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1．はじめに―企画背景と趣旨

2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災では、未曽有の津波被害と福島第一原子力発電所の事故
により、ピーク時に約 47 万人もの人が避難を余儀なくされ、そのうち県外への広域避難者は約 2 割
を占めました。そして、2022 年 1 月現在、避難者は約 3.9 万人、そのうち県外への広域避難者は約
3.1 万人（80%）、福島から 27,000 人と避難者の大部分（87%）を占めています。

本ツアーの原点は、企画担当の一人である私（石塚）が 2011 年 6 月～ 2020 年 3 月まで行って
いた広域避難者の交流会（みちのくだんわ室、現在は神戸みちのく会）での避難者との出会いにあ
ります。関西に広域避難した人 と々話をする中で「私だったら避難するだろうか」と考えてみましたが、
正直「わからない」と思いました。そして今も迷いが生じわかりません。

震災から 7 年が過ぎるころから、原子力災害の被災地においても復興という名の付いたさまざま
な事業が実施されるようになり、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて加速されてい
きました。しかし、避難者の声を聴けば「何も変わっていない」と感じていました。そして、関西の
地にいると原子力災害という言葉を聞くことは少なくなってきました。福島から目を背けず、できるか
ぎり避難者の傍にいて、一緒に考えていこうと過ごしてきました。しかし、何も役に立てないからと、
福島のことから心が離れそうになる自分がいました。

中間貯蔵施設は 30 年間という設定ですが、最終処分の方向性は定まらず、5 年が過ぎようとして
いました。あと 25 年後といえば、今、20 代、30 代の人たちの子どもが成人となる頃です。そこで、
学生たちに “ふくしまの今 ” を知ってもらうスタディツアーを企画してみようと思い立ちました。

共生社会をめざして教育、研究を行う大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター未
来共生プログラムの課外プログラムに本ツアーを位置づけることができました。そして 2 年目（2020
年）からは、大阪大学社会ソリューションイニシアティブに共催いただけることになり、大阪大学の
全学部生、人間科学研究科院生を対象に参加を募集することが可能となりました。

本ツアーは、東日本大震災から 10 年という年月の中で培ってきた、福島第一原子力発電所事故
による原子力災害に関わるさまざまな人 と々の出会い、つながりから成り立っています。福島の人々を
通じて “ ふくしまの今 ” を知り、一人ひとりの五感で現実に向き合い、「私に何ができるのか」、「私な
らどうするのか」と考え始めるきっかけを提供することを目的としています。“ふくしまの今 ” を伝えて
くれる人は、住民、行政職員、NPO 法人、旅館経営者とさまざまな立場の方々ですが、全員が被
災者でもあります。そして、現地では、直接話すことはないけれど、廃炉事業に携わっている多くの人々
を目にしました。

本ツアーが、原子力災害からの復興という、未知の取り組みの多面性、多元性、複雑性を理解す
る機会になり、原子力災害後を共に生きる一人として心を寄せて考え続けるスタートとなることを願っ
ています。

2022 年 3 月

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター　講師

石塚裕子



ふくしまスタディツアー（2019〜2021）の記録4

2．スタディツアーの変遷（2019～2021）

本ツアーは、試行錯誤を繰り返しており、毎年バージョンアップしています。基本は事前学習、現地訪問、

事後学習の 3 ステップで構成しています。事前学習、事後学習は、可能な限り一般公開で行ってきました。

事前学習では学外の人 と々一緒に学び、事後の公開報告会では、学外から貴重なフィードバックをもらえる機

会となっています。3 つのステップを通じて、被災者や被災地の現状をはじめ、復興の現状と課題など原子力災

害について、可能な限り多面的、重層的に知る機会を提供することに努めています。

学内の理解と協力、参加した学生の口コミなどにより、年 、々参加者数が増えており、学外からの関心も高く、

本ツアーの必要性を認識し手ごたえを感じています。

富岡町夜の森地区（2019.11.5訪問時）

表 1　スタディツアー実施日と参加者数の変遷

2019 年度 2020 年度 2021年度

実施日
2019 年 11 月 4 日～ 6 日

（2 泊 3 日）
2020 年 11 月 19 日～ 21 日

（2 泊 3 日）
2021 年 11 月 3 日～ 5 日

（2 泊 3 日）

参加者
大学院生 3 名、
教職員 3 名
計 6 名

大学院生 2 名、
学部生 7 名、
教職員 5 名
計 14 名

大学院生 3 名、
学部生 11 名、
教職員 8 名
計 22 名
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表 2　スタディツアー変遷

2019 年度 2020 年度 2021年度

事前学習 ①オリエンテーション

①オリエンテーション
②映画上映会「福島は語る」
③オンライン学習会（福島県庁職員

による復興状況等の講義）

①オリエンテーション
②映画上映会「福島は語る」
③オンライン学習会（福島県庁職員

による復興状況等の講義）
④外部セミナー「原子力災害とマイノ

リティ」の受講

現地訪問

●見学
　東京電力廃炉資料館
●現地視察
　富岡町内（町民の案内）
　双葉町内（役場の案内）
●当事者の話を聞く
・支援団体（NPO）職員
・広域避難、生活内避難経験者

（いわき市民）
・双葉町役場職員

●見学
　東京電力廃炉資料館
　東日本大震災・原子力災害伝承館
●現地視察
　富岡町内（町民の案内）
　双葉町内（役場の案内）
　いわき市内復興公営住宅（ＮＰＯ
　　法人の案内）
●当事者の話を聞く
・支援団体（NPO）職員
・広域避難、生活内避難経験者（い

わき市民）
・強制避難経験者（双葉町民、富岡

町民、浪江町民）
・旅館経営者
・東京電力職員（大学 OB として）
・双葉町役場職員

●見学
　東京電力廃炉資料館
　東日本大震災・原子力災害伝承館
　福島第一原子力発電所
●現地視察
　富岡町内（町民の案内）
　双葉町内（役場の案内）
　福島第一原子力発電所
　浪江町（道の駅なみえ）
●当事者の話を聞く
・広域避難、生活内避難経験者（い

わき市民）
・強制避難経験者（双葉町民、富岡

町民）
・旅館経営者
・東京電力職員（大学 OB として）
・双葉町役場、浪江町役場職員

事後学習
学内報告会
映画上映会「福島は語る」

公開報告会（オンライン）
事後学習会（映画「原発と人びと」一
部鑑賞）
公開報告会（オンライン）



ふくしまスタディツアー（2019〜2021）の記録6

3．スタディツアーの内容

3-1．事前学習
（1）「福島は語る」上映会

土井敏邦監督により制作され 2018 年に公開となった証言ドキュメンタリー「福

島を語る」を自主上映会として開催しています。2020 年度からは事前学習として、

現地訪問前に鑑賞することとしました。

映画は、

第一章「避難」

第二章「仮設住宅」

第三章「悲憤」

第四章「農業」

第五章「学校」

第六章「抵抗」

第七章「喪失」

最終章「故郷」

上記 8 章で構成され、14 人の語る “ 言葉 ” で福島を伝えています。

鑑賞後は意見交換の場を設けずに静かに解散し、福島の人々の言葉を一人ひ

とりが心の中で咀嚼することにしています。

「福島は語る」公式サイト：http://www.doi-toshikuni.net/j/fukushima/

（2）福島の「今」を学ぶ学習会
2020 年度から福島県企画調整部の佐藤安彦氏の協力を得て、福島の復興について学ぶ学習会を開催して

います。

講義では、浜通り、中通り、会津のエリアに分かれる広大な福島県の概

要に始まり、福島第一原子力発電所の事故への対応として、除染、中間貯

蔵施設、廃炉事業への取り組み。さらに、避難指示の変遷、住民の帰還状況、

農作物の放射性物質モニタリング検査など、福島の現状について端的に話

していただき、基礎的な情報を知ることができます。

そして、農作物の風評被害や 2021 年度は汚染処理水の排出問題など、

まさに「今」の課題についても触れていただきます。その一方で、官民で取

り組む復興プロジェクトをはじめ、若い世代が福島で起業していることなど、

SDGs の理念に基づいた様々な挑戦ができる地域としての福島の可能性を学

生たちに伝える場となっています。

2020年度上映会チラシ

2021年度　学習会のチラシ
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【学生による2020 年度の学習会のレポート（一部抜粋）】

佐藤さんは原発事故発生時の当時から現在の状況を、科学的なデータと両親の被災経験を含め
ながら分かりやすく説明してくださいました。現在の避難指示区域は除染作業により県面積の約2.4
パーセントにまで減少し、農作物の放射性物質量は基準値を下回っているそうです。しかし人口が
急減している現状があり、農作物の購入をためらう声はいまだ存在している、と社会的な課題を語っ
てくださいました。佐藤さんは私たちに原発被災地域の現在の動画を見せてくださいました。駅は
再開し、東日本大震災・原子力災害伝承館や福島県復興祈念公園など新しい建物や公園の様子を
観察することができますが、同時にいまだに倒壊しそうな家やバリケードで閉鎖された道路なども
映っていたのが印象的でした。
佐藤さんはふくしまの持つ可能性について述べました。現在ふくしまは多くの企業と「共働」して
いるといいます。例えばふくしまは多くの IT企業と「共働」のもと、地域の特産品を売るためのオ
ンラインストアを開いています。また現在多くの大学生がインターンシップを行い、ユニークな事業
を行う起業家たちも集まってきている、といいます。佐藤さんはその例として三人の起業家の事例
を紹介されました。佐藤さんは、現在の新型コロナウイルスにより社会のひずみが露呈したといいま
す。これから目指すべき「複層的な社会」の一つの可能性を模索する場として、ふくしまの可能性
を述べました。
佐藤さんの熱意のこもった話に触発され、学生たちは積極的に質問を投げかけていました。質問
は「中間貯蔵施設や最終処分場の問題について、地域住民とどのような話をしているのか」、「原発
における汚染水の問題に対して地域住民にどのような説明を行ったのか」など行政による市民への
説明責任や働きかけに関するものだけでなく、「東日本大震災発生時、佐藤さんは原発に対してど
のようなことを思ったのか」などの個人的な質問も含まれています。これらの一つ一つの質問に対し
て丁寧に返答する佐藤さんの姿が印象的でした。
本学習会はふくしまの現状の一端を知るよい機会になりました。とりわけふくしまにおける除染作
業や原発の現状について、私たちの多くは知らないのではないでしょうか。佐藤さんは県外の人び
とにふくしまの現状を知ってもらうことの重要性を強調されています。私たちは本学習会で得た知
識から何を考え、どのような行動・行為を起こしていけるでしょうか。11月19日～21日にかけて
9名の学生たちが実際にふくしまを訪れます。事前の学びと現地を訪れる中で、学生たちが何を感じ・
何を考えるのか知りたい、と強く感じました。

