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１．は じ め に

　2011年３月11日に発生した東日本大震災と東京電力
福島第一原子力発電所（以下，原発）の大規模な事故
により，福島県の浜通り地方，阿武隈山系の地域を中
心として，多くの住民が今もなお避難生活を余儀なく
されている。
　震災から５年が経過した現在では，避難区域が解除
になり，住民の帰還が始まっている自治体もある。本
報告では，その中で最も早く帰還が始まった川内村に
焦点をあてる。
　村内は８つの行政区に区分されるが，各行政区の帰
還率に差が見られる。本報告では，帰還率が高い区は，
行政区独自の取り組みにあるのではないかと仮定し，
各区の帰還率を比較し，帰還率が高い行政区とその理
由について考察する。そして，今後帰還が始まる地域
の指針となることを目的とする。
　原発事故による旧避難区域の自治体への帰還に関し
ては，帰還することのみが一つの考えではなく，生活
再建に向けた各個人の判断や選択が尊重されることが
重要であると考えるが，ここでは帰還に焦点をあてて，
検討を進めていく。

１．１　川内村の概要
　川内村１）は，福島県の浜通り地方に位置し，阿武
隈山系の最高峰，大滝根山をはじめ700～900メート
ルの起伏の多い山岳に囲まれた高原性の盆地地域で
ある。総面積197.1平方キロメートル，そのうち約
90％が山林，原野で占められている。
　気候は，海洋性と内陸性の気象条件を示し，年平
均10.3度で，夏期は大変過ごしやすいが，冬期は積
雪の量は少ないものの寒冷で乾燥し，北西の風がき
びしい。
　川内村は豊かな自然が今なお残り，国指定天然記
念物の平伏沼が存在している。平伏沼は，モリアオ
ガエルという希少なカエルもいることで有名であ
る。さらに，川内村は，昔から豊富な資源を生かし
た農林畜産業がさかんであった。寒暖差のある気候
であることも重なり，おいしい高原野菜，きのこや
山菜などがたくさん採れることでも知られている。
また，川内村は水がきれいで，上水施設がなく，飲
料水は地下水を使用している。震災前は約3,000人
が暮らしていた。
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２．川内村の震災による避難から現在まで

２．１　震災発生時から現在まで
　川内村は東日本大震災では，震度６弱の揺れを観
測したが，全壊８棟，半壊568棟，一部損壊167棟で
あり，人的被害（直接死）はなかった２）。
　表１は，震災発生から帰還が始まるまでをまとめ

たものである。震災の翌日から，第一原発近くの隣
町である富岡町民が川内村に避難し，村では体育館
や集会所などに受け入れていたものの，川内村自体
も，その後村全体に避難指示が出され，避難を余儀
なくされた。このとき多くの村民がまさか自分たち
も避難するとは思っていなかったという。
　３月16日に村は集団避難を指示し，この日から多
くの村民がふるさとを離れ，長期にわたる避難生活
が始まった。
　その後，避難所，応急仮設住宅や県内外の借り上
げ住宅による避難生活を経て，2011年９月に緊急時
避難準備区域が解除され，除染により空間線量が一
定程度低下したことから，2012年１月には帰村宣言
が出され，同年３月に役場機能も村に戻り，４月
からは保育園，小学校，中学校，診療所も再開し
た。このときは村全域の避難区域が解除されたわけ
ではなく，避難区域が再編され一部は避難指示が継
続した。その後2014年10月１日に川内村東部の避難
指示解除準備区域の避難指示が解除され，居住制限
区域が避難指示解除準備区域に再編され現在に至る 
（図２）。

