
原子力災害から農村地域の復興に取り組む住民組織活動の特徴 （8077）

―　　―13

福島大学地域創造
第27巻 第１号 13～28ページ
2015年９月

Journal of Center for Regional 
Affairs, Fukushima University 
27 (1):13-28, Sep 2015

論 文

１　はじめに

１．１　背　　　景
　水田農業地帯の放射能汚染は前例がなく，農業の
再建に向けた研究調査は放射性物質の農業用水から
の流入（［16］吉川）やイネへの吸収特性（［18］根
本）などの成果が蓄積されている。こうした放射性
物質の農業への影響に関する研究は，例えば農業環
境技術研究所が運営するWebサイト「農業環境と
放射能汚染」（［23］農業環境技術研究所）に収集さ
れており，様々なカテゴリーから研究成果の閲覧が
可能である。また，生産環境の改善に併せて生産段
階からの放射性物質の管理体制の構築にむけた生産
体制が提言されるなど，安全な農産物の生産，流通
に向けた社会の枠組みの改善も必要とされる（［22］
日本学術会議）。
　そうした対策の受け皿となる農村地域は過疎化・
高齢化という従来の問題に併せて，居住可能な低線
量の地域では農作物への放射性物質の吸収抑制対
策，出荷制限，全袋検査の実施がなされている。そ
して，年間被ばく線量が20mSvに達する区域では
全住民が避難を強いられ，低線量の地域においても
自主的な避難や移住，地域活動の縮小を受けてコミ

ュニティの弱体化が危惧されている。これはソーシ
ャル・キャピタル「Social Capital（以下，SC）」の
損害として問題とされ，その損失の評価と対策が求
められる重要な課題である（［12］小山）。SCは著
者によって細かな定義は異なるものの，既往の成果
をまとめた［10］空閑の成果によれば「社会におけ
る信頼・規範・ネットワーク」が共通するとされる。
SCは農村における主体的な活動を左右する要素と
して注目され，これまで数多くの研究が蓄積されて
きた。
　さらに，農産物の出荷制限や風評被害による所得
の低迷などの問題が営農意欲の減退につながり，原
発事故を機に離農の意向を示す農家が少なくはな
く，耕作放棄地が一気に拡大した地域も存在する。
同様の問題は過去の大規模災害においても起こって
おり，災害を機に農業従事者が半数近くまで減少し
ていることが指摘されている（［24］農林水産政策
研究所）。また，復興庁が公開した避難者の帰還の
条件を見ると，放射線量の低下，安定した生活基盤，
生業の確保といった総合的な生活再建が望まれてお
り，除染は必要条件の一つに過ぎないことがわかっ
ている（［25］復興庁）。そのため，除染による外部
被ばく線量の低減に併せて，十分な農業所得が見込
める経済システムの構築，自治機能が発揮される
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人々の繋がりが維持される地域づくりが展開されな
ければ，これまでの大規模災害と同様もしくはさら
なる地域の衰退を迎えることは十分に想定される。
　こうした生活再建に向けた地域づくりの推進は住
民主体を基本としながら行政と住民の協働によって
実現することが望まれている（［21］日本学術会議）。
一方で，除染を例とすると行政間の意見の相違や住
民参加型の計画推進の経験不足が行政と住民の対立
構造を生み出す原因となっている（［20］地球環境
戦略研究機関）。さらに原子力災害以前より住民参
加型の計画策定が順調に進められてきた市町村にお
いても，計画策定への住民の意向の把握と反映の欠
如，情報開示の遅れなど，生活再建に向けた行政機
能の限界が指摘されている（［９］糸長）。
　こうした問題はチェルノブイリ原発事故の影響
を受けたベラルーシでも過去に存在した。事故当
初，政府によるトップダウンの対応は短期的には効
果を見せたが，復興のステージに差し掛かると，地
域に応じたきめ細やかな柔軟な計画策定の障害と
なった。そこで政府は地域に則した復興を目指す
「ETHOSプロジェクト」を打ち出した。この対策は
住民の関心に応じて専門家が支援をおこなうことで
実践的な放射線防護方法を身につけ，住民が自立で
きる生活環境をつくり出すことが目的とされている
（［26］OECD Nuclear Energy Agency）。
　こうした住民の関心に応じた専門的な生活支援は
県内外の大学やNPOなどの組織との連携によって
福島県内の様々な被災地域で実現している。多主体
連携による地域づくりは「新しい公共」の政策概念
の下，行政だけでは行き届かない細かな公共サービ
スを補うものとして進められている。そして東日本
大震災の被災地域では復興庁による「新しい東北」
の政策の下，NPOなどの外部の組織による復興支
援活動を経済的に支援する対策が取られた。
　放射能汚染の被害を受けた農村地域は過疎化・高
齢化という従来の問題に併せて，放射能の影響下で
の農業生産の制限による農地の荒廃，自治機能の低
下をもたらしており，こうした地域を牽引できるだ
けの能力を有する人材や余力がないことも想定され
る。また，［14］佐々木らは東日本大震災の津波被
災地の町内会活動を調査しており，それによれば，
被災地は人口減少に併せて仮設住宅への分散居住な
どによって地域活動が縮小し，外部からの支援がな
ければコミュニティの維持・存続が難しいことが懸
念されている。こうした事態はSCが毀損された原

発事故の被災地においても想定される問題である。
　行政による復興支援の限界や地域を牽引できるリ
ーダーの存在が危ぶまれる状況において，生活再
建に向けた地域づくりを進めるために地域と関わ
りを持つであろう，総務省のおこなう復興支援員
やNPO，農業関係団体といった関係主体の役割は
大きく，専門的な技術支援に併せて，住民の主体的
な態度形成や集団的な活動への合意形成といった円
滑な組織運営への期待も寄せられる。［５］守友ら
によって福島の復興の視点に地域内外の連携によっ
て地域づくりを目指す，内発的発展の視点が導入さ
れた。このような，地域の中だけでは不足しがちな
ノウハウを外にある人的支援や技術支援を通して補
い，その過程の中で地域内の人々の協調行動や主体
性を高め，人々の課題解決能力を向上させていく枠
組みの構築は必要であると考える。

１．２　目　　　的
　地域内外の連携を通して放射能汚染からの農業農
村の復興に向けた集団的な活動の枠組みを構築する
際，放射能汚染によって地域の活力が弱体化した地
域において技術的・専門的支援をおこなう関係主体
と地域住民の関わり合いが必要とされている。そし
て，そうした地域における住民組織の活動状況の実
態を浮かび上がらせ，危機的状況からの地域づくり
が促された要素を示すことは，衰退を迎えようとす
る状況での地域づくりに向けた知見の蓄積に繋がる
ことが期待される。
　本稿ではそうした問題意識から，放射能汚染から
の復興を目指す農村地域を対象として地域づくりに
向けた活動に着目する。そして地域住民の活動の歩
みを時系列に記述していくことで，復興過程とそこ
での住民の関わり方について特徴を明らかにするこ
とを目的とする。

