
福島県相馬港湾建設事務所

復旧から復興へ

ＬＮＧ船 第１船入港（ 2017・12・6）

復旧した漁港の朝

相馬野馬追

松川浦漁港

平成３０年 ３・１１特集号

復興拠点 相馬港ＬＮＧ基地

相馬港湾建設事務所 ロゴマーク



相馬福島道路（相馬ＩＣ～福島北ＪＣＴ）

Ｌ＝約４５ｋｍ

資料提供：NEXCO東日本(株)

霊山飯舘ＩＣ

霊山ＩＣ

（仮）国道４号ＩＣ

福島大笹生ＩＣ
相馬ＩＣ～相馬港１５分

（通行料無料）

相馬玉野ＩＣ

相馬港

霊山IC～相馬玉野IC

H30.3.10 開通
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相馬福島道路

相馬市(常磐道)と福島市（東北道）をつなぐ高規格幹線道路

相馬福島道路の整備が進んでいます！

相馬福島道路整備の効果

・相馬～福島間の所要時間が

約３５分短縮

・雨や雪、災害に強い信頼できる道路に

・急カーブや急勾配、狭さが解消され、

大型車両も安全・安心に

重要港湾 相馬港
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制限区域（陸域） 制限区域（水域）

SOLAS制限区域の設定状況

制限区域設定の岸壁
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２号・３号ふ頭 制限区域設定済 １号ふ頭 平成３０年度承認の準備中

相馬港の取扱貨物量

平成２９年過去最大の貨物量を更新しました。

今後、新たな進出企業の貨物が増加予定も。

使いやすく便利な港を目指していきます！

アクセスが良くなって

いろんな貨物が増えて

くるかな♪

安全・安心に利用でき

るようにこれからも頑

張ります！

ふ　頭 バース 延長 水深

第1船だまり 395m -3.0m

1-1 90m -5.5m

1-2 90m -5.5m

1-3 130m -7.5m

1-4 130m -7.5m

1-5 130m -7.5m

1-6 90m -5.5m

1-7 90m -5.5m

1-8 90m -5.5m

2-1 90m -5.5m

2-2 130m -7.5m

2-3 130m -7.5m

2-4 240m -12.0m

第2船だまり 550m -4.0m

3-1 240m -12.0m

3-4 170m -10.0m

１号ふ頭

２号ふ頭

３号ふ頭

重要港湾 相馬港
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発電に使用する石炭を２号ふ頭で荷役

【貯炭場】相馬エネルギーサポート（株）

２号ふ頭

エネルギー関係企業

１号ふ頭

【セメント】太平洋セメント(株)

２号ふ頭で荷役

石炭、木質ペレットを燃やして発電

【電力】相馬エネルギーパーク（同）

(株)アイ・テックの東北地方

鋼材物流の拠点となる工場
【鋼材】(株)アイ・テック

【石炭灰倉庫】
相馬エネルギーパーク（同）

灰は最終的に船で運ばれ処分

昭和電工(株)

分 譲 地

81,116㎡

相馬共同火力発電(株)
専用バース

公共バース

５号ふ頭の用地を現在分譲中

広さ・用途区分
面積：81,116㎡ 用途：危険物取扱施設用地
☆付近に公共バースがあり、荷役した貨物の運搬が

効率的に行えます。

問い合せ先

土木部港湾課 ℡：024-521-7497
相馬港湾建設事務所 総務課港営担当

℡：0244-26-7214

分譲地の利用にあたっては、県の補助金制度及

び企業立地促進貸付制度並びに税制上の優遇

措置をご利用いただけます。

重要港湾 相馬港

発電所で石炭を燃焼した際に出る石炭灰を保管

製造業等企業
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【電力】相馬共同火力発電(株)

５号ふ頭

４号ふ頭３号ふ頭

震災により一度は見送られた立地計画が実現

【福島県産米】ＪＡパールライン福島(株)

発電所で使用される

バイオマス燃料を保管

【バイオマス燃料倉庫】
相馬エネルギーパーク（同）

相馬港海上コンテナ輸送利用促進助成事業
相馬港を利用して実入りコンテナ輸送を行う荷主等に助成を行う事業です。

【荷主(輸送経費を負担した企業)】
・２０ｆｔコンテナ（実入り）１本当り ２.５万円

・４０ｆｔコンテナ（実入り）１本当り ５万円

【海運事業者】
コンテナ輸送経費に対して５０万円を助成

相馬港海上コンテナ航路

助成事業に関するお問い合わせ

相馬市産業部商工観光課

（福島県相馬港利用促進協議会事務局）

〒976-8601 福島県相馬市中村字北町63-3
TEL:0244-37-2134 FAX:0244-37-2251

コンテナ輸送に関するお問い合わせ

井本商運（株） 営業部営業課

TEL:078-322-1602
e-mail:eigyou@imotoline.co.jp
http://www.imotoline.co.jp

【化学薬品】昭和電工(株)