未来共生イノベーター博士課程プログラム　履修生　冨安皓行

写真 1. 佐藤さんの話を熱心に聞く学生　　　　　　　　　　　　写真 2. 質問を投げかける学生
出典：附属未来共創センター Web サイト：https://www.hus.osaka-u.ac.jp/mirai-kyoso/ja/reports/201217112516/
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3-2．現地訪問
現地訪問では、可能な限りさまざまな立場の方から話を聞いたり、現地を歩いたり、施設を見学する中で、

ふくしまの今を自身の感覚で感じること、知ることに努めています。

（1）被災者との対話
被災者と対話することを最も大切にしています。下記の方々に現地でお話を伺い、対話を行いました。

石井大翔さん（2020, 2021）

大阪大学のＯＢ。東京電力ホールディングス㈱に勤務し廃炉事業を担当。

佐藤安彦さん（2020, 2021）

福島県企画調整部職員。南相馬市小高区出身。復興計画、復興事業を担当。

里見善生さん（2019, 2020, 2021）

いわき市湯本温泉旅館「古滝屋」代表。福島視察の受け入れや、民間の伝承施設「考証館」を旅館内に

設けるなど、多様な活動を展開。

志賀徳子さん（2020, 2021）

双葉町町民。発災直後は避難先を転 と々し、兵庫県で広域避難を経験。南相馬市まで戻り、現在は浪江

町に在住。

高橋咲栄さん（2019, 2020, 2021）

いわき市市民。発災直後に兵庫県に広域避難したが、いわき市に戻る。子どもへの放射能の影響を気に

しながら暮らしている。

仲山弘子さん（2019, 2020, 2021）

富岡町町民。発災直後は関東などに避難した後、現在もいわき市で避難生活を続ける。

双葉町復興推進課のみなさま（2019, 2020, 2021）

2019: 大浦富男さん

2020: 田中聖也さん、山崎健二郎さん

2021: 赤石澤幸也さん、藤田康佑さん、四家千里さん

NPO 法人みんぷくのみなさま（2019, 2020）

　2019: 赤池孝行さん

　2020: 太田一彦さん

NPO 法人みんぷくを通じて、復興公営住宅下神白団地自治会のみなさま（2020）

渡邊友歩さん（2021）

浪江町産業振興課職員。新エネルギー推進係を担当。

※ 50 音順、（　　）内はお話いただいた年度



3．スタディツアーの内容 9

（2）現地視察
現地は富岡町、双葉町を中心に視察しています。

富岡町は、富岡町の住民である仲山弘子さんに毎年、案内を頂

いています。災害前は商店街であった通りの建物が解体されて更

地となり、周辺には廃炉作業の作業員の宿舎が建設され、耕作

できない田畑を覆いつくす太陽光パネルなど、「故郷は変わってし

まった」と語る仲山さんの言葉と共に歩きました。

また、2021 年時点も帰還困難区域の指定が続く夜の森地区で

は、町民自慢の桜並木を案内いただき、JR 常磐線夜ノ森駅のサ

ツキのエピソードを語っていただき、町民の町への想いを知りまし

た。そして、バリケード 1 枚で帰還できる区域とできない区域を

隔てている現実も見ました。

そのような中でも、新たな産業をおこし町の復興に取り組まれて

いる人々や、富岡町の美しい景色もご案内いただいています。

双葉町では、役場の復興推進課の方々に毎年、ご案内いただ

いています。双葉町は 2021 年 11 月時点で帰還が始まっていない、

唯一の自治体です。このため、2019 年、2020 年時には許可手

続きを事前に行い現地入りしました。

災害当時のままである双葉町役場内と、2019 年は双葉町中学

校、2020 年は双葉町南小学校、2021 年は双葉町北小学校に入

福島第二原子力発電所を望む
（2020.11.19訪問時）

夜ノ森駅前の様子（2021.11.3訪問時）

夜ノ森駅から（2021.11.3訪問時）

夜の森ローズガーデン（2021.11.3訪問時）

中央通商店街（2019.11.4訪問時）
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らせていただきました。役場内には、緊急連絡のメモの走り書

きがあちこちに残り、当時の緊迫感がそのまま残っています。一

方、屋上からは町が一望でき、静かになった海とやわらかな阿

武隈山系の山並みを望み、美しい故郷なんだと訪問者である我々

も感じることができます。しかし、眺める方向を変えると、そこ

には中間貯蔵施設が間近に迫り、黒いフレコンパックの山があり、

延 と々続くトラックの列に原発事故が起こり、10 年経っても緊迫

した作業が続く現実が突きつけられます。

学校内では、子どもたちのランドセルや上履き、絵具セットな

どがあり、黒板には卒業式のメッセージや地震、津波に関するメッ

セージが残されていました。何気ない日常が、突然、ストップし

てしまったことが外部者にも強烈なインパクトで伝わってくる場所

です。

2020 年からは、JR 常磐線双葉駅周辺を中心に、町の再整

備が始まっています。公共事業だけでなく、住民の氏子により再

建した神社や、地元出身のアーティストによる壁画、子どもたち

の町へのメッセージが書かれたフラワーポットなどを見ることが

できます。

双葉町役場の方は、「ようやく見ていただける場所が増えてき

ました。」と語られたことが印象に残っています。

FUTABA Art District（2021.11.5訪問時）相馬妙見初發神社（2021.115訪問時）

双葉中学校（2019.11.5訪問時） 双葉町役場屋上から（2019.11.5訪問時）

双葉町役場内（2019.11.5訪問時）
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（3）施設の見学

●東京電力㈱廃炉資料館

https://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/decommissioning_ac/

福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央 378

●東日本大震災・原子力災害伝承館

https://www.fipo.or.jp/

lore/

福島県双葉郡双葉町大字中野

字高田 39

●ふたばいんふぉ

https://futabainfo.com/

福島県双葉郡富岡町大字小浜

字中央 295 ふたばタイムズ 1F
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●原子力災害考証館

https://furusatondm.mystrikingly.com/

いわき湯本温泉　古滝屋 福島県いわき市常磐湯本町三函 208

●とみおかアーカイブ・ミュージアム

https://www.facebook.com/TheHistor-

icalArchiveMuseumOfTomioka

福島県富岡町大字本岡字王塚 760 － 1

写真出典：https://www.tohokukanko.

jp/manabi/attractions/detail_1009925.

html

●福島第一原子力発電所

https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/about/index-j.html
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4．ふくしまの「今」を知り、共に考え、語り合う
（2021年度  公開報告会の記録）

2021 年度の報告会は、初めて福島に会場を設け、現地訪問でお世話になった方々に参加いただきました。

オンラインではありましたが、同じ時間に一緒に報告を聴くことで、対話が生まれ、福島の未来を共に考える時

間となりました。

大阪大学の会場には現地訪問した学生 14 人と、教職員、聴講を希望する学生など 16 人の計 30 名が参加し、

オンラインでは 40 名の一般参加者がありました。福島の会場には仲山さん、志賀さん、高橋さん、里見さん

の 4 名と石塚の計 5 名が参加しました。

以下に、公開報告会での学生の報告、福島の方々からのフィードバックの記録（一部要約）を示します。なお、

所属、学年は 2021 年 12 月時点のものです。

倉田和佳（人間科学研究科　修士 1 年）
タイトルは「語りにくさを目の当たりにして」と付けました。日本語が変なのですが、まさに語りに
くさを目で見たツアーだったと思ったので、このように付けました。
ツアーでは、福島に住んでおられる「個人の想いと復興へ向けた全体としての大きな流れ」の両方を、
短期間のうちにぎゅっと凝縮して見せていただき、混乱もしましたが、個人の視点と全体の視点の両
方を一気に見たという印象を受けました。
そのなかで、印象的なもの、たくさんあるのですが、考証館の館長の里見さんの言葉で「事実を
残しておきたい。」でした。ただ事実を残す。それにより、誰かを負かそうとか、賠償金をもらおう
とか、そういうことではなくて、報じられていないけれど、そこに事実があるということを、少なく
とも考証館には残しておきたい。その言葉がすごく印象的でした。考証館の存在自体が福島で起き
ていることが、いかに語りにくいのかを表していると思いました。
高橋さんの「福島から来ました」ということが言えなかったという経験や、中山さんの「富岡町を
離れてしまったけど、まだ語り部として語っていいのか」という葛藤を聞かせていただいたのも語り
にくさにつながっていると思います。
そもそも原発事故の仕組みを完璧に理解することは私にはすごく難しくて。カタカナがいっぱい出
てきて理解が難しいなっていうことも、分からなかったら語れないということもあるのかなと思いま
した。さらに、ふるさとへの思いを、自分はそんなに語れるかなと、福島に行って考えさせられました。
事後学習会の学生のディスカッションで、今回学んだことを身近な人に話すとき、どう話せばいいの
か、という問題提起がありました。私もこういう経験を友人とかに話すときは、無意識のうちに人
を選んだり、人によって内容を
変えていたりしたことに気付か
されました。
最後に、福島の1番の印象
は、空が広いな、ということで
す。その空の広さは、震災や原
発事故の最中でありながら、か
つ、これから何でも生み出すこ
とができる、という無限の可能
性がある。その両方を空の広
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さが表しているように感じました。
ただ、東日本大震災という災害は、本当にまだ終わっていないのだと、改めて実感しました。人々
が福島で起きていることを語らないこと、語れないことを、なかったことにしてはいけないと思いま
した。そこをどう想像できるかを考えたいと思います。引き続き福島に対して、私もできることは少
ないかもしれませんが、「想いを寄せ続けたい」と思いました。

李傑豪（人間科学研究科　修士 1 年）
名前のとおり中国出身です。みんなが見逃しているような福島の現実について発表します。みんな
誰でも、自分の大切なものがあります。例えば家族とか、恋人、友だち、部屋とか、もしかしてお
金とか、でも、そんな大切なものは、天災の前でぜい弱ということを深く意識させられました。天
災は一瞬でみんなの大切なものをなくします。
私は双葉町の小学校に行ったのですが、あのような状態の小学校を生で見るとは思わなかったで
す。6年生の教室は残り7日で卒業式であったことが、そのまま残っています。
にぎやかな商店街は、今、もうこんな状態（写真）になりました。市役所の中の交通事故の発生
状況も、そのときの時間のままなのです。私はとても悲しく感じ、まるで時間が止まったみたいに
感じました。
このまま、双葉町は消えますか？地図か
ら双葉町は消えてしまいますか？いえ、私
は別のことが見えました。この写真は双葉
町の海です。たとえ9ｍの津波がきても、
いずれこのような平和な海に戻ります。い
くらたくさんの建物を倒壊しても、今、双
葉町の駅前では新しい建物の建設をしてい
ます。日本は、絶対にもう一度立ち上がる
ことができると思います。これまでも日本
はいろいろな災害があります。日本は、戦
争によって、ほぼ全土が廃虚になったこと
があります。しかし、今の日本は活力があって、進んでいます。どんな天災や人禍があっても、絶対、
乗り越えられる力があると信じています。
私は社会学の修士の学生ですので、双葉町の人口・産業の構成の研究など力になれることがあれ
ば、双葉町の復興の力になりたいと思います。

