女川町 復興支援バスツアー レポート
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(宮城県牡鹿郡女川町 各所)

頑張ろう日本！

頑張ろう東北！

平成２５年６月３０日（日）

東北被災地応援団 白金支部

女川町 復興支援バスツアー レポート
このたびの東日本大震災により、亡くなられた方のご冥福を、心からお祈り申し上げるとともに、
被災された皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。 被災地の一日も早い復興を、心からお祈り申し上げます。

１. はじめに
東日本大震災から2年と3ヶ月。 震災前、約1万人いた女川町の人口は、住民登録として8000人を下回り、町の入居状況の調査では居住人数は、
わずか5000人レベルに留まります。復興計画を進める中、経済の基盤となる水産業の復興と共に、人が戻ってくる町に、人を呼べる町にしようと、
官民一体となった女川町の取り組みが始まっています。
今年の3月には、一般の町民の方々が参画している女川町の将来を提案する「女川町まちづくり推進協議委員会ワーキンググループ」より、
「なんかいいよね、おながわ～海・緑・魚・人、心満たすおらのまち」をキャッチフレーズに、町民の方々のたくさんの希望が詰まった街づくりの提案が
行われました。 そして5月25日には、全住民を対象にした「女川町復興まちづくり説明会」が行われました。 著名な建築家、板茂氏がデザインをした
JR女川駅を中心に、公共施設、商業施設、海沿いには海岸公園、魚市場を整備します。 町外から人を呼ぶ、震災前より素晴らしい女川町を目指し
たい。 そして、心満たす町にしたい。 町民の方々が向かう未来の女川町の姿が形作られてきたようです。
8年先の復興を目指して街づくりを行っている女川町の今を、復興支援バスツアーとして観て頂くのはどうだろうか？ 東北被災地応援団 白金支部
の新たな取り組みとして、バスツアーを企画いたしました。
２. ツアー報告
(1) ツアー内容
A. 日程

6月15日(土) 6:50 出発 〜 16日(日) 19:00 着

B. 訪問先

宮城県牡鹿郡女川町各所

C. 費用

26,000円 (往復バス代､宿泊代､朝食､昼食２回､夕食兼懇親会､保険代含)

D. バスツアーの目的
・ 東日本大震災において最も津波被害の大きかった女川町の現状を見ていただく。
・ 女川町の震災当時の話を聞いていただき、もう一度震災について考えいただき、風化させない。
・ 女川町で立ち上がった仮設店舗や商店街を訪ね、女川町の物産を知っていただき、購入いただく。
・ 東京に戻り知人の方へ、女川町の復興状況の話しをしていただいたり、美味しい物産の紹介をしていただく。
・ 参加者自らが女川の町、人、食を知り、ファンになっていただき、ネット通販などで継続購入いただく。
E. ツアー詳細 ＜1日目・6月15日(土)＞
東京･品川駅周辺(6:30集合･6:50出発) → ≪バスにて移動≫ → 車中(DVD上映･女川の歴史説明/井上リサさん) →
昼食(バス車内でお弁当) → 女川町希望の鐘商店街着 → 町内巡り(語り部同乗) → 希望の鐘商店街散策 →
女川原発PRセンター(震災時映像､見学) → 小屋取浜散策 → 浦宿駅（記念撮影） → 華夕美着(チェックイン･18:00予定) →
入浴 → 夕食兼懇親会(19:00〜21:00) → 自由時間
＜2日目・6月16日(日)＞
起床･朝食(各自) → 華夕美出発(チェックアウト8:00) → 蒲鉾本舗 高政 万石の里(工場見学･買い物･集合写真) →
女川フィッシュ アウラ(買い物) →コンテナ村商店街・うみねこハウス(買い物) →地域医療センター（東日本大震災慰霊碑・
熊野神社詣・おちゃっこクラブ・女川さいがいFM） → マリンパル女川(買い物) → 昼食(渡波牡蠣小屋または、石ノ森漫画館
にて海鮮弁当を選択) → 東京･品川駅周辺(19:00時頃着･解散)

