思が必要になることはいうまでもない。

会員がいた。３月11日に閉鎖したが、原町は７月
11日に再開し、現在220〜230人の会員が戻ってい

ò
１

いち早く再開に踏み出した家具製造業

る。このような現状を鑑み、相馬に新たにフィッ

（渡辺政雄家具店）

トネスクラブを展開しようとしていた。さらに、

地震、津波、原子力被害に直面した福島県双葉

まだ計画中のようだが、各地に小規模なホーム

郡を中心とした市町村の場合、他市町村へ避難し、

センター、産直市の開催も視野に入っていた。

帰還の見通しも立ちにくいという事情から、事業

このように、地元の最有力小売業であったマツ

再開に躊躇している場合が少なくない。そのよう

バヤは、改めて地域に密着しながら、再開、復興

な中で、浪江に立地していた家具製造業者がいち

に向けて取り組みを開始しているのであった。

早く再開に乗り出していた。その取り組みの歩み
と今後への考え方は、避難している事業者の一つ

４．再開を目指す製造業
ここまで検討した飲食業、小売業、サービス業

のあり方として興味深い。

地域の家具製造業として生きる

に比べ、製造業はやや事情が異なるようにみえる。

浪江町役場に近い大字権現堂に立地していた

最大の違いは、機械設備等の投資の規模であろう。

渡辺政雄家具店の創業は1935（昭和10）年、現

業種にもよるが、全般的にかなりの負担となる。

経営者の渡辺泰彦氏（1957年生まれ）の祖父渡辺

再開していくためには、相応の資金が必要とされる。

政雄氏によって設立された。木製家具、木製建具

また、今回の浪江の場合は、飲食業などでも同

を得意とし、基本的に受注生産によって歩んで

様だが、津波により設備を流失してしまった場合

きた。足物から箱物まで。取り付け家具なども

と、津波の被害はなく、建物、設備とも保存され

こなしてきた。

ている場合とがある。保存されている場合は、先

３代目の渡辺泰彦氏は子供の頃から家業を手

の杉乃家、コーヒータイム、サンライフなどの

伝っていた。駒沢大学法学部を卒業後、東京の家

ように、商品や設備資材を除染して持ち出すこと

具店（販売店）に５年ほど修業に入り、その後、

も可能であろう。流失してしまった場合には、

北海道旭川に本社がある家具メーカーの東京事務

再開のためのハードルはさらに高いものになる。

所で家具の設計に５年ほど従事していた。1990年

製造業の場合は、先の飲食業などとは異なり、

には家業に戻っている。現場の製造の仕事には

市場が浪江及びその周辺に限られる場合と、より

直ぐ慣れた。従業者は当時は父、自分を含めて６

広い場合とがある。浪江周辺に限られる場合は、

人ほどの規模であった。

再開のための条件は飲食業などと似てくるが、

受注先は、大きく４つに分かれる。第１は福島

福島の進路 2012.３

■

31

寄

稿

果敢に再開した
渡辺泰彦氏
（2011.12.16）

県内の学校、病院など公共事

夫人たちは12月中旬現在も沖縄に避難していた。

業であり、30％ほどを占めて

なお、大学生の長女は仙台のアパートに住んで

いた。これらは入札であり、

いる。この間、渡辺氏は喜多方の温泉に避難して

地元の工務店10社からの受注

いく。この温泉には10日ほどいたが、何もする

であった。立面図、平面図が

ことがなく、「このままでは人間がダメになる。

示され、当方から改善提案を

東電の補償には期待しない」とし、「何ができる

出し、仕事につながっていっ

か。やはり家業しかない」と考えていく。

た。

３月31日には、当時、浪江町役場が避難して

第２は地元の建築業者、工務店からの一般住宅

いた二本松市の旧東和町役場の隣の避難所になっ

用であり、30％程度の比重があった。第３は関東

ていた体育館に向かうが、寒くて寝られず３日で

地区の建築業者、工務店からの依頼で、これも30

川俣の友人宅に転がり込む。この間、浪江町役場

％程度の比重であった。第４はホームページから

の手伝いをしながら、家業を再開すべきことを

の受注であり、近年、少しずつ増えていた。

深く痛感していく。取りあえず、４月には従業員

材料は一般的には受注先から指定され、当方は

を解雇し、失業給付を受けられる手続きをした。

それを探していく。また、受注から納品までは
３カ月程度であった。

９月１日に再スタート
４月中旬には事務所を探し始め、二本松市内の

４月には事業再開を意識

ビルの３階をみつけた。家主も事情を理解し安く

３月11日は、工場で仕事をしていたが、揺れは

貸してくれた。４月29日には契約、５月１日には

激しく機械が２台転倒し、工具が散乱した。停電

入居している。ここは渡辺政雄家具店中通り支店

になったが、取りあえず片付けに入り、暗くなる

となった。４月29〜30日は公益立ち入りの許可を

までに仕事のできる程度には回復でき、４人の

得て、浪江の事務所のＰＣ、経理書類を回収に

従業員を帰宅させた。自宅に帰ると家の中は足の

行った。５月の連休中には電話などの環境を整備

踏み場もなく、片付けに夜遅くまでかかった。

し、連休後は支払の対応を重ねた。

12日は会社に向かうが、周りに住民はいなく

その後は、事業再開のための貸工場探しに入る。

なっていた。取りあえず、津島の親戚に連絡し、

そして、不動産屋の紹介で、石材屋の倉庫であり、

近くの知り合いのガソリンスタンドで通電して

2010年末から空いていた二本松郊外の笹屋の現在

いないため手回しで満タンにしてもらい、津島に
向かう。渋滞が激しく、３時間ほどかかった。
津島の親戚宅には15日まで寄宿したが、15日には
周りに人がいなくなっていく。
渡辺氏は取りあえず川俣に向かう。その頃、
高校生の息子とようやく連絡がとれた。息子は
高校の先生と共に喜多方に避難していた。渡辺氏
は会津に向かい家族は合流できた。３月18日には、
夫人と高校２年の長男、中学２年生の次女を新潟
空港から夫人の実家のある沖縄に避難させている。
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の場所をみつけ、７月末には契約している。８月

