
The Future We Want  

～私たちが望む未来～ 

南相馬からのメッセージ 
  （検討用 素材） 



私たちの 
 過去を振り返り 
  今をみつめ 
   未来を考える 

３．１１で何が起きて 
 そこからなにを学び 
  これからどうしていくか・・・ 



“Fukushima” を英語で表すと “Happy Island”  

原発 

その“Fukushima”の東側 
太平洋に面して 原子力発電所があった 

南相馬市は 
原発の北 １０～４０ｋｍに位置する 

南相馬市 

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/1-1-1.html 

太平洋 

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/1-1-1.html
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豊かな自然と 子どもたちの笑顔があふれる街だった  

Before    2011. 3.11 

南相馬は 



Before    2011. 3.11 

そして、千年以上続く、伝統ある文化 



２０１１．３．１１ 

１４：４６ 地震が襲い 
       家が倒壊した 

海岸の近くはことごとく破壊された 

1時間後 高さ １６ｍ の津波が押し寄せた 



１日後 原子力発電所が爆発した 

そして次々と爆発が起きた 

⇒７１，０００ 人の人口が 
  １０，０００人ぐらいまで減った  

情報が錯そうするなか、避難指示が出て多くの市民が避難をした 



避難所生活も始まった 

支援物資があちこちから届いた 

一ヶ月後、避難していた人たちが徐々に戻ってきた 

４月末には 
人口が ３０，０００人ぐらいまで戻った 

理由はさまざま・・・ ここで仕事や役割があるから 
              自分の育った街が好きだから 
              他での暮らしは苦労が多いから 