支援活動で女川町に訪れているメンバーの他、普段後方支援として私共の会を支えてくださっている方々中心とした40名のツアーとなりました。
以下、ツアーレポートになります。
(2) ツアーレポート
2013年6月15日（土）
6:00
応援団スタッフは6時に集合。 東京の天気は曇り。 数日前より台風の予報もありお天気が心配されたが、まずは明るい笑顔で参加者の方々
をお迎えすべく、準備を進めます。 お世話になる「東京シティ観光」さんのバスも到着しました。 運転手の小林さんと小笠原さんは、昨年の1月
に女川町の総合運動場で行った「ミニライブと餅つき大会」で、東京シティ観光さんのバスを使わせていただいたときと同じ運転手の方々です。
あれから約1年半経った女川町を是非観て見たいと、進んで今回の仕事をお引き受けいただいたようです。
6：30 集合
続々と参加者の方々が集合。 いつもお世話になっている方、初めてお会いする方、また参加者の方同士が互いにご挨拶されながら、
2日間ツアーを共にされる皆様の初顔合わせです。 朝早い集合でしたが、定刻を少し過ぎた時間には出発の準備が整いました。
7：00 出発～バスの中にて
品川駅を無事に出発いたしました。 白金支部メンバーの安部、後藤がバスの中の進行役を勤めます。 早速今回のツアーの資料をお配りし、
ツアーの行程説明などを行いました。 続いて、今回のバスツアーの企画にいろいろとご助言いただきました、「井上リサ」さんのご紹介です。
大学で教鞭をとりながら、ご出身地である熱海を中心に、各地で様々な着地型観光の仕掛けを精力的に行い、東北地方でも津波の伝承を
訪ねるなどのツアーを慣行されていらっしゃいます。 このツアーでも、随所でお話を伺うことになっています。 ご挨拶いただいた後、ご自身が
震災直後の5月に女川町に入った際に撮影されたビデオや、企画されたツアーの記録ビデオを上映しました。

荷物の積み込みが始まります。

バスでの司会役のメンバーの安部と後藤

国見SA名物の牛タン弁当。

11：00 国見サービスエリア
バスは順調に北上し、国見サービスエリアでお昼のお弁当”牛タン弁当”を積み込み、休憩後にバスに戻ってきた方々にお茶と共に配布です。
そして、先日、日本の放送文化に貢献したすぐれた作品に贈られる「ギャラクシー賞」を受賞した、NHKドラマ「ラジオ」を上映しました。
震災後立ち上げられた臨時災害FM局、「女川さいがいFM」を舞台に、そこに参加する女子高生を中心とした心の復興を描いたドラマです。
ドラマ仕立てになってはいますが、震災後の女川町で撮影されており、実際に被害をうけた女川町が画面に映し出され、そこで暮らす方々の
心の葛藤がリアルに描かれています。昼食をとり終わった車内では、皆さん静まり返ってドラマを見ていらっしゃいました。
12：30 春日パーキングエリア
春日パーキングエリアをほぼ定刻に過ぎ、三陸道を一路女川を目指して走ります。被災した地域に入る前の車中では、井上さんによる
「被災地視察について」のお話をいただき、女川町に到着後のスケジュール詳細を説明します。 高速道路を降りると、石巻街道を経由して
女川街道に入ります。 道の両側には、被災してそのままの建物が、今も数多く残っています。 車窓から町の様子を食い入るよう見つめる
方々がいらっしゃいました。 復興の明るいニュースが多くなった中、テレビでは報道されない被災された地域の現実がそこにあります。
13：45 女川町 希望の鐘商店街
女川町に到着しました。道中、雨が降ったところもありましたが、女川町は曇り。 なんとか一日お天気がもってくれることを祈りながら、各所
巡りのスタートです。 最初に訪れたのは「希望の鐘商店街」。 女川高校のグランドに町にあった50の店舗が建設されている仮設商店街です。
集合写真を撮った後、女川町観光協会の語り部、阿部さんに同乗いただき、女川町内を回ります。 震災後、各地で始まった語り部は、
震災の記憶を風化させない、そして復興の道を歩んでいる町の姿を見ていただきたいと、まだ復興途中にあるわが町を紹介してくださいます。