向かう。二つには、警戒区域、計画的避難区域

に入ってからは、９月１日再開に向けて、工場の

などが解除されていく場合、リフォーム需要が

動力工事、従業員の再雇用（２人、１人は新人）、

発生する。三つに、帰還できない場合、仮設住宅

資金の手当て、工具、道具類の浪江の工場からの

に長期にわたり居住することから、定住のための

回収、営業活動の開始と重ねていく。

環境整備が始まる、とみていた。そのために、

資金調達については、先の「原子力災害に伴う
『特定地域中小企業特別資金』制度」を利用し、2500

当面、2012年３月には南相馬に営業所を設立する
ことを考えていた。

万円の融資を得ている。その他にも、空店舗利用

そして、浪江に戻れるならば、浪江の工場を

に関する４分の３の補助金、現工場の敷地（2200

本店として自分が駐在し、二本松の工場は支店と

㎡）の中に仏壇業者と共同で仮設事務所（50坪）と

して従業員を置き、２カ所体制をイメージして

塗装工場を設置するために中小企業基盤整備機構

いた。渡辺氏は「復興が始まると、忙しくなる」

の事業、従業員の雇用に関わる緊急雇用創出基金

と語っていた。このように、避難している浪江の

事業の申請などを一気に進めていった。

事業者の中には、多様な可能性を意識し、新たな

さらに、公益立ち入りを利用し、浪江の工場

取り組みに踏み込もうとしている経営者も存在し

から工具、道具類を大量に回収している。渡辺氏

ている。このような意欲的な取り組みが、周囲に

は「30回は行った」と語っていた。ただし、機械

大きな刺激を与えていくことが期待される。

類は自作の１台のみを回収し、その他は重量が
重いことから持ち出せず、機械設備はリースで

ò
２

伝統的工芸品の再生を目指す
（大堀相馬焼）

中古（12台）を新たに設置した。これらの準備を
８月中に終え、９月１日には再スタートしている。

日本の各地には焼き物産地が点在している。
東北から北関東にかけては、福島県浪江の大堀

復興に向けて新たなイメージを形成

相馬焼、茨城県益子焼、笠間焼がよく知られて

12月中旬現在、ほぼ４カ月が経過したが、渡辺

いる。大堀相馬焼の起源は約350年前の寛文年間

氏は「順調。震災前と同じぐらいになった。受注

の頃であり、相馬藩士半 谷 休閑の下僕、左馬と

先は全て県外の建築業者、工務店。補助金等の

いう人によって創設されたと伝えられている。

はん がい

ゲタをはいていることから利益が出ている」と

相馬藩はこの焼き物を藩の特産物に定め、産地

語っていた。家族は夫人の実家の沖縄に居住し、

に瀬戸役所を設置、資金援助、原材料確保等を

渡辺氏はＪＲ二本松駅から一駅福島寄りの安達駅

支援してきた。江戸末期には近隣８カ村に拡がり、

の近くのアパート（２ＤＫ）に８月末から居住し

窯元100数戸の産地として東北最大の規模を誇った。

ていた。渡辺氏は「家族を心配しないで、安心し

明治期以降は藩の保護もなくなり、他産地との

てやれる体制になった」と振り返っていた。
ただし、渡辺氏は「来年３月までの注文が入っ

競合も厳しく大正期には窯元は30戸ほどに減少し
ている。第２次大戦期には大きな打撃を受けたが、

ている。同情による部分が多い。４月からが勝

戦後、立ち直り、窯元数25戸前後で推移、1978年

負」と考え、３つぐらいの可能性をイメージし、

には国の伝統的工芸品の指定を受けた。その頃

今後の営業活動等を重ねていく構えであった。

までは「相馬焼」の名称であったが、その後は

一つは、「被災地相手の営業」であり、地震の

地名を入れて「大堀相馬焼」を名乗っている。

影響のある相馬、いわきのあたりの復興需要に

2010年には「大堀相馬焼」が地域団体商標登録を
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行っている。

ようにみえるが、組合では「半磁器」と称して

なお、震災前には組合員21名により「大堀相馬

いた。元々の材料は大堀の山奥にあったもので

焼協同組合」を形成し、2002年に総事業費４億円

あり、磁石に近い微粒子の粘土を用いている。

で完成した「陶芸の杜おおぼり」の中に入居して

地層に沿ってモグラのように掘り進んできたと

いた。この陶芸の杜おおぼりでは、展示の他に

される。現実には30年ほど前に採取しにくくなり、

陶芸教室、「大せとまつり」等のイベントなどを

愛知県瀬戸に依存している。焼き物の本場瀬戸の

開催し、多くの人びとの関心を集めていたので

材料は多様で、また無尽蔵にあり、当方の希望に

あった。

合わせて調整してもらっている。この材料は組合
がまとめて年間13トンほどを仕入、組合員に配布

大堀相馬焼の特徴と近年の動向
大堀相馬焼の特徴は、大きく以下の３つとされ

してきた。
そして、現実には瀬戸から調達したものを70％、
そして、地元の南相馬市鹿島のものを30％程度

ている。
かんにゅう

第１は、「貫 入 音」と「青ひび」である。大堀

混合して用いてきた。900℃ほどで素焼きし、その

相馬焼の場合、素材と釉薬の収縮率の違いから、

後、1250〜1260℃で焼成していた。組合の言い方

焼成時に焼き物の表面に繊細な音を伴って細かな

では、1300℃のものを「磁器」、やや焼成温度の

亀裂が入る。これを貫入といい、表面の地模様と

低い当方のものを「半磁器」と称していた。釉薬

なる。

は大堀の山奥に産する「砥山石」といわれるもの

第２は、狩野派の筆法といわれる「走り駒」の
絵であり、相馬藩の御神馬の絵が手描きされて

であり、県立公園の中であることから、組合が
まとめて許可を受けて採取していた。
震災前の組合員21名はいずれも家族的規模で

いる。
ふた え

第３は、「二 重焼」という構造である。内側と

あり、各窯元に弟子はいない。かつては産地に

外側を別々に作り、乾燥直前に組み合わせ、二重

問屋がおり、窯元は問屋の下請的な位置にあった

構造にする。そのため、お湯が冷めにくく、また、

が、40年ほど前から各窯元が直売のための売店を

持ちやすいことになる。このような構造の焼き物

併設するスタイルに変わっていた。一部に登り

は他の地域ではみられない。大堀の粘土はきめ

窯はあるが、大半はガス窯、売店、そして組合

細かく、伸びやすく、薄くできるとされていた。

事業として陶芸教室という展開であった。

この大堀相馬焼を手にすると、一見、磁器の

産地の売上額規模はバブル経済の頃は年間５億
円ほどであったが、近年は３億円程度に低下して
いた。また、大堀相馬焼の二重焼はアメリカで
人気を博していた。アメリカ人からは「アイデアÉ
カップ」と称賛され、また、桜の花びらの模様は
「マイÉハート」と人気であった。だが、近年は
円高の影響で輸出は低下していた。

