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TEL 0244-44-3007
住所 南相馬市小高区大町2丁目2番地 営 17:00～23:00

休 日曜

魚料理・お食事処  島魚03 ※４名以上で要予約

TEL 0244-44-2202
住所 南相馬市小高区本町1丁目100 営 8:00～19:00

休 水曜

谷地魚店09

島尾 清助 さん

魚料理・お食事処  島魚

浪江三郷東京 小高
約2時間 40 分
常磐自動車道

約2０分

国道１１４号線～
国道６号線

南相馬仙台東仙台 小高
約1時間15分

仙台東部道路～
常磐自動車道

約３０分

県道１２号線～
国道６号線

アクセス

をご利用の場合ＪＲ

をご利用の場合お車

小高
約1時間３０分約1時間30 分

県道１２号線～国道６号線東北新幹線 福島東京
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南相馬

新潟 会津 郡山

福島２０１７年４月１日現在、津波被害と原発
事故による避難指示により、ＪＲ常磐線
「竜田駅～浪江駅」間が運休中となって
おります。

小高
約２時間１０分

国道4号線～県道１２号線～国道６号線郡山

小高
約1時間３０分

県道１２号線～国道６号線福島

南相馬市小高区は、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災およ
び福島第一原子力発電所事故の影響で、原発から２０キロ圏内にあっ
た小高区は、震災当時は警戒区域に指定され、全区民が避難しました
が、５年にわたる区域外避難を経て、２０１６年７月に避難指示解除と
なりました。

震災前の小高区は、太平洋を臨み阿武隈山地の山々に抱かれ、四季
折々の豊かな自然にそったのどかな田園風景の広がる町でした。地域
の伝統行事「相馬野馬追」をはじめとして、夏の花火大会、月明かり
コンサートや、冬のイルミネーションなど、人々が集い、一体となって
楽しむお祭りは、地元の人々の自慢でした。

震災をきっかけに失ったことは言葉では表しきれません。震災から６
年経ったいまでも、人々の心のなかに震災の爪あとや原発事故の影響
は色濃く残り、避難指示解除後の小高区も、まだまだ課題は山積みな
面もあります。しかし、私たちは今回の取材で、小高区に暮らす人たち
のたくさんの笑顔に出逢い、私たち自身がたくさんの希望をいただくこ
とができました。これからの未来に向かって立ち上がっている人々の想
いに触れ、感じることで、少しでも小高区に行ってみたいと思う人が増
えたらと思い、小高区マップを作成致しました。

これから、ここから、始まるまち「おだか」で、素敵な出逢いに巡
り合えますように。

福島県 南相馬市

小高区

小高のあの人にインタビュー

「戻ってきたいと思える小高の魅力づくりを」

震災前の小高は、商店街や観光協会など、色々な組織の活動が活発
でした。自分の親世代の背中をみて、まちづくりにチャレンジしつづける
風土で育ちました。この地を治めた相馬藩は約 800 年の間一度も国替
えが行われていない全国的にも珍しい地域であり、長年続いた誇りが
故郷に対する郷土愛になっていると感じています。四季折々に合わせて
行事があり、まちおこしのため新しいイベントにも色々チャレンジし、失
敗しても見守ってくれる風土がありました。

震災で、いまも戻れない人たちがたくさんいるなかで、動ける自分たち
が復旧し、次の世代に繋げていきたい想いで、地元の現状を伝えるため
の町案内や語り部をし、その後、お店を再開しました。

いまは、地元の方々が来てくれる他に、外部から支援で来てくれた関
係の方など、幅広い方とのご縁を頂き、営業しています。お店の経営とし
てはまだまだ厳しい現実もありますが、次世代の若者たちが新しくつく
る復興を応援できるよう、来てくれるお客さんを大事にすることで商店
街を活性させていきたいです。

いろんな人の温かさに触れた。
だからこそ、小高で笑顔で、商売をやる。

震災直後から、魚屋を再開するつもりでいました。避難して、５年６ヶ月か
かって、避難指示解除の３日後に再開しました。祖父の代から３代目。当た
り前のように家業を継いで、魚屋になったんです。震災前は魚屋をやりなが
ら、仕出しをしていて、休む暇もなく忙しくしていました。２０１１年７月から
移動販売を始めて、仮設住宅にいる小高の人たちのところを歩いて回ってい
ました。移動販売をしながら、お茶飲みに誘われる機会や、仮設のお年寄り
は誰かに震災のことを聴いて欲しくて話を聴かせてもらう機会もありまし
た。魚を売ってることより、お話を聞くことのほうが多かった日もあり、何か
の役に立てることに繋がっているかなとも思いました。また、５年間の避難
生活の中で、何か嫌な想いをしたことはほとんどなくて、全国の人達から支
援して頂いて、人の出逢いによって、いまもたくさん嬉しい思い出がありま
す。小高に帰ってからは、小さなお店だからこそ、お客さんとの何気ない会
話が出来ること、そして小高の人達の笑顔をみることが何より嬉しい。

いまは、たくさんの人に支えてもらったからこそ、自分に出来る範囲で恩
返しが出来たらと思っています。震災前は自分の商売のことだけしか考えて
いなかったけれど、身の周りで自分にお手伝い出来ることであれば、自然な
流れで、楽しんでやれることを気負わず続けたいと思っています。