２　調査対象地の概要

２．１　小国地区の概要
　調査対象地は図２－１に示す福島県伊達市小国
地区を選定した。2014年12月末で425世帯，人口は
1,275人である。小国地区は小学校区規模の地区で
あり，上小国，下小国の２つの区民会，９つの地区
から構成されている。図２－１の空間線量は原子力
規制委員会が公開している第７次航空機モニタリン
グのデータであるが，地区の大半の空間線量率が
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1.0～1.9μSv/hと，周辺地域より比較的高線量で
あるのは放射性物質が雨，雪によって地表へ降下し
たものとされている。
　小国地区の震災以前の人口構造，農業構造の概要
を表２－１に示す。データは主に2010年農林業セン
サスを用いた。地区全体で除染の課題となる林野は
65%，経営耕地が地区の９%を占める。経営耕地の
中で水田と畑地が各々41%，樹園地が18%となって
いる。地区世帯の半数以上が農家であるが，農業従
事者は60歳以上が多くを占め，耕作放棄地を有する
農家世帯も半数近く存在する。また，すべての集落
が過疎地域として指定されている。小国地区は多く
の農村地域で抱える過疎化，農家の高齢化の問題を
同様に有する地域である。

２．２　小国地区の沿革と近年の取り組み
　ここでは小国地区の原発事故以前に着目し，特に
被災後の小国地区を復興に影響を与えたであろう要
素を既存の資料から整理していく。
　現在の下小国は1877年の新下小国村と古下小国村
の合併によって誕生した。そして1889年の町村制へ
の移行によって上小国，下小国，大波村が合併し，
小国村が誕生する。1955年には小国村，掛田村，霊
山村，石戸村が合併することで霊山町が形成される。
この時，大波村が分離し福島市に合併された。そし

図２－１　調査対象地域
資料：原子力規制委員会　第７次航空機モニタリング（2013年８月27日～９月28日測定）
　　　（http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/362/list-1.html）より作成。

表２－１　小国地区の概要

総土地面積 1,659ha 100%
林野面積 1,086ha 65%
経営耕地面積 153ha 9%

経営耕地面積 153ha 100%
水田面積 63ha 41%
畑地面積 63ha 41%
樹園地面積 27ha 18%

総戸数 336戸 100%
農家世帯 225戸 67%
非農家世帯 111戸 33%

耕作放棄地 67ha
耕作放棄地を持つ農家世帯 138戸

農家人口数 617人 100%
～14歳農家人口構成 54人 9%
15～29歳農家人口構成 83人 13%
30～59歳農家人口構成 209人 34%
60歳～農家人口構成 271人 44%

区画整理済の田のある農業集落数※ ６集落

資料：2010年，2010年農林業センサス農業
　　　集落カードより作成。
注：※印は2000年農林業センサスによる。



福島大学地域創造　第27巻　第１号　2015.9（8080）

―　　―16

て2006年に霊山町，伊達町，梁川町，保原町，月舘
町が合併し，現在の伊達市となった。
　そして霊山町農村総合整備計画書（［７］霊山町）
や霊山町史（［８］霊山町）によれば，小国地区の
農業振興事業が1970年～1980年頃を中心に実施され
ていることが記録されている（表２－２）。特に，
既往の報告（［17］小松ら）より被災後の営農再開
や作業委託は圃場条件に左右されることが明らかと
なっており，そうした影響を与えた圃場整備事業は
1978年～1980年の「新農業構造改善事業」の中で下
小国を中心に実施されている。また，1982年には小
国地区の営農生産法人の前身となる「田植共同作業

組織」が設立されている。一方，上小国においても
1981年の第二次霊山町振興計画の中では1985年まで
に35haの圃場整備をおこなうことが予定されてい
たものの実施には至らなかった。その結果，上小国
の被災後の営農再開状況は試験栽培以外の作付がさ
れていない地区も存在するといわれている。
　また，農林業センサス集落カードを用いて，1970

年まで遡及したデータとこれらの事業がおこなわれ
た期間を重ね合わせると，農業構造の移り変わりの
中に事業効果を彷彿させる傾向を確認することがで
きる（図２－２～３）。
　「新農業構造改善事業」が完了した1985年には農

図２－３　農地貸借の推移
資料：農林業センサス各年次より作成。
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資料：農林業センサス各年次より作成。

表２－２　小国地区における農村振興への取り組みの経過

実施年度 実施地区 対象 内　　　　　　　　　　容

1969 下小国 果樹 農機具格納庫（１棟），スピードスプレイヤー（２台） 農業構造
改善事業1970 下小国 果樹 貯水基（９基），選果所（１棟）

1971 下小国 稲作 水稲育苗センター
1976 上小国（上組） 集落営農
1977 上小国（原，末坂） 集落営農
1977 下小国（福田，荒屋敷） 集落営農
1977～1978 上小国（原） 農道（600ｍ）,トラクター（２台），バインダー（２台），ハーベスター（１台）

1977～1978 下小国（福田） コミュニティセンター（１棟），トラクター・トレンチャー（１台），スピ
ードスプレイヤー（１台），格納庫（１棟）

1978 上小国 研修会施設

1978～1980 下小国　上小国（一部） 稲作・畑作 区画整理（田28.1ha，畑5.1ha），農道整備（2,000ｍ）

新農業構造
改善事業

1978 下小国 水稲 育苗センター（１棟）　ハーベスター（５台）
1980 小国 農道整備（400ｍ）
1980 上小国（山下） 農用トラクター（１台）
1980 下小国 果樹 スピードスプレイヤー（２台）
1980 小国 酪農 農用トラクター（２台），モアー（２台），フロントローダ（２台）

資料：［７］霊山町，［８］霊山町から作成。
注：対象地区が詳細でない場合は「小国」とした。
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地の貸借面積，借入経営体数，作付面積が一時的に
増加を見せている。しかし，その後は2000年まで耕
作放棄地が増加し，作付面積や貸借面積が減少する。
そして2000年からは「中山間地域等直接支払制度」
に取り組み，その効果が2005年の耕作放棄地面積の
減少に繋がっていると考える。また，2000年以降の
借入経営体数と借入耕地の増加は2000年から開始さ
れた「農地保有合理化事業」の実施による貸借の推
進によるものとされている。2010年における小国地
区全体の貸付耕地面積の９割が圃場整備実施集落を
占めるなど，圃場条件によって農地貸借が促される
構造を確認することができる。
　そして，近年の取り組みとして上小国では2004年
から農作業型体験型学校「霊山農テク学校」を実施
していた。この取り組みは遊休農地を使い都市住民
とともに様々な作物の作付から収穫までをおこなう
ものであった。しかしながら現在は放射能汚染の影
響から活動を休止している。そして，上小国では
2011年２月より「地域おこし支援員」が派遣されて
いる。この支援員は，「取り戻す会」の設立のきっ
かけとなる，被災当初の土壌分析に協力している。
　こうした小国地区のこれまでの地域づくりの取り
組みを見てみると，下小国は効率的な農業生産を目
指す地域づくりが進められ，上小国では近年になっ
て地域内外の交流によって地域づくりを推進しよう
とする機運が高まっていた状況にあったと考える。

２．３　原子力災害後の状況
　原発事故後，小国地区は高線量地帯であることを
受けて被災３ヶ月後に特定避難勧奨地点に計90世帯
が指定された。世帯単位での指定のため，それによ
る賠償の有無が経済格差をつくることとなり，住民
間の信頼関係を揺るがした。そして，避難者と居住
者が混在する状況は人々の繋がりの希薄化を招い
た。また，作付制限や価格低迷が営農意欲の低下に
繋がり，農地は放射能汚染のみならず，耕作放棄地
が増加した。さらに営農の停滞に伴って農業用水路
などの維持管理も滞るなど，自治機能が大きく低下
した。
　しかしながら，小国地区の注目すべき特徴はこう
した逆境に対して地域住民が，例えば賠償や農業復
興など，地域レベルで発生する様々な問題に対して，
行政や大学などの協力を得ながら住民が組織的に対
応したことが挙げられる。2011年９月に放射能汚染
から日常の生活の再建に向けて活動する「放射能か