神宮寺航一（人間科学研究科　修士 2 年）
今回のスタディツアーで出会った人々は、それぞれの立場が違うとしても、誰もが福島・浜通りを
心から愛し、故郷の復興のために尽力されていました。そのような方々のパワーに自分自身が圧倒
され、パワーを貰い、私自身が福島・浜通りのファンになってしまったというのが正直な感想です。
一方で、「プルトニウム」「トリチウム」「ベクレル」などの難しい用語を、福島の復興に取り組む一
般の人々は日常的に用いていることに違和感を抱きました。そこで思い出したのが、技術哲学者・ウィ
ナー（1986）の「鯨と原子炉」という本です。ウィナーは、原子力は「本質的に政治的な技術」であり、
原子力という技術を運用する前提として国家権力や軍隊とも結託した巨大な中央集権的組織が必要
で、原子力発電を採用するということは、必然的にそのエリアの社会経済は中央集権的組織の末端
に組み入れられると述べていました。
私が思ったのは、それは「原発事故からの復興」も同じではないか、ということです。つまり、「復興」
のプロセスは、通常の地域振興とは全く異なる次元で高度に複雑化した構造の中で討論され、「復
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興」を語る前提にもかなり専門的な知識が必要
であることから、さまざまな立場の人々が対話
を行い、お互いの意見を汲み取るのが非常に難
しいのではないかという印象を受けました。
また、「なぜ自分を含めた日本人は、福島・
浜通りに無関心なのか」という感想も持ちま
した。私自身も、現在の帰還困難区域の範囲、
避難者の数、廃炉の状況を全然知りませんで
した。2011年、被災地の映像は連日、日本中、
世界中を駆け巡り、世界の至る所の人々が深く

悲しみ、東北に寄り添い、手を差し伸べたことと思います。しかし、10 年後の現在では、まだ多
くの人が故郷を追われ苦しみ、デブリの取り出しや処理水など非常に厳しい問題を抱えているのに、
1年に1回、3.11特集くらいでしか、被災地の現況を知る機会がないのではないでしょうか。
私自身は、復興を専門にしていませんが、一人の研究者として、福島・浜通りを支え続けたいと思
います。しかし、大学で得る高度な「専門知」を被災地に提供するだけで、復興の手助けとなるの
だろうか、という問いが今回、自分の中に浮かび上がりました。色 と々考えたのですが、今後私は、
福島・浜通りの「ファン」を増やす努力をしたいと思います。どうしても大学にいる人間としては、「関
係人口」や「交流人口」という専門的な言葉を使いたくなりますが、あえて「ファン」という言葉を
使います。世界的に有名な“Fukushima”は、実は美しい景色、美味しい食べ物や酒、温泉、そし
て優しい人 と々いう魅力に溢れた場所であることを私が世界中の人々に伝えることで、福島に関心を
持ち、福島を訪れる「ファン」は確実に増えると思います。今回のツアーでは、何が正しいのかを言
い切ることの難しさを大きく感じました。しかし、「被災地の現状に関心を抱く人が増える」という
ことだけは、福島・浜通りの復興に絶対に必要なことであると言い切れるのではないか、と思います。

成田知世（人間科学部　4 年）
タイトルは「2度目のふくしま訪問を通じて」としました。私は去年も参加していますが、今年改め
て感じたことを発表します。見たこと、聞いたこと、感じたことはたくさんあるのですが、印象的だっ
たことをピックアップしました。
今年初めて「福島第一原子力発電所」に行って、今も言葉にならないくらいの衝撃を受けたこと
が衝撃でした。また、被災地支援を単なる自身のイメージアップの機会と捉える人がいたり、新型
コロナウィルスの影響により、当事者の方も、当時の原子力災害に対して、心理的な距離が広がっ
ていたり。東京電力と地域住民との対話が、現状ではないということがすごく印象的でした。
去年からどのように変化したか振り返ったのですが、去年、私は、伝えることが大事ということを、
この報告会で発表して、実際に行動に移したこともあります。なぜ当事者でない私が伝えられるの
かと、すごくもやもやしていました。今年のツアーを終了したあとに、偶然、あるドキュメンタリー
番組で、太平洋戦争戦没者の遺骨を巡る問題で、戦没者の方の遺骨で揉めていることを知りました。
戦士した兵士が「2 度死ぬ」という内容でした。1回目は戦争で死んだとき、2回目は遺骨の収集
で身元不明のまま骨が焼かれて、その事実を誰にも伝えられないという内容でした。
これを、東日本大震災や福島原発事故に重ねて考えてみました。網羅性に欠けているという自覚
はありますが、1回目死ぬとしたら、震災や原発事故による死で、2回目は遺骨が見つからないまま、
そのあとの状況を継承されずに風化してしまうとか、震災や事故のあとも苦しめられている人が、自
身の心境に蓋をし続けたまま死を迎えるときとか、私が出会った被災者と通じるところがあると感じ
ました。
なぜ風化させてはならないのかを考えたとき、まだ完全にすっきりしているわけではないのですが、
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被害を受けて亡くなられた方々や、いまだ
に苦しめられている方々について、少しで
も、当事者でない人々、私もそうですが、
記憶の片隅でも残し、｢思い続ける｣ こと
は、その方々が誰かの記憶の中に ｢存在
｣することになると考えています。その方々
の尊厳を守ることにつながりうるのではな
いかと思います。伝えられることを望まな
い人がいることも心に留めておくべきです
し、どこまでも自分は ｢非当事者｣ である
ことを心に留めておくべきだなと感じました。
去年は ｢現実の多様性｣ にただただ圧倒されたが、まだまだ知らないことが山積みであるという
ことで、｢多様性｣ とは、自分の視野の狭さを突きつけられる言葉であると感じました。ただ、少
なくとも福島・浜通りに今後も ｢行き続けたい｣ と思っていることは確かだと感じています。今だに
もやもやというか、考えなければいけないと思うことは、課題をビジネスチャンスとして捉えることは、
はたして良いことなのか、そこに地域の方々の意見はどれだけ反映されているのか、考えていきたい
と思っています。

【福島からのフィードバック 1】仲山弘子さん
学生の皆様ありがとうございました。今、発表していただいた4人の方に、短く感想を述べさせ
ていただきます。
最初の倉田さんですが、「語りにくさを語る」というタイトルに私自身もドキッとしました。これは、
皆さんが感じるとともに、私たち自身も改めて正確にしておかないといけないことだと思っています。
語り部をやっている人間というのは、実は被災者のごくごく一部です。本当は誰かに聞いてほしいけ
れど、自分はそこまで語る勇気がまだないなど、語り部をやられていない方のほうが圧倒的に多い
です。
逆に、私は、個人的なことを言わせていただくと、今回の震災に対して、当時、現実逃避的なと
ころがありました。それを語り部として体験をなぞっていくうちに、自分自身に、「今お前はそういう
立場にあるのだぞ」と言い聞かせる機会になっていきました。語って言葉にすることで、自分の中
の整理されていない気持ちが形になりました。後々、このような動きは「心の復興」という言葉で
ジャンル付けされるようになりましたが、皆さんがご覧になった見た目の復興と同時に、人間のほう
の復興も進められてきました。私が考える語り部は、人間のほうの心の復興の1つの手立てとなっ
ているのかなと。語ることは、皆さんに福島の現状を知っていただくのがもちろん第1の目的ですが、
それと同時に私たち自身も救われているという側面があります。
倉田さんも、どこまで聞いていいのかとか、たぶん、戸惑いがあったと思うのです。皆さんの前に
出ている立場の人間は、ある程度打たれ強くなっていますから、遠慮なく聞いてください。答えられ
る範囲ですべて答えますので、遠慮なくお聞きになってください。たしかに中途半端な知識だと誤
解を招きます。ですから、もし自信がなければ、無理に語らなくてもいいと私は思います。ただ何
か印象的な事実が心の中に残っていたら、その部分だけでいいのではないか、と今は思います。
次の李さん。止まった時間、学校の様子が映し出されましたが、これは、私たちにとっても事実です。
私の自宅はまだ建物は残っています。大きな家財道具は処分していますが、まだまだ残っているも
のもあって、その中に、リビングにあったカレンダー、当時の3.11は今も語り続けています。住ん
でいない家に当時のカレンダーが。これが、私にとっての止まった時間を、まさに象徴するものです。
富岡町は、既に学校が取り壊されてしまいましたが、YouTubeで過去の姿、時の止まった状態が
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残されるという、今の時代ならではの残し方だと思います。止まった時間というのは、私たちを置い
てけぼりの状態にしました。時間だけは、実際には進んでいます。ただ私たちの記憶がそこで止まっ
ているのです。現実は、町民が避難していない間に復興が進みました。だから、現地に人がいない
状態で町の様子が変わっていく。そういう現実があります。富岡の場合、次のステージに進み、新
しいまちづくりが始まっていますが、実の町民の心の中はまだ止まったまま。これは決して動きませ
ん。元には戻らないからね。これは、私たちが過去の記憶として、これから語り継いでいくべきも
のだと思います。「もう一度立ち上がれる」と言ってくださったこと、とても勇気もらいました。あり
がとうございました。
そして神宮寺さん。3.11の日だけ被災地が取り上げられる。これはたぶん、東日本に限らず、ど
この被災地の人も思っていると思います。ツアーの中で、どなたかに聞きましたが、自分事として考
えていなかった、他人事だったということがすべてのスタートのような気がします。これはメディアの
方々への要望として渡したいです。
ただ、生きていくということは、そういうことなのかなって、半分諦めの境地ですが、先に進まな
いといけないときは、さすがに10 年たつと、年に1度思い出してもらえる、それだけでもありがた
いかな、なんて最近はそう思うようになりました。どこまで引きずっていいのかは、私自身も迷うと
ころです。たしかに取り上げてもらいたい、でも、もう忘れたいという人がいるのも事実だし、そこ
はいろいろな見方がありますよね。福島のファンをぜひ増やしてください。
そして、成田さん。1F（福島第一原子力発電所）の姿。私も最初に入ったときには言葉にできな
い衝撃でした。1人でも多くの方に福島第一原子力発電所の中に実際に入ってもらって、許される限
り見てほしい。ミンダナオ島の遺骨のことですが、私もたまたまその番組を見ました。ミンダナオ島
の「2度死ぬ」という言い方。私たちは、時間の経過と共に何度も心が死にました。例えば、本来
であれば、2017年に富岡町は避難指示の一部が解除されて、うれしいことに帰れる町になりました。
でも実際に蓋を開けてみると、帰った住民はほんのわずかでした。その時点で心が折れました。こ
れから人が増えるのかと思ったときに、現実にはそこから家屋の解体が始まりました。またそこでポ
キッと折れました。本当に何度も何度も。もしそれを「死」と呼んでもいいのなら、2 度や3度で
はない。ただ、それにじっと耐えているか、あるいは声を荒げるか、なかったことにするか、それ
ぞれが、自分が傷つかない対応を模索しているのかなと思います。