【LNG受入基地、ガス火力発電所】
石油資源開発(株)

相馬港に

途中寄港可能

3号ふ頭

4号ふ頭

LNGを国内供給する基地とガス火力発電所

復興のためのエネルギー拠点として進出

（２０２０年発電所完成後）

相馬ＬＮＧ基地完成予想図

沖縄へ出荷する福島県産米を保管
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１号ふ頭進入路

笠岩公園進入路

笠岩公園 相馬港湾建設事務所

相馬港を南北に貫く幹線道路を４車線に広げました

大型貨物車のための停車帯。

「広場・緑地」も使いやすくなる広い歩道。

安全で通りやすい道になった。

臨港道路1号線

３箇所全ての乗越道路が完成しました

２号ふ頭進入路

４号ふ頭

３号ふ頭
２号ふ頭

１号ふ頭

笠岩公園

原釜尾浜海浜公園

2号ふ頭進入路

松川浦漁港

ＬＮＧ基地
笠岩公園進入路

１号ふ頭進入路

臨港道路１号線（４車線化）

海岸堤防

相 馬 港

海岸堤防

ＧＷまでに全ての進入路が

通れるようになるよ！
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相馬港緑地・スポーツ施設の復旧完了

テニスコート・野球場の復旧が完了！ＧＷからの供用を予定！

相馬港野球場の復旧によせて
「相馬港野球場」の復旧落成おめでとうございます。

相馬市で野球を愛好する者として、相馬港野球場の

復旧が完成した事を大変よろこんでおります。現在、

二の丸球場を中心に相馬市民大会や早起きリーグの

大会を行っています。

「相馬港野球場」が使用できる事により、相双で行わ

れている大会を誘致したり、震災以降活動を中止して

いる相馬リーグを一日も早く復活させ、多くの大会を

開催し、野球を通して、多くの人が気軽に集まり愛さ

れる「相馬港湾野球場」となり、相双復興の力になれ

ばと思っています。

相馬市野球協会

会長 若林満男 さん

相馬港テニスコート

施設概要

・テニスコート ３面 （オムニコート）

・更衣室 １棟（女性用のみ個室あり）

・トイレ １棟 （ひろびろトイレあり）

・用具倉庫 １室 ・駐車場 ４４台

相馬港野球場

施設概要

・野球場 １面 （外野 天然芝生）

・トイレ １棟 （ひろびろトイレあり）

・用具倉庫 １室 ・駐車場 ２０台

青い空と潮騒を聞きながら

青い空の下、潮騒を聞きながら、相馬港の一角でパ

コーン、パコーンとボールを打つ光景を懐かしく思い浮か

べます。

スポーツの楽しさ、健康増進にテニスコート利用者は、

年々増加してきたところ、あの3.11により、利用者が激減

しました。しかし、被災された方々の復興、地域全体の復

興を進めながら、全国関係各所からの支援をうけ、シャラ

ポワ選手、錦織圭選手との交流イベントに参加させてい

ただくなど、利用者数の回復も徐々に進む中、相馬港庭

球場の早期復旧は、相馬市テニス協会・ソフトテニス協

会の最大の関心事でした。

このたび、見事に完成し以前のようにボールを弾く音を

立てて、テニスに汗を流す姿が戻ってくることは感慨深い

ものです。復旧に関わった関係者の皆様に感謝し、震災

前よりも利用者が増え、復興につながることが望みです。

相馬市テニス協会一同さん

角田公園テニスコート（TEL：0244-35-5091）
受付時間 9時から21時（月・土・日・祝日）

14時から21時（火～金 ※祝日除く）

スポーツアリーナ相馬（TEL：0244-37-2309）
受付時間 9時から14時（火～金 ※祝日除く）

利用についての問い合わせ先

福島県相馬港湾建設事務所

（TEL：0244-26-7214）
受付時間 9時から17時（平日のみ）

利用についての問い合わせ先

※土・日・祝日利用の場合は、事前に予約をし、

用具庫の鍵を受け取る必要があります。

相 馬 市

位 置 図

相
馬
港

野
球
場

相
馬
港
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
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粘り強く街を守る3.2kmの堤防！