２．２　震災前後の人口の推移

図１　川内村の位置

　表１　震災発生から帰還が始まるまで３）

日にち 時間 出 来 事
＜2011年＞
３月11日 14：46 震度６弱を観測
３月12日 ５：44 富岡町住民8,000人が川内村に避難

双葉警察署，広域消防本部ともに本村に移転
３月12日 川内村・富岡町合同災害対策本部設置

15：36 福島第一原発一号機水素爆発
３月14日 11：01 福島第一原発三号機水素爆発
３月15日 ６：10 福島第一原発二号機水素爆発音が発生

11：00 村全域が屋内避難区域に設定
15：00 村民に自主避難指示

３月16日 ７：00 川内村・富岡町住民　集団避難（郡山市へ）
３月17日 ０：00 川内村・富岡町　合同災害対策本部を郡

山市「ビッグパレットふくしま」に設置
９月 緊急時避難準備区域の解除
＜2012年＞
１月 帰村宣言
３月 役場機能再開
４月 住民の帰村はじまる。小学校，中学校，

診療所の再開

図２　川内村の避難区域再編４）

　川内村の人口（表２）は，震災時の2011年３月11

日現在で，3,028人（役場資料），震災後の2015年６
月１日現在2,722人（住民基本台帳人口），1,169世帯，
村内生活者1,615人（うち仮設・借上住宅返却者628

人），624世帯，高齢者率40.31％である。住民基本
台帳の人数から，震災を契機として住民票を他市町
村へ移した人は約350人にのぼる。村で暮らす生活
者数の割合（帰還率）は，59.3％の約６割である。
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　帰村（村では帰村と使っていることから，以下帰
還を帰村と表現する）している人口を行政区ごとに
比べたものが，表３である。８区の一部は避難指示
解除準備区域に該当し，８区の生活率は一番低く
なっている。８区以外でみると，１，２，４区が他よ
り高い帰村率となっている。

　表４は，旧山古志村の14集落中，被害が大きく最
後まで避難指示が出ていた６集落の震災前後の世帯
数と帰村率である。
　旧山古志村では，２回にわたり段階的に避難指示
が解除されている。まずは2005年７月22日に８集落
（虫亀，種苧原，竹沢，間内平，菖蒲，山中，桂谷，
小松倉）で避難指示が解除された９），表４の６集落
は，2006年３月に避難指示が解除された10）。
　表３表４を比較すると，その指標が川内村は人で
あり，旧山古志村は世帯であり異なっているが，お
およその傾向としては，川内村の方が帰村率は高く
なっている。旧山古志村の場合，全村避難となった
大きな課題はインフラの復旧，地震被害による家屋
の倒壊や生活再建であった。避難の解除後は「帰ろ
う山古志へ」をスローガンとしてかかげ，村は村民
に戻ることを積極的に促した。
　一方，川内村は，「戻れる人は戻る　心配な人は
もう少し様子を見てから戻る」と山古志村に比べる
とやや慎重な方針を出した。原子力災害による放射
線について配慮してのことである。
　川内村から村外に避難している住民の帰村しない
理由は，放射線量や安全，健康への影響の心配が大
きいと考えられる。しかし，２つの被災地での帰村
率は，どちらも共通して50～60％が多くなっている。
川内村と旧山古志村の大きな違いである，放射線量
だけが川内村の帰村についての問題ではないことが
推測される。

２．４　震災後の生活
　川内村は2012年１月に帰村宣言を出している。放
射線量が全体的に低いこと，原発の爆発可能性が低
くなったことが帰村の背景にある。
　放射性物質の除染に関しては現時点で，宅地と宅
地周辺で，すべて完了している。森林除染は完了し
ておらず，仮置き場には放射性物質が入ったフレコ
ンバッグが山積みになっており，中間貯蔵施設への
運びだしが未定であることは課題であるが，村の空
間線量は低く，普通の生活を送ることができている。
家庭菜園や山菜やきのこなどを採って食べる場合，
村の数箇所に食品検査場が設けられているため，食
品を持ち込み検査し，自分の目で安全を確かめるこ
とができる。
　しかし，農業に関しては，放射性物質の農作物
への影響や，風評被害もあり苦戦を強いられてい
る。農地の除染も完了し，2014年から稲の作付けが