春田実乃里（人間科学部　4 年）
「ふくしまスタディツアー」で本当にいろいろなことを学ばせてもらいました。今回はそのうちの大き
な1つである震災や事故を肌感覚として自分ごとになったことについて発表させていただきます。
ツアーに参加する前に、東日本大震災や原発事故にどんなイメージを持っていたかといいますと、
大変な震災で、大きな被害が出たのだな、放射線が漏れて遠くまで避難しないといけなかったとい
うことは、頭ではわかっていても実感はなかった。被災者にもほとんど会ったことはありませんし、
もちろん被災地にも行ったことがなくて、実感は伴っていませんでした。
今回、福島を初めて訪れてみて、最初に思ったことは、当たり前ですが、ごく普通の人々、ごく普
通の町が被災したということを感じさせられました。写真は、帰宅困難区域のバリケードのある民家
です。この民家や町の様子は、私の祖母が住んでいる地域に似ていると感じました。福島第一原発
に向かうバスの途中で、自分がよく知っている全国チェーンの店舗がそのままになっていて、自分の
町と変わらないという印象を受けました。また、3日目に訪問した小学校が印象に残っています。震
災当時、私は小学 5年生だったので、懐かしい気持ちで、黒板などを見ていました。私が通ってい
た小学校と、本当に何も変わらないなという印象です。これは小学校の黒板の写真ですが、文字が
すごく小学生らしい、かわいらしい文字で書いていると思ったのですが、よく見ると、中身が、「地
震が来ても…」とか、「津波は絶対来ない」と書いてあったり、当時の様子がひしひしと感じられ
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て、これを見るだけで、当時が苦しい状況
だったことが分かりました。一番右の写真
は、当時、私くらいの小学生の女の子に人
気だった少女漫画の雑誌の付録だった物
です。私もすごく愛用していたので、これ
を見たときに、私の友だちであってもいい
ような人が被災したのだと感じて、その瞬
間に、実感の度合いがぐっと上がったよう
な感じました。最も印象的だった出来事と
言っていいくらいでした。
最後になりますが、今回、福島の全部を知ったわけではないですが、震災とか事故以降の現状を
ただ知るだけではなく、肌で感じることができました。そして、すべての人が福島に行く機会はな
いと思うので、友人にペンケースのことなども伝えたりはしています。さらに周りの人に自分の経験
を伝えていきたいと思っています。
私は兵庫県出身ですが、阪神淡路大震災の経験はなくて、昔のことというイメージを持っていまし
た。被災した方の心の傷が完全に癒えることはないと思いますし、自分の故郷のことなので、阪神
淡路大震災についても、自分事にしていきたいと思わされたような、大変貴重な体験でした。

土井結花子（人間科学部　2 年）

私は「ふくしまと私」というタイトルで発表します。今回のツアーで本当にたくさんのことを学んで、
私にとって、震災、福島のことがどこか他人事だったということを感じました。
初日に富岡町を案内していただきました。田んぼにソーラーパネルがあるところで、この写真だけ
を見たら、再生可能エネルギーというのは、いい取り組みのように見えますが、ここにあった田んぼ
の稲穂が風に揺れる景色が本当に好きだったという話を聞いて、ふるさとというのは人、自然、風
景をすべて含めてふるさとであると実感しました。また、3日目の双葉町では、復興の中で何でも
できる町が双葉町であると言えますが、一方で住民の方は、今の双葉町は双葉町ではないと話さ
れました。失ってしまったふるさとを完全に取り戻すことはできないと思いました。今回、福島の自
然や人に触れて、本当にすてきなところだと感じて、そこをふるさととして感じていた方々の、言葉
で言い表せないつらさや悲しみを、一部ですが、知ることができたと思います。
そこで私に何ができるのかを考えました。まず、福島を知る、日本を知るということで、知らない
ことは本当に怖いことだと感じました。知らないことは、同じ過ちを繰り返し、人を傷つけることに
もつながると感じます。福島に原発があるということは、放射能や廃棄物の問題がありますが、電
気は使うものです。福島復興に向けて問題になっている少子高齢化、耕作放棄地などは全国どこに
でもある問題で、そういう意味で日本を知ることが大事だと思いました。また、今回の私の経験を
周りに伝えることで、福島を知ってもらう
きっかけにしたり、足を運んでもらうきっ
かけにしたり、私がツアーで感じたモヤモ
ヤを共有したいと思います。最後に、今回
のツアーの事前学習、事後学習で「忘れら
れることが一番怖い」とおっしゃる方が何
人かいて、福島のことを考えたり、想像し
たりすることはどこにいてもできます。自
分のふるさとのことを考えることも、ふるさ
とがもし帰れなくなってしまったらと、自
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分事として考えるきっかけになる。今回のツアーで、私も自分のこととして、これからも関係を持っ
て考えていきたいと思いました。

高柳京果（人間科学部　1 年）
私がまず福島に行って感じたのは、本当に人がいないなということでした。大阪なら、探さなくて
も、どこにでも人が歩いているのに、福島に行くと誰もいなくて、この写真のようにトラックしか本
当に通っていなくて、その殺風景さに驚きました。福島ではコンビニを見つけるのも大変で、すごく
私には衝撃でした。
現地ではたくさんの人にお話を頂きました。住民の方から、一人一人、さまざまなストーリー、体
験があって、たくさんのことを学ばせていただきました。全員に共通していたのが、どんなに困難な
ことがあっても、生きる元気、勇気をもらったことです。今を大事に生きるというか、明るく生きよ
うという姿勢が全員から伝わってきて、私も、どんなことがあっても命を大切にして、今の時間を大
切にして、明るく生きようと思いました。
そして、東電の方と話す機会を頂きました。驚いたのは、地元の方と語り方が全然違って、同じ
情報でも語り方が違うことで、私の受け取り方が違ったので、第三者として関わる身として、たくさ
んの立場の方から話を聞くことがすごく大事なのだなと思いました。
双葉町の小学校や役場にも行かせていただきました。写真は小学校の黒板です。自分たちと同じ
ような年代の人が、震災の津波や地震の恐怖と戦っていたことがありありと伝わってきました。役場
の写真では、日付がそのままでした。時計もあったのですが、それもその時間のままで止まっていて、
2階にはホワイトボードがあって、役場の方たちが、現状を正確に把握しようとして、どのように避
難したらいいのかを考えられていた形跡がありリアルに感じました。
私は、復興はまだまだ終わっ
ていないと思いました。事前学
習会と事後学習会を含めて、さ
まざまな方の話を聞くことで、高
い堤防ができて安全になったと
か、たくさんの新しい施設がで
きること、それが地元の人が求
める復興ではないという話もあっ
て、正直、復興とは何なのだろ
うと思いました。
私が1人、福島について学んで、
福島に行ったからといって、福島の方に大きな役に立つことはできないかもしれないけれど、これま
で先生方やたくさんの方が10 年間関わってきたように、私も、これからも福島に寄り添い続けたい
と本当に思いました。

新尋開理（文学部　4 年）
本日は「伝達者として自分ができること」というテーマで、このスタディツアーを通して、自分に何
ができるかと考えたこと、施策を共有できたらと思います。東日本大震災から10 年がたって、残念
ながら原発について議論される機会はだんだん少なくなっているように思います。私の地元は福井
県ですが、15 基の原子力発電所を抱えています。日常で原発について語る機会はとても少ないです。
そこで、原発災害についてもっと多くの人に議論してもらうことが、自分が微力ながらできることだ
と思いました。
このスタディツアーでは、原発災害のさまざまな爪痕を目の当たりにしてきました。今なお廃炉の
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問題や、帰ることができない人がいること
を知りました。一方、これほどまでの難題
を起こした原発災害ですが、日本の発電所
の使用率を見ると、原発をすぐさま、廃炉
にできないという現状も分かるような気が
します。
スライドに示したのは、エネルギー庁が
発行している2021年 7月分の電力使用
量に関するデータです。これを見ると、電
気事業者の発電電力量の総量が 772.3 億
kWh（キロワットアワー）に対して、その月の需要量が 746kWhと、かなりギリギリなのだというこ
とが分かります。そのうち原子力発電は8.3％を賄っていて、原子力発電をすぐさまに減らすと、日
本の電力供給がままならないということも理解します。
私が福島から帰ってきて実際に始めたことは、今回のツアーで認知したことを周りの人たちに伝え
るということでした。福島から地元に帰って、家族に、福島で見たことを伝えました。友人にも話し
たのですが、うれしいことに、多くの人が私の話に耳を傾けてくれました。そういう事実から、潜在
的に福島に関心を持ってくれる人がたくさんいるということを理解しました。私自身、福島の体験を
周りの人に伝える上で、自分が語るにはあまりにもプライベートなことだったり、ショッキングなこと
もあり、どれほど語れるかを悩んだこともありました。自分の表現ではどうしても伝えきれないとい
う現状があったように思います。
事後学習会を行ないましたが、そのディスカッションを踏まえて、自分が伝えづらいものをあえて
自分から伝えようとしなくてもいいのではないかと思うようになりました。でも、より多くの人に原発
災害を知ってもらい、福島のことを考えてもらうために、一緒に映画を見るとか、一緒に福島に行く
とか、そういったことから始めればいいのかと思いました。1年くらい前に話題になった映画を一緒
に見たり、事前学習会で見たドキュメンタリー映画を一緒に見たりとか、そういうことから始めれば
いいかと思いました。最後に、スライドのポスターは、双葉町の伝承館で見たものです。夕暮れ時
の伝承館付近の写真に一言で「来て」とかいてある広告が、非常にシンプルだけれど力強いメッセー
ジだと思いました。
私自身、実際に福島に足を運ぶ前とそのあとでは、物事の深刻さやリアリティがより見えるように
なりました。自分が伝達者としてできることはちっぽけなことかもしれないが、これからも自分で感
じたことを口頭で伝えたり、一緒に映画に見たり、一緒に福島に行ったりして、多くの人に原発災
害や福島のことを議論するきっかけになればと思います。