防災緑地

原釜・尾浜・海浜公園

既

存

堤

防

海側 陸側

新
し
い
堤
防

相 馬 港

陸側から破壊

被災直後

相馬港湾建設事務所

震災直後の様子

切れ目なく街を守るんだ！！
既存堤防のかさ上げ

陸側もｺﾝｸﾘｰﾄで覆

い、引き波にも強

い｢粘り強い構造｣

にしています。

海浜公園から高台へ！

避難階段を設けました

堤防が無かったところには新しく作りました

津神社付近

高台へ
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海辺で遊ぶ!

天皇陛下が第１９回全国豊かな

海づくり大会の印象をお詠みに

なられた「御製」碑があります

御製碑のある公園

南防波堤突堤のテラス

相 馬 市

原釜・尾浜海浜公園

相馬の渚に

遊びに来てね

渚 も回復

Haragamaテラス

原釜・尾浜・海浜公園
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相馬市

６年目の復興への灯り

一本道・市道 松川大洲線は、

平成３０年５月から通れるようになります

かつて福島県立自然公園の相馬市の松川浦は太平洋と潟湖に挟

まれ、一本道が原釜地区と磯部地区を繋いでいました。太平洋に

は、サーファーや釣り人が集い潟湖には海苔の養殖棚が広がり、

そこに点在する小さな島々はまるで日本三景の松島を彷彿させる

美しい景色を作り上げていました。１９９５年、この松川浦に架

けられた松川浦大橋は相馬市のシンボルとなり交通に観光に人々

に愛されていました。

しかし東日本大震災では、この場所で多くの命が奪われ、道路

は寸断され、美しかった潟湖も一本道も姿を変えてしまいました。

橋は大きく損壊し、通行ができなくなり、今も復旧工事が続けら

れています。

３月６日、松川浦大橋では津波で被害を受けたライトアップ用

照明器具の新設工事が終わり、試験点灯が行われました。

白、緑、オレンジと静かに色を変えながら、まるで夜空を手

探りするかのようにゆっくりと昔の姿を取り戻そうとしてい

る、そんなふうに見えてなんだか愛しささえ感じるそんな１

時間でした。

４月になり橋を渡り切った所までは行けるようになりまし

た。一本道が再びつながって、松川浦の風光明媚な景観が

戻ってきたとき、その時相馬の人々は復興を心から実感でき

るのではないでしょうか。また以前のように松川浦大橋を渡

る相馬随一のドライブコースを、窓全開で潮風を浴びて走り

抜ける日が今から楽しみです。

（菅野とし枝さん 相馬市 ２０１７年４月）

大橋のたもとの公園も完成
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　　約３５０ｍの区間が破堤しましたが、「粘り強い堤防」で松川大洲ラインがつながりました

～　計画のくふう　～

「粘り強い堤防」がつながりました！！

親水階段護岸も完成 車窓から海が見えます

波返しを

低くしました

渚で遊んで・・・
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船が戻った松川浦漁港

名産 コウナゴ漁

特産のカレイ

（松川浦地区）

復旧から復興へ
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「んめぇ～魚といえば松川浦！」をめざして