　表２　川内村　震災前後の人口推移５）

震災時
2011年３月11日

震災後
2015年６月１日

人口
（住民基本台帳） 3,028人 2,722人（うち村内

生活者1,615人）

高齢化率 34.00％ 40.31％

　表３　川内村行政区別避難者数と帰村率６）

（2015年６月１日現在）

行政区 住基人口
（人）

生 活 者
（人）

生 活 率
（帰村率）

１ 区 404 269 66.58％
２ 区 162 104 64.20％
３ 区 545 327 60.00％
４ 区 257 180 70.04％
５ 区 501 296 59.08％
６ 区 288 166 57.64％
７ 区 276 156 56.52％
８ 区 228 56 24.56％

２．３　 新潟県長岡市旧山古志村と川内村の帰村率の
比較

　次に，2004年の新潟県中越地震（以下，中越地
震）により一時全村避難となった新潟県長岡市の旧
山古志村の帰村率と川内村の帰村率を比較する。旧
山古志村の人口は，中越地震発生時には2,163人７）

であり，川内村の人口規模と似ている。そして，震
災によって全村が避難となったことも共通すること
から，避難解除後の帰村率について比較することに
より，帰村のあり方について考察が可能と考えた。

　表４　山古志６集落の帰村状況８）

集落名 震災前
居住世帯

震災後
居住世帯 帰村率

油 夫 20 9 45％

梶 金 29 20 69％

木 籠 25 16 64％

大 久 保 21 12 57％

池 谷 34 13 38％

楢 木 29 12 41％



帰村率と行政区の活動との関係性に関する調査報告 （8237）

―　　―55

始まった。その年に収穫された米の全量全袋の検 
査11）では，ひとめぼれなど約320袋（１袋30キロ入
り）を測定し，食品衛生法の基準値（１キロ当たり
100ベクレル）を超える放射性セシウムは検出され
ず，すべて基準値以下であった。
　村では，震災後雇用を確保するため企業を誘致し，
３社が進出した。その一つは新しい農業の取り組み
として，完全密閉式野菜工場を国の復興支援金に村
の通常予算を加えて建設した。今後，工業団地と居
住エリアの造成地イノベーション・コースト構想に
則した研究拠点の計画も考えられている。

３．川内村第一区のふるさと回復に向けた
　取り組み

３．１　川内村第一行政区について
　川内村のなかでも，高い帰村率であるのが，第一
行政区（以下，１区）である。１区は，村役場から
約８キロの距離にあり，田村市の旧常葉町と接し，
隣接する２区とは約３キロ離れている。川内村の中
心部から離れた場所に位置することから，１区は開
拓で来た人たちが始まりといわれており，昔から独
立精神が強く何事も自分たちでやってきた地域であ
り，まとまりがあったという。また，１区はしばし
ば「高田島」と呼ばれている。高田島という地名は
実際にはなく，昔から呼ばれていた愛称であり，現
在も高田島の愛称で親しまれている。ここからも昔
から培ってきた独自性が感じられる。
　震災後，川内村に避難指示が出る前には，隣の自
治体である富岡町の町民が川内村に避難のために押
し寄せた。１区では集会所を開放し，米や野菜を出
し合い炊き出しを行ない，富岡町民の避難生活を支
えている。
　その後，2011年４月に川内村にも避難指示が出さ
れ，１区も避難を余儀なくされるが，2011年９月に
緊急時避難準備区域が解除されてから徐々に人は戻
り，2015年６月１日現在の生活者数は269名である
（表３），村外へ避難している人は135名で，割合に
すると33.42％である。約３割の人が戻っていない
とされているが，１区区長によると，７，８軒は完
全に戻って来ないかもしれないが，その他は定期的
には帰ってきているとのことであった（2015年11月
現在の聞き取り調査による）。2016年の春には，郵
送になっている村の広報誌等を，区で引き受け，各
班長が配布することを考えている。ほとんどの家が