201１年4月 



復興支援ボランティアたちがやってきた 

復興まつりも開いた 

市民たちも 立ち上がった  
みんなが手を取り合い、 
つながることで郷土の誇りを取り戻し、 
ふるさとを再生していきます！ 
 
子どもたちに未来を！ 
子どもたちが戻って来る場所を作るために
“ありがとう！”から始めましょう！ 

201１年4月 

7月 



原発事故から ４ヶ月後 除染活動を始めた 

Fukushima は放射能で汚染されていた 

特に東部と中部は 
放射線量が高い 



Fukushima は チェルノブイリ と同じではない 

ふくしま チェルノブイリ 

放射能の汚染範囲は、今のところ チェルノブイリほど広大ではない 



0000000000 

同一汚染レベルでの人体蓄積量の比較 

南相馬市 

Fukushima は チェルノブイリ と同じではない 

福島（１年目）推定 

セシウムの人体蓄積量は、チェルノブイリほど多くはない。 
  （Fukushimaでは 内部被曝に気をつけながら暮らしている） 



ふくしま チェルノブイリ 

✔ レベル ７の原子力災害 
 
✔ 放射性物資の３割が陸地に 
 
✔ 汚染が特定のエリア中心 
 
✔ 自治体や住民の意向も入る 
 
✔ 情報はある程度伝わっている 
 
✔ 除染をして住み続けようとする 
 
✔ 放射能研究対応が進んでいる 

✔ レベル ７の原子力災害 
 
✔ 放射性物質が大陸に蓄積 
 
✔ 汚染範囲が極めて広い 
 
✔ 国が全てを決定 
 
✔ 国が情報を伝えない 
 
✔ 除染をあきらめて土地を放棄 
 
✔ 研究対策までに時間がかかった 

同 
 
異 
 
異 
 
異 
 
異 
 
異 
 
異 

Fukushima は チェルノブイリ と同じではない 

１年目までの対比では Fukushima のほうが良さそうに思える 



しかし健康への不安は消えない 

長期目標：１ｍＳＶ 

居住可能：２０ｍＳＶ 

被曝線量と健康との関係はよく分かってない 
 ～ 子どもは感受性が高いし、個人差もある 

政府見解のギャップ 

⇒ どこまでなら安全なのか確信は持てない 



8ヶ月後 
自分たちの街をなんとかしたいと思う人たちが 
街の未来のことを考えはじめた・・・ 

それでも前に進んでいくことにした 

201１年１１月 



Message trees 

参加した市民みんなの 
想いを大きなツリーにした 

11か月後 
市民たちが語り合う 
対話の場をつくった 

桜井市長さんにも、 
市民の一人として 
想いを書いていただいた 

２０１２．２月 



Message trees 
一番知りたいことはなんですか？ 

・海や川で遊べるのはいつですか 
・いつ、釣りができるようになりますか   
・じいちゃんちのすいかをたべてもいいですか 
 
・原発の状態はほんとうはどうなんですか？ 
・いつ友達が安全に帰って来れますか 
・けいかいくいきの中の自分の家に帰れますか？  
 
・いつになったら農業ができるのですか？ 
・以前のような生活を送ることができますか 
・国道６号線はいつ全面開通しますか 
 
・将来、子供が産めますか？  
・僕はいつまで楽しく生きられるでしょうか 
・地球はどのくらいまでもちますか？ 

２０１２．２月 

＝子どもからお年寄りまでたくさんの声をいただいた＝ 



☆ 希望の持てる暮らし 
☆ １人ひとりの願う幸福が実現可能な未来 
☆ 皆の笑顔が絶えないまち 
☆ みんなで前のように平和に暮らしたい 
 
☆ 放射能を気にせず地元の食品を安心して食べられる 
☆ 木々などの自然が豊かで、放射線を気にせず外で遊べる世界 
☆ 自然が豊かで子どもも大人もお年寄りもみんな元気な街 
☆ 人と自然が共存しあって、一人ひとりが自然を愛する心を持った未来 
☆ 自然エネルギーだけで生きていける未来 
 
☆ 子どもの可能性を伸ばせる社会 
☆ 子どもたちが笑顔で飛び回る未来でありたい 
☆ 人と人が互いを思い合える世の中になって欲しい 
☆ 前よりも良い街になって、世界をリードできるように 

Message trees 

どんな未来にしたいですか？ 

２０１２．２月 



◎ 故郷に伝わったかけがえのない良き文化を 
  絶やすことなく、次の世代に残していきたい。 
◎ 地方都市の新しい形を。今までどこにも見た 
  ことのない産業や街が出来ていく。 
◎ 自分の周りをもう一度見直し、出来る事から 
  前に向かって進んで行く。 
◎ 古き良きモノを取り入れ新しい時代を作りましょう！ 
 
◎ 南相馬が体験した災害とは人類の文明が犯してしまった災害と認識します。 
  この経験を日本人全体、人類全体の経験として南相馬から新しい豊かさ 
  新しい生き方を発信できたなら若者、子ども達につながると思う。 
◎ 全ての人々が生きがいを持って生きていける社会のシステムを構築する 
   
◎ 原発はもう要らない。世界に輸出できるエネルギーをつくろう。 
◎ 農地や使っていない土地を利用して、再生可能エネルギーの発電所を 
  増やし売電収入を地元に還元する。 

Japan Voices 
～対話を通して得られた気づき～ 

２０１２．２月 



◎ 先駆的老人社会の創出。 
◎ コミュニティ構築。みんなが集まれる場を提供する。 
  楽しい場、気付きの得られる場、話のできる場、出会いのある場。  
◎ 南相馬にあった旧来の村や町の人間関係と対話による人間関係 
  により作られた新しい町がどうなるか見てみたい。 
 
◎ 世界の70億人の安全安心の食の平等な分配。 
◎ 食べ物がいのちと直結しています。 
  汚染された大地を再生して健康を取り戻したい。 
 
◎ いつまでも明るい笑顔で幸せになってほしい。 
◎ こどもの笑顔を次世代へつなげていける未来に。 
◎ 家族みんなが太陽、空の下で笑顔でいれる温かい未来。 
◎ 人は決して1人じゃない！周りの人に助けを求められる未来。 
 
◎ 南相馬に住んでよかったと将来はっきり言える町にしていこう！ 
◎ 子どもたちがのびのび遊べる場をつくろう 
◎ もっと女性が声を上げていろんなことに参加していく街 

Japan Voices 

２０１２．２月 

～対話を通して得られた気づき～ 



２０１２．２月 南相馬ダイアログをきっかけとして、 
街の復興を自分たちでなんとかしていこう 
という想いの人たちが動き出し始めた・・・ 



南相馬ダイアログから一ヶ月後、 
市民と役所が協働して 
子どもたちがのびのびと遊べる場をつくった 

２０１２．３月 



高校生たちが主役の「じゅうだい国会」も開いた 

他からもたくさんの人たちが訪ねてきた 

4月に 南相馬の人口は ４６，０００人まで回復した。 



・人と人のつながりの大切さをみんな学んだ 
・自然と共存して生きていく 
・自分たちで動いていくことが大切だ 

・３．１１で当たり前に生活するということが一番尊くなった。 
・これから子どもを産むことができる人たちの意識の変化 
 若い世代が心が揺れ動いている 
・地球を変えていくのは女性の力だと思う。 