裏磐梯から郡山に避難
３月11日は、５月１日からの「大せとまつり」
伝統的な大堀相馬焼（2011.８.12）
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年生まれ）は、陶芸の杜おお

半谷秀辰理事長
（2011.12.１）

稿

施設の仮設工場を建設する方向で進めている。

ぼりの 外にいたが 、立って

設備的にはガス窯２基、ロクロ数台、陶芸教室

いられないほど揺れた。即、

用スペースを用意し、組合員の中の10社ぐらい

自宅に 帰ると、屋 根の瓦は

からスタートしたいとしていた。12月には確認申

落ち、 売店は斜め になって

請がおり、施設の完成は2012年２月中旬が予定さ

おり、 釜の中のレ ンガには

れていた。建物は中小企業基盤整備機構が用意し、

ヒビが 入っていた 。また、

機械設備等の約2000万円は、国２分の１、福島県

製品はほとんど棚から落ちて

４分の１、そして、組合負担が４分の１であった。

割れていた。足の踏み場もない状況であった。
半谷家は祖父、半谷氏夫妻、長男（18歳）の４

建設予定地の隣には先にみたマツバヤの仮設事務
所É倉庫が展開している。

人家族であり、当日の夜は台所を片付けて新聞紙

東北に数少ない窯業産地として大堀相馬焼への

を敷いて休んだ。翌12日には第一原発１号機が

注目度は高い。独特のひび割れた地模様と手描き

水素爆発となり、割れなかった荷物を積んで裏磐

の馬が特徴であり、相馬地方の伝統を深く感じ

梯まで避難した。

させる。アメリカでも人気の高い焼き物であり、

しばらくは組合員の消息もつかめなかったが、

再開への期待も大きい。各窯元も高齢化している

７月中旬に郡山郊外の県の施設である福島県ハイ

が、家族に後継者がいる。近年、やや伝統にこだ

テクプラザの１室に組合を移した。その頃から、

わり過ぎ、半谷理事長は1996〜97年頃から「オリ

組合員の消息がつかめるようになった。現状、１

ジナルを造れ」とハッパをかけていた。伝統の

名が脱会し20名になっている。避難先をみると、

技術に新たな息吹をかぶせ、東北を代表する焼き

12月１日現在、東京２名、埼玉２名、栃木２名、

物産地として甦ってくることが期待される。

茨城１名と県外が７名、そして、理事長の半谷氏
は郡山、その他12名は郡山から福島、二本松の
範囲に避難している。

ò
３

山形の蔵に居抜きで入り、再生を目指す
（鈴木酒造店）

東北地方太平洋沖地震の直後の巨大津波により、
二本松の工業団地で再開

東北の沿岸地域は甚大な被害をこうむった。福島

福島県ハイテクプラザに移ってからは、意欲的

県浪江町もその一つであった。特に、海岸に面し

にイベント等に参加している。10月末には国の

ていた請戸から棚塩のあたりは住宅が流され、

「伝統的工芸品展」（会津若松）、11月には二本松

跡形もない。さらに、翌３月12日の福島第一原発

で開催された「十日市」と横浜で開催された震災

の水素爆発により、原発から６㎞地点の請戸は

復興応援イベント「希望の灯を in Yokohama」

その後、立ち入ることもできない。

などに参加してきた。

この請戸に立地していた鈴木酒造店は1840年頃

陶芸の杜おおぼりのあたりは放射能の線量は

（天保年間）の創業であり、全国の中でも最も海

30〜40マイクロシーベルトとされ、浪江に戻って

に近い蔵として知られていた。蔵から15歩ほど

の再開の見通しが立たない。そのため、６月頃

歩いて防潮堤に登ると太平洋が拡がる。この請戸

から避難地域での再開を意識し計画を進めてきた。

のあたりは福島県最東端であり、漁港の請戸港が

中小企業基盤整備機構の仮設工場の制度を利用し、

拡がっていた。江戸時代は相馬藩の海運の拠点

二本松市の小沢工業団地の一角に730㎡ほどの共同

とされ、鈴木家は相馬藩の回船問屋から始まり、
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は避難を開始した。消防団も
混乱し個々の 判断で住民 を
誘導していった。３月11日は、
請戸の区長で ある市夫氏 と
大介氏は浪江 町役場の隣 の
避難所になっていたスポーツ
施設のサンシ ャイン浪江 に
泊まり、その他の家族は双葉
ありし日の鈴木酒造店
（写真提供：鈴木酒造店）