町内めぐり
阿部さんの語りと共にバスが町内をめぐり、参加者の方々は車窓から女川町を見つめます。元々平地の少ない女川町は山を切り開いて
街が作られ、海を埋め立てして利用した土地もあったそうです。 今回の地震で埋め立てて作られた土地が液状化で地盤が緩み、緩んだところ
に何波もの津波が押し寄せ、繰り返された引き波、寄せ波で次の朝には何も無くなってしまったそうです。 平地の集会場に逃げ込んだ方々は、
集会場と共に波にさらわれました。 まさか、10分、20分でそんな大津波がくるわけない。逃げない方が多かったそうです。 そんな中、
保母さんに手を引かれて山に逃げ込んで助かった幼稚園児達もいたそうです。 あの日、町のいたるところに命の境界線がありました。
阿部さんは地元の言葉で静かに語ります。 小川が流れ桜並木があった、自分達が慣れ親しんだ古き良き女川町は無くなってしまったけれど、
新しい街づくりをしていかないと未来の女川町が描けない。 何メートルも嵩上げ工事をして新しく造られる町は自分の知った町ではないけれど、
でも、受け入れていくしかない。 町民の方々の苦しい胸のうちをお話くださいました。

語り部 阿部さんのお話はとても好評でした。

波でさらわれた海岸地域で当時のお話を
お伺いします。

崖の壁面に記された赤と白のマークが
嵩上げの境界線です。

女川原発PRセンター・小屋取浜
女川原子力発電所に併設された、女川原発PRセンターを訪ねました。 震災当時、一部の機能は損害を受けましたが、安全確認が取れた
後は多くの被災された地域の方々を敷地内に受け入れ、職員の方々と協力しあって備蓄していた食糧で、支援の手が入るまで凌いだそうです。
くねくねと曲がった山道を上がった高台にある女川原子力発電所は、古文書に記録が残されていた貞観地震（869年）の津波の記録まで調べて
建設位置を決められたそうです。 大勢の方々が助けを求めに行かれたことは、普段より地域とのコミュニケーションを図っていた証です。
PRセンターでお話を伺った後は、原発の全様を対岸から見ることができる小屋取浜に寄りました。 今回の地震を踏まえ、さらに高い防波堤を
建設予定とのこと、対岸からこうして原発の全様を見ることがきるのも、もうしばらくの間だけとのことでした。

センターでは震災当時のお話を詳しく伺いました。

原子力の仕組みについての説明もありました。

後ろに見えるのが原子力発電所です。

浦宿駅
一日目の最後は、今年3月16日に再開したJR石巻線浦宿駅を訪ねて記念撮影を行いました。
18：15 華夕美
一日の行程が終り、宿泊する「華夕美」さんに到着です。女川湾を目の前にした立地の華夕美さんは、津波の被害を受けながらも建物は残り、
震災当初は、たくさんの方々の一次避難所として場所を提供されていたそうです。 宿自慢の露天風呂からは、とても美しい万石浦を眺めること
ができます。お風呂で一日の疲れを流していただいたあとは、宴会場での懇親会となりました。
19：00 懇親会
懇親会の始まりです。鯨のお刺身や、キンキの煮付け、銀鮭のチャンチャン焼き、ホタテ、地の物を中心としたメニューです。
お食事の合間、ご参加いただいた方々に今日を通して感じたことなどを、一言づつ感想を交えてご挨拶をいただきました。

地の物を中心としたメニュー

乾杯の挨拶はご参加の伊丹さんより。

急遽駆けつけてくださった女川町にお住まいの
工藤貴之さんにもご挨拶いただきました。

2013年6月16日（日）
8:15 華夕美 出発
早起きをして、朝風呂を楽しんだ方もたくさんいらっしゃったようです。 ビュッフェスタイルでいろいろな食材に加え、秋刀魚の塩焼きを１匹
丸ごと楽しめる朝食を堪能した後、定刻どおりにチェックアウト、華夕美を出発です。
蒲鉾本舗 髙政
支援活動で女川町を訪問する際は、お買い物だけで寄らせていただいていますが、今回は震災当時のお話を店舗の一角でビデオを上映
しながら説明してくださいました。 髙政さんは、津波の被害を逃れた工場をすぐに稼動させ、支援の手が入らなかった震災直後の女川町の
方々の食料として蒲鉾を配布され、たくさんの方々の命を救ったそうです。 お話をお伺いした後は、蒲鉾の工場見学をさせていただきました。