香りで勝負！ 伝統の青のりで復興を。

女性部は、

いつも元気だ！

伝統の青のりを未来に残したい
震災前は松川浦に海苔の網を３００柵ほど設置、

毎年１２月から３月まで収穫作業をしていた。

のりを乾燥機にいれる作業をしていたとき地

震がおきた。しばらくして余震のあと、真っ黒い水

がおそってきたが、そのときは津波とはわからな

かった。灯台のほうへ逃げた。一面ががれきの

山になった。青のり作業用の車も船も流された。

松川浦の中に残ったがれきを、４ｔダンプ１００台く

らいで片付けた。

翌年にはのりの作業ができるようになったが、

放射線の影響で出荷できず胞子の保存をする作

業を続けた。今日、「７年ぶりに、やっと、出荷で

きるようになった。」 とてもうれしい。

もうと歳だし、後どれくらいつづけられ

るかわからないが、孫の亭主が青のり

養殖を継いでくれることになった。

会社に勤めながら、見習いから

はじめてくれている。

青のり漁師

伊藤 康夫さん

震災前、ヒラメやカレイは、「常磐もの」として、東京でも高値で取引されてたんです。ここの港では、女性が

「船迎え」をして、そのまま女性が「仕分け」、「せり」までやるんですよ。せりまで女性がやるのは、全国でも

めずらしいんだ。松川浦の女は働きもんなんですよ。

でも、震災を受けた時の、正直な気持ちは、「２度と漁は再開できないな」と思った。磯部では住むところも

なくなり、船だけ磯部港において通っている。港の復旧にはずいぶん時間がかかったような思いもあるけど、きれ

いになり、使いやすくなったり、新しい鵜ノ尾岬の港も使えるようになるし、魚種が多くて儲かる大型底曳網船な

どで若い人たちが活躍できる港にしたいね。女性部では、高校生に「魚の食育」をやって、骨のある魚を食べさせ

たり、料理させたりするんですよ。

松川浦に行けば「常磐もの」は何でもそろう。新鮮で「んめぇ～魚は松川浦だ」と言われるように、おいしい魚

を提供し日本で３本指と言いたいところだが、１０本の指には入る漁港に復興できるよう、がんばっぺな～！

相馬双葉漁協 女性部

佐藤 靖子さん・星 すえ子さん
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２月 試験操業がスタート！

新地町の復興を釣師浜漁港から
つる し はま

漁港施設の復旧が完成し、試験操業がはじまっています！

新 地 町

震災発生時、神宝丸で漁に出ていた。仲間の「帰る

な！」という連絡で帰港せず、沖で待機し、助かった。津

波の威力は凄かったが、船にしがみついてなんとか一

命を取り留めた。弟は津波で亡くなった。弟も漁のため

沖に出ていたが転覆した。

復旧されたこの港から、弟と一緒に漁に出ているよう

な気がしている。弟の分まで漁をし、釣師浜漁港を復興

させることが一番の供養だと思う。頑張りたい。

（漁師 小野 春雄さん）

巨大な津波によって私の船は転

覆し、沖に流された。そこで同じ漁

師仲間に拾い上げてもらい、何と

か一命を取り留めた。 この釣師

浜港の漁師として、新地町の復興

に力を出すのが生き残った者の

使命だと思う。

（漁師 中島 利夫さん）
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釣師浜漁港海岸に集う！

海岸堤防が完成しました

つる し はま

濁川

離岸堤(りがんてい)

岸壁

復旧工事で安波神社を遷座しました

常磐線↓

新 地 町

海風にさそわれた人々の集う渚を

浜街道を福島に抜けると青く透き通る美しい海と海風が人々を迎えてくれます。夏には、打上げ花火が海面に反射し幻想

的な光景。サーファーや釣り人、散歩をする人々が集い、自然を満喫しながらそれぞれの時間を穏やかに過ごす釣師浜漁

港の姿を見て育ちました。

東日本大震災の大津波は、環境や人々の暮らしを壊滅させ、多くの尊い命までも奪いました。防潮堤は全て壊滅。道路

は寸断され、私のふるさとを跡形なく一瞬で奪いました。

震災から７年が経過する現在。防潮堤なども復旧しかつての姿を取り戻しつつありますが、釣師浜漁港へ抜けるかつて

の街並みは、防災緑地の整備工事中のため人々が集うまでは、まだ時間を要すると感じます。私は、震災後から海岸清掃

を定期的に続けてきており復旧していく様子を見てきました。辛く悲しい思いをしましたが、私を育ててくれた海。ふる

さとです。かつての賑わいはもちろんの事、それ以上に美しい海と緑地という絶景のポイントになると思います。微力な

がら震災の教訓を後世に伝えながら、また心地良い海風を気持ちよく感じることが出来る日を心待ちにしてます。

（新地町 川上 亮さん）

１１年ぶりの「安波まつり」 （２８年１１月３日）

浜の催事
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新しくなった港では毎年「かしまみなと祭り」が行われます