蔵元杜氏の
鈴木大介氏
（2011.11.20）

町の親戚の家に泊まった。
３月12日には消防団は津波による行方不明者の
捜索の予定であったのだが、第一原発の水素爆発

醸造業に展開していった。創業以来、漁師と共に
ことほ

が起こり、浪江郊外の津島に避難する指示を受け

歩み、縁起を重んじ、皆で祝う「壽ぐ、言祝ぐ」

る。クルマ２台で津島の公民館に向かうが、渋滞

とされ、鈴木酒造店の「壽」は祝い酒、暮らしの

のため３〜４時間はかかった。この間、消防団

酒として親しまれてきた。

員の大介氏は、逃げ後れた年配者の安否確認に

３月11日は鈴木酒造店の今年最後の仕込日、

あたった。

津波で全てを流され、その後は放射能で立ち入る

３月13日には津島から友人を頼りに山形県米沢

こともできない。鈴木家は山形県米沢に避難して

に向かい、その日は米沢のビジネスホテルに泊

いく。たまたま、福島県ハイテクプラザ（工業

まった。鈴木一家と親戚を合わせて12人で行動し

試験場）に「酒母」を研究用に預けてあったこと

ていた。14日には友人の紹介で米沢市内の旅館

から、再開を決意、最終的に山形県長井市の東洋

「招湯苑」の合宿所のような施設を借りる。その

酒造に居抜きで入り、新たな一歩を踏み出して

後、米沢市内で貸家を探し、２週間後にはそこに

いるのである。

移り、当面の落ち着き先とした。米沢には10月
いっぱい居住していた。

一家で山形県米沢に避難
３月11日、鈴木家の人びとは最終の仕込日で
あることから、自宅（蔵）にいた。鈴木家の家族
は祖母（1915［大正５］年生まれ）、両親の鈴木
市夫氏（1939年生まれ）夫妻、鈴木大介氏（1973
年生まれ）夫妻と子ども、大介氏の弟の鈴木荘司
氏（1976年生まれ）夫妻と子どもの計９人で構成
されていた。家族規模の小さな良質な蔵であった。
地震により古い母屋は倒壊したが、当初は「３
ｍの津波」ということで屋上に避難すれば大丈夫
との判断であった。その後「大津波警報」に変わ
り、避難することに決める。長男の大介氏は消防
団員でもあり、住民の避難の誘導に向かい、家族
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（写真提供：長崎利幸氏）
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７月に１升瓶2000本を出す