帰ってきていること，また，コミュニケーションの
機会を増やすためにも再開させたいと意気込んでい
た。

３．２　神事や祭事の継続
　１区は震災前から人口減少が進んでおり，震災に
よって，さらに人口減少が進んでいる。しかし，震
災前から震災後も継続して行政に頼らず独自に地域
の活性化に向けた取り組みを行っている。
　震災から約半年後の2011年９月に任期途中で区長
がその職を退いたことから，副区長が区長となって
いる。2014年に改選が行なわれたが，区長や副区長，
役員ともに変更はなかった。１区のリーダーたちが
主導し，ふるさと回復のために行ってきたことは，
次の通りである。
　第一は，祭事など行事の継続である。お祭りには
村を離れ避難を続けている人も参加している。震災
が発生した2011年の春の例大祭は，震災からわずか
１ヶ月足らずであり，１区は緊急時避難準備区域と
なっていたが，役員中心に神事のみ執り行い例大祭
を継続させた。
　その年の秋の例大祭も緊急時避難準備区域では
あったものの，役員以外の人も集まり，神事を行なっ
た。2013年春の例大祭では，緊急時避難準備区域が
解除されたこともあり，震災後初めて三匹獅子舞と
神楽が執り行われた。
　１区で行なわれている三匹獅子舞12）は，300～400

年前に伝わったといわれている。雄獅子２匹，雌獅
子１匹の三匹の獅子が舞うもので，厄を払い，豊作
を願って，村の平和を神に祈るものである。１区の
三匹獅子舞は，昭和53年には県指定重要無形民族文
化財に指定されている。この三匹獅子舞は，区の中
の小学校中学年から男子２人，女子１人の３人が選
ばれ，中学３年生まで毎年務めるということが通例
であった。2014年度で三匹獅子舞を務める中学生が
３年生となることから，三匹獅子舞の交代の時期が
きていた。しかし，１区の小学生が震災の影響もあ
り，男子２人女子１人がそろわなかった。そこで，
男子１人女子２人の３人であれば継承が可能という
ことになり，男女比にこだわることより，継承する
ことが大事だという芸能委員会や役員の考えから，
伝統のかたちとは異なるが，新たな三匹獅子舞とし
て，2015年の春の例大祭でお披露目された。
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　１区の神事は震災後も継続され，三匹獅子舞など
の伝統芸能も再開された。また，例大祭の前日には，
豊年踊りという，作物の五穀豊穣を願い，やぐらを
囲んで踊る前夜祭も行なわれる。震災後の2014年の
秋に再開された。外部の人とのつながりも増え，豊
年踊りは震災前より参加者も多く，にぎやかになっ
ているとのことであった。役員は多くの人が参加で
きるよう，豊年踊り後に抽選会を行ない，豪華景品
から生活用品まで当たる，全世代が楽しめる催しを
考えている。
　次に，１区とその他の区の芸能や神事の再開を比
較する（表５）。１区では前述のとおり，震災前と
震災後では，ほぼ神事や芸能は継続している。こど
もみこしに関しては，こどもみこしを行なっていた
全ての区で子どもの数の減少から，震災以前に行わ
れなくなっている。芸能や神事を再開させた区は，
避難指示が解除されたことから2013年に再開してい
る。
　２区は2013年に三匹獅子舞を再開させているが，
３人の子どもがそろわなかったことから，他区の子
どもが入り再開が可能となった。１区と同様，伝統
よりも継承することを優先した結果である。
　７区の浦安の舞は，震災後再開していない。震災
が発生したことで，７区には乳児を除き，小学生も
中学生もいない状態である。そのため浦安の舞を震
災後再開できないでいる。４区の浦安の舞とも舞い
が少し違うことから一緒にすることもできないとい
う。７区区長は，「このままにはしておけない，な
んとか継続の道を探りたい。過去に浦安の舞を舞っ
た人に協力を願うことも考えている」とおっしゃっ
ていた（2015年12月現在の聞き取り調査による）。

