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～南相馬市で働く理学療法士からの報告～
2014 年 3 月 11 日で東日本大震災から 3 年が経過しました。そして、この通信も今回が最後になりま
す。今回の Vol５では、この一年南相馬市で過ごして感じたことも踏まえつつ、これまでと重複する点も
ありますが、今福島が抱える問題と現状をお伝えしたいと思います。

皆様ご存知の通り、福島県では震災関連死の方の人数が地震や津波による直接死の方の人数を上回りま
した。被災 3 県の中では突出した数字です。原発事故による避難生活の行き先が見通せない中、市町村
や有識者からは原発事故に特化した制度の創設を求める声が出ており、福島民報社では、原発事故によ
る避難途中や避難先で亡くなった全ての人を「原発事故関連死」と位置付けています。
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関連死の 9 割は高齢者。時間の経過とともに認定が難しくなっているという課題も浮かびます。
「生活が
ようやく落ち着き、遺族が申請できるようになった」ケースもありますが、書類が紛失するなどして断
念するケースもあるとのこと。
福島県の市町村別にみると、右の通り。
医療行為を十分に受けることができなかった避難最中の死に加え、
望郷の念を抱えながら不自由な避難生活で命を落とす人も多いよう
です。いまだ多くの人が避難生活を強いられていますが、原発事故
による避難者の自宅は、津波や地震の被害がない限りそのままの形
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で存在し続けています。目に見える形で自宅が残っているのに帰ることができないーという不安定な喪
失感を抱えています。
「帰れない」と諦めの気持ちがある半面、自宅があるため「帰れるかもしれない」
という期待感を持ち、新たな生活に踏み切れずにいる人も多いです。
もし、原発事故がなければ…地震により瓦は落ちても、修理をして自分の家に住み続けたでしょう。し
かし、瓦が落ちたまま避難を強いられ、一時帰宅の許可が出て家に帰った時には、雨水が入り天井や畳
はボロボロになり、カビだらけになり…家中ネズミの糞だらけ…それを見て落胆する方も多いのです。

2013 年 6 月～統計を取り始めており、これまでに福島 46 人・岩手 29 人・宮城 35 人が震災・原発
事故に関連する自殺とされています（遺書に、理由を記載している等いくつかの条件あり）。年代別、職
業別は以下の通り。
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今年 1～2 月に、福島県内ではすでに 6 人の自殺が確認されています。また、京都に避難していた 50
代女性の自殺も見つかりましたが、統計は発見場所ごとに取りまとめているため、他都道府県に避難し
ている人は含まれていません。心のケアにとどまらず、さらに踏み込んだ自殺対策を緊急に講じること
が必要と専門家は指摘します。しかし、実際に何ができるのか…ゲートキーパー養成講座等も企画され
ていますが、正直私はどのような対策が良いのか分かりませんでした。特に仮設住宅には、定期的に巡
回が入ります。けれど、本当に辛い方は、訪問しても、インターホンを押しても、声を掛けても何の反
応もありません。明らかに中にいらっしゃっても…です。そんな時は、そっと手紙を置いて帰ります。
巡回する方々は、皆さん何がいいのか分からないと言います。しかし、思いついたことはとにかくして
みる…のです。先日、内閣府が県に職員を派遣し、聞き取り調査を行っていました。マンパワー不足の
課題等に対する打開策が見つかることを願うばかりです。

復興庁によると 2 月 23 日現在、約２６万７千人が避難生活を送っ
ています。震災直後は、約４７万人が避難したが、昨年３月以降は
月数千人のペースで減少。避難先でそのまま定住したり、自宅を再
建する動きが目立ってきています。被災３県から県外への避難者数

福島

47995 人

岩手

1486 人

宮城

7076 人

は右の表の通りで、原発事故の影響もあり福島県からが最も多い。実際に、故郷の自宅に帰ることを諦
め、新居を構える人が増えてきている印象もあり、帰還か移住か…選択が迫られています。Ａさんは、
初めてお話を伺った頃は、
「絶対家に帰る！」とおっしゃっていましたが、先の見えない不安と長引く避
難生活の中で考え方が変わり、移住を決意されました。
また、避難生活で家族離散となっているケースも多く、飯舘村等では原発事故前の世帯数に比べ、避難
先での現在の戸数は３割近く増えている事も分かっています。避難先のアパートや仮設住宅が狭い上、
通勤・通学などの事情により離散を余儀なくされ、高齢者だけの世帯が増えています。そのため、災害

