
リアルふっこうボイスの取材は、仮設住宅や説明会といった人が集
まる場所へ赴いて行うインタビューと、知人など特定の人物に話を伺
うインタビューを行ってきました。後者の方法では、同じ対象者へ確
実に再インタビューをすることが可能ですが、前者の方法でも偶然な
ことに数名の対象者の、時間を経た「こえ」を収録することができま
した。
一人一人のエピソードから、あいだの時間に起きた出来事を想像し、

気持ちの変化を読み取ることで、復興のリアルに迫ることができるか
もしれません。

「こえ」の定点観測

まちづくり部 豊嶋純一
取材/配信メンバー

苅谷智大
取材/配信メンバー

内海康也
配信メンバー

田川浩司
配信メンバー

2011年 7月 16日 (土) / 美田園第一仮設住宅団体

俺、わずかでも、絶対戻りたい。
だって、あそこで一生終えようと思ってたんだよ。

住まいを戻さずとも

2015年 8月 1日 (土) / 名取市文化会館

俺も閖上で何かはやりたいって思っているのね。いずれ
にせよ、商売ってことでなくても。まずさ。
要するに遊ぶ場だから。閖上はおれの遊ぶ場だから。だ
から実践してみようかなぁて思ってんの。

2011年 9月 10日 (土) / 高舘公民館

小学校中学校はやっぱり、結局、東部道路が、堤防って
形で、東部道路から東側が孤立したので、小学校中学校
はやっぱり東部道路から西の方に、やっぱり作って頂く
ような形を、ま、早めに出して頂くことで、ま、今迷っ
てる住民、結構いるかと思うので、まぁ、安心できるま
ちづくりっていう部分では、早期にそのへんを明確にし
ていただければな、と思いましたね。

わたしは“住民”

2014年 8月 5日 (火) / 仙台法務局名取出張所

やっぱりこれからは住むのは住民なので、住み手の声っ
ていうものを伝えていかないとなかなか伝わらないのか
なってところがあるんで、まちづくり協議会などを通し
て、行政と住民がうまく意見を交換しながら、良い町と
いうか、あんどき大変だったけども、戻って良かったよ
ね、ってまちが早くできる様になれればなという思いで、
今は活動していますけれどね。

2012年 1月 20日 (金) / 区役所

当然、身動き取れる状況でもなかったので、当日は職場
にいて、朝方、家族から連絡がとれて、その足で陸上自
衛隊の方に向かったという状況ではありました。
その間、若干１時間という間をおいて学校探しに行った
りしましたけど、探したけど見つからず。
あとでメールで学校の屋上にいたっていう連絡があった
んで安心して職場に戻って対応してたってところ。

自治体職員の個人再建

2012年 8月 8日 (水) / 区役所

復興先の話だって、基本的にはみんな色々な意見出てく
るでしょうし、やっぱり私の中では、やっぱり、えー、
無理な要求してる人も多いなっていう。してるわけなの
で、そのことを私がその場でハッキリ言って、色々言わ
れそうな感じがするんで、余計なことにならないように
するためには、（説明会へ）行かない方がいいのかなっ
て。

2012年 2月 4日 (土) / 新浜みんなの家

今、誰もいなくなったから言えっけど、自分はたまたま
ローンもなく借金もなく暮らしてきたので、たまたま、
去年の今頃うちを建てかえようと思って、車庫なんか自
分でバラしてやったのにな、で自分は、ほら、職人なも
んでね。

思っていても言わない

2013年 1月 26日 (土) / 新浜みんなの家

自分はやっぱり、震災当時から戻るって頭で、誰にも言
わなかった。女房さにも言わなかった。
鬱にかかって、鬱がだんだん良くなってきて、女房のほ
うから、お父さん、津波は怖いけど、新浜にもどる、自
分もそのほうが安い方法かとおもった。土地買わなくて
もいいし。

2012年 3月 14日 (水) / 岡田西町仮設住宅団地

まぁほら、どこかまぁ、ねぇ。
建売みたいなのもどうかなーって話はしてますよ、それ
は。うーん。そういう感じですよ今はね。
ちょっとがっかりだねぇ。
もうだいたい、だって今からだもの。そしたら生きてる
かどうかわかんないもん私なんか。５年、５年は早くて
５年だよね。

単刀直入に聞きたいのに

2012年 8月 2日 (木) / 岡田会館

うーん、だからどうしたらいいかわかんない。うん。
今からさぁこう移転するんだけど、まぁ勝手に移転する
ようなもんだよねぇ、まぁ津波が、ね？
津波がほら来たから、嫌だから、ね？
だからーホント、ちょっとねぇ、大変ですよ。