　また，芸能や神事は，１区を除き合同で行なって
いる（表５）。１区は諏訪神社と八幡神社で行い，２・
３・４区は上川内諏訪神社，５・６・７・８区は下
川内諏訪神社で合同で行なっている。合同であるの
は，各区に神社がないためであることが考えられる。
１区は村中心部から離れた立地であり，区内に２つ
神社があるため，１区は自分たちの区の判断だけで，
祭事の再開や日時，内容を決めることができたこと
が，再開が早かった要因といえる。そのため，１区
は春・秋の例大祭を震災が発生した2011年の春も実
施しており，「震災でストップしたくなかった」，「区
の住民が戻ってくるのを待っているようでは前に進
まない」という役員の強い思いが大きかったという。
　１区は祭事の再開から，避難している人もしてい
ない人も，共通して集まることのできる場がお祭り
であり，コミュニケーションの場，情報交換の場に
なっているのがわかる。お祭りが行われることで人
が集まり，声をかけあう。あの人たちが帰っている
なら，私たちも帰ろうかなという意識が生まれてい
る。または，あの人たちが村でがんばっているから，
私たちも避難先でがんばろうとそんな意識も生まれ
ていたという。お祭りという場の継続によって，新
たなコミュニケーション，情報交換，つながりの「場」
の創出が可能になっていた。

３．３　村内外の人たちとの交流の継続
　第二は，村内外の人たちとの交流の継続である。
震災前から１区では，将来の人口減少を見据え，地

図３　三匹獅子舞のようす（筆者撮影）

　表５　村内行政区別　芸能・神事

区 芸　　能 震災前 震災後 再開時期

１区
春・秋季例大祭 ○ ○

震災後も
継続

豊年踊り ○ ○ 2014年
三匹獅子舞 ○ ○ 2013年

２区
合同

三匹獅子舞 ○ ○ 2013年
こどもみこし × ×

３区 神　　楽 ○ ×

４区 浦安の舞 ○ ○ 2013年
５区

合同

町 獅 子 ○ × 2013年
６区 西山獅子 ○ ○ 2013年
７区 浦安の舞 ○ × －
８区 － － － －
５，６，７，
８区合同 こどもみこし × × -

（2015年11月現在 聞き取りから筆者作成）
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域外の人々の力を借りながら地域を維持しようと，
村外の人との交流を独自に続けていた。
　まず，大きな転機になったのが，2009年夏の諏訪
神社の天井絵の補修である。この補修を１区にＩ
ターンで来た人のつながりから，首都圏の大学生を
呼び実現した。参加した学生は約２週間で述べ約50

名にのぼる。芸術関係の学生が中心となり，１区に
ちなんだ米や植物などの絵を，住民に聞き取りしな
がら12枚描いた。学生たちは集会所で宿泊しながら，
廃校となった小学校の体育館で天井絵を作成した。
　外との交流がそれまであまりなかった１区が，こ
れほどの大人数を受け入れることが可能だったの
は，地域のまとまりといった地域力があったことが
大きいといえる。このときに作業した大学生たちは，
震災後社会人になってからも１区に通い続け，地域
を支える原動力になった。
　また，2013年に福島大学は，文部科学省の「地（知）
の拠点」COC事業に採択された。「地（知）の拠点」
COC事業13）とは，文部科学省が2013年度から，自治
体と連携し，全学的に地域を志向した教育・研究・
社会貢献を進める大学等を支援することで，課題解
決に資する様々な人材や情報・技術が集まる，地域
コミュニティの中核的存在としての大学の機能強化
を図ることを目的とした事業である。
　2014年から，夏休みの２週間，学生が地域で活動
しながら地域の現状や課題を理解するフィールド
ワークを実施し，原子力災害後の地域再生を目指す
地域実践学習「むらの大学」がはじまった。このと
きの地域を選定する基準の一つとして，原子力災害
からの復興を目指す地域で，学生を受け入れること
が可能であり避難指示が解除になっている，南相馬
市と川内村を選定した。
　筆者（北村）は，この学生の２週間のフィールド
ワークの川内村での活動内容をコーディネートする
業務を担っており，まずは宿泊場所を確保する必要
があった。できるだけ，地域住民と交流することが
でき，宿泊費が安い場所を探した。
　そこで偶然お会いしたのが，１区の区長である。
学生が地域に入り活動をさせてほしい旨伝えたとこ
ろ，震災前は学生を受け入れたことがあること，子
どもが少なく震災によって人口減少が進んだことか
ら，今後外の人たちの力が必要になるとおっしゃっ
ていた。区長の区に対する思いと，大学として地
域に貢献したいという思いが一致したことから，
フィールドワークのうち１週間（2014年９月７日～