公営住宅もいかにコミュニティを作り上げるのか、元々の地域住民との繋がりを如何に築くのか等も課
題として上げられています。
ちなみに、１１月の研修時にお伝えした↓なかなか何も建たなかった災害公営住宅の場所にようやく↓
のように完成。

間もなく入居開始予定です。災害公営住宅＝市営のような数階建てをイメージしておりましたが、ここ
は戸建てタイプでした。もちろん、場所によっては数階建てのアパートもあります。

屋外遊びを気にする保護者はまだ多く、県内には屋内遊び場が平成 23 年秋以降、60 か所以上設置され
ました。これらは子どもの体力向上はもちろん、保護者の不安やストレスの解消に一役買っていると言
われています。しかし、福島県内の子どもの体力低下や肥満傾向は続いており、学力向上とともに県教
育委員会の最重要課題となっています。昨年、文部科学省が行った「全国体力・運動能力、運動習慣等
調査」の結果、全ての項目において福島県は平均を下回っています。とはいえ、全国平均との差は縮小
傾向でもあり改善の傾向もみられています。年齢別肥満傾向児の割合も全ての年齢で全国平均を上回っ
ており、特に小学校高学年から高校生では男女ともに前年よりも肥満傾向が高まった年代が目立つよう
です。県教委によると、25 年 5 月時点で原発事故に伴う放射線の影響で屋外活動を一部制限している
公立学校は 56 校で、全体の 7%となっています。狭い仮校舎での生活やバス通学で体を動かす機会が減
っており、手軽にできる筋力アップ指導等も期待されています。

影響が出ているのは、もちろん子どもだけではありません。仮設住宅等での長引く避難生活が高齢者の
運動機能低下や認知機能低下を引き起こしています。そのため、要介護認定を受けた高齢者が増加傾向
を続けており、被災 3 県の沿岸部 42 市町村で、2010 年 3 月に比べると 20%超の約２万人が新たに
認定を受けています。
県(自治体数)

認定者数

2010 年 3 月末比の増加率

福島(１５)

３万１９６９人

２６％

宮城(１５)

６万９９４５人

２２％

岩手(１２)

１万６５７８人

１１％

福島県の各自治体の 2010 年 3 月末比の増加率を見ると、大熊町 62% 飯舘村 56%
増加率で、南相馬市は 36%と深刻さが浮かび上がる数字です。

浪江町 55%の

やはり、福島県にとっては切っても切り離せない問題です。今もなお、あちらこちらで除染が行われて
います。しかし、なかなか進んではおらず、住宅除染においては計画に対し 42.6%の完了率にとどまっ
ています。そして、除染した除去土壌が入った黒い袋の山。これらを保管する中間貯蔵施設は不透明の
ままで、仮置き場の確保に国や市町村は苦労しています。中には、この黒い袋を自分の家の庭で保管し
なければならない地域もあります。また、この袋は耐用年数もあり、徐々に限界が生じ始めています。
そして、公園等には現在の放射線量を示す測定器。除染・黒い袋・測定器…この光景が日常になってい
ます。ちなみに私が住んでいる南相馬のアパートは福島第一原発から直線 24km です。

しかし、だからといって私はあまり気にせず生活してきました。無関心とは違います。南相馬市民には
放射能測定器が無料配布されるため、私も持っています。始めは、常に持ち歩いていました。しかし、
いつの日か家に置いたままになりました。それは、慣れたからというよりは、どこが線量が高いとか、
この辺りの数値がどれくらいとか分かってきたからだと思います。そのうえで、問題ないと思い、持ち
歩かなくなったのだと思います。水も最初は基本的には購入したものを使っていました。ですが、今は
違います。また、南相馬で作った野菜も食べています。もちろん検査済みのものです。ホールボディカ
ウンターで内部被ばく量検査を行いましたが、もちろん異常なし。体内からは検出されていません。
福島県内全体でみると、実際に線量が高い地域はあります。私が経験した一番高い数値は、「15μ㏜」
でした。それは福島第一原発のある大熊町～双葉町を通過した時です。もちろん居住できる線量ではな
く、許可証がないと通れないような場所です。
（何度かお伝えしましたが、広島の研修会場が 0.08μ㏜
でした。
）
福島県内にはそういった線量が高く、しばらく立ち入れなかった区域や居住制限区域等があり、瓦礫の
撤去も進んでいません。2014 年 1 月末現在、岩手 97％宮城 99%のがれき処理が進んだのに対し、福
島は 68%です。