「住民ゼロ」だったふるさと。
100の課題から100の仕事を創るべく
未だかつて無い帰還後のまちづくりに挑戦中。

福島第一原発から20キロ圏内で、2016 年 7月に避難指示解除がされ
た南相馬市小高区で、コワーキングスペース「小高ワーカーズベース」を運営
しています。

一度は人の住めなくなった小高区だからこそ、新しくゼロから始めること
が出来るチャンスだと思っています。これまでに、小高区内でのシェアオフ
ィスの立ち上げを始めとし、事故後初の小高区での飲食店「おだかのひるご
はん」を立ち上げたり、人々の暮らしを支える仮設スーパー「エンガワ商店」
を開設したり、女性雇用創出を目的にしたアクセサリー工房「HARIOラン
プワークファクトリー小高」も立ち上げました。

小高は、新しくチャレンジすることに懐が深い風土があり、町の人たちは
応援してくれていて、今だからこそやれることがたくさんあるので、それを楽
しいと思ってもらえるような人に、気張らずふらっと遊びに来てもらえたら
嬉しいですね。

谷地 茂一 さん

谷地 美智子 さん

谷地魚店
和田 智行 さん
南相馬市小高区出身

小高ワーカーズベース代表

ここから
これから
魅力ある人に
出逢うまち

インタビュー動画 配信中！！
小高元気発信チャンネル相馬小高神社
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十割蕎麦こごた
店主こだわりの手打ち十割蕎麦は絶品で、
天ざる蕎麦がオススメ。

０2

TEL 0244-44-2576
住所 南相馬市小高区吉名西長迫７

営 11:30 ～13:30 休 日曜～火曜

魚料理・お食事処 島魚
新鮮な魚料理とお酒が楽しめ、店主との会話も
弾みます。
※4名以上で要予約

０3

TEL 0244-44-3007
住所 南相馬市小高区大町２丁目２

営 17:00 ～23:00 休 日曜

双葉食堂
地元で愛され続ける本格派の食堂です。
※出前はしていません

０4

TEL なし
住所 南相馬市小高区東町１丁目９６-１

営 11:00 ～14:00 休 木曜

ほっと悠
美味しいケーキとドリンクでまったり一息つける
カフェです。
小高区役所内で弁当販売・喫茶

０5

TEL 0244-24-5557
住所 南相馬市小高区本町二丁目７８

営 11:00 ～14:30 休 土・日・祝祭日

浦島鮨
新鮮なネタで職人渾身の握り鮨を是非。
5名様以上は予約をお願いします

TEL 0244-44-3257
住所 南相馬市小高区東町１丁目１３１

営 11:00 ～14:00　17:00 ～21:00 休 火曜

０1

東町エンガワ商店
飲食料品・弁当・日用品小売
地元密着のアットホームな商店です。

０7

TEL 0244-32-0363
住所 南相馬市小高区東町1-23

営 9:00 ～19:00 休 日曜

鮮魚はもちろん、お刺身、煮魚、唐揚げなど、
お総菜が豊富です。

鮮魚・仕出し 三上魚店

TEL 0244-44-2324
住所 南相馬市小高区仲町1-73

営 10:00～18:00 休 月曜、第1・３日曜

０8

仲良し夫婦オススメの鮮魚を是非。
谷地魚店

TEL 0244-44-2202
住所 南相馬市小高区本町1丁目100

営 8:00～19:00 休 水曜

０9

小高ならではのお土産や手づくり雑貨が買えます。
アンテナショップ希来

TEL 0244-32-1618
住所 南相馬市小高区東町１丁目40

営 10:00～16:00 休 不定休
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ひまわりカフェ
浮舟ふれい広場内
おいしい椏久里コーヒーが、飲むことができます。
広めのホールでは、演奏会なども開催されています。

０6

TEL 0244-26-3620
住所 南相馬市小高区東町１丁目１３１

営 10:00 ～14:00 休 月～金曜

誰でも気軽にふらっと遊びに来てね。
おだかぷらっとほーむ

TEL 090-9038-8680（担当：広畑）
住所 南相馬市小高区本町1-53

営 10:00～19:00 休 不定休
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コワーキングスペースを運営しています。

株式会社小高ワーカーズベース

Mail con@owb.jpWeb http://owb.jp/
TEL 0244-26-4665
住所 南相馬市小高区東町1-37
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双葉屋旅館
朝食付き5,000円/1名様
（夕食付き＋1,500円）

TEL 0244-32-1618
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住所 南相馬市小高区東町１丁目４０

営 15:00 ～21:00 休 不定休

TEL 0244-26-5707
住所 南相馬市小高区関場一丁目５２番地２

営 10:00 ～15:00 休 土・日・祝

Cafeほっと悠あゆみ
ケーキとコーヒー、手作りプリンと温ったかお弁当で
「お．も．て．な．し」!!
ぜひご賞味ください！！
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HARIOランプワークファクトリー小高
ガラスアクセサリーの体験教室3,000円
（1回につき2名まで：所要時間約2時間）

TEL 0244-26-4525  ※事前予約制
住所 南相馬市小高区東町1-1

営 11:00～15:00 休 日曜

11

小高駅周辺マップ
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相馬小高神社

小
高
駅

至いわき

至仙台