【福島からのフィードバック 2】志賀徳子さん
春日さん。兵庫県出身ということで改めて震災こと、便利な生活の影の部分を感じられたこと、福
島の事故を自分事として時間できたとの感想、貴重な体験だったと思います。
自分の肌で感じたこと、これからの人生の中できっとプラスになるかと思います。どうぞ人の痛み
を感じられる、思いやれる人として、学ばれたことを活かしていただきたいと思います。
土井さん。当時、私は兵庫の皆さんに大変お世話になりました。神戸市役所で仕事をしていました
が、職場の招待で東京浅草に行ったとき、福島はフクシマとしての表現がありました。世界のメディ
アがフクシマととらえていたのです。カタカナのフクシマではなく、福の島、たくさんの幸せ、福を
もたらす場所であるという思いに私はかられました。今回のツアーで福島に対する思いを感じていた
だきました。当たり前の幸せが、どれほど貴重であるか、かけがえのない事であるかを忘れないで
ください。私たちは事故によって全てを失いました。でもそれによって人として大切なことも体感し
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たのです。人として忘れてはならないこと、大事にしたいと思っています。
高柳さん。震災後10 年以上が経過して、福島は私の故郷は変わってしまいました。2年ほど、
神戸の地で生活していましたが、古里が恋しくてこちらに戻りました。変わり果てた古里をみて、人
には言えない悲しみ、つらさを感じましたが、生きていかなければなりません。人生楽しく生きたい。
そんな単純な思いから前を向いて過ごしています。お世話になった皆さんへの恩返しと心に決めてい
ます。いつまでも逃げてばかりでなく、人間としての糧として生きていく、プラス面をとらえて向き合っ
ていきたいと考えます。
新尋さん。福島での事故は国内のどこにおいても起こりうる事案であることを語り部活動の中で私
は多くの人たちに語りかけてきました。便利さの影の部分を直視しなければなりません。もとの姿
に戻すことだけが復興ではありませんが、原発についても何もなかったことにすることだけが良策で
はありません。いかにして安全に使うのか、危険な部分を考えながら、どう生かして社会生活に役
立てていくのかが重要なことです。安易に何事も同調するだけでなく、時には離れてみることも大事
かなと思います。それによって違う部分も見えてきます。便利さだけ身を置くだけではなく、冷めた
目で向き合うこと、人として冷静さも大事です。動物が好きということですが、震災の日、私の友
人は自分が生活の糧にしていた数頭の牛をすべて自然に解き放ったそうです。発電所近くに住んで
いたのですが、帰れなくなると考えての処置です。牛たちが自分の力で生きて欲しいという思いです。
被災地で自由に草を食べる家畜の報道写真がありましたが、まさにあの姿です。
（上記は翌日に文章でいただいたものです。当日のフィードバックは、P27に掲載しています）

田村俊平（法学部法学科　3 年）
今回のスタディツアーで学んだことは、津波の痕跡は少なくて、復興の象徴といえるような建造物
があったり、今では福島第一原発事故の4号基を間近で見ることができたり、という事実から復興
しているという話を聞きました。とはいえ、富岡のアーカイブミュージアムや古滝屋の考証館や語り
部の方の話を聞くと、震災やその後の二次災害で亡くなっていった人も少なくなく、今もなお苦しん
でいる人がいるということを知ると、東日本大震災や原発事故の被害の大きさに怖いものを感じま
した。
そして、原発事故によって故郷に住むことを許されない方や、故郷に戻ることはできたけれど
も、周りの建物もなくて、人も戻らなくて、自分の故郷なのか疑問に感じてしまう人もいらっしゃっ
て、深く考えさせられました。語り部の方の話を聞けば聞くほど、自分は本当に無知なのだと実感
しました。僕も「ポツンと一軒家」を見ていて、岩手の方で酪農されている方が、原発事故によって、
牛の餌になる草がだめになってしまったと話されていて、まだまだ知らないことがあると思い、学ぶ
必要があると思いました。
今回の体験をどう生かすか考えると、将来、まちづくりや防災などに関連する道に進むなら、福
島について考えて、福島を見るということはすごく役に立つと思います。しかし、自分は自分の行き
たい道があるので、福島に携わ
る仕事に就くのはちょっと難しい
と考えています。そんな中で思っ
たのは、とりあえず、私は今回
の経験をほかの人に語り伝えよ
う。福島について知るということ
だけでも、救われる人がいると
感じました。私自身、福島の出
来事、福島の人々の思いなど、す
べてを理解していないし、私が
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語ることに抵抗があるのですが、時間がたてば今回感じたことを忘れてしまいます。だから、とり
あえず自分が福島を語ることを、葛藤も含めて、伝えることを実践していこうと思います。プラスア
ルファで何ができるかは、日常にそのきっかけ、例えば、コンビニでアイスを見ているとき、福島で買っ
てもらったなぁと思ったりなど、そんなことをきっかけに、福島について考えることができたら、こ
れからも大きな発見があるかもしれないと思っています。

高畑るい（文学部　3 年）
私が福島に行って考えたことが 3つあります。まず 1つ目は、土地の価値が地方と都市では違
うということです。今までの自分は、土地を地価とか家賃で見ていて、もう少しお金を出せば広い
家に住めるとか、そういうことばかり考えていました。福島に行ってからは、おじいさん、おばあさ
んから受け継いだ土地とか、物語とか歴史があって、全く違う土地の在り方を感じました。なので、
福島の土地に対しての賠償金として、一時的な地価とか、畑を売ったら幾らになるとか、そういうふ
うに換金できるものではないと感じました。ゆずなど自然に生えているものを買ったことがないとい
う話を聞いて、賃金とか、給料といったお金で換算できないような土地の豊かさはあるものだと身
をもって感じさせられました。自分の研究としては、経済資本ではないような文化資本とか、人間
関係の資本とかをどうやっていくのか、それらが奪われたということを人に伝えていきたいと感じま
した。福島で得た知見を生かしていきたいと思いました。
次に、原発を見て、電力をもう使いたくないと思いました。こんな事故が起きるのなら、こんな
にたくさん使う必要がないと思いました。大量生産の工場には電力が必要と聞きましたが、自分で
はどうしようもないと思うのではなく、自分でもできることがあると思いました。例えば、大量消費
から抜け出したり、何を買うか自分で選ぼうと思いました。新幹線は、もっとダイヤを減らそうとか、
意見出そうと思いました。構造によって隠
されている、福島の原発の中で働いている
方など、そういうことを想像したいと思い
ました。なるべく自分の生活から離さない
ように考えたいと思いました。
最後に、分からないことを話し続けよう
と思いました。誰も正解は分からないと思
うようなことばかりでしたが、人とのつな
がりがある。例えば、旅行に行くといった
自分にとってプラスの都合のよいつながり
ばかりではなく、電力などマイナスの問題
であっても、福島と私たちはつながっているということを忘れずに、自分さえよければいいという考
えは捨てようと思いました。

冨士純美詠（外国語学部　2 年）
私は、ふくしまスタディツアーに参加し、リスクコミュニケーションの在り方について考えました。
これは、原発事故に照らすと、国や東京電力が原発のリスクを市民に情報として伝え、共有すると
いうことです。
原発事故における国と市民のコミュニケーションはどういうものであるか。語り部の方や東京電力
の方の話を聞いて感じたことをまとめました。事故当時からの国のコミュニケーションとしては、さ
まざまな事情があるなか、一方的な伝達がなされていたという印象を受けました。また、東電の事
故や放射性物質に関するリスクコミュニケーションがうまくできていないと感じました。市民の声を
聞いた時に、いつまで続くのか分からない避難所生活の不安や、お子様が被爆しているかもしれ
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ないという不安を抱えながら避難したお母様の
お話を聞いて、ここでは情報を得ることができ
なかったり、得る手段を知らないと感じました。
このことから、国と市民との双方のコミュニケー
ションがうまくできていないと私は感じました。
除染が終わり、10 年がたって、やっと入れい
るようになった小学校や、放射線を計測し、表
示する器械が各所にありました。国は、このよ
うな情報をきちんと分析し、市民の方々に伝え
ていく必要があると思いました。マイナスの情報

も含めて、すべて伝える必要があると私は思いました。
今後、国が求められることは、地方自治体を通じて、市民の目線で情報を伝達するということです。
また、東京電力の方のお話を聞いて、福島の方と対話をする場が多くないと聞いたので、これから、
福島の事故や現在の様子だけでなく、今後、海洋放出するトリチウムについても対話する場を設け
ることが大切だと思いました。また、科学者や原発の知識のある方が、対話する場において、市民
の架け橋となって、お話をすることが大切だと思いました。
一方、市民に求められることとしましては、政府の伝達コミュニケーションの言説を、冷静に、批
判的に考えることです。例えば「直ちに影響はありません」という言葉を、文字どおり受け取り、安
心するのではなく、主体的に情報を得て、一人一人がリスクを考えるということです。国は1つの情
報の両義性に伝えることは難しいと思います。ですので、私たち市民が、積極的に情報を得て、リ
スクを考えることが大切だと思いました。

【福島からのフィードバック 3】高橋咲栄さん
この間は、朝早くから福島においでくださり、ありがとうございました。どうでしたか福島は。皆
さんが住んでいるところとずいぶん違いますよね。きっとショックを受けた方もいるのではないかな
と。「思い出したくない」というコメントを去年も読んでいますので、皆さん、どのように思ったかな
あと帰った後もずっと思っておりました。皆さんは、未来を担って、この国を引っ張っていく人たち
です。皆さんが、自分のことのように、この被災地に入って、考えてくださったでしょうか。
私、最初に話ました。人間の本当の幸せとは何か。皆さんがこの福島に来て、それぞれがその幸
せの種を見つけてほしいと言いました。皆さん、一人一人、見つかりましたか。考えてみましたか。
感想文を読ませていただきました。ありがとうございます。
田村さん、ありがとう。私が被災して、神戸に行ったとき助けてくださった方がいるという話を書
いてくださいました。オンライン上で姿は見えませんが、石東直子さんという方が中心となって、福
島の人を助けようとして「みちのくだんわ室」という避難者の交流会を開いてくださいました。私は
そのときに「あの人は自殺するではないか」という要注意リストに入っていました。あのとき、皆さ
んにお世話になって、今こうやって元気にいます。
田村さんも助ける立場になったとき、この話を聞いて、行動してみようと思ってくれたこと、あり
がたいです。ありがとうございます。
2番目の高畑さん。あなたはとても苦労して、とてもやさしい方です。その視点があれば、これ
から長い人生を歩んでいくうえで、きっと人に役に立ち、人を助けることができます。
「自分さえよければいいという思いが、この世の中にはびこっているのではないか」まさにそのとお
りで、「今だけ」、「自分だけ」と言った人がいますが、今の世の中、本当にそうなんですよ。
来年からの一万円札に登場する渋沢栄一さん。彼のドラマを今やっていますが、「論語と算盤」と
いう本があり、皆さんにこの本を読んでほしいと思います。経済と物事の道理はセット。原発を推
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進した物質至上主義の世の中が起こした事故は、人々の幸せを崩壊してしまった。人は核分裂のご
とくばらばらになっていく。皆さん、本当の幸せって、そういうことの中にあるのでしょうか。皆さん
が考えて、そして、皆さんから発信していただけたらうれしいと思います。
冨士さんは、私が話した「情報を広く取って、近視眼的ではなく、俯瞰で物事を見てください」と
いう言葉どおりに見てくれたと思います。やはり俯瞰的にものを見て、そして、みんなが幸せに生き
ていくために、そういった視点を大切にし、これからの日本を引っ張っていってください。
皆さん、つたない私の話を聞いてくれて、ありがとうございます。また、いわき市に来た時に、皆
さんにお会いしたいです。

