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東 日 本 大 震災から４年…

友好都市富岡町との
東日本大震災から４年。友好
都市の富岡町と杉戸町の間に
は、様々な形で交流の輪が広が
っています。その絆は、行政や
議会などの枠組みを超えて、今
では住民同士の交流へと広がり
を見せています。

守れ！富岡町民の
■富岡町の現状
「地震」「津波」「原発事故」
の被害を受けた富岡町。中でも原
発事故による影響は甚大で、町全
体が「警戒区域」に指定され、全
年に「警戒区域」は解

町民が避難生活を強いられていま
す。平成
は続いており、「帰還困難区域」

除されましたが、現在も避難指示

富岡町は、福島県東部の太平洋岸に位置する自然豊
と「居住制限区域」の合計は町全
て、現在でも１５，０００人以上

かな町です。「夜の森」は桜の名所として知られ、町

月３日に

■復興への課題

が全国で避難生活

年
除染作業を行
い、上下水道や 
道路などのライフラインを安全
に復旧させなければなりませ
ん。また、富岡町民の地域コ
ミュニティの維持や健康管理、

年３月

日、東日本大震災が発生

交流で育む

杉戸町内の消費者団体「杉戸町くらしの会」は、昨
るさと会」が、今年１月、慰問活

で構成される「杉戸町・幸手市ふ

ら、富岡町に

年４月１日か


私は平成

崇

月、現地の語り部の方から震災、原発事故当時の
動として、福島県郡山市富田町に

年
様子を伺う研修を実施しました。そして、いまだ避難

職員派遣とし

ラクションに出
演し、津軽三味
線・歌・踊り・
獅子舞など披露
しました。
■ふれあい訪問への想いを語る

被災者の仮設住宅に関する業務を
行っています。
派遣業務に携わる中で、「震災直
後にバスで迎えに来てくれたこと
や、杉戸町に避難所を開設してく
れたことに、大変感謝している」

想いで、避難所を訪問し、音楽や

ひと時を過ごしてほしいという

会長 安食 英男

避難されている方々に、笑顔の

中、先行きが見えず不安を抱え生

できません。長引く避難生活の

いまだに富岡町には帰ることが

震災から４年。住民の皆様は、

という言葉をいただいた時、友好

踊りを楽しんでいただいていま

活しています。私は富岡町の業務

杉戸町・幸手市ふるさと会

す。童謡『ふるさと』をみんなで

に携わり、当たり前のように自分

は震災を乗り越える

大きな力

期待しております。

心と心の交流が続くことを

に、幅広くそして末永く、

の復興支援の継続ととも

これからも、できる限り

しております。

道を歩んでいくものと確信

共に復興、そして発展への

らに強く固いものとなり、

た。こうして両町の絆はさ

ることが数多くありまし

岡町の皆様の声に励まされ

支援していた私たちも、富

当時を振り返りますと、

ます。

と、とても胸が苦しくなり

民の皆様のご苦労を思う

がら生活されている富岡町

離れ、今でも不安を抱えな

住み慣れた愛着ある故郷を

杉戸町長 古谷 松雄

東日本大震災から４年。

はさらに強く固く

念いたします。

戸町の益々のご隆盛をご祈

申し上げますとともに、杉

とご支援、ご協力をお願い

今後とも変わらぬご厚情

ます。

の取組みを加速させてまいり

ることが恩返しと考え、具体

を進める当町の姿をお示しす

ります。着実に復興への歩み

り越える大きな力になってお

となり、両町の絆は震災を乗

して交流させていただくこと

たことがご縁で、友好都市と

イを体験しながら友好を深め

両町の小学生がホームステ

謝申し上げます。

とに町民を代表して深く感

援をいただいておりますこ

の皆様には、多大なるご支

えますが、この間、杉戸町

 富岡町 宮本 皓一町長
震災からはや４年目を迎
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絆

富岡町との交流に関すること 住民参加推進課 国際化・交流担当 内線
職員派遣に関すること 総務課 職員担当 内線

ります。

私自身も微力ながら協力してまい

でいければと思います。そして、

だくことで、復興に一歩ずつ進ん

岡町の現状を少しでも知っていた

この機会に、杉戸町の皆様に富

みを改めて実感しました。

都市としての絆を感じました。

合唱した時は、各々のふるさとを

の家で生活できることのありがた

報告会にて）

（杉戸町役場での

たいと思います。

後も活動していき

災者支援として今

して、そして、被

した。友好都市と

思い描きながら涙ぐむ人もいま



生活支援課住宅支援係に所属し、

ある富岡町応急仮設住宅を訪ねま

世

月

催の新年会アト

て応援に来ています。富岡町では

個

した。仮設住宅入居者・自治会主

吉岡

富岡町へ派遣中の杉戸町職員

■派遣先から想いを語る

杉戸町職員の派遣

に力強く成長しています。

流の記念樹は、年を重ねるごと

ぎと内に植えられた友好都市交

す。また、アグリパークゆめす

よさこいなどを披露していま

岡町の皆さんが杉戸へ集まり、

て、全国各地で生活している富

ら祭」などのイベントに合わせ

戸町産業祭」「杉戸高野台さく

「古利根川流灯まつり」「杉

絆

生活をしている富岡町の方々に、その苦難が少しでも
にのった手作り置物）」を

名）の方々にも、昨年

戸町で避難生活を送っている
帯（

濱田 淑子

お守りをいただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。

杉戸元気会代表 佐藤 純俊

杉戸町民の方々から、震災復興を願う「苦難去る」

を込めて贈呈しました。

でも心の安らぎになればとの願い

長の提案を喜んでお受けし、少し

方々にもお守りを…」との古谷町

また、「町内で避難生活を送る

去る」お守りをお届けしました。

生活をされている方々へ、「苦難

で、福島県の応急仮設住宅で避難

杉戸町くらしの会会長

何かお役に立ちたいとの思い

■各々の想いを語る

12 14

町、双葉町など）から避難し、杉

また、震災により福島県（富岡

方々へ手渡しました。

設住宅で避難所生活をしている

制作し、福島県郡山市の応急仮

100

和らぐよう、「苦難去る（９匹の猿の人形が南天の枝

杉戸町と幸手市の在勤・在住者

■被災者の方々に笑顔を

ふれあい訪問で笑顔を贈る

杉戸町・幸手市ふるさと会

様々な課題があります。

雇用の創出など乗り越えるべき

手作りお守り「苦難去る」を贈る

受け入れを行いました。

し、杉戸町は避難住民の

か月後の平成

友好都市締結から約４

都市となりました。

を締結して、正式に友好

は「国内友好都市協定」

り、平成

杉戸町との交流は、平成８年頃から少年少女ソフト

力を供給していました。

体の９割を占める状況です。そし

の始まり
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