右の写真は、双葉町の入り口にある
ゲートです。放射線量が高いがために
誰も住むことができないこの地域に
残されたこの標語。
この標語を作った当時小学生だった
方は、後悔し続けていると報じられ
ていました。
私がお話した福島の方々は、はっき
りと「原発は反対だ」という人もい
れば、「その恩恵を受けてきたから
一概に反対とは言えない」という人
もいます。
情報がたくさん出回るこの時代、何
が正しいのか考えることは必要です。原発は必要なのか？放射線量はどこまで気にするべきなのか？
放射線量に関しては、私は一年を通し、考え方は人それぞれで、様々だと思うようになりました。気に
し過ぎる人を「過剰だ」と責める気もないし、私が南相馬で生活していることを「大丈夫なの！？帰っ
た方がいいよ。」なんていう人にも腹は立ちません。自分や家族、特に子供世代の事を心配するのは当た
り前だと思うからです。実際に、ボランティアや研修に行く事、就職についても、親や家族に反対され
たという話を今でも聞きます。だから、内緒で来た、諦めた、説得した等反応は様々です。無関心には
ならず、自分なりに情報を集めて、行動する。それしかないのかなと思います。

あの日以降、どんなことがあったのかを何人もの方々が語って下さいました。一部ご紹介します。
Ｂさん
2011 年 3 月 11 日以後、3 日間沿岸の遺体捜索に加わる。
見つかったご遺体を体育館まで運んでいた。
「原発が爆発した！」捜索現場でそのような話が広まり始めた。各自、自主判断で避難を開始。しかし、
どこに逃げたらいいのかも分からなかった。とりあえず親戚のいた横浜へ。しかし、区長をされていた
ため、支援物資が届いていると連絡あり。4 月初旬帰宅。やっとの思いで帰ってきた家の窓は割られ、
テレビはなくなっていた。自宅は福島第一原発～31km…
⇒様々な賠償や減免制度は 20km 圏内、30km 圏内といった線引きがされているものが多く、同じ市町
村でも、隣の人と賠償の差が生じることがあるのです。
C さん
自宅は津波の被害は免れ、地震の被害もほとんどなかった。しかし、
「原発が爆発したため避難します！」
そう役所の人達が来て言った。どこに？どのくらい？何も分からないまま、下着一枚も持たないまま手
提げかばん一つを持ってバスに。飼い猫も連れて行けず…バス 5 台 250 人。行き先は新潟だった。体
育館では、いつも争い事や怒号が絶えなかった。その後、新潟で 3 カ所移動。南相馬に帰ってきたのは
約 8 カ月後。今も仮設住宅での生活です。
⇒避難所、仮設住宅、借り上げ住宅等多い人は８回もの移動を強いられた人もいるようです。多くの人
が、バスに乗って避難する時、行き先も分からないまま乗ったと話されます。どれだけ不安だったこ

とでしょう…爆発？放射線量？避難？何が起きたのか訳も分からないまま、何処に行けばいいのかも
分からず、「とにかく逃げて下さい！」と言われたら…私たちならどうするでしょうか？

3 年目を迎えた、2014.3.11。私はいつも通り仕事に向かいました。
いつもとどことなく違う町の雰囲気。礼服姿の方々を多く見かけました。慰霊祭出席のためです。
利用者さん達も違いました。
「今日は、話を聞いてくれる？」と、色々と震災当日やその後のことを話さ
れる方、
「実は知り合いが 3 人亡くなってんだ」と今まで話されなかったことを口にする方…様々でした。
14 時 40 分頃、私はちょうど訪問中でした。迷いながらも、その利用者さんに、少しリハビリを止めて
もいいか伺ったのです。するとその方は、
「お願いします」と涙声で返事をしてくださいました。お願い
したのはこちらなのに、しかもなぜ止めるか理由を話したわけでもないのに、逆にお願いされたのです。
そして、数珠をお渡しし、二人で一緒に黙祷をしました。
14 時 46 分。
1 分間のサイレンが南相馬では鳴り響いていました。胸が締め付けられるような、何とも言えない時間
でした。
そして、夕方はキャンドルナイトというイベントに向かいました。
向かうと、そこはみんながみんな色んな想いをキ
ャンドルに乗せていました。私の隣で書いていた
中学生か高校生くらいの女の子は「絶対おおくま
に帰る！」そう力強く書いていました。
それを見た時、私は、胸が詰まるような想いと、
こういう風に強く故郷を思って頑張っている子達
がいることに、逆にパワーをもらいました。