馬晨曦 /MA CHENXI（法学部　2 年）
福島における3日間は、短くもあり、長くもあって、家に帰ってからも滞在中の体験を思い出して
います。もっとも印象に残ったのは、最終日に訪れた双葉町北小学校で、時間が止まったかのよう
な光景に驚かされたことです。6年生の教室の黒板には、2011年 3月11日、金曜日、卒業まで 7日、
と書かれていて、すべての教室の時計が 9時14分で止まっていました。こんな光景を見て、当時、
原発災害という大惨事に見舞われた児童たちに共感を覚えずにいられませんでした。小学校を訪れ
たあと、双葉町の町並みや役所を見学しましたが、同じく時間が止まったようで、役所内のある掲
示板には10 年前のデータが記載されていて、10 年前にタイムスリップしたかのような感覚になりま
した。
今回の学んだことは、まずコミュニケーションの重要性に気付いたことです。住民のお話を伺うこ
とで、突然の災害で異郷へ避難しないといけない不幸と「帰りたい」と願うふるさとへの深い愛着心
を実感しました。また、地元の地方公務員の方 と々コミュニケーションするなかで、彼らが福島の
復興に対する自信と、忠義していることの情熱を深く感じました。スタディツアーを通して、データ
がどれだけ説得力があっても、人々に感動させることができるのは、人々の心であると分かりました。
また、福島第一原発や資料館の見学、そして震災を経験された方 と々のお話を通して、2011年の
東日本大震災による原子力災害が新聞やニュースで言われているような、単なる政府、または東京
電力のせいだとは言えなくて、多面的で複雑なものであると感じました。たまに起きる震災を予見で
きないからこそ、過去の災害の教訓から学んで、災害時の被害を最小限に抑えるための準備をして
おくべきだと思います。
「原子力災害考証館」を見学した際に、原発事故が発生する前に、地元の人々が原子力発電所を
地域の経済や産業に大いに役立つものとして歓迎していることや、原子力発電自体が非常に効率的
に便利な発電方式だとみなされていたことを知りました。しかし、そのあとの原発事故によって、地
域全体に計り知れない被害を与えて、地元住民は他郷へ避難せざるを得なくなりました。これをきっ
かけに、科学技術と社会との関わり方について考え始めました。科学技術は何のために開発され、
応用されますか。科学技術の進歩は本当に人々を幸せにするのでしょうか。これは私が今後も考え
ていきたいことです。
これから取り組みたいことは、私自身が
留学生で、国際公共政策を専攻していて、
将来国際公務員を目指して国際組織で働
きたいです。今回のスタディツアーで、災
害に関することを理解して、衝撃を感じる
と同時に、多くの感動を得ることができま
した。私も将来、災害救援や災害復興に
関する国際協力などに自分の力を貢献でき
ればいいなと思います。
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最後に、ある地元の公務員のお話を引用させていただいて、発表を終わりたいと思います。福島
は何もないところでありながらも、何でもできるところでもあります。福島は、過去に多くの悲しい
出来事や多重災害に見舞われましたが、希望に満ちた、ポテンシャルのあるところでもあります。ス
ライドに示されている2031年の福島が本来の姿を取り戻して、自然や科学技術、動植物と共生す
る希望の福島になると信じています。私は今後とも福島の復興を応援します。

児島ひかる（外国語学部　2 年）
僕が一番衝撃を受けたのが双葉町の状況です。町の95％が帰還困難区域で、日本で唯一誰も住
んでいない町と言われています。日本で唯一誰も住んでいない町なのに、警察官、パトカーが巡回
していて、空き家の盗難問題の対策で巡回していると聞きました。現地に来る前までは、放射線な
どのそういった主要な問題は想定できましたが、空き家問題などの二次的な問題は考えていなかっ
たので、衝撃を受けました。
双葉町の復興プロジェクトである「なりわい集落」。自分たちの趣味を持ち寄って、発展していけ
るような集落にしていきたいという復興ビジョンがあることを学びました。スライドの左が今の現状
で、右が未来予想図です。

こうして復興していっている双葉町ですが、考
えたことは、故郷の復興というのは、場所の回
復ではないのではないかと思いました。今10年
がたち、まだまだ復興の途中で、たぶん30 年、
もっとかかるかもしれないです。しかし20 年、
30 年たつと、高齢者はいなくなって、若者は新
しい場所で生活が始まって、そこが故郷になっ
ていく。となると、再建された場所に住むのは
よそ者、言い方は悪いかもしれませんが、他の
場所から来た人が住むことになる。住める場所
になったとしても、そこを故郷と思える人がいな

いと思いました。
つまり故郷とは、長年過ごした人との関わり、思い出のある地元の土地、という2つの要素が必
要だと思いました。思い出のある場所とは、自分が過ごした小学校、中学校のような思い出のある
場所があったとしても、周り近所に人がいなかったら、故郷とは思えないのではないかと思いました。
終わりに、自分は帰って来て、日常に戻ったと感じてしまいました。ツアーでの3日間は非日常で、今、
帰って来た時が日常のように思いました。生活をしているうちに、福島のことを思い出して、今見て
いる景色が破壊されたり、壊されたりして、なくなったらどうしようと考えるようになりました。そう
いうときに、語り部さんの ｢日常こそが幸せである｣ という言葉を思い出しました。僕にとっての幸
せは、日常なのかなと思いました。

高橋紘喜（基礎工学部　1 年）

印象に残っていることが 3つあります。
まず 1つ目は、避難をするのかしないのか、家族内で分断が起きた話。「福島は語る」でも出て
いましたが、仕事を取るのか、もしくは子どもの安全を取るのか、ということで家族内で分断が起
きたというのは衝撃的でした。
2つ目。被災者は数日間の避難後に帰れると思っていたが、汚染で10 年間帰れていないという事
実も衝撃でした。10 年たって、どんどん心が離れていったりする。本来、避難所などの暮らしは非
日常であるべきなのに、急に日常が奪われて、今も戻るべきかを悩んでいる人もいます。
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3つ目は、原子力発電所にはデブリが大
量に残っている。100トン以上のデブリが
残っていて、今までに取りだしたデブリは
握り拳程度です。それを聞いて、本当に
30 年間でデブリを全部取り出すことが可
能なのか、すごく不安に思いました。理系
なので、どういう方法で取り出すのか、考
えないといけないと思いました。
原子力発電所は本当に必要なのかどうか。
原子力発電にはメリットもデメリットもあり、
発電量、二酸化炭素や発電コストから見れば、とても優れています。原子力発電所を今からやめましょ
うということは難しいという現実の中で、デメリットとして事故が起ったら、取り返しがつかず、今回、
福島であったように、金銭的にも大きなダメージを受けるし、心にも大きな傷を残し、土地も奪うし、
さらに故郷も奪ってしまうという事実もある。
私たちは何をすればいいか。それは、私たちが原子力発電や福島の事故に関心を持って話し、考
えることが必要です。考えるためには何よりも知ることが大事です。何を知るかというと、福島の現
状や、福島で被災している人がどのようなことを考えているか、思っているかということ。そういうこ
とを知るということと、もう1つは原発の仕組み、科学的なことも知ってから、その2つを総合的
に判断して、我々一人一人が考えていくことが大事だと思います。

【福島からのフィードバック 4】里見善生さん
皆さん、こんにちは。先だっては、古滝屋にお泊りいただき、感謝いたします。震災後、この
町は誰もいなくなってしまって、そして温泉も、地殻変動で1か月間出なかったことがありました。
1300 年の歴史があるこの温泉地がここで消滅するのではないかと思ったこともありました。そんな
中、たくさんの方々が全国、世界から、福島に来ていただき、そして心の支えとなっていただきました。
また、物質的に我々の生活を支えていただきました。皆さんは大学生ですが、皆さんの親御さんも
この福島のことを気にかけてくさだっていたと思います。家族の方に感謝したいと思います。今回、「ふ
くしまスタディツアー」に参加されましたが、それは、やはりご家族の支えもあったからだと思います。
皆さん、改めてご家族にも感謝の気持ちを伝えていただければと思っております。
馬さん、高橋さんは科学技術の観点から述べていただきました。科学は何のために、そして科学
の進歩は本当に幸せを導くものなの？ということで終わりました。「発展」という言葉があります。「発
展」とは何かと考えると、イメージとして、何か、ものが充実されていたり、古い建物がきれいになっ
ていったりとか。そういったことを短絡的に感じてしまいます。しかし、僕はやはり、「発展」とは、
そのように目に見えるもの、そして、便利でぜいたくなものが増えることではないと、この原発事故
を経験して確信しました。
原発は、いろんなメリット・デメリットがあるかもしれません。でも、それ以前のことをもうひと
つ考えてほしいと思います。メリット・デメリット以前に、もう、原発を動かしている時点で地球上
に捨てられないものを生成しているのです。その時点で、僕はアウトではないかと思います。だって、
地球って人間だけのものじゃないし、ほかの生き物たちもたくさん同居しているのです。今回のスタ
ディツアーでは、目にすることがなかったかもしれませんが、たくさんの小動物、そして、生き物た
ちが暮らしているのです。その生き物たちが、そこで昔から住んでいるわけです。どちらかというと、
人間が奥に追いやったというか、追い出していると思います。原子力災害で、彼らは声に出せませんが、
「殺処分」という言葉で、次 と々生き物たちが殺されています。それはなぜかというと、イノシシな
どの生き物たちは、餌欲しさに木の根っこなどを食べますから、何も知らずに放射性物質をたくさ
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ん体の中にため込んでしまいます。そういった動物たちを、知らず知らずのうちに殺しているのです。
僕は人間の行いで、罪のない動物をこんなに殺しまくっているというのは、将来、人間はすごい罰
が当たるのではないか、と非常に危惧しています。原子力災害では、こういったことが起きているこ
とも、皆さんに調べていただきたい。そして、科学技術は、我々はどうしたらいいのか考えてほしい。
人間は頭のいい生き物で、いろいろな研究・技術を進歩させる脳みそがあります。手先も器用です。
そういったものを不足している生き物たちのために、使う役割があるのではないかと思っています。
僕は「発展」という言葉に対しては、人間だけの発展ではなくて、地球環境のことであったり、
未来から借りている土地を未来の方にどのように渡すのか考え、どういった形で進めるのか、そういっ
たことを考えるのが「発展」であり、人間の「役割」ではないかと思いました。
2番目にお話ししてくれた児島くん。「日常が幸せ」とお話されましたが、僕、53 年生きていて、
ようやくたどり着いたところです。児島さんの年齢で言ってくださったことは、これからの未来、将
来、とても期待しています。頼もしいなぁと思いました。僕は本当にそのとおりだなと思います。ただ、
それにみなさん、気付かないだけなのですよね。失ってから気が付いても、本当に取り返しがつか
ないのです。今回のスタディツアーをきっかけに、世界にも目を向けていただいて、数々の、小さく
も大きくもさまざまな社会課題がある中で、自分の関心が近いところから深掘りして、そして、それ
を解決できるような大人、人材になってほしいと思いました。
僕は、このように皆さんと、大阪、福島、遠い距離ではありますが、姿は見えなくても、こういっ
たつながりがこれからも続くと、とてもうれしいと思っています。これからも皆さん、勉強、そして、
限られた学生生活で、いろいろな経験をして、たくさんの方に会って、多様な考えを持ち、そして、
自分の今まで学んだことをぜひぜひ、それを活用して社会に役立ててほしいなと思います。