２０１２．３月 「未来へ向けてのメッセージ」を集めた 



・原発事故によってどれだけの産業が破壊され、 
 あらたにどれだけの人の心や生活が破壊されたか 
・人間だけでなく、すべての生命体が被害を受ける。 
 こういうことを二度と起こしてはいけない。 
 
・原発を脱して新しいエネルギーに挑戦し、新たな市場を開拓していくこと 
・新しい環境の負荷のない今後とも利用出来るエネルギーを恒久的に開発していく 
 そこに人間の知恵がある 
  
・お互いが苦しんでいる現状を理解し、いかに力を合せてここから脱するかを 
 考えていかねばならない。 そこにはほんとうに人間の知恵があるべきです。 
・これは歴史的な経験である。 
 これをしっかり伝えるとともに、我々がどう生きていくかということを示して 
 いくことが大切。そうでないと、後世代に人達がまた同じことを起してしまう。 

２０１２．３月 



２０１２．３月 

震災から一年が経ち、子どもたちの未来や、この後の生活をどうするかについて、 
自分たちが考えて動いていくことが求められている。 
 
汚染されたレベル７のこの地域で生きていくことを受け容れていくしかない。医療も 
地域経済も崩壊してしまったが、ここで新しい生活をつくり、経済を立て直していく。 
放射能と健康の関係を研究したり、新エネルギーを考えていくことがいる。 
 
人と人のツナガリの大切にし、皆が共存して争い事がなくなると良い。 
自然と共存して生きていくことも大切。 
文明ってこれでいいんですかを考えてどういう風に生きていくかを変えていきたい。 
 
なにもなくなってしまったゆえに、新しいことを模索していくことができる。 
南相馬だけでなくて、日本全体が、あるいは地球全体が変わっていく。 
そういう流れを皆が感じていると思う。新しいものを発信していくことが必要だ。 



私たちの 
 過去を振り返り 
  今をみつめ 
   未来を考える 

３．１１で何が起きて 
 そこからなにを学び 
  これからどうしていくか・・・ 



地震・津波・原発事故 から学んだこと 

人と人とのつながりの大切さ 
 
 ・ 家族や友人が一緒にいれること 
 ・ 互いに支え合える人がいること 
 ・ 居場所と役割が生きがいになる 

自然は偉大である 
 
 ・ 大自然の前で人は無力である 
 ・ 普通に空気が吸えることの幸せ 
 ・ 生命を育める環境が一番大切 

原発は社会と共存しにくい 
 
 ・ 自然や生物に深刻な影響 
 ・ 目に見えない放射能の恐怖 
 ・ 長期間にわたり不安を感じる 

今までの価値観は通用しない 
 
 ・ 本当に必要なものは多くはない 
 ・ モノよりもココロの豊かさが大切 
 ・ 近代文明は脆弱で限界がある 

自分自身で考えることが大切 
 
 ・ 情報が正しいとは限らない 
 ・ 政府や学者も信用できない 
 ・ ゼロから新しいものを生み出す 



持続可能で幸福を感じられる未来のために 

The Future We Want  

自分達の街は自分達でつくる 

 ・1人ひとりの想いを語る場 

 ・受け身を脱して自ら行動する 

 ・互いを活かし合うコミュニティ 

次世代に命をつなぐ 

 ・子どもの笑顔と可能性を活かす 

 ・Fukushimaの経験を活かしていく 

 ・女性と若者の声を大切にする 

自然とともに生きていく 

 ・海と空と緑を大切にする 

 ・自然と人が共存しあう 

 ・地球一個分に生活を合せる 

新しい文明をつくっていく 

 ・持続可能な新エネルギー 

 ・ＧＤＰに替わる新たな豊かさ 

 ・科学と社会が互恵関係にある 



“Fukushima” を英語で表すと “Happy Island”  

私たちは負けない 
Fukushima から  
  Ｈａｐｐｙ で Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ な社会をつくっていく 

・３．１１で犠牲になった人達の分まで 

・そして次世代の子どもたちに新しい社会を残す 

・それには世界の知恵を結集して 
 一緒にやっていって欲しい 

Let’s create New Society with Fukushima !  