らきれいな小国を取り戻す会（以下，取り戻す会）」
をはじめに，新たな農業経営の仕組みの構築に向け
て研究をおこなう「おぐに水耕栽培研究会（以下，
水耕栽培研究会）」，子供の健康を目的に保護者が中
心となって活動する「小国からの咲顔（えがお）」，
住民自らが復興計画の策定をおこなう「小国地区復
興プラン提案委員会（以下，提案委員会）」，特定避
難勧奨地点の指定から外れた住民の賠償の実現に向
けた「小国復興提案委員会」などを生み出した（前
出「提案委員会」と異なることに注意）。これらの
住民組織に対して行政，JA，大学などの関係主体
が連携体制を構築しながら，住民の要望に応じて専
門的な支援がおこなわれている。また，下小国を中
心にNPO法人再生可能エネルギー推進協会（以下，
REPA）が，バイオマス発電や水田除染を中心とす
る活動を住民と共におこなっている。
　こうした住民組織による活動範囲の規模は小国地
区を基本とする小学校区である。この範囲は複数集
落による自治再編の最適規模として既往の研究で注
目されてきた。例えば過疎化・高齢化に対応した人
材確保，公共サービスの主体的実行能力といった理
由から積極的に推し進められ，震災後も復興構想の
計画の範囲としても妥当な規模とされている。
　また，原発事故以前は上小国と下小国の共同活動
は少なかったとされているが，こうした取り組みは
両地区が協働する契機となり，新しい自治の枠組み
の形成に繋がっている。
　こうした住民組織による復興活動は先行して取り
上げられており（［11］小松），住民組織の組織構造
の特徴，住民主体の汚染マップの作成方法などが詳
細に述べられている。また，地区の復興過程をモデ
ル的に整理した成果（［13］小山）がある。こうし
た活動がSCの再構築，放射線防護に向けた技術開
発に繋がっていることが分析されている。また，「取
り戻す会」の会長から地元住民の視点から小国地区
の活動内容の紹介もおこなわれている（［15］佐藤）。
さらに国内外から様々な団体が視察に訪れ，その報
告がメディアやweb上で公開されるなど，小国地区
は地域の外への情報の発信の機会に恵まれた。
　このような先駆的な取り組みの背景には，①危機
的状況に直面したものの，住民組織の代表や役員を
務め，地域を牽引できるリーダー層が存在するなど，
余力が残されていたため，集団的な行動へ至る合意
への意思決定が着実に進められたこと，②地域おこ
し支援員や大学教員との繋がりなど，被災以前に得
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られた専門家とのネットワークによって，時宜を得
る形で外からの技術的な支援を受けられたことや，
地域内に職業などの経験から得られたノウハウを元
に問題の解決策を考案できる能力を持つ人物が存在
したこと，③汚染が深刻な地域でありながら人の生
活が営まれているため，注目されやすい状況下にあ
ったことなどの地域特性が存在することも考えられ
る。
　こうした活動の前提となる地域社会の特性は独自
のものではあるものの，外部からのサポートを受け
ながら住民が中心となって問題解決に向けて活動が
推進されていく連携体制は，他地域の地域づくりに
向けた取り組みの参考事例になると考える。

３　小国地区の復興に向けた活動展開

　ここでは2011年３月から2015年３月までの４年間の
小国地区で起きた原発事故に起因する様々な出来事
を，資料や文献を元に整理する。取り上げる項目は，
代表的な取り組みである「取り戻す会」，「提案委員
会」の他，地域を取り巻く動きとして行政施策，除染，
「REPA」，「水耕栽培研究会」などの動向も記述して
いく。データは住民組織の活動資料，既往の文献，聞
き取り調査の結果などを用いる。それによって原発事
故後の小国地区の復興に向けた歩みを捉えていく。

３．１　自立的な活動の展開
　2011年３月～2011年９月までの活動内容を整理し
たものを図３－１に示す。
　原発事故直後の３月下旬頃から，稲の作付制限の
問題や農作物の放射能汚染が報道されはじめた。小
国地区では４月から個人が任意で土壌，農作物の放
射性物質の測定を実施しはじめた。その結果，高い
放射能汚染が明らかとなり，地域内では高濃度汚染
が噂されはじめた。一方で，2011年４月12日に発表
された県の土壌調査の結果では5,000Bq/㎏以下で
あることから水稲の作付が容認されたが，住民はそ
の指示に疑問を抱きながら作付に応じた。その傍ら，
安心して作付をおこなうために，K氏（建築設計事
務所を営む）が市やJAに詳細な土壌調査を依頼す
るも，後日おこなうということで対応を後回しにさ
れた。しかし，上小国に派遣されていた「地域おこ
し支援員」がその要望を聞き入れ，簡易土壌調査を
上小国を網羅する形で実現することができた。
　その後，2011年６月27日には上小国の本組行政区

で住民から地域としての特定避難勧奨地点の要望が
出されているものの，2011年６月30日に指定された
特定避難勧奨地点は世帯ごとの指定となった。この
方法は地域の分断に繋がる経済格差を招く施策とし
て批判されている（［13］小山）。
　その後，土壌調査結果は，2011年７月20日に住民
を参集して開催した「簡易土壌報告会」で報告され
た。基準値（5,000Bq/㎏）を超えるデータも存在
したが，サンプリング方法に問題があることも想定
されることから，基準値を超える地点が数箇所に存
在することだけの報告に留めた。また，こうした被
災状況下でありながらも，施策決定のための行政の
調査や対応策は地域の現状を捉えているとはいい難
いという実態に対し，主催者（現在の「取り戻す会」
の会長）より，住民が主体となって組織化を図り，
継続的な調査体制を構築することで問題解決を図る
必要性が訴えられた。参加者全員がこの提案に合意
し，呼びかけ人となって他の地域住民への呼びかけ
を開始した。また，この報告会の前日（2011年７月
19日）には主催者が知人である福島大学の教員への
活動支援を依頼している。
　その他，組織的な活動に向けては2011年６月11日
に「小国からの咲顔」が結成され，８月26～27日に
は「REPA」による最初の会合が下小国でおこなわ
れた。「REPA」においても地元住民より支援要請
を受けたことが契機とされている。このように地域
の危機的な状況が次第に明らかになるにつれて，地
域のリーダー的な立場の人々が，人脈を活用しなが
ら同じような境遇の人々や専門家と協力関係を構築
し，問題解決に向けた体制をつくる動きがはじまっ
た。そして「簡易土壌報告会」の約１ヶ月後には「取
り戻す会」の前身となる「発起人会」（2011年８月
28日）が開催され，９月には区民会の役員などを対
象として「取り戻す会」の設立にむけた協議，説明
会がおこなわれた。こうした話し合いの中では組織
化に向けた会則の制定や集落機能や有力者に配慮し
た役員への人材登用などが進められた。そして「取
り戻す会」の設立総会には上小国120世帯，下小国
58世帯，計178世帯，地区の約４割の協力を得られた。
また，先行して中心メンバーが二本松市東和地区で
展開される先進事例の視察をおこない，放射能汚染
の測定に向けて学習を開始した（2011年９月15日）。
　この間に小国地区では市による行政区長などを対
象とした原発事故に伴う説明会の開催（2011年６月
10日），除染に関する学習会（2011年７月21日）や