【福島からのフィードバック 5】志賀徳子さん
先日は遠いところ、たくさんの皆さんに被災地に足を運んでいただき、ありがとうございました。
世の中の人が、少しずつ福島の現実を話したがらないというか、10 年もたって忘れてしまっている
という現実を、私たち当事者も思い出したくないというか、いつまでも引きずっていたくないという
気持ちが正直なところあります。婦人活動グループのみなさんと話していても、「いつまでも被災者
じゃないんだ」、「自分たちは生きていかないといけない」ということを口にされる方がたくさんいらっ
しゃいます。3月になると、多くのメディアの方が「震災から何年たちました」と、被災地のことを
取り上げて被災して苦しんでいる人の話をクローズアップしていますが、私は、私たちはいつまでも
引きずっていてはいけないのだという気持ちを、10 年たって思うようになりました。

まして、私のように年を重ねた者は、これから先、自
分がどのように生きていくのかを考えます。震災の前日ま
で一生懸命、農作業に精を出していた人が、たった1晩
でがらっと変わってしまったわけです。生きていく気力も
なくなって、認知症を発症して亡くなった方もたくさんい
ます。寡黙になってきたというか、震災の話を周りの人に
したくないというか。そういう感情があることも確かです。
それでも、人生を楽しく生きたいという気持ちがあって、
頑張っている人たちもいるわけです。
私の娘は、震災後に秋田へ避難し、10 年経って、初
めて最近、戻って来ました。彼女の心の中に、津波の様
子が傷となって残っていて、いまだに自分の生まれた場
所に戻って様子を見に行くことができずにいます。孫がい
ますが、孫は津波から逃れるために父親の車で逃げた経

公開報告会福島会場の様子＠古滝屋ブックカフェコーナー
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験があります。後ろから津波に追われて逃げた記憶が残っていて、震災の時期が来ると、今でも体
が震えるといった後遺症みたいなのがあるわけです。それぞれに抱えているものがあっても、自分
は前向きに生きていかなければならないという気持ちがあり、できるだけ語りたくない、精いっぱ
いこれから頑張っていきたい、自分のやりたいことをやっていきたい、という気持ちで生きているこ
とも確かです。
私たちが、いつまでも忘れることができずにいることは、自分たちが前向きになっていくためには
マイナスにもなるわけです。当時、高齢だった人たちにとって、10 年という年月はすごく長いのです。
あっという間に過ぎてしまったと考える方もいるかと思いますが、自分の中で10 年というものをど
のように消化していくか、これから10 年をどのような気持ちで生きていくか、そういうことを考えた
とき、やっぱり残された人生は自分のものですので、楽しく、いい人生であったと語れるような人生
にしたいと思っています。
私の場合は、孫が当時まだ小学校 2年生でした。家族 4人で住んでいました。皆さん、双葉町
の北小学校を見たとおっしゃっていましたが、北小は私の母校でもあり、孫の母校でもあります。
私の家はそのすぐ後ろでしたが、いまだにその場所に帰ることはできていません。いまだに解体する
許可が下りていない状況の中で、それでも周りは「復興だ、復興だ」と言って、双葉の町はどんど
ん変わっていっているわけです。自分たちは本当に故郷に戻ってきたという感覚を持てるのかと考え
たとき、寂しい気持ちになります。
今年から双葉町でも稲刈りが始まりました。まだ、その米を食べることはできません。来年はたし
て米を栽培することができるかを考えたとき、不安な気持ちも残ります。しかし、作業を体で体感
することは、農業を頑張ってきた人たちにとっては、とてもうれしいこと、生きがいでもあるわけで
す。これから先、どんな町になっていくかを考えたとき、昔の、あのときの時間に戻れるものであれば、
戻ってほしいと思います。それでも頑張って生きていかないといけないと思います。
これだけ多くの皆さんに関心を持って、福島のことに思いを寄せていただいたことは、私としては
とてもうれしく思っています。これからも、何か機会があったら、福島の現状というものを頭の片隅
にでも置いていただいて、福島の現実とはこういうものなのだ、ということを分かっていただければ
と思います。
最後になりますが、テレビの「ポツンと一軒家」という番組をご存知かと思います。この間、たま
たま見ていました。岩手の人でしたが、苦労して苦労して、ご夫婦で酪農を始めたそうです。でも
震災で放射能が放出されたことで、それが全部、だめになったということでした。その話を伺って
福島だけの問題ではなく、福島以外にもつらい思いをしている人たちがいるのだという現実を見て、
私は愕然としました。皆さんにも、そういうことを想像して、これからも福島を見ていただければと
思います。
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【教員からの感想】

堂目卓生（経済学研究科　教授・社会ソリューションイニシアティブ　センター長）
私は社会ソリューションイニシアティブという大阪大学のシンクタンクの長をしていて、「ふくしま
スタディツアー」を共催する組織の代表者でもあります。目指す社会は、助けを必要とする人を社
会の意識、制度の真ん中において、助ける人が周りを取り囲んで、その間に共助がある。ですから、
共助というのは、被災もそうですが、いろんな状況で、助けを必要とする人が、助ける人から助け
られるというだけではなくて、むしろ、助ける側が助けを必要とする人から助けられるという側面が
あるということを社会が分かっているかということが非常に重要だと思っています。
今回も、福島の当事者の方々からいろいろ助けられたというか、学ばされたということがあると思
います。だけど、本当に学んだのか。学んだ、得たといっても、変えられない自分、覚えていられな
い自分、寄り添えない自分、優先する自分、こういうものがどうしてもあって、何かをお返しするといっ
ても、返すものがない。それにも関わらず、私などは「社会課題を解決する」シンクタンクの長とし
て自分を紹介しないといけない、そういうもどかしさを強く感じました。
学生の皆さんも、そうしたもどかしさを持ったのではないかと思います。しかしそこで立ち止まる
のではなくて、私たちは、大学という学術の場にいるのですから、その中でなんとか知の変容、学
問の内容を変えていくというのも、1つのお返しの方法なのではないかと思っています。ですから、
学生の皆さんは、それぞれの学部、大学院も含めて、習得した専門の知がありますから、それをど
うやって今後、福島の問題だけではなくて、助けを必要とする人を意識したときに、生かせるのか、
あるいは生かすためには、これから何を学んでいかなければならないのかを考えてほしいと思います。
それは、直接、福島の今後に役立つものではなかったとしても、意識を変えて、行いを変えていく
ことが、1つの自分事にしていく方法であり、受けたものを遠い先であるかもしれませんが、少しず
つ返していく方法なのだと思います。
こうやって助けを必要とする人のことを知って、思いを寄せて、覚えて、またその中でもどかしく思っ
ている自分の気持ちを返していくという中で、ともに生きていくことができればと思っています。

ふたばいんふぉにて（2021.11.3）
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栗本英世（人間科学研究科　教授）
私自身にとっても、このスタディツアーはすごい学びになったとか、いい経験をしたという言葉で
は収まりきらない衝撃を受けた経験でした。それは、学生の皆さんも同じで、人間というものは、
衝撃的な目に遭うと、それはやはり言葉にならないのです。せいぜい「大変やな」とか「すごいなぁ」
ぐらいしか言えなくて。その衝撃を他の人が聞いてもわかるような言葉で表現できない。そういう経
験を我々はいつもではなくとも時々する。当然、10 年前に福島にいたみなさんは、身をもって経験
された。その10 年後に訪問した我々も、それを、部分的だが、追体験することができた。今回の
スタディツアーは、そのことが一番大きな意味であると思います。学生の皆さんの発表は、そういう、
言葉にならない・できないことをいかに言葉にするかということにそれぞれ苦闘して、苦労して考え
て報告してくれたので、大変よかったと思います。
最後に申し上げたいのは、実は、我々の身近にも、そういう言葉にしにくい、難しい問題というの
は身近にもある。だけど、それが見えないとか、見えにくい、聞こえにくい、あるいは、匂いが嗅
げない、という状況があって、それを感じないようにしていることなど、いろいろとあります。今回
のスタディツアーをきっかけにして、そういう見えにくい、聞こえにくい、感じ取りにくいものにも目
や耳、鼻を向けていく能力というか、勘というか、そういう能力を獲得してほしいと思います。

双葉町役場の方々と意見交換（2021.11.5）

古滝屋で里見さんのお話をきく（2021.11.3）
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5．福島での学生の学び、気づき
（2019、2020 年度の参加者の言葉）

2019 年度、2020 年度のツアーに参加した学生が感想文、報告会で発表したものから編者が抜粋した言葉

を紹介します。（所属、学年は当時のものです。）

【2019】

大川ヘナン（人間科学研究科　修士 1 年）
「原発事故の続きがあることを知らなかった、考えたことがなかった。」

「（避難区域が）解除されてからの 2 年間が辛い（と被災者が語る）、誰のための復興なのか？」

中井隆斗（人間科学研究科　修士 1 年）
「被災者は『話を聞いてもらえる、知ってもらえるだけでも有り難い』という。

話を聞くことは僕ができる、一番大切なものかもしれないと感じた。」

張 郁婕（CHANG, YU-CHIEH）（人間科学研究科　修士 1 年）
「スマートシティなど新しい街づくりと言えますが、復興は誰のものなのか。」

双葉町役場の大浦さんと参加メンバー（2019.11.5）
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【2020】

島本奈央（国際公共政策研究科　博士後期課程 2 年）
「なぜ放射能のことを今まで知らずにいたのかと自身を責めるようなことを何度も何度も仰っていたことが

最も印象に残っている。（中略）今回の原発事故の場合、そう思わせてしまった原因は深く社会に根差し

たものであり、社会を構成している私たち一人ひとりなのだと改めて実感した。」

聶　蕙菁（人間科学研究科　博士後期課程 2 年）
「どの立場の人も一所懸命被災地のために何かをしているはずだが、その間にズレが生じる可能性を知っ

た。復興の多面性について考えさせられた。」

砂田航（経済学部　1 年）
「『原発の再稼働にあたって、原発の地域の人はここを見に来てほしい』この言葉にはメリットとデメリット

をしっかりと分かっているからこその重みがありとても記憶に残った。」

成田知世（人間科学部　3 年）
「自分が今まで『無知の無知』だったということ。（福島に）一度行ってみて、五感で感じてほしい」

土井海由布（法学部　3 年）
「『現地を訪れ、自分の目、耳で確認することが大事』という言葉が印象に残っている。

この経験を大切にし、伝えていきたいし、もっと多くの人に福島を訪れてほしいと心から思った。」

藤井翔太（経済学部　2 年）
「『見える』被災と『見えない』被災。『見える』復興と『見えない』復興。

今の福島は、将来の大阪かもしれない」

佐藤由惟（文学部　3 年）
「複雑な課題を短絡的な構造で考えてしまうことの浅は

かさ、

一面にしかスポットライトが当たっていない情報を全て

だと思ってしまう盲目性、

自分に直接降りかかってこない問題を他人事として片

づけてしまう問題性に気づいた。」

日山実乃里（法学部　3 年）
「『復興』の難しさ。見える復興と見えない復興。」

「他人事ではなく自分ごと」

藤阪希海（人間科学部　3 年）
「物事の多面性。届かない小さな声。社会構造に捉わ

れる自分。社会を構成し変えていく自分」

復興公営住宅下神白団地自治会のみなさまと（2020.11.21）

双葉駅前を視察（2020.11.20）
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6．教職員の感想