また、日本三大散居村の一つとして知られる美し

蔵は津波により跡形もなく流失したが、蔵の

い水田地帯を形成、さらに長井紬を生み出すなど、

「山廃酒母」をたまたま研究目的のために、１月

豊かな歴史文化を育んできた。最上川上流の白川

中旬頃に福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援

水系の水質は良く、その伏流水により醸造が行わ

センター（会津若松市）に預けてあった。その

れている。市内には現在、酒造メーカーが２軒

ために残った。大介氏は「ご先祖様が残してくれ

（東洋酒造、長沼合名会社、その他もう１軒ある

た」と語っていた。

のだが、桶買い）展開している。

５月初旬に許可されて慰霊のために蔵の跡に

その２軒のうちの一つである東洋酒造が廃業の

戻ると、そこには40本ほどの空の酒瓶が集められ

意向を示し、2010年度は醸造を停止していた。

ていた。また、避難所では人びとから「なんとか

この東洋酒造を小関氏が大介氏に紹介してきた。

酒を造って欲しい。残して欲しい」と激励されて

大介氏自身は福島県にこだわっていたのだが、

いく。それに勇気づけられた大介氏は「蔵の歴史

酒造りの環境が整っており、また、山形県の支援

を残す」として、再開を模索していく。

もあった。さらに、酒造業の県外移転は難しいの

再開の場所を福島県内と見定め、福島県酒造

だが、震災特例で県をまたいで１回だけ移転でき

組合の技術委員会で一緒であった南会津町の国権

ることになる。このような事情を受けて、大介氏

酒造の細井冷一氏と一緒に酒造りをすることに

は「思い切って、外でやる」意思決定を下して

なる。技術委員会で細井氏は委員長、大介氏は副

いく。

委員長の間柄であった。国権酒造は３月は震災の

東洋酒造は一通りの設備を備え、年生産能力は

ため酒造りを停止していた。大介氏は国権酒造の

800〜900石（１石＝100升）であったのだが、他

タンクを一つ借り、５月初旬から１升瓶2000本

方でかなりの負債（銀行借入［山形銀行］）を抱え

ほどを醸造、７月12日に出荷している。予約は

ていた。この資産と負債を相殺し、鈴木酒造店が

4000本ほど入っていたのだが、半分しかできな

引き継ぐ形をとった。鈴木酒造店は山形銀行とは

かった。この80％は福島県内で消費された。私も

取り引きはなかったのだが、山形銀行長井支店が

８月初旬に二本松でいただいた。一緒にいただ

負債分を鈴木酒造店に融資する形となった。この

いた浪江の人びとは一様に顔を和ませていた。

間、現金は全く動かずにことはスムーズに運んだ。
10月25日に契約が成立、同時に、新たに㈱鈴木

山形県長井市の蔵に居抜きで入る

酒造店長井蔵を設立、鈴木市夫氏が代表取締役

2011年４月21日に東京池袋のホテルメトロポリ
タンで、山形県酒造組合が「がんばります！東北
酒蔵」というイベントを開催している。その際、
大介氏が被災蔵として招聘され、スピーチしてい
る。その場で山形県工業技術センターの小関敏彦
研究員と出会う。そして５月末に、小関氏から山
形県長井市の東洋酒造を紹介されていくことにな
る。
最上川の上流に位置する長井市は人口約３万人。
上杉藩の最上川水運の拠点とされ、商業で発展し、

長井市の東洋酒造に居抜きで入る（2011.11.20）
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社長に就任している。