14日）を１区集会所に宿泊させてもらい，活動を行
なうことに決まった（残り１週間は，震災後に進出
した大阪の企業が改修した古民家に宿泊した）。そ
の後役員会でフィールドワークの趣旨や目的を説明
し，時期はこの地区の秋の例大祭と合わせた日程が
よいのではないかと提案をいただいた。
　表６は，2014年度の川内村のフィールドワークの
内容である。１年生８名，４年生１名が参加した。
そのお祭りで学生たちは，地域住民と同じはっぴを
着させてもらった。１区ではよそ者を受け入れない
空気はまったくなく，歓迎ムードである。１区は震
災以前から外の人を受け入れる土壌ができていたこ
とから，震災後のボランティアも抵抗なく受け入れ，
これまで以上に様々なつながりができていた。
　例大祭後の「なおらい」（祭事後の宴）の中では，
１区での活動を報告する時間もいただき，学生から
見た１区について発表した。学生たちは１区の気に
入った風景や，１区住民とのふれあいやエピソード
を含めたマップを作成した。学生の視点は普段１区
で生活している住民には気づかない点であることも
多く，自分たちの住む場所もよいところがあるのだ
と感じた人も多かった。１週間の滞在ではあったが，
地域の人からも喜ばれ，お互いよい関係を築くこと
ができた。
　２年目となる2015年も１区でフィールドワークを
行なった。表７は川内村での２週間のフィールド
ワーク内容である。2015年度は１年生が34名で，６
つの班で活動したため，表７は主な活動の抜粋であ
る。また，人数の関係から宿泊場所を２つに分け，
１区集会所には16名が２週間滞在した。
　2014年は１区には，２週間のフィールドワークの

図４　フィールドワークそばうちの様子（筆者撮影）
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うち１週間の滞在であったが，2015年は２週間の滞
在に増やし民泊も加え，より地域と直接関わる機会
を増やした。そのため，フィールドワーク中に実施
された豊年踊りでは地域からの要望もあり，学生主
体で流しそうめんを行い，子どもからお年寄りまで，
流れるそうめんを楽しそうにつかみ，好評を得ていた。
　流しそうめんの台は，竹を切るところから住民と
学生が一緒に行なったため，作るプロセスにおいて
住民と交流を深めることができた。竹を切ったこと
がなく，やり方のわからない学生にみかねた住民の
方々が，竹の切り方や節を取る作業を，手伝ってく
ださった。一緒に作業することからコミュニケー
ションが生まれ，住民の方々は学生に教えることで
いきいきし，一方の学生は，慣れた手つきで作業す
る住民の方々に驚いていたのが印象的であった。こ
れを「都市農村交流の鏡効果」14）といい，都市住民
が「鏡」となり，農山村の「宝」を映し出すことを
いう。このような鏡効果を生み出すことが大切だと
考え，筆者（北村）は地域と学生をコーディネート
していた。

　2014年のフィールドワークで，こんにゃく作りを
学生に教えてくださった方は，2015は前年の倍以上
の５キロのこんにゃく芋を持ってきてくださった。
年月を重ねるごとに，学生が来ることを楽しみにし
てくださっている方が増えている。２回のフィール
ドワークで，少しずつではあるが，住民自身が地域
の価値を外の目線によって改めて実感し，誇りを取
り戻す機会が増えている。
　外の人を受け入れるという点では，１区には自然
の中での暮らしを楽しみたいというＩターン者も多
く，震災前は12戸あり，震災後に３戸減ったが，原
発事故のため帰還困難区域となっている自治体（大
熊町や富岡町）から新たに移住してくる世帯もあり，
現在は震災前と同様の12戸となり，人口増加につな
がっている。
　例大祭後の「なおらい」では，新しく移住してき
た人たちを紹介し，区全体で受け入れる体制ができ
ている。また，１区には９つの班が存在し，その９
班の班長，副班長が例大祭の事前準備や「なおらい」
時の料理作りを中心となり行う。このことから，１