原子力災害から農村地域の復興に取り組む住民組織活動の特徴 （8083）

―　　―19

定所に要望を出している（2011年11月１日）。その
要望は直ぐに実現し，微量放射能測定機器を㈱カタ
ログハウスより２台無償借用することができた。そ
して公民館（小国地区交流館）の一室を借用し，開
設までに複数回の協議と測定方法の取得に向けた講
習会（2011年12月28日）を開催し，検査体制の準備

行政，関連動向 地域の行事，出来事
「取り戻す会」
に繋がる活動

2011 3 11 東日本大震災発生

14 福島第一原発3号機の

水素爆発

15 福島第一原発4号機の
爆発

4 土壌調査（個人）：
高濃度汚染

12 県：作付け容認

5 農産物検査（個
人）：高濃度汚染

6 10

11 「小国からの咲顔」結成

11～12 市：空間線量測定

19
地域おこし支援員へ
土壌調査依頼：上小

国で126検体

27
上小国本組から市へ特
定避難勧奨地点指定

の要望書提出

30

7 14 被災状況記録ノート勉
強会

19 福大への支援要請

20

簡易土壌調査報告会
（60）：基準値越え

多数，正確な土壌調
査と汚染実態の把握
の必要性，出席者全
員が他の住民へ呼び

かけ

21

8 11 県：「福島県復興ビジョ
ン」策定

19～21 市：詳細環境放射線
量測定

26
国（農水省）：「農
業・農村の復興マス
タープラン」策定

26～27 REPA：下小国で初会

合

28
発起人会（38）：簡

易土壌調査報告会の
参加者中心

29 国（文科省）：5千
Bq/kg超えの土壌検出

30 国：「放射性物質汚染
対処特置法」策定

31 市：農地の除染実証試
験（下小国）

9 下小国：仮置き場選
定理事会

1
国（文科省）：「原
子力損害賠償紛争解
決センター」設置

2 下小国区民会長との
協議

4 上小国区民会総務委
員会説明

5 役員会（上小国）

6 下小国役員説明会

8 上小国4行政区長説明

14 役員会（上小国）

15

先進地視察（二本松
市東和地区）:土壌中
の放射能汚染の調査

枠組みの学習

図３－１　「取り戻す会」設立までの経緯
（2011.３～2011.９）

資料：[２]伊達市,聞き取り調査および各組織資料より作成．
注：（　）内の数値は参加人数

年月日

国（原子力災害対策本部）：特定避難勧奨地
点の説明会と世帯の指定（86世帯）

市：原発事故に伴う説明会（行政区長，班長）

市：除染に関する学習会（行政区長）

市：除染作業，仮置き場説明会

図３－１　「取り戻す会」設立までの経緯
（2011.３～2011.９）

資料：［２］伊達市，聞き取り調査および各組織
資料より作成。

注：（　）内の数値は参加人数

仮置き場に関する説明会（2011年８月28日）が開催
された。その後，９月には下小国において仮置き場
選定理事会が開催されたが，この時は結論には至っ
ていない。さらに，事故直後より厚生労働省による
地区別，品目別の出荷制限が開始され，農水省によ
る「農業・農村の復興マスタープラン」の策定（2011

年８月26日），放射性物質対処特置法の成立（2011

年９月１日），県による「福島県復興ビジョン」の
策定（2011年８月11日）など，施策の枠組みがつく
られはじめた。

３．２　現状把握に向けた調査活動
　１年目（2011年９月～2012年10月）の活動内容を
整理したものを図３－２～３に示す。
　復興に向けた組織的な活動の１年目における中心
である「取り戻す会」は農業，食品，環境における
放射線量の測定，対応策に関する取り組みだけでな
く，広報，渉外，親睦といった情報共有，人々の交
流に関する委員会を設置することで，総合性を持つ
組織となっている。「取り戻す会」の詳細な組織構
造は［11］小松を参照されたい。
　2011年９月16日の「設立総会」を経て活動が開始
されると，役員を中心として空間線量の測定に着手
した。本来は詳細な土壌調査を予定していたが，財
政的・技術的な問題から100ｍメッシュの空間線量
調査に切り替えた。調査の枠組みはK氏が設計，環
境放射能の測定機器は霊山総合支所から借入し，集
落ごとに第１回目の測定が2011年10月17～23日にお
こなわれた。この詳細な調査は普段の生活で実感で
きるレベルでの汚染実態が把握される本来の目的の
他，住民の避難状況などの現状把握にも繋がってい
る。この調査結果は汚染マップとして可視化され，
各戸へ配布されている（2011年11月28日）。この活
動は継続的に実施され，空間線量の減衰を確認して
いる。さらに，このマップは特定避難勧奨地点の指
定から外れた人々が原子力損害賠償紛争解決センタ
ーへ裁判外紛争解決手続（以下，ADR）による損
害賠償請求の集団申し立てをおこなう際に，損害状
況を証明するための資料としても役立った。また，
２回目の測定（2012年４月21～30日）では福島大学
からの高性能の測定機器を借入れることで調査精度
の向上が図られた。また，測定終了後は参加者を集
めた慰労会がおこなわれている。
　その後，農作物の検査体制の構築に向けて，先ず
は測定機器の貸与のためにNPO法人市民放射能測
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が進められた。測定所の運営は「安全安心委員会」
に委ねられている。測定結果はWeb上での匿名に
よる公開の他，年に数回発行される「測定所だより」
に食品ごとの基準値に関する情報なども併せて住民
に情報提供することで内部被ばくのリスク低減に繋
げている。また，測定所が運営されてしばらくする
と，測定所を運営する「安全安心委員会」の女性達
が新たな取り組みとして2012年５月に「小国やまぶ
きおしゃべりサロン」を立ち上げた（2012年５月）。
この組織は月に１度集まり，手芸や料理教室，娯楽
などをとおして，不安や悩みの解消を目的に活動を
おこなっている。さらに「安全安心委員会」は日本
女子大学と調理・加工の手法の違いによる放射性物
質の除去率に関する研究もおこなうなど，女性が中
心となった積極的な活動が展開されている。
　こうした間に，県による米の安全宣言（2011年10

月12日）がおこなわれたが，間もなくして小国地区
で基準値の500Bq/㎏を超える米が検出（2011年11

月28日）されたことを受けて，翌日には2011年度米
は出荷規制が指定され，後日，農家への説明会が実
施された（2011年12月４日）。その後，住民と行政
などの関係機関を交えた米の作付に関する話し合い
（2012年２月８日）がおこなわれ，その中で作付に
関する住民の要望が述べられた。そして，農水省が
2012年２月28日に発表した作付方針によって2012年
度産の米は作付制限として指定され，2012年３月15

日に作付制限に関する説明会が開催されている。そ
れを受けて，「取り戻す会」は原因の解明と営農意
欲の維持のために米の試験栽培に向けて動き出した
（2012年４月３日）。試験栽培は市を事業主体として
実施され，試験の枠組みは住民，国，県，市，大学
間の協議によって固められ，一部で吸収抑制対策の
効果検証のための区画を設けるほか，住民の要望に
よって例年とおりの肥培管理による作付が実現して
いる。試験栽培は地元住民による試験栽培田の選定
（2012年４月７日），大学による地権者への聞き取り
調査（2012年５月20日），地権者を交えた作付（2012