一部再開し、その後、山形の蔵に居抜きで入った

なお、鈴木家は祖母、両親、大介氏一家、荘司

ことは聞いていたのだが、その蔵が私の旧知の

氏一家から構成されるが、一部は東洋酒造の元

東洋酒造であることは前日に聞いて驚いたところ

社長の住居を借りていた。

であった。東洋酒造では数年前の２月頃、新酒の
利き酒をしたこともあった。

兄弟による蔵元杜氏

私は1994年末以来、長井に32回も訪問し、多く

東洋酒造の主要な銘柄は「一生幸福」と「忍ぶ

の友人たちがいる。その中に、地元の有力企業で

川」。特に、
「一生幸福」は結婚式等の祝いの場に

７。
齋藤金型製作所という金型メーカーがある ò

用いられていた。また、鈴木酒造店の主要銘柄は

会長が齋藤豪盛氏（1936年生まれ）、社長が長男

「壽」
、これも祝い酒として親しまれてきた。大介

の齋藤輝彦氏（1964年生まれ）。会長の豪盛氏は

氏は「因縁を感じる」と語っていた。これまでの

自前酒として「深山神水」という銘柄の酒を、

鈴木酒造店の生産能力は年500石。今後は800〜

毎年1000升ずつ東洋酒造に生産委託していた。私

900石になるが、元々の酵母を用いた「壽」と東洋

も時々もらっていた。豪盛氏は馴染みの東洋酒造

酒造の山形酵母を用いた「一生幸福」の２つを

が買収され、気になってジリジリしていたのだが、

主軸に酒造りに向かうことになる。

私の訪問に合わせ、親子で飛び込んできた。老鈴

この間、閉鎖する東洋酒造からは３人の従業員

木社長と齋藤会長の初対面でもあった。ここから

を引き取っていた。２人が蔵人、１人が営業担当

また新しい関係が生まれていくことを期待したい。

であり、東洋酒造の酒造りのノウハウと販売経路

地酒の蔵は人びとによって支えられていくので

が確保されていくことになる。また、新たに若い

あろう。

人を１人雇用していた。
なお、大介氏と荘司氏夫妻の３人は東京農業

新たな蔵のあり方を求めて

大学醸造学科の出身。大介氏と荘司氏が蔵元杜氏

11月の訪問当日、すでに初仕込みは終わって

として働き、荘司氏の夫人が大介氏の夫人と共に

おり、第１回目の絞りは12月15日、12月20日まで

酵母の培養などに取り組んでいた。近年、全国的

には初出荷とされていた。そして、仕込みの傍ら

に農家兼業の杜氏が高齢化し、蔵元自身が杜氏と

でかなり大掛かりな工事が行われていた。

なっていく「蔵元杜氏」の形態が増えてきたが、

日本の蔵の場合、早いところでは10月中旬から

鈴木酒造店は若い兄弟２人が蔵元杜氏となって

開始し、３月初旬頃までで１年分の仕込みを終え

いるのであった。

ている。この間、農閑期となった農村から杜氏が

現状、新たな鈴木酒造店長井蔵は、大介氏夫妻、

やってくる。いわば農家の人びとにとって杜氏は

荘司氏夫妻、引き取った従業員３人、新たに雇用

副業ということになろう。これまでは蔵元自身が

した１人の計８人で運営されていくことになる。

酒造りに従事することはなかった。ただし、杜氏

兄弟の父の市夫氏は代表として温かく見守って

が高齢化している現在、蔵元自身が酒造りに踏み

いた。

込まざるを得ない。特に、若い世代の多くは東京
農業大学応用生物科学部醸造学科に学び、自ら

地域に溶け込む蔵元

蔵元杜氏となって酒造りに従事していく。また、

2011年11月20日、鈴木酒造店長井蔵を訪問した。

蔵人を通年雇用する必要も大きくなってきた。

大介氏とは６月12日に二本松で会い、南会津で
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されている。大介氏はこうした点を強く意識し、

を与えるのであろう。本稿を閉じるこの節では、