蒲鉾本舗 髙政さんの駐車場掲げられた、
「がんばっぺ女川！」看板前で。

お店の一角でお話を伺いました。

フルオートメーションの工場ですが
最後は人の手で検品、仕分けです。

女川フィッシュ アウラ
震災後、ものづくりを通した経済的自立をと、女川町に立ち上がった「小さな復興プロジェクト」。 手作りで木のぬくもりがする「onagawa fish」
を製作されています。 そして、地域の産業事業、文化の配信の場にもなれば、との思いで、工場の横にギャラリーとショップを最近オープン
されました。 白い外壁に木目調の店内は、onagawa fishのぬくもりそのもの。 皆さん、たくさんの商品を購入されていました。
おながわコンテナ村商店街・うみねこハウス
ママサポーターズの八木純子さんが立ち上げた、布草履でお母さん達の就労支援を行うプロジェクト「高白浜草履組合」の作業所として
オープンしたのが、ここ「うみねこハウス」です。 神奈川のボランティアさんから送られてくる古いTシャツをつかって、仮設住宅にお住まいの
お母さん達が一つ一つ手作りで布草履を制作、作業場の脇では販売も行っています。 全国から注文が入ってくるそうです。
5月25日に私共で開催したチャリティコンサート、「がんばっぺ東北！」でも布草履を販売していただきました。
「おながわコンテナ村商店街」は、震災後いち早く立ち上げられたコンテナでできた店舗が立ち並ぶ商店街です。 応援団が支援の活動で
仮設住宅でイベントを行う際は、食材などをこちらで購入させていただいております。 地元の乾物の他に、季節のフルーツや、お花屋さんで
鉢植えを購入された方もいらっしゃいました。 こちらで商品を購入すると、東京の高田馬場でも使える「アトム通貨」が手に入ります。

女川フィッシュのギャラリーは可愛い外観。

「うみねこハウス」では”さんまnaたい焼き”も名物です。

「コンテナ村商店街」では新鮮なフルーツも！

地域医療センター（東日本大震災慰霊碑＋女川さいがいＦＭブース見学＋または熊野神社詣）
女川町の中心部があった場所から女川湾を一望できる高台の、地域医療センターに到着、 まずは東日本大震災慰霊碑にお参りをします。
慰霊碑の高さは、津波が到達した高さです。 「この高さまで津波がきたのか…」、改めて津波の脅威に驚きを隠せなかった方もたくさん
いらしたようです。 ここでは少し時間をとり、ここから200段の階段を上がったところにある熊野神社に行かれる方や、NHKドラマ「ラジオ」
の舞台となった、女川さいがいFMのブースを外から見学させていただいたり、おいしい珈琲やソフトクリームをいただける「おちゃっこクラブ」で
休息をとられたり、それぞれのお時間を過ごしていただきました。

慰霊碑前で手を合わせます。

200段の階段を登った証拠の記念撮影。

女川さいがいFMは今日はお休みです。

マリンパル女川おさかな市場
最後のお買い物ポイントです。 女川漁港の目の前に建てられていた「マリンパル女川」は、震災前は水産観光の場として、また流通の場
として親しまれていましたが、津波により建物は壊滅的な被害をうけ、現在の浦宿浜に移転し魚市場として営業を再開されました。
「マルキチ阿部商店」さんの秋刀魚の昆布巻き”リアスの詩”に、「片倉商店」さんのその場でいただけるウニが、皆さんに人気でした。
女川町とはここでお別れです。ツアーの最終プログラムは、隣町の石巻市での昼食です。
牡蛎小屋で焼き牡蠣を堪能するチーム、女川町の有名店「お魚市場おかせい」さんの”海鮮弁当”を公園で頂くチームに分かれます。

牡蛎を焼く手を休める暇はありません！

お弁当チーム「石森漫画館」の敷地の芝生で。

特製海鮮弁当は、お刺身の下にまたお刺身。

昼食を堪能し、この度のツアーの行程は全て終了。 一路、東京を目指します。 帰りの車中では、今後ツアーを開催する際の参考に、また、
女川町の街づくりに何か提案ができればと思い、参加の方にアンケートを配布、ご記入をお願いしました。
東京に無事に到着。代表の工藤より皆様へ参加のお礼を申し上げ、また、このツアーで見聞きされたこと、感じられたことを、是非周りの方々
にお話いただき、震災への関心の低下を防ぐこと、また、女川町をこれからも支援いただきたいことをお願いし、ツアーの締めくくりとなりました。