年５月下旬）など住民参加を基本とする姿勢が取ら
れた。同時に土壌調査も進められた（2012年６月19

日）。また，試験栽培は地元の営農生産法人が水管
理と収穫以外のすべての作業を受託した。一連の結
果は大学から地権者向け説明会（2012年９月19日）
や地元説明会（2012年９月25日）として還元され，
交換性カリウムの効果や一般的な規制値越えのパタ
ーンとは異なる「はずれ値水田」の存在が明らかと

行政，地域の出来事 取り戻す会の活動

2011 9 16 設立総会（150）

22 内局員会議（6）

29 役員会（29）

30 市長挨拶（5）

10 5 線量測定方法勉強会（23），調

査分析委員会（14）

7 役員会（26）

12 県：米の安全宣言

17～23 第1回空間線量測定調査（約40
（延べ113））：地域の現状把握

22 測定慰労会（50）

28 市：除染基本計画（第1版）

29～30 生協：下小国除染ボランティア

31 内局員会議（7），安全安心委員

会議

11 1 測定器設置願い（3）：市民放射

能測定所

2 緊急役員会（31）

7 REPA：報告会（100） マップ試作品

14 市民放射能測定所との協議

15 役員会（34，大学）

22 県：「米の放射性物質緊急調
査」開始

食品測定器設置（20）：カタロ

グハウスから貸与

25 特定避難勧奨地点（4世帯）

28 米の基準値越え 役員会（31）

28 第1回汚染マップ配布

29 2011年度米の出荷規制

12 県：「福島県復興計画（第1次）」策

2 測定所開設協議（3）

4

5 県：「福島県農林地等除染基本
方針」策定

9 市民放射能測定所研修

15 役員会（35，大学）

15 2台目測定器設置願い（1）

17 測定所話し合い（10）

20 測定装置2号設置（4）：カタロ

グハウスから貸与

22 市長面談（6）

26 準備会議（15）

27 国（農水省）：「24年産稲の作付け

に関する考え方」公開
測定所開設協議（3）

28 測定指導講習（10）

2012 1 11 役員会（29）

15 新年会，講演会（132）

26 国（環境省）：「除染ロード
マップ」公開

測定所準備会議

31 緊急役員会（28）

2 8

10 「復興庁」発足
測定所開設打ち合わせ（9），役

員会（31）

18 測定開始式準備（12）

19 REPA：日本工業大学訪問（8） 測定開始式（29）

23 測定勉強会，幹事会（18）

28 国（農水省）：「2012年産稲の

作付に関する方針」公開

3 除染終了（38戸）

市：復興計画（第1版）

9 国（農水省）：2012年産稲の作

付制限区域設定

15

17 測定ボランティア勉強会
（20），測定所会議（12）

19 米作付の聞き取り調査（40）

22 市：「復興ビジョン」，「復興
計画（第1版）」策定

30 国：「特定避難勧奨地点解除の指
針」発表

31 REPA：会議（12），実験準備

31 国：「福島復興再生特別措置法」策定

図３－２　１年目の復興への取り組み１
（2011.９～2012.３）

資料：[２]伊達市,聞き取り調査および各組織資料より作成．
注：（　）内の数値は参加人数

年月日

米出荷制限説明会

米作付話し合い（100，県，市，JA，大学）：作付に関して丁寧な説

明を要望として出す

2012年産米作付制限説明会：（国，県，市，JA，大学）

図３－２　１年目の復興への取り組み１
（2011.９～2012.３）

資料：［２］伊達市，聞き取り調査および各組織
資料より作成。

注：（　）内の数値は参加人数
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なった。試験栽培の詳細については［18］根本を参
照されたい。
　こうした活動の合間には定期的に役員会が開催さ
れ，福島大学からのアドバイスを受けながら活動の
方向性について話し合いが進められた。役員は約40

名から構成され，毎回７割程度の出席が確認される。
そして，運営のための細かな対応は会長や事務局長
などの中心メンバーが対応した。また，会員数は設
立当初の178世帯から地区の約６割を占める260世帯
に増加を見せた。また，活動の運営費は１世帯あた
りの1,000円の年会費の他，協賛金，2012年４月17

日に助成が決定した「高木仁三郎市民科学基金」が
主な収入源となっており，汚染マップの印刷代，親
睦会，測定所運営費などに充てられている。
　そして「REPA」においては報告会（2011年11月
７日）を経て，2012年３月11日より小国地区での実
験の準備に向けた会議をおこない，2012年８月17日
にO氏を中心に水田除染，バイオマス発電に関する
実験が順調に進められていることが報告されてい
る。その後，2012年10月１日に三井物産から経済支
援を受けることが決定した。
　この間に施策として市による復興計画（2012年３
月），除染計画（2011年10月28日，2012年８月）が
策定され，国では復興庁の発足（2012年２月10日），
環境省による除染ロードマップの公開（2012年１月
26日），福島復興再生特別措置法が制定（2012年３
月31日）された。また，上小国を中心とする集落で
市より仮置き場の説明会がおこなわれた。

３．３　活動の多様化と組織の重層化
　２年目（2012年10月～2013年11月）の活動内容を
整理したものを図３－４～５に示す。
　「取り戻す会」が設立されて２年目に差し掛かる
と「水耕栽培研究会」が2012年10月30日に設立を経
て正式に活動を開始した。この組織の目的は農業経
営手法の学習であり，参加するメンバーは認定農業
者，生産法人など，地域農業のリーダーを担う12名
の他，市，大学，JAなどが顧問として位置づけら
れている。主な活動は勉強会の開催や先進事例の視
察が中心であり，水耕栽培，生産環境，生産から流
通，販売に関する学習を月に１度のペースで開催し
ている。この活動は伊達市の「地域づくり支援事業
交付金」の対象となっており年間20万円の経済支援
を受けている。
　「取り戻す会」の取り組みとしては試験栽培結果

の地権者への情報提供（2012年12月１日），地区全
体での報告会（2012年12月13日），土壌分析結果の
講演会（2013年１月18日），３回目の空間線量調査
（2013年４月１日～５月６日），視察の受け入れ（2013

年５月19日）などがおこなわれた。役員会，内局員
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図３－３　１年目の復興への取り組み２
（2012.４～2012.10）

資料：［２］伊達市，聞き取り調査および各組織
資料より作成。
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会議は随時おこなわれ，試験栽培も継続して実施さ
れた。同様に「安全安心委員会」も日本女子大学と
の衣食住に関する共同研究（2012年10月20日など）
が継続的に実施された。また，おぐに市民放射能測
定所では井戸水の測定が可能となった（2013年３月
17日）。「取り戻す会」の活動の多くは昨年度に体系
化した測定態勢を維持することで実態把握に努める
傾向にあることが伺える。
　そして，2013年６月７日からは「提案委員会」の
設立に向けた話し合いがはじまっている。市を交え
た協議などを踏まえて設立総会までに計４回開催さ
れた。市からは計画策定にあたっては住民総意とな
る組織構成とすることが助言された。また，この取
り組みには前身となる「復興委員会」がある。「復
興委員会」は行政側から選出された役員によって復
興計画策定が進められたものの，選出された役員の
属性の偏りによって地域の代表性が失われていると
して活動が頓挫した経緯がある。
　また，「REPA」は水田除染に関する会議の他，
上小国の住民も交えた講演会の実施（2013年４月27