大熊は、原発のある地域で、本当にいつ戻
れるのか分からない地域です。先日、平成
45 年までの事業計画が発表されていまし
たが、除染の見通しも立っておらず、不透
明のままです。
しかし、そういった想いで日々過ごしてい
る子供たちがいることを決して忘れてはな
らないと思います。先日、居住制限区域（日中
は出入り自由。住むことは不可。）を車で通った
時に、自動販売機に飲料を入れている業者さん
を見掛けました。また、花を植えたプランターを一生懸命に道路沿いに並べている女性を見掛けました。
いつもではないけれど、たまに片付けに帰ってきた時、動いていない自販機よりも、買うことのできる
自販機があったり、いつも通る道路沿いに花があったりすると、感じるものは違うんだと思います。

ここで、県追悼復興祈念式で読み上げられた詩をご紹介します。
東日本大震災追悼復興祈念式追悼詩
2011 年 3 月 11 日
この日のことを わたしたちは 忘れることはできません。
あの日から
あの東日本大震災から
三年の月日が流れました。
しかし、わたしたちは、決して忘れません。
あの日、奪われた、たくさんの尊い生命のことを。
あの日、失った、ふるさとの、懐かしい父母の匂いを。
あの日、ふるさとに置き去りにした、無数の思い出の手触りを。
あの日、捨てざるを得なかった、平穏な日常の、そのかけがえのない日々のことを。
あの日々は、もう二度と戻らないのでしょうか。
教えてください。
いつ、わたしたちのふるさとは、ふたたび蘇るのですか。
いつ、わたしたちはふるさとに、ふたたび戻れるのですか。

たとえば
たとえば授業中とか
入浴中とか
ベッドの中で
何の前触れもなく
唐突に思うことがある
「帰りたい」って
何ということはない 日常だったけれども
それでも 楽しい毎日だった
でも 今は
帰れないことに 一抹の寂しさを 感じている
これからできるのは
いつまでも ふるさとを思い続けること
ただ それだけ

みなさんにとっての「ふるさと」とは、どのようなものなのですか…？

最後に…
南相馬市自体は、私が初めて訪れた一年前に比べ、子どもを見ることが少し増えたような気がしていま
す。とはいえ、実際の南相馬市の子どもの人数を数字で見ると以下のようになっており、統計的には、
子供の数は減っています。でも不思議と一年前に比べて、子どもを見るような気がしますし、少し町に
活気がでてきたような気がしています。
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確かに、避難先で仕事を始めたり、子供が学校に通い始め慣れてきたために、戻りたくない若い世代も
多く、結果的に高齢者だけの世帯も多いです。しかし、２～３時間かけて南相馬まで車通勤している人
もいます。そして、会社やお店も少し増えた気がしています。
つまり、居住者は減ってはいるが、通勤の人や、仕事で一時的に来ている人達もおり、居住している子
供たちが外で遊ぶようになり、居住人口は減っていても、少し活気がでてきているような気がしている
のかもしれません。まだまだ避難者は上記のように多いですが、誰もが「活気が戻ってきた」と思える
ような南相馬になることを願っています。
そして、私が思うこと…南相馬は良い町です！特に相馬野馬追いという行事に関しては一見の価値あり
です！甲冑姿の武士と化した人々が馬にまたがり、500 騎もの馬が街中を行列し、甲冑競馬や旗取りを
行います。大迫力です！！だから、南相馬は被災地ではあるけれど、観光地として皆が訪れてくれるこ
とを地元の方々も願っています。

今回も最後まで読んで下さった皆様、本当にありがとうございます。深くお礼申しあげます。
私は南相馬に来て、今日で 1 年が経ちました。この 1 年、本当に色々な経験をさせていただきました。
今の被災地を見て、
「もう 3 年も経つのに…」と思うことはしばしばで、未だに津波の足跡が海岸沿いを
行くと溢れています。その光景は、毎日見ていても、決して慣れるものではありませんでした。
先日広島でも地震があったかと思います。決して他人事と思わず、防災・減災を心掛けましょう！地震
が起きたらどうするか？家族との連絡手段は？水は？食料は？準備することは決して無駄にはなりませ
ん。もし、またいつか皆様に、南相馬のことをお伝えする機会があれば、私にできる限りのことは精一
杯お伝えしていきたいと思います。それが、ここ南相馬で、みんなが私に伝えてくれた恩返しだと思っ
ています。なので、もし話を聞きたくなったら、いつでもお声掛け下さい。十分にはお伝えできません
が、精一杯お伝えしたいなと思います。
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