　表６　2014年度川内村フィールドワーク内容

９月
１㈪

•震災後進出した企業の社長による講義
•川内村の若者とバレーボールを通して交流

２㈫ •川内村を理解する　村の要所めぐり
•役場職員の前で，意気込み，個人目標を発表

３㈬ •７区で老人会とそばうち体験交流会
•獏原人村訪問，木戸川水力発電所見学

４㈭ •食品検査場，村内の商店，企業に聞き取り
５㈮ •敬老会（村主催）準備

•報告会準備
６㈯ •敬老会参加

•１週間のまとめ報告会と交流会
７㈰ •住民案内による「高田島むらあるき」

•高田島住民による歓迎会に参加
８㈪ 休日
９㈫ •老人会と諏訪神社清掃活動

•１区住民に聞き取り
•元村役場職員　１区在住の方による講義

10㈬ •１区住民に聞き取り
•お祭りに向けた踊り練習

11㈭ •高齢者いきいきサロンで郷土料理づくり
•報告会準備
•村で子育て中の遠藤陽子さん講義

12㈮ •農作業（えんどうきのこ園，区長さん宅畑）
•なたねの種まき

13㈯ •お祭り準備
•豊年踊りに参加

14㈰ •秋季例大祭に参加。なおらいの中で１週間の学びを
発表

　表７　2015年度川内村フィールドワーク内容

９月
４㈮

•開講式
•教育長，川内小学校長講義
•１区歓迎会

５㈯ •昨年の受講生企画「かわうちオリンピック」に参加
•敬老会（村主催）の手伝い

６㈰ •１区の理解　区長の案内で１区をまわる
•川内村の理解　住民ガイド案内で村をまわる

７㈪ •商工会，地域住民に聞き取り
８㈫ •野菜づくり教室に参加し農業者と

　交流
•牛せりの見学（本宮市）

９㈬ •２区役員に聞き取り
•そばうち体験
•仮設住宅，災害公営集宅住民に聞き取り

10㈭ •企業や商店に聞き取り
•５，６，７，10班休日

11㈮ •移動販売同行
•こんにゃく作り
•８，９班休日

12㈯ •上諏訪神社例大祭に参加
•１区豊年踊りに参加

13㈰ •１区秋季例大祭に参加
•下川内神社例大祭に参加

14㈪ •報告会に向けたまとめ作業
15㈫
16㈬ •フィールドワーク活動報告会実施
17㈭ •片付け，帰宅

小学校で
子どもを
取り巻く
環境につ
いて学ぶ
（９日なし）
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区内でのコミュニケーションが生まれ，地域総出の
お祭りにしようと努力している役員の工夫が感じら
れる。

３．４　営農再開
　第三は，営農再開についてである。１区は昔から
農業を基本としてきた区であり，土地への愛着が強
いために，農業を早期再開させた人が多いのではな
いかと推測される。以下の表８は，震災前の2010年
度の水稲の作付面積と，震災後の水稲面積を行政区
ごとにまとめたものである。１区は，震災前と震災
後の再開率だけでみると，行政区の中で５番目であ
り，平均より下回っているが，面積でみると，震災
前震災後ともに行政区の中では一番の作付面積を
誇っている。
　表９の作付け人数でみると，１区は作付けを再開
している人が48％で約半数であり，他の区に比べる
と最も高い割合になっている。

　この景観作物の作付けについては，震災後ボラン
ティアに入った東京のボランティア団体も関わって
いる。この団体は神社の掃除，休耕田の花植えや，
お祭りに参加し，定期的に１区を訪れている。川内
村全体としては，元々外の人を受け入れる機会はあ
まりなかったという。しかし，１区は震災前から外
との交流をしていることから，外部の人を受け入れ
る「受援力」が存在し，魅力的な人・景色・歴史が
１区には存在している。区長がいう地域の継続を考
えるならば，外の人の力が必要であるということが，
現在の交流の多さにつながっている。
　１区は，稲作の再開のほかに，畜産（肉牛・乳牛）
も再開している。主に肉牛を育てている農家が多い。
畜産が再開しているのは，村内で１区だけであると
いう。震災前７戸が畜産をしており，現在は６戸が
再開している。2015年度の福島大学の「むらの大学」
川内村フィールドワークでは，区長の提案で肉牛を
出荷する牛せりを見学させてもらった。最近ではよ
うやく高値がつくようになったという。少しずつで
はあるが，元の暮らしや生業が取り戻せていること
が伺えた。