日），復興の課題の整理に関するワークショップの
開催（2013年６月29日），そしてNPOや地域住民な
どによる多主体協働による復興活動の経済支援をお
こなう「新しい東北」の採択を受けるなど（2013年
10月４日），活動の活性化を窺うことができる。
　さらに，この期間の小国地区では特定避難勧奨地
点に指定された世帯の除染が完了したことを受け
て，2012年12月14日に指定を解除することが発表さ
れた。この発表は住民への説明もなく，行政からの
一方的な通知によっておこなわれたものであり，そ
の３カ月後には賠償の打ち切りも決定した（2013

年３月30日）。［３］認定NPO法人ヒューマンライ
ツ・ナウでは解除された住宅の周辺であっても年間
20mSvを超える箇所が多く存在することなどを指
摘し，特定避難勧奨地点の指定とその解除の方法に
問題点があることを警告している。関連して，「小
国地区復興委員会」によって進められていた特定避
難勧奨地点の指定から外れた９割の住民（297世帯）
によるADRが2013年２月５日におこなわれた。
　そして，2013年１月29日に農水省より全量全袋検
査を前提として米の作付を認める方針が発表され
た。これに伴って2013年２月１日，26日には２回に
わたって市より作付の説明会，そして2013年９月２
日には米の全量全袋検査に関する説明会が各地区で
実施され，24日より検査が開始された。また，営農

再開にあたっては下小国の営農生産法人が塩化カリ
散布などの吸収抑制対策を受託している。また，こ
の法人は下小国の農地を中心とする農地の借入や昨
年度の試験栽培を受託するなど地域農業の復興の要
となっている（［17］小松ら）。
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３．４　計画策定に向けた取り組み
　３年目（2013年12月～2015年３月）の活動内容を
整理したものを図３－６～７に示す。
　活動３年目を迎えた2013年12月１日には「提案委
員会」が活動を開始した。「提案委員会」は農業，
生活環境，福祉の分野での復興計画策定を目的と
し，2014年度までを期限として活動している。計画
内容には様々な属性の意見を反映させるため，「取
り戻す会」，認定農業者会，PTAといった様々な組
織から役員を選出することで意見に代表性を持たせ
る構造とした。組織構造に関する詳細は［11］小松
を参照とされたい。また，「提案委員会」の活動成
果は市に提出された，『伊達市霊山町小国地区復興
プラン―豊かな恵みと笑顔あふれる小国をめざし
て―』を参考とした。
　計画策定は住民，行政機関，関連団体，大学を交
えた議論が中心となる。各分科会の活動は課題の整
理から始まり，分科会ごとに地元住民へのアンケー
トを実施することで住民の意向を定量的に捉えてい
る。特に「農業振興分科会」がおこなったアンケー
トは回収率が９割であり（2014年３月13日），住民
の関心の高さを窺うことができた。それによれば，
農業の再生に向けては地域ぐるみでの組織的な対応
が必要であること，圃場整備によって農作業の効率
化を図ること，60歳以上の高齢世代を活用する方策
が必要となることなどのポイントが明らかとなっ
た。また，「生活環境分科会」がおこなったアンケ
ートからは，許容できる年間被ばく線量は１mSv
以下にすること，住宅の再除染と森林，ため池の除

染をおこなうこと，上小国では上水道の整備をおこ
なう必要があることなどのポイントが明らかとなっ
た。「福祉健康分科会」がおこなったアンケートか
らは小学校の合併・統合に関する要望，子育て世代
の母親が小国での暮らしに不安を抱きつつも声を上
げることが難しいこと，放射能防護に対する意識差
から周りの人とのコミュニケーションがとれないこ
となどが明らかとなった。
　さらに「農業振興分科会」は９つの地区ごとの住
民説明会を開催しており筆者も傍聴した。説明会に
は県，市，JAも同席している。説明会の質疑応答
では多くの地区で現在の農地の維持管理に向けた枠
組みの構築を求める声が多く聞かれた。また，除染
や耕作放棄地の改善を期待できる圃場整備には前向
きな姿勢を見せていた。一方で，地域ぐるみの対応
に向けた取り組みが望まれつつも，行政区ごとの参
加率は１～２割であった。また，質疑応答の中では
計画の実現に向けて活用を予定している事業の枠組
みに関する質問もいくつか見られ，事業に対する理
解を深める必要性も窺えた。こうして住民の声を汲
み取ることで地域の実情を捉え，農業分野の復興計
画の質を高めている。
　また，上小国からは農地，農業用水路の維持管理
に関する意見が多く聞かれたことに対して，下小国
では併せて事業や計画の内容に関する質問も窺える
など，主体性の違いも見られた。こうした違いは，
農業従事者としての経験によって生じるものと思わ
れる。これは２章でも取り上げた1970～1980年頃に
おこなわれた様々な農村振興事業の実施過程におけ
る協議や，経営的な営農経験を積み重ねる生産基盤
が構築されたことが影響していると考える。
　そして2014年８月20日以降は，提言の中間報告書
の作成に向けて調整が進められ，10月９日に市長へ
要望書を提出した。その後，最終提言に向けて全体
での協議が進められ，2015年３月11日の地区説明会
によって，復興プランの内容が住民へ周知された。
そして2015年３月19日に復興プランが伊達市へ提出
された。復興プランの内容として，年間追加被ばく
線量を１mSv以下になるまで生活環境の除染が実
施されること，子供を中心に多世代が交流できる施
設整備や学習の機会の創出されること，中心となる
農家への農地集積や圃場整備の実施に向けた専門員
の派遣を要望することなどが盛り込まれた。
　「取り戻す会」では2013年度に引き続き，空間線
量測定（2014年４月17日～５月29日），測定所運営
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り組みは平成25年度の総会で予算案の中に盛り込ま
れており，以前より構想されていた。文集の作成は
2014年６月12日の準備会から始まり，「取り戻す会」
の役員と福島大学の教員を中心に執筆テーマの設定
などの話し合いが進められた。2014年８月18日より
地元住民をはじめ，小学校の生徒，復興支援に関わ
る大学教員などに執筆を依頼した結果，計99名から
協力を得られた。執筆された原稿は福島大学で編集
され，これまでの「取り戻す会」の活動をまとめる
形で会報，測定所だより，新聞記事，年表などが盛
り込まれ2015年３月11日に発行された。
　また，「取り戻す会」では2014年12月７日におこ
なわれた総会において，６つの目的別委員会を３に
統合することで，運営の効率化を図ることが計画案
として挙げられた。
　そして「REPA」では，従来からおこなわれてき
た水田除染やバイオマス発電の他，「新しい東北」
の助成によって豆腐づくりの視察や勉強会（2014年
３月６日，８日），バイオマスに関する勉強会（2014

年３月15日），調理実習（2015年３月８日），陸前高
田市との交流会（2014年９月12日）を開催するなど，
活動の活性化を窺うことができる。
　そして2014年２月７日にはADRの和解案が東京
電力によって受諾された。それによれば，2011年６
月～2013年３月の間，特定避難勧奨地点の指定世帯
が１人あたり月10万円の賠償金を得られたことに対
して，ADRに参加した住民は同期間に遡り，１人
あたり月７万円の慰謝料が支払われることとなり，
一定の賠償格差が埋められることとなった。これに
よって賠償問題に一つの区切りを迎え，賠償格差に
よって生じた住民間の軋轢の解消に前進を見せた。
今後は参加を見送った残り１割の住民が，ADRの
準備を進める予定とされている。