仕込み場を中心にかなりの部分を冷蔵庫化し、

中小企業の事業再開の意味、地域における中小

さらに、仕込みタンクを小型の３㎏タンク（3000

企業の役割、今後の可能性と課題というべきもの

Æ）ほどのものに換え、少人数で長期間酒造りを

８。
をみていくことにしたい ò

するスタイルを模索していた。年間10カ月操業を
イメージしていた。そのような仕組みになれば、

中小企業の事業再開の意味

かつてのように一気に材料の米を買い、一気に

原子力災害という未曽有の事態に直面し、帰郷

作り、大量に在庫するという形に比べ、資金的に

する目処も立たない中で、事業再開に踏み出した

も相当に楽になるであろう。通年で少量ずつ良い

経営者は、一様に「何もしないと人間がダメに

酒を造っていくことが目指されていた。日本の蔵

なる」と振り返っていた。元々、中小企業の経営

の新たな形となることが期待される。

者は勤め人に比べて自立心が高い。事態が収束

鈴木市夫氏は「今頃、蔵をやるのは地獄、止め

しても、どこかに勤めるのではなく、やはり何か

るのも地獄」といいながらも、若い２人の蔵元杜

の事業を始めるであろう。そのような事業者に

氏の取り組みを温かい目で見守っていた。大介氏

とって、事業家意識の維持、喚起は基本的な条件

は「浪江に戻れるようになれば、ここと浪江の２

になろう。彼、彼女たちにとっては「仕事をする

拠点にしたい」と語っていた。地元長井では若い

こと」が人生の基本なのであろう。そして、困難

蔵元の登場が歓迎され、また、鈴木酒造店の長井

の中で事業を再開することにより、そのことを

での取り組みを浪江の人びとに伝えると、どなた

明確に意識していくことになろう。12月の中旬に

も顔を和ませ、
「頑張って欲しい。早く飲みたい」

会った、再開して半年が経つ杉之家の芹川輝男氏

と語っていた。浪江の人びとにとって、鈴木酒造

は「仕事は力」と強く語っていた。

店の取り組みは一つの「希望」となっているので
あった。

また、困難の中で事業再開していくならば、
銀行や周囲からの見方が変わり、事業者としての
信頼感が高まっていくことも指摘される。「あの

５．人びとに「希望」と「勇気」を

人なら大丈夫」ということであろう。事業家に
とっての最大の財産は「信頼感」である。戦後の

ここまで検討してきたように、避難している

焼け跡からの立ち上がりの時期に、いち早く事業

浪江の中小企業者たちの中から、事業再開に踏み

に取り組み、人びとに物資やサービスを提供した

出すところが出始めてきた。そのような中で、

事業者たちは、いまでも語り継がれているので

避難している人の多い二本松の中心部に店舗を

ある。

再開させた杉之家、コーヒータイム、こんどこそ

そして、このような時期に事業再開した中小

などは、連日、来客でにぎわっている。そこに

企業の経営者たちは、自らが地域の人びとに支え

集うのは避難している浪江の人びとであり、さら

られる「地域的な存在」であることを深く理解

に、支援しようとしている二本松市民である。

していく。中小企業は「地域的存在」といわれて

そして、そこに集う人びとは一様に笑顔をみせて

いるが、困難な時期に必死に立ち上がり、人びと

いる。

に物資やサービスを提供し続けることを通じ、

やはり、困難な状況の中でも、何かを始める

その意味が深く理解されていくのではないか。

ことは周囲の人びとに大きな「希望」と「勇気」

サンライフの綿引勇司氏の「避難所の布団では
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寝られない」という避難者の声に応えた取り組み、