４．お わ り に

　本報告では，帰村率と行政区の活動の関係性につい
て調査をしてきたが，１区を例にしてみると，１区の
帰村率が高い理由は，大きく三つある。
　第一は，祭事などの行事を震災後も継続的に実施し，
集まる「場」をつくったことにより，顔を合わせる機
会があり，顔を合わせることでコミュニケーションが
生まれ，コミュニティの維持が可能となったことである。

　表８　震災前後の水稲の作付け面積の推移

2010年度
（㎡）

2015年度
（㎡）

再開率
（％）

１ 区 716,490 467,200 65

２ 区 367,441 142,520 39

３ 区 357,300 278,020 78

４ 区 245,480 223,950 91

５ 区 160,910 42,690 27

６ 区 301,960 294,180 97

７ 区 436,960 268,830 61

８ 区 220,380 208,030 94

計 2,806,921 1,925,420

（役場提供資料を基に筆者作成）

　表８から，震災前に比べると１区は稲の作付けを
していない水田が約35％あることがわかる。しかし，
その土地をそのままにはしておらず，景観作物を植
えることで，耕作放棄地にしていない。2013年から
菜の花を植える取り組みをはじめてきた。幹線道路
沿いにも植えて，その面積がかなり広いこともあり，
菜の花が満開の時期には見事な景観であり，足を止
めて見る人も多い。そのため，隣の２区では１区を
見習い，2015年から菜の花などの景観作物を植え始
めた。今の段階で１区では，油を絞るということは
していないが，将来的には菜種油として活用するこ
とを考えている。

　表９　震災前後の水稲の作付け人数の推移

2010年度
（人）

2915年度
（人）

再開率
（％）

１ 区 82 39 48

２ 区 26 9 35

３ 区 38 13 34

４ 区 34 9 26

５ 区 25 6 24

６ 区 46 15 33

７ 区 23 7 30

８ 区 32 2 6

計 306 100

　※その地区に住所がある人のみカウントしている
（役場提供資料を基に筆者作成）
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　第二は，１区独自で行ってきた村外の人との交流や，
受け入れである。震災前から外の人を受け入れる「受
援力」があったことから，震災後も継続的に外の力を
受け入れたことで，祭りはにぎわいを取り戻し，外の
人たちと交流することで元気になっている。震災前か
ら構築されてきた地域のまとまりや，外の人を受け入
れる地域の力が，震災後の帰村率の高さにつながった
といえる。
　第三は，営農の早期再開である。水稲面積の再開率
は65％であるが，水稲を再開した人の割合は他の区に
比べると最も高く，営農を再開することが帰村につな
がっていると考えられる。
　今後，帰村率と営農再開の関連，震災後の伝統芸能
の継続，村外に避難している人のふるさとへの思いな
ども調査検討していくが，現時点では，帰村につながっ
ている要素としては以下の３つがあげられる。
①祭事などの行事の継続，②村内外の人との交流継続，
③営農再開である。
　また，中越地震からの復興支援・地域づくりを行なっ
ている中越防災安全推進機構の稲垣15）は，農山村の復
興プロセスは，まず個人の住宅と農地の復旧，続いて
集落コミュニティの再建であると述べている。
　東日本大震災のとりわけ福島県においては，放射線
量の問題があるにしても，帰村につながる３つの要素
は，中越地震の復興プロセスとほとんど変わらない。
　今後帰還が始まる地域には，この３点の継続と再開
を早期に実現することを提案し，今後も帰村と行政区
の取り組みについて注目していきたい。
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