渥美公秀（人間科学研究科　教授）
福島スタディツアーには、毎回参加してきました。これほど深く現地の方々からお話を伺うことが
できるのは、このツアーの最も大きな特長です。中心となって企画して下さって石塚先生が、事故
発生から10 年以上にわたり、ずっと傍にいて、お互いをリスペクトしながら関わってこられた積み重
ねがあってはじめて聴かせて頂けるお話です。そのことがこのツアーをいかに響くものにしているか
ということは、どれだけ強調してもしすぎることはありません。
福島でお話を伺うと、他の被災地に比べ、空間も時間もおよそ想像を超えていることに戸惑うの
も事実です。同じ場所に戻るのは医学的にも社会的にも難しいことがある。また、自分の世代で対
応することは難しいだろうと認めざるを得ないこともある。事故の処理は本当に遅 と々して進まない。
お話しして下さる方々お一人お一人の人生がその事実にどう重なっていくのか。おそらくこれまでの
災害・事故対応とは根本的に異なることを求められているのですが、それは何なのかまだ見つけら
れず戸惑いばかりが募ります。
福島スタディツアーとして大学から学生さんと一緒に行くことができるのはとても刺激的な経験に
なっています。原子力災害で被災された方々を前にして、また、加害者の側に立つ人々を前にして、
エネルギー問題、環境との共生、企業との共創、そして、未来への責任などといった私たちが考え
がちな言葉は、いったいどれほどの意味を持つでしょうか。また意味のある言葉にしていくにはどう
すればいいでしょうか。福島だけの問題ではないでしょうから、過去に学び、身近な地域にも学び
ながら考え実践していきたいものです。実は、ツアーで、お話を伺っているとき、見学しているとき、
移動の車中、あるいは、大学に帰ってからの報告の場で、学生さん達が、このことに気づき、腑に
落ちて、言葉として紡ぎ出してくる場面に出会うことがあります。その瞬間を共有できることに、こ
のツアーの希望があると感じています。

今井貴代子（大阪大学社会ソリューションイニシアティブ　特任助教）
私は 2020 年度、2021年度とふくしまスタディツアーに参加しました。一年目は、今から思えば、
知らずにいたことが多すぎて、ふくしまという地で何が起きているのか、何が起き続けてきたのかに
ついての情報や、人や立場によってそれぞれに異なる経験、思いを知るたびに、ただ受け止めるだけ、
その場にたたずむだけで精一杯だった気がします。語り部の方々が「私たちは原発について無知す
ぎた」と悔しそうに話されるのを聞くたび、私は自分のいっそうの無知さと不甲斐なさのようなもの
を感じました。それは2回目を経た今も変わりません。
二年目の今回、スタディツアーの期間中、とても気持ちのよい秋晴れだったのもあり、特に全行
程を終えて浪江町から福島空港まで向かう帰りのバスから見た、窓の外に広がる夕陽と自然がとて
も美しかったことが印象に残っています。学生も、帰りのバスの振り返りの時に、こんなこと言って
いいのか、と戸惑いながらも、「天気がいいのもあって、自然がとてもきれいだった」と話しました。
そのきれいさは、フレコンバックが中間貯蔵施設に移送されあまり目につかなくなったことや、家
屋解体が進み更地が増えたことによるのかもしれません。「復興」の中で建てられた「ハコモノ」と
呼ばれる施設の立派さ、日曜日だったことによる作業服姿の方を見かけなかったこと、もしかしたら
「イノベーション・コースト構想」などの影響もあるのかもしれません。ですが、単純に、ここで生
きられたきた時間や経験、暮らしやまちはきれいだったんだろうと思いを巡らせました。後で、石塚
裕子さんから、仲山弘子さんからいただいた雑誌『福島絶景』を見せていただき、その美しさに感



ふくしまスタディツアー（2019〜2021）の記録34

動し、納得をしました。
原発、エネルギー政策、復興施策、メディアの問題…　まだまだふくしまについての知識や経験、
向き合い方についても、言葉にできない私がいます。そして、豊かさとは何かを考えています。ご
縁をいただいた語り部の方々、住民、避難者の方 と々一緒に、ふくしまの「これから」を学生と一
緒に考え続けていきたいと思います。

志水宏吉（人間科学研究科　教授）
双葉町の北小学校に訪問した際の情景が今でも鮮明に浮かんでくる。子どもたちは、震災当日の
夜を学校で過ごし、翌朝に町外に避難していったという。黒板に書かれた「地震に負けるな」の文
字。机の上に置き去りにされたランドセル。教室の時間は、11年前のあの日のままでピタッと止まっ
ていた。6年生の教室で、ある学生がつぶやいた。「私、この子たちと同い年なんです。」
福島には、震災後の翌年に、日本学術会議主催のツアーで訪れたことがあったが、それ以来の訪
問であった。2泊 3日の間に、本当にたくさんのことを学ばせていただいた。原発事故の被災者は、
津波被害を受けた人たちと同様、あるいはそれ以上に、さまざまな艱難辛苦に遭遇してきたことも
教えられた。自らの今を振り返る機会を与えてくれた旅でもあった。
このチャンスを学生たちとともに私に与えてくれた関係者の皆さま、とりわけ震災後に培ってきた
被災した方 と々の確かなつながりによってこのスタディツアーを可能なものとしてくれた石塚裕子先生
に、心からのお礼を申し述べたい。本当にありがとうございました。

鈴木ひでみ（人間科学研究科附属未来共創センター　特任事務職員）
私は 2019年と今年（2021年度）の2 度、福島スタディツアーに参加させていただきました。
2019年、はじめて福島の地に足を踏み入れました。高速道路を車で走っていると、大きな看板に〈放
射線量マイクロシーベルト/時〉という数値が掲示された大きな看板、また〈除去土壌運搬車〉と
いうゼッケンをつけた大型トラックの車列。「今、この地に何が起こっているのだろう…」と心をし
め付けられたことを今でもよく覚えています。
ツアーに参加させていただき2年の月日が流れましたが、目に見える変化の有無、そしてお話しを
伺った方の気持ちの変化など、私なりに改めて考え直すことがたくさんありました。貴重な経験をさ
せていただき、関係者の皆様へ心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

山崎吾郎（大阪大学 CO デザインセンター　教授）
今年は、東日本大震災から10年目となる節目の年でした。私にとっては、昨年の福島スタディツアー
から引き続き、二回目の訪問となりました。一年間は、長いようで短いものですが、前回お会いした方々
の語る言葉や、前回訪問した街の風景が、すこしずつ違って感じられたことがとても印象的でした。
少しずつではあれ、がれきが撤去されて、道が整備され、帰宅困難区域が解除されるというように、

「復興」に向けて先に進んでいるように感じられることもありました。他方で、遅 と々して変わらない
現状に対する、地元の方々の諦めや疲れのようなものを感じる瞬間もありました。とりわけ、福島
第一原子力発電所の見学をした際には、あいかわらず人間が近づくこともできない原子炉を遠巻き
に眺めることになり、気の遠くなるような燃料デブリ取り出し作業の現状を目の当たりにし、10年たっ
ても何も変わっていない風景があることを思い知らされました。
大阪という離れた土地で生活する自分が、どんなふうに福島と関われるかは、ツアーに参加しな
がら常に考えさせられることの一つです。学生たちの発表のなかにもこの「距離」へのとまどいがた
くさんみられたように思います。私にとっては、一年ぶりに訪れたからこそ感じられた、小さな、し
かし確かな変化の意味を考えることが、大事なことに思われました。そこから、次の10 年の希望の
芽を探したいと思います。
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7．編集後記

報告書の編集は３年間のスタディツアーをふり返る良い機会となりました。改めてふり返ると、た
くさんの方々にご協力いただいて、共に創ってきたスタディツアーであると実感します。原子力災害の
避難者の方々の存在や故郷への想いが「復興」という名のもとで、風化してしまうのではないかとい
う危機感から、「今、私にできることは何か」と問うたことが、このツアーのはじまりです。３年間で
延べ 42 名の学生、教職員に参加いただけたことで「今、私にできることは何か」と共に考える仲間
が増えました。

福島のみなさまには、伝えたいことだけでなく、語りにくいこと、語ることで自身が辛くなることま
でお話くださり、心より感謝申し上げます。また、一人の市民として活動してきた経験だけでスタディ
ツアーを企画、実施していくという無謀な挑戦に、理解、協力してくださった教職員のみなさま、あ
りがとうございました。たくさんの方に支えられて実現したこのツアーは、参加したすべての人に貴重
な学び、気づきがあったことを、この報告書から多くの人へ伝わることを願っています。そして、私自
身にもさまざまな気づきや学びがありました。

一つは、お一人お一人に内在する多様な想いです。スタディツアーでお話いただいた方 と々は、こ
れまでも年に 1、2 度は個人的にお会いしてお話を聞く機会があり、時間の経過とともに変化してい
く気持ち、変わらない想いを聞かせていただいてきたと思っていました。しかし、学生を前にお話し
された言葉には、私がこれまで聞いたことがなかった言葉が生まれていて、聞く側の多様性の大切さ
と、場が持つ力を知りました。

二つめは、ある施設を訪問した時に、そこで働く地元の人からかけられた言葉です。「大阪から来
たんですか。この後、語り部の人のお話を聞いたりするんですか。語り部の人の話は話半分に聞いて
ください。それがすべてではないから。」と言われました。このツアーでは、多様な人から話を聞くこ
とを大切にしてきましたが、まだまだ接点が持てていない人たちの声があることを痛感しました。一方
で、このように声をかけてくださることは、新たな接点が生まれている予兆とも感じました。

最後、三つめは大阪大学を卒業生として学生に話してくれた東京電力の石井さんのお話を、双葉
町の志賀さんが一緒に聞かれた後の言葉です。「東京電力の方の想いを聞けてよかった。これからも
頑張ってくださいね。」と。ひとりの人と人としての接点には、なにか未来への希望のようなものが生
まれるのだと感じました。

いずれも外部者である我々が、福島を訪問し活動する中から生まれた人と人との接点と言葉です。
原子力災害という未知の課題を福島の課題とせずに、外部者が媒介者となって共に考えていくことの
大切さと必要性を示しているようにも思います。原子力災害後を共に生きるみなさんにとって、本報
告書が新たな接点と言葉が生まれる一助になれば幸いです。

石塚裕子
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