南相馬市・鹿島区

復旧した港のようす

相双の海は宝の海！息子たちと新しい船で。
ここの浜は子供たちのキャンプ場なんかもあって、にぎやかな浜だった。この烏崎地区には１

６０軒に近い家があったが、１６軒しか残らなかった。震災の日は、「この港は直接、海に面し

てないので津波なんか来ない」っていうことで、港の中で待機してたら、船ごと６号線まで流さ

れたが命は助かった。２か月ほどして、この漁港は復旧しない。原発事故で漁業の再開のめども

ない。と言われ廃船にした。息子たちも漁師をあきらめほかの仕事についた。海は見たくなかっ

たし、船で出てもあんまりいい気持ちはしなかったが、生まれついての漁師なのかなぁ、だんだ

ん慣れてきたよ。そんな折、息子が「やっぱり漁師をしよう」と言ってきたので、思い切って新

しい船を作った。今は、二人の息子と海に出ている。「常磐もの」が取れる相双の海は宝の海だ。

カレイもほかのところのより身があつい、上ものなんだ。一日も早く状況が改善し本格操業した

いね。もう一艘、新造船して家族でやるんだ。相双の海での漁師はやめられない。この港は、静

かで最高。復旧してもらってよかった。新しい船でこの港から漁に出られるのは最高に幸せだ。

仲間も後継者を育てようとしている。息子たちの未来のためにも、真野川漁港を「にぎわいの

港」に復興させるよ。

真野川漁港所属（鹿島地区）

漁師 柴田 昌幸さん

来てね！
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○海岸堤防は、津波が越流しても直ちに壊れない粘り強い構造で復旧工事を行い、烏崎地区、南右田地区共に
完了しました。砂浜を守る離岸堤や「にぎわい施設」（緑地）も完了しました。

烏崎地区（1.4ｋｍ）、南右田地区（1.3ｋｍ）の海岸堤防の完成

鹿島の一本松よ。永遠に！

ここにも、「奇跡の一本松」がある。７年前、京都から

堤防建設の支援に来た私たちは、どこかの一本松と違った

愛着を感じました。

６年かかった堤防建設工事の間、この松は私たちを見

守ってくれ難工事の推進に勇気をくれました。そして、堤

防の竣工したその年の冬.姿を消しました。

子供たちが残っていると聞きました。堤防に守られ、地

域の「絆」の松林として再生し、ここを「ふるさと」と思

う人たちの思い出をつなげてほしいと思います。

（南右田の堤防工事は、

代々京都府が担当でした）

この松の子供たちが
きれいな渚を

再生してくれると信じています

完成した海岸堤防で粘り強く地域や漁港を守ります
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相馬双葉漁協 請戸地区代表

高野 一郎さん ７年ぶりの出初式

あたらしい港の姿

港で作業ができる「使いやすい
港」にするため埋立します

大きな漁船がたくさん泊めら

れるよう防波堤を改良します

もともと河口にあった港なので、堆砂対策は本当に大変だった。４０年以上かけて一つ一つ

施設整備が進み、やっと、「使えるようになったかなぁ」と思った矢先に津波にあった。外の

防波堤がなくなり、砂で埋まった港は「再開できないだろうなぁ」と感じた。おまけに、２年

も立ち入りが出来ず、ほかの港の復旧が進むのを見ていると、とても悔しい思いがした。

とにかく岸壁の復旧をやってもらって、自分達の港に戻れたときは本当にうれしかった。ありがたかった。また、「新

しい港のかたち」が県、町に理解を得られ、整備に向けて努力してもらってるようで、とても感謝している。震災直後、

８隻だった船が今は、２６隻になり、まもなく、もう１隻増える予定だ。請戸の海は、本当に豊かな海で条件さえ整えば、

若い人でも生業（なりわい）としてやっていける。今は、そんな日のために私たちは頑張っている。特に、都市に避難し

ている４０～５０代の元漁師が戻ってこれる環境整備が必要だ、新しい港の整備は、一朝一夕に出来るものではないので、

着々と進めてもらっていて心強い。これらをフル活用する日が、早く来るようにしたい。

「にぎわい」を戻したいね。港の中に、笑顔や歓声があふれるようになるのが、復興の近道。元気な港は風評も吹き飛

ばせる。もともと、魚はいっぱいいるので、人さえ戻れば「にぎやかな港町」として「浪江町の復興の拠点に」できる。

浪 江 町

Ukedo
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平成２９年2月25日、２６隻の漁船が帰還しました