大きな役割を期待されている。

そして、「お得意様は遠くからも買いにきてくれ

それは最近の言葉でいえば「つながり」「絆」

る」という言葉は、そのような意味を象徴して

というべきものかもしれない。そして、その中で

いるであろう。

地域の中小企業は中心的な役割、力のある有力な

戦後60年の「大量生産」
「大量販売」
「大量消費」

市民としての役割を期待されていることはいう

「大量廃棄」の時代が終わり、私たちは成熟化、

までもない。この困難の中で立ち上がろうとする

高齢化した地域、社会の中で新たな価値を創造し

中小企業は、私たちに新たな「希望」と「勇気」

ていくことが求められている。それは「信頼」を

を与えてくれているのである。

基礎にした地域への貢献ということになる。今回
の被災はそのような課題を一気に明らかにしたの
ではないか。地域の中小企業が困難な中で事業を
再開するとは、そのようなことを意味しているの
である。

ò
１

９町村とは、双葉郡の浪江町（二本松市）、双葉町

（埼玉県加須市）、大熊町（会津若松市）、富岡町（郡
山市）、葉町（会津美里町）、広野町（いわき市）、
¿尾村（三春町）、川内村（郡山市）の８町村に加え、
相馬郡の飯舘村（福島市）を指す。カッコ内は、2011

「有力な市民」としての中小企業
以上に関連して、地域の中小企業に期待される
点は、力のある「有力な市民」という点であろう。
地域における中小企業の最大の役割の一つは、人
びとに「雇用の場」を提供するという点である。
先の「アンケート」でも、「雇用の創出」が大き
な課題として指摘されていた。人びとの生活の
基盤となる雇用の場の創出は、地域の復旧É復興
の最も基礎的な条件となろう。
そして、困難の中で大きな借金を背負いながら
も再開する姿は、避難している人びとに大きな
「希望」と「勇気」を与えることはいうまでもない。
「企業は誰ものか」という議論がある。近年の

年12月現在、仮役場（出張所等の名称）が設置されて
いる場所。
ò
２

福島県浪江町『復興に関する町民アンケート集計結

果』2011年12月16日
ò
３

このような点については、関満博『東日本大震災と

地域産業復興Ⅰ』新評論、2011年、第Ⅲ部を参照され
たい。
ò
４

この点については、関、前掲書、第Ⅱ部を参照され

たい。
ò
５

浪江の中小企業の動きの報告としては、長崎利幸

「原子力災害からの産業復興 ─ 福島県浪江町の取り組
み」
（関満博編『震災復興と地域産業 ─ 東日本大震災
の「現場」から立ち上がる』新評論、2012年）がある。
ò
６

避難後、比較的早い時期にスタートした浪江の事業

者としては、４月初めから福島市内で事務所を再開し

行き過ぎた市場経済の中では、
「それは株主のもの

た運輸業の浪江貨物自動車がある。また、印刷のまつ

である」という言い方が強まっている。だが、

ざき印刷、なみえ焼きそばを製麺（委託加工）する旭

落ち着いた成熟した社会からみれば、それは「株

屋も二本松市内で再開している。

主のものであるが、経営者のものであり、従業員
のものであり、取引先のものでもある。そして、
地域のものでもある」のである。特に中小企業は
地域的存在としての意味を濃厚に発散している。
従業員としての地域の人びと、お客としての地域
の人びと、金融の手伝いをしてくれる地域の金融
機関、さらに、行政などとの深い関わりの中で、
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ò
７

齋藤金型製作所については、関満博『二代目経営塾』

日経ＢＰ社、2006年、を参照されたい。
ò
８

地域と中小企業の関係については、関満博『新「モ

ノづくり」企業が日本を変える』講談社、1999年、同
『地域産業の未来』有斐閣、2001年、同『地域産業に
学べ！』日本評論社、2008年、を参照されたい。