2012年 6月 24日 (日) / 閖上さいかい市場

うちらの先祖は何回もあそこで多分津波を食らってるん
ですよね。ははは(笑)
１回とか２回じゃなくて、そのたんびに逃げては戻って
きて、逃げては戻ってきてっていうのでは、やっぱりあ
そこは、その、人間が生きていく上で、あの必要な要素
というか、有利な点がたくさんあるんですよ。

そういうものだから

2020年 1月 19日 (日) / 増田公民館

わたし自身としては、まぁ津波が襲来し、来襲してるな
かで、ずっと思い描いていた、あの綺麗な町が、今よう
やく立ち上がってきたなって実感しているところです。

[復旧・復興プロセスの対話イベントでの発言]

2012年 8月 2日 (木) / 岡田会館

どうせだったら、魅力的な街に、して、いきたいって、
思いますね。
あのー多分、中でも言ったと思うんだけども、よそから
も、ほら入ってくる人が多分これから、出てくると思う
んで、やっぱりそういう人達にも、アピールできるよう
に。

外からの目線

2013年 3月 3日 (日) / せんだいメディアテーク

自分がこれから長くお世話になる地域、そしてその子供
たちもそうです、そしてそのまた先の子孫までも、
ずーっと先までもお世話になる地域なんで、そういうこ
とを考えて、どこにも恥ずがしくないような、そして、
他がらも南蒲生に来たいな、南蒲生に住みたいなってい
う、思える様なね、そういう地域にしていきたいと話し
合っております。

[公開座談会の配信イベントでの発言]

2013年 6月 4日 (火) / 石ノ森萬画館

むしろ（説明会に）来る人ってのはここの人でなくて
ちょっと周りの人さ。直接自分の家には関係ねーもん。
だけども俺は石巻、住んでっから、俺は日和山、住ん
でっけど、中瀬ってとこには思い出があるとかさ。景色
がやっぱり崩れたりでもないし、昔のいいもの残しても
らいたいと。

まちのテリトリー

2015年 6月 18日 (木) / 橋通りcommon

うーん、何ちゅうんかな、他の地区に対してどうこうと
いうのは、あんまり考えてない（笑）
例えば南浜の記念公園で国がこうで、県がこうで、市が
こうでというのを聞いても、それはなんか別な人がね、
地元の人、関係なく国が予算をもってそれなりのものを
作るだけで、はっきり言ってあんまり期待できないなぁ
ていうのもあるし。

2013年 6月 4日 (火) / 理容店

自分はこの自分の商売で立ち上がることができたから。
自分は幸せだって。そういう意味で幸せなのさ。
で、逆に今まで自分の家業をしてやってきた商売で、再
興が、再建ができない人、その人たちはどうするのか
なって思うと。
自分がその立場だったら、まぁとってもどうしたいいか
見当がつかないから、今、自分が思っているような、こ
とにはならないわけさ。

復興に成らない

2019年 2月 24日 (日) / 理容店

あー、んだね。
考えでみるどね、いや、津波でいぢばん、んで、なくし
たものってなんなのがって考えるのね。
で、なくしたものはね、コミュニティーをなくしたのさ。

2013年 11月 23日 (祝) / 自宅

水が来たとこ建てられない。うちみたいに残ったとこは
なおして入れるけど。
新しく建てられないからみんな別なとこに建てて。あと
高台で、あるからね。
どうなるかねえ。分かんないねえ。ふふふふ（笑）全然。

笑けてくる、だって分からないもの

2014年 10月 26日 (日) / 自宅

ひとりばり賑やかでも、ねー。
どうしようもないから静かにしてるけど、あはははは。
浜の人たちは賑やかだよ。みんなね、うん。

2015年 2月 3日 (火) / 区役所

本当に式典に参加するべきじゃ、した方がいいかな、で
も、うーんどうかな、式典には参加しなかったんですけ
どね。
迷いながら、迷いながら、結局（返事を）出さなかった
というところ。

閖上（名取市）/自営業/50代/男性

閖上（名取市）/法人職員/40代/男性

荒浜（仙台市）/団体職員/40代/男性

新浜（仙台市）/元職人/70代/男性

南蒲生（仙台市）/主婦/60代/女性

閖上（名取市）/酒造業/30代/男性

石巻中心市街地（石巻市）/まちづくり会社役員/60代/男性

南蒲生（仙台市）/自営業/50代/男性

石巻中心市街地（石巻市）/理容店店主/60代/男性

鶴ヶ浦（気仙沼市）/主婦/60代/女性
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