それでも請戸は私のふるさと。

港から新しい請戸の歴史を開きたい。
さらさらの砂が広がる海水浴場。かご、網が積まれた漁船が碇泊する港。せり合う声が

響きわたる市場。浪江町請戸漁港は、冬は、出初式や安波祭。夏には浴衣で屋台をめぐる

花火大会も。私の部屋の窓から、港が見え、波音や汽笛が聞こえる暮らしでした。

当たり前の風景、当たり前の生活、津波は一瞬にして、それらの当たり前を呑み込んで

いきました。家も家族とも連絡が取れず、やっとの思いでつながった役場から告げられた

「請戸は、壊滅です」。「壊滅」という言葉に、全身が息苦しくなったことを覚えています。

次の日には原発事故のため避難指示となり、海辺や自宅の様子すら見ることは、敵いませんでした。

しばらくして、防護服を着用し変わり果てた故郷を見ることになりました。道路わきにあふれるがれきの

山、横倒しになった祖父の船、家は基礎コンクリートがむき出しになって残っていました。

あれから７年めの春を迎える今、展望台に上がると、また、港に並んだ船を見ることができます。復旧が進む港。以前より高く設

計された堤防。しかし、その堤防の先に街並みが戻ることは２度とない。ただ、ただ、震災前のふるさとの姿に思いを馳せることの

できるような素敵な情景が広がればいいなぁと・・・。

津波が直撃した請戸地区には、もう誰も住むことができません。ここには、確かに多くの家、お店、神社やお寺、学校や交番、

郵便局。そして、間違いなく、たくさんの人がいました。７年めの請戸は港以外の場所は、あたかも初めから何もなく、誰もいな

かったような情景が広がっていました。戻りたい。また、同じ場所に住みたいと思っている人もいるけど、多くの人はそれを口に出

しません。なぜなら、やはり、あの津波の恐怖を知ってしまったから。私たち生き残った者は、請戸に住んでいたこと、そこにあっ

た思い出をこれからも伝え残していかなければならないと思います。そして、再建される「新しい請戸漁港」がもう一度たくさんの

人を集め「活気と笑顔あふれる港町」に戻り、近くに避難している人も、遠い人も、同じ思いで新しい請戸の歴史をひらいていくこ

と。ふるさとへの心も、町も、一歩一歩、復興へ進みたい。

（請戸地区から避難中

小学校勤務 鈴木 久美子さん）

復興の見える展望台

浪江町復興計画

請戸漁港

安波様のお祭り

浪 江 町
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監視船

スパット

起重機船

潜水士船

ガット船

（船が動かないよう海底に固定する）水深10m

基礎（石造）

深い海で防波堤を復旧

外海の波から港を守る東防波堤・先端部の復旧に着手

難しい工事の区間

沈下した！ 傾いた！

上部工コンクリートを

取り壊したところ。

津波で基礎がこわれて

います。海底から作り

なおします。

深い海の仕事は，地上とは全く違います。宇宙での船

外活動とも似ています。

・生命維持装置が必要です。

・水圧を受けるので作業時間が限られます。

・波や潮の流れもあります。

地上とはまったく異なる厳し い状況で作業をします

安全作業で頑張るので

もう少し、時間を下さいね！

浪 江 町
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乗越道路

インタビュー１(区長さん？原田課長補佐？）

越波・引き波で、陸側から壊れた堤防、護岸

平成３０年２月撮影

「粘り強い海岸堤防」

３０年度も完成

させます。

駅から歩いて海風の感じられる港まち広場へ

昨年１０月、７年ぶりに富岡駅に電車が来た。もともと、駅と富岡漁港は歩いて１０分、８００ｍほどしか離れてなくて、震災前は

「駅にいちばん近い港と海水浴場」って言われた。毎年、サーフィン大会が開かれたけど、交通の便の良さから県外からも多くの人が

集まったもんだった。この辺の海は砂浜がなく、富岡漁港の砂浜は唯一、家族で遊べる海だった。

海と親しむ拠点「とみおか 海の駅」のオープンイベントのその日、震災が起きた。２１ｍの津波で何もかも流れた。ほかの人家被

害の大きさ、原発事故もあり、話題にもできなかったが、海を思うみんなはとても残念だったと思う。

７年たって町全体の復旧は、まだまだな感じだが、港や堤防が急ピッチで進めてもらっているのを見ると、昔のように「にぎわう海

沿い」になる日が待ち遠しい。幸い駅は元の場所に再整備。駅と港のロケーションはそのまま。これを生かして「海風の感じられる港

まち広場」を海沿いに再興したい。家族での海水浴、釣り大会、サーフィン、マラソン、サイクリング、鮭のつかみ取りなど、メ