４　お わ り に

　これまでの小国地区の地域再生に向けた取り組みは
４つの時期に大別された。①「取り戻す会」の設立以
前の組織づくりの準備期間（2011月３月～2011年９
月），②「取り戻す会」が設立されて１年目（2011年
９月～2012年10月）の放射能汚染の現状把握に向けた
体制づくりの期間，③２年目（2012年10月～2013年11

月）の問題の解決に応じて活動が多様化しはじめた期
間，④３年目（2013年12月～2015年３月）の「提案委
員会」を中心とする計画策定に向けた取り組みが展開
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といった汚染実態の調査活動を持続的に実施してき
た。そして，新たな取り組みとして原子力災害以降
の小国地区の人々の声や生活の状況を文集として記
録に残すために「編集委員会」を設置した。この取

農業振興 生活環境 福祉健康

2013 12 1 取り戻す会：乾燥野菜の測
定実験
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7 REPA：会議

9 人・農地プラン説
明会

16 取り戻す会：役員会，慰労
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19 第2回会議

20
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提示

21
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20 リーダー打合せ
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27 役員会：福大との
打合せ

28 第3回会議：課題

抽出

29 取り戻す会：FAIRDO車座

会議出席

2 2
第4回会議：地図

による実態確認，
委員の意見確認

3 第3回会議：アン

ケート原案
7 ADR：東京電力和解案受諾 スタッフ会議

10～11 REPA：会議
第4回会議：課題

に係わる実態，委
員の意見確認

11

11
第4回会議：アン

ケート最終稿，配
布方法

27 アンケート実施

3 2 取り戻す会：試験栽培地権
者説明会

4
第5回会議：課題

の図形化と重要性
の確認作業

6 REPA：視察（豆腐づくり）

（25）
7
8 REPA：勉強会（豆腐作り）

13 アンケート：回収
率9割

15 REPA：勉強会（バイオマ

ス）
17 第5回会議

19 水耕栽培研究会：先進地視
察

24 第6回会議

24

下
アンケート結果全

戸配布

4 4 第5回会議

11

第7回会議：アン

ケート調査の検討
と新年度活動の確

認

14

第6回会議：アン

ケート調査の検討
と新年度活動の確

認

15 取り戻す会：低減対策調理
法説明会

16

17
これからの小国の
農業を考える懇談
会：県，市出席

17～5/29 取り戻す会：第4回空間線量

調査
18

5 2 取り戻す会：低減対策調理
法説明会

7 スタッフ会議

8
10 REPA：報告会

12 役員会（福大） 第7回会議

15 第8回会議
16 第8回会議
19 第9回会議
21 第6回会議

24～25 REPA：水田除染

26 第7回会議 第10会議
29 第9回会議
30 取り戻す会：役員会

30 REPA：水田除染

年月日
取り戻す会，水耕栽培研究

会，関連動向
提案委員会

提案委員会設立総会，各分科会第1回役員会

資料：[２]伊達市,聞き取り調査および各組織資料より作成．
注：（　）内の数値は参加人数

図３－６　３年目の復興への取り組み１
（2013.12～2014.５）

第1回役員運営会議

地区全戸チラシ配布

第2回役員運営会議

全体会議，講演会

第3回役員運営会議

視察研修：アンケート報告（農業振興分科会）

第4回役員運営会議：総会提出資料の検討，役割分担

総会

総会要約版全戸配布

図３－６　３年目の復興への取り組み１
（2013.12～2014.５）

資料：［２］伊達市，聞き取り調査および各組織
資料より作成。

注：（　）内の数値は参加人数
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図３－７　３年目の復興への取り組み２
（2014.６～2015.３）