３. ツアーを終えて
女川町が目指しているものを捉え、同じ方向を向いたときに、私達にできることはなんだろうか？と考え、行動に移したのが、今回の
「復興支援バスツアー in 女川町」です。 スタッフ一同で試行錯誤、手作りのツアーとなりました。 普段の活動に参加している白金支部メンバーに
とっては、いつもの支援活動では訪ねることができなかった所にお邪魔し、たくさんのお話をお伺いすることができました。支援活動としての
参加は難しいけれども、復興支援のバスツアーだったらと、参加してくださった皆様におきましては、やや駆け足ではありましたが、ブラウン管を
通さない、被災を受けた地域の現状をその目で観るとても良い機会になったと、おっしゃってくださいました。 そして、今後自分がどんな支援が
できるのか、考えてみたいとも、おっしゃってくださいました。
外から人を呼べる町を目指し、街づくりを始めた女川町。万全ではない今の状態から、町を紹介し、復興へ向け生まれ変わっていく女川町を
期待を込めて見守り、支援したいと思う、女川町ファンを増やしていくことも、私達にできる支援の一つであると思いました。 皆様の感想などを
お伺いすると、海の幸や、女川町の景観などの魅力はもちろんあるものの、女川町の一番の魅力はやはり、土地に生きる皆様ではないかと、
強く感じました。東北被災地応援団 白金支部が、女川町に暮らす方々、携わる方々に惹かれ、活動を続けさせていただいていることをとても
幸せに、そして誇りに思う2日間となりました。

初日の「希望の鐘商店街」にて。2日間お天気も何とかもちました。

浦宿駅の切符を参加者の方々には記念としてお配りしました。

４. 今後の予定
◆女川町７月支援活動
【日程】

7月6日（土）～7月7日（日）

【活動内容】
清水地区仮設住宅及び石浜地区在宅にて、バーベキュー大会とミニ花火大会、落語のレクリエーション、「ＦＡＮＣＥＬ」さんのご協力による
ハンドマッサージにメイクと、盛りだくさんの内容でお伺いする予定です。
◆白金/四の橋商店街 納涼祭り
【日程】

8月3日（土） ～ 8月4日（日）

【活動内容】
港区白金/四の橋商店街一帯で開催される、納涼祭りに出店です。女川町で水揚げされた美味しい秋刀魚を焼いて、お待ちしております！
生ビールと共にどうぞ！ 「蒲鉾本舗 髙政」さんの蒲鉾も販売します。
◆麻布十番納涼祭り
【日程】

8月24日（土）～ 8月25日（日）

【活動内容】
四の橋祭りに続いて、毎年50万人もの人出で賑わう麻布十番納涼祭りの地方物産展エリアに、こちらも女川町観光協会の代理として、ブース
を出店させて頂きます！ 脂が乗ってきた秋刀魚の塩焼きの他、「蒲鉾本舗 髙政」さんの全面協力のもと、蒲鉾や多数の女川町のおいしい
物産を紹介させていただく予定です。 皆様のお越しをお待ちしております。

５. 補足事項
(1) スタッフ参加者 (敬称略/順不同)
川端 陽子

野口 砂絵子

東福寺 緑

安部 由美

後藤 奈津子

三上 加寿子

小幡 真理子

平林 真百合

近藤 尚之

工藤 史大

(2) ご協力 (敬称略/順不同)
女川町観光協会

井上 リサ

女川原発ＰＲセンター

蒲鉾本舗 髙政

うみねこハウス

おながわコンテナ村商店街

お魚市場 おかせい

華夕美

かき小屋渡波

東京シティ観光 株式会社

ホルモン焼き夏冬

バスツアーご参加の皆様

(3) 支援金寄付 (敬称略/順不同)
中山 秀樹

後藤 聡志

皆様からの、あたたかいご支援・ご協力のうえで、成り立っております。
本当にありがとうございました。
私達は、被災地への支援活動を、継続していきます。 今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

平成２５年６月３０日
東北被災地応援団 白金支部
工藤 史大
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