ニューはいっぱいある。私たちの住んでいた海沿いの地域に、いろいろなところからの人が集まって、復旧した港に「海の駅」を再開。

笑顔や歓声があふれる港まちにしたい。

仏浜地区行政区長 原田 八十治さん

富 岡 町

富岡漁港へは堤防を

乗り越えて入るんだ！

「駅に近い！」 をフル活用。歓声のあふれる港町へ

砂浜の渚
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相双の海の自然と文化を守り、伝え、生きる

相双の海辺に暮らす人々は、常に太平洋の大海原と隣り合わせで暮らし、海の恵みに感謝

して生きてきました。その一方、海を信仰の対象として崇め、恐れ、適度な緊張感を持ち、海

と共生する知恵も身につけてきました。

２０１１年３月。震災と原発事故後、行政による復興工事は進みました。これらは、地域で

生活する人々の暮らしと命を守るために、必要なことです。しかし、その一方で、震災後に復

活した動植物の生息地と周囲の景観は、工事によって大きく変化してしまいました。

これらは、地域の人々にとっての、「財産であり、故郷の原風景」でもあります。これらに

育まれて、「福島の宝」である、海辺の祭事や郷土料理などの文化も脈々と受け継がれてきた

のです。

今、「未来の相双・福島」を考える時だからこそみんなで 考えて みましょう。復興工事

とともに、海辺の自然と文化を守り、 伝え続けていく事の意味、大切さを。

私たちは、これからも海に対して謙虚に、驕らず感謝して いきたいものです。あの日から会

えなくなってしまった人々とも、私たちは海を通してつながっています。私たちは、海に抱か

れながら、これからも相双の、福島の、海と生きていきましょう。 (2018年3月 寄稿)

南相馬市博物館 学芸員 稲葉 修さん
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（編集 Ｓ．Ｙ生【京都府から技術支援】）

一日も早く、相双の港や海辺が、

笑顔であふれますように

鵜ノ尾崎灯台から南に白砂青松の海岸に並行して、風雪に耐えた松林が浜風に押されるように

梢を西に傾けて素晴らしい景観を創っていた。松林に足を踏み入れるとゴツゴツとした根っこと

松籟※に包まれた記憶がある。震災前のこの地方の原風景である。今となっては、色あせたセピア

色の写真を思い出すような懐かしさを感じる。

さて、未曽有の被害を被った東日本大震災からの復旧は、高速道路がつながり港や海岸が整備

され、目を見張るものがある。これらの復旧した社会資本を最大限に活用し、観光やデベロップ

に生かしていくのが地域住民の使命と思われる。

方や、今の率直な思いは、「お金がかかるものは出来上がったけれど、時間のかかるものはで

きあがっていない。」そのような気がする。

これからは、長い時間を費やしても過去の松籟を取り戻すべく、種を蒔いて苗木を育て松林の

回復をはかるようなことも大事なことではないかと思う。

※ 松籟（しょうらい）松に吹く風。また、その音。

相馬市観光復興御案内処 菅野 昌孝さん

時と再生する相馬の原風景

編集後記

震災から７年、「相双の復興は港から」を合言葉に、当所が担当してきた港や護岸・堤防の復旧工事も一部の港を残し、ほぼ、完了

します。被災された方々に、工事の進み具合をお知らせしてきた「３．１１特集号」も、その役目を終えようとしています。そこで、

今回は「地元の方々の声」も聞きました。土木施設の復旧は、「幸せの生まれる舞台」、「笑顔の生まれる場所」の再生にすぎません。

今回の大災害の悲しみや絶望を復旧工事の進捗を見て、希望に変えられた多くの被災者かたがたから、お話を聞くことが出来ました。

当所の復旧工事の成果が、１日も早く多くの方々の活躍の「舞台」となり、希望や笑顔や歓声でいっぱいの場所になればと思います。

被災写真はほとんどありません。前を向いていきたいからです。新しい産業の振興、交流人口の拡大、「常磐もの」の本格操業の開始。

そして、ゆっくり、しかし、しっかりと再生される相双の海辺のくらし。

あたらしい舞台で「復興」を演じてくださる方々に、これからもエールを送りつづけたいと思います。
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〒９７６－００２１

福島県相馬市原釜字大津１８３

ＴＥＬ ０２４４－２６－８７６８（代）

Ｅ－mail     souma.kouwan@pref.fukushima.lg.jp松川浦の夕日

都府県からの支援者

よし、もう、ひと頑張り！

請戸の復興に力を！

相馬双葉漁協

女性部 請戸支部 製作
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