資料：［２］伊達市，聞き取り調査および各組織
資料より作成。

注：（　）内の数値は参加人数

農業振興 生活環境 福祉健康

2014 6 2 第8回会議：説明

会日程

4 復興庁福島復興局
ヒアリング

9 第11回会議

12 取り戻す会：編集委員会準
備会

16 第9回会議：説明

会の内容
19 第10回会議
22 第10回会議

23 説明会：広畑 第12回会議

25 説明会：小国東

26 説明会：西組
アンケート実施
（6/26～7/9） 第11回会議

28 取り戻す会：日本女子大共同
研究検討会

29 取り戻す会：役員会

30 説明会：山下・松
ノ口

7 2 説明会：本組
防火水槽の水・底

土採取
3 第12回会議
4 説明会：中島

8 取り戻す会：少量検体測定勉
強会

9 説明会：中組

10 説明会：上組 第13回会議

11 取り戻す会：第1回編集委員

会
アンケート実施

第4回マップ配布

20
取り戻す会（安全安心委員
会）：心と体のいやしの集

い

26 REPA：会議
28 第13回会議
30 第11回会議

8 4 取り戻す会：第2回編集委員 第14回会議
6 第14回会議
11 第15回会議

12 防火水槽の水・底
土採取

18 取り戻す会：会員の声・記録集
原稿配布

20

21 第16回会議 第15回会議

26 第17回会議
27 REPA：水田除染
28
31 REPA：デントコーン収穫

9 1 第18回会議
3 第12回会議

7 取り戻す会：全国大学生協視
察受入

8 第19回会議

11 第20回会議 第16回会議
12 REPA：陸前高田市との交流 第13回会議

18
20 REPA：稲刈り
25 第14回会議 第17回会議
26 第21回会議

29 取り戻す会：大阪大学放射線
量測定報告会

10 4 REPA：水田除染
6

7

9

15

28

11 15 取り戻す会：日本女子大被服
研究

16 取り戻す会：日本女子大共同
研究中間報告

17 取り戻す会：編集委員会役員

25
取り戻す会：編集委員会，会
計監査，委員長・副委員長・

内局員会議

26 第15回会議
27 取り戻す会：役員会

12 3 第16回会議
7 取り戻す会：総会，講演会
16 農業者懇談会
20 REPA：報告会
25

2015 1 1 空間線量調査

28 第22回会議

2 2

9 取り戻す会：編集委員会 農業経営調査

9

12 第23回会議
16 取り戻す会：役員会 第18回会議
23 第17回会議

24
25 取り戻す会：編集委員会

28 取り戻す会：講演会
3 2

6
8 REPA：調理実習，講演会

11 取り戻す会：「会員の声 記録
集」発行

19 最終提言提出

役員会

役員会

最終提言打ち合わせ

全体会議

地区説明会

中間要望ヒヤリング

中間要望意見交換会

役員会

全体会議

委員会全体会議

役員会

役員会

中間要望書提出

役員会

図３－６　３年目の復興への取り組み２
（2014.６～2015.３）

資料：[２]伊達市,聞き取り調査および各組織資料より作成．

年月日
取り戻す会，水耕栽培研究

会，関連動向
提案委員会

全体会議：政策提言のための事前打ち合わせ

される，４つの期間に区分された。この過程では４つ
の期間を通して地域住民が放射能汚染に課題に応じて
テーマ型の組織をつくり，専門家からの技術的支援，
アドバイスを受けながら活動を展開してきた。そして，
一方ではその活動内容は放射能汚染の現状把握から，
地域の再生に向けたと計画策定といった将来志向の活
動に移り変わることが窺えた。
　また，人々の活動への関わり方も踏まえながら活動
内容の時系列を概念的に整理すると図４-１のように
整理される。なお活動への関わり方は，活動組織ごと
の会員名簿を用いた。図４-１において異なる組織間
の重複はメンバーの重複を表しており，例えば②では
「取り戻す会」の会員である一方で，別の活動組織に
所属しながら復興に向けた活動に取り組む人々が存在
することを示している。また，②～④において「取り
戻す会」などに見られる同心円は活動への関わり方の
違いを示している。例えば，②において「取り戻す会」
は役員と一般会員で区分した後，さらに役員内部でも
区分した。これは，今回の調査から一部の役員による
内局員会議や活動準備などがおこなわれるように，同
じ役員でも関与の仕方に違いが確認されたためであ
る。同様に，④の「提案委員会」においても，協議へ
の関わり方に違いが確認されたため，区分した。
　被災当初の組織作りの準備期間は①のような模式図
で表すことができる。まず，自主的に現状把握に努め
たリーダー層が放射能汚染に対する行政機能の限界を
理解し，汚染の実態把握に向けて，従来から持つ地域
内外の人脈を活用しながら専門家を交えた調査態勢を
構築していった。そして調査を進めた結果，汚染が想
定より深刻であったことから，そのデータを根拠とし
ながら周辺住民との組織的活動に向けた合意を図り，
目的を共有する住民の規模を拡大しながら「取り戻す
会」の設立を進めていった。同様に保護者間の連携か
ら「小国からの咲顔」が誕生し，地区外への支援要請
によって，下小国では「REPA」との連携体制がつく
られるなど，危機的状況を集団的な対応によって解決
を試みようとした。その結果，組織化が図られ，②の
ような参加の構造によって，原発事故への対応が取ら
れた。
　そして，「取り戻す会」に環境や食品中の放射能測
定に応じて小規模集団を設置し，それぞれの分野に特
化した方法で住民自らが測定することで汚染状況を数
値化し，現状把握に努めた。日本において自治的に放
射能汚染に向き合う経験はこれまでに存在しないた
め，海外の放射能防護の方法を参考としつつ，人口密
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度や自給的営農といった地域条件を踏まえた上で，生
活環境に見合った方法を構築していった。
　一方で，時間の経過とともに営農再開や賠償格差，
再除染といった問題が発生し，その都度，各分野で集
団化を図り先鋭的に対応した。組織構成は目標の達成
に適したメンバーを地域住民から選出し，既に支援を
おこなっている専門家が役割を変えることで「水耕栽
培研究会」や「小国復興委員会」といった住民組織が
つくられた。また，ADRに参加した人々は「取り戻
す会」の会員260世帯より多い，297世帯であるため，「取
り戻す会」の会員が包含されているイメージになると
考える。その結果，③のように従来から地域づくりや
復興を推進してきたリーダー層が役割を変えながら中
心メンバーを担う形で組織が重層化していった。また，
③において「水耕栽培研究会」と「小国復興委員会（役
員）」のメンバーは，「取り戻す会」の中心メンバーの
一員でありながら，両地区にメンバーが存在する状態
となっている。ここでは煩雑にならないよう，重ねて
表現するが，メンバーが全く同じというわけではない。
　そして，多様化する放射能問題から総合的な生活再
建を果たすため，地域のマスタープランをつくること
が求められた。そこで，小国地区で活動する営農生産
法人などの既存の組織や復興を目的としてつくられた
様々な活動組織の代表者を構成メンバーとすること
で，異なる分野や立場の人々の意向を統合する計画策
定の枠組みを実現した。それによって，これまでの組
織ごとに可能な範囲で問題解決を図る部分最適化から
包括的な問題解決へと移り変わった。また，この時期
における「小国からの咲顔」，「水耕栽培研究会」は復
興の中心メンバーの一員となりつつも，両地区にメン
バーが存在する状態となっている。ここでは煩雑にな
らないよう重ねて表現するが，メンバーが全く同じと
いうわけではない。
　また，復興に向けた一連の取り組みにおいて，リー
ダー層となる活動の中心メンバーに近付くほど，行政
機関や関係団体との繋がりや従来の交際圏の枠組みを
超えた新たな人脈形成の機会といったSCの醸成や，
集落やある属性の代表者としての立場から協議や調査
といった参加による学習の機会に恵まれる。そして合
理的に活動組織の運営がおこなわれる一方で，周辺メ
ンバーとなる住民は文面による情報提供や数回おこな
われる報告会への参加となっている。普段の地域内で
の人付き合いの中で情報交換されることも想定される
が，今後，土地利用や集落営農といった利害の調整が
求められるステージに進むことを想定すれば，事業

図４－１　活動の時系列の概要
資料：聞き取り調査，各組織資料を
　　　基に筆者作成。

③活動２年目（2012.10～2013.11）

③活動３年目（2013.12～2015.3）

①「取り戻す会」設立までの過程
（2011.3～2011.9）

リーダー層が従来から持つ地域内外の人脈
を活用しながら組織づくりをはじめる．

②活動１年目（2011.9～2012.10）

組織的な取り組みがはじまり，特に「取り
戻す会」が中心となって実態把握に向けた
調査方法を構築していった．

問題解決に向けて活動組織が地域のリーダー
層を中心に重層化され始める．

取り戻す会

取り戻す会

水耕栽培研究会
小国復興委員会
（役員）

地域外
（行政，研究　　
　　機関，NPO）

REPA

REPA

下小国

上小国

下小国

上小国

下小国

上小国

小国からの
咲顔

一般会員

小国からの咲顔

ADR参加者

提案委員会

取り戻す会

小国からの咲顔
水耕栽培研究会

下小国

上小国

REPA

役
員

多様化する問題を一体的に解決するため，
「提案委員会」を設置し，様々な活動組織
や属性の意見を大きく３つの分野から体系
化した．
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や制度に関する理解は中心メンバーの範囲に留まらな
い。さらには地域内の人や組織の思惑に目を向ける必
要もある。そのため，今後の小国地区の復興に向けて
は如何に事業をわかり易く説明し，合意に向けた条件
の設定と対話を進められるかという，関係者主体や中
心メンバーの意見調整に向けた技能面への期待が寄せ
られると考える。
　これらの整理から住民の活動への関わり方について
特徴をまとめると次の２点になる。
　１つ目が，活動組織や活動内容は多様化，重層化し
ていくが，中心となるリーダー層の数が大きく増えて
はおらず，一定の範囲内であったことである。２つ目
は，そのリーダー層に情報・知識が更に集積されると
いう点である。ここで述べた「リーダー層」とは主に，
被災直後から，もしくは途中の段階より住民組織の重
要な役割を１つ以上担い，地域住民の指導的な立場に
ある人々のことを指す。彼らの多くは，被災直後から
自主的に小国地区の復興に取り組み，その上で，地域
が抱える問題の解決策を持続的な交流による協議や学
習を重ねることで導き出してきた。
　また，本稿で扱った調査対象地では，地域計画の策
定という段階に至っているが，今後活動が進み，計画
に沿った地域活動が実施される段階では，広い合意形
成が求められることが予想される。繰り返しにもなる
が，その段階では，広く地域住民へ情報・知識が普及
していくことが必要になり，それと同時にこれまでの
情報・知識の集積の延長線としてリーダー層には「意
見調整の技術習得」が必要となることが予想される。
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