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休 土・日・祝祭日

Odaka Hospital

半谷医院

260

258

［ 下り］to Sendai

☎ 0244-44-2025
診 9 :00 〜12:00 ／ 14:00 〜17 :00
Hours: 9:00~12:00 / 14:00~17:00
Closed: Holiday

上町内科皮フ科
クリニック

半谷医院

JR常磐線 時刻表 JR Joban Line Time Table

病院 Hospitals

あぶくま
信用金庫

19

07

もんま整形外科医院

診療日：火・木の週二日診療

Hanya Clinic

南相馬市
小高区役所

22

Hours: 8:45~12:30 / 14:00~17:00
Open: Tuesday and Thursday

260

20

もんま整形外科医院

小高商工会

17
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☎ 0244-44-2020
診 8 :45 〜12:30 ／ 14:00 〜17 :00

小高病院

☎ 0244-44-1800
診 9 :00 〜12:00 ／ 13:30 〜15:00
診療日：月・火・木の週三日診療

Monma Orthopedic Clinic

０4 14 13 09

Welcome to Odaka!

☎ 0244-44-5211
診 8 :30 〜12:30 ／ 15:00 〜17 :30
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いわき
Iwaki

磐越自動車道

東京

Tokyo

東京
Tokyo

東京
Tokyo

東北新幹線
約 2 時間

約１時間３０分

About 1 hour 30 minutes

福島

Fukushima

約 2 時間

TohokuAccess Bus

約１時間４５分

About 1 hour 45 minutes

原ノ町

常磐線
Joban Line

小高

Haranomachi １０分 Odaka
10 minutes

お車をご利用の場合

by

Car

仙台東部道路〜常磐自動車道

県道１２号線〜国道６号線

約 1 時間 15 分

約３０分

仙台 仙台東 SendaitobuRoad 〜 JobanExpressway 南相馬 PrefecturalRoad 12 〜 Route 6 小高
Sendai

SendaiHigashi I.C.

東京 三郷
Tokyo

福島
Fukushima

郡山
Koriyama

編集・発行

Misato I.C.

About 1 hour 15 minutes

MinamiSoma I.C.

常磐自動車道
JobanExpressway

約２時間４０分

About 2 hour 40 minutes

県道１２号線〜国道６号線
PrefecturalRoad 12 〜 Route 6

約１時間３０分

About 1 hour 30 minutes

About 30 minutes

国道１１４号線〜国道６号線

浪江

Namie I.C.

Route 114 〜 Route 6

約２０分

小高

About 20 minutes

Odaka

小高
Odaka

Route 4 〜 PrefecturalRoad 12 〜 Route 6
About 2 hour 10 minutes

小高

ＮＰＯ法人笑顔革命

2018.12

http://nikokaku.ecofuku.org/
Speciﬁed nonproﬁt corporation Egao Kakumei

浮舟ふれあい広場内
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。
We serve a good Aguri coﬀee at Fureai-hiroba.
Concerts are frequently held in the grand hall.

営

10:00 〜 14:00

休

月〜金曜

11

Web

http://owb.jp/

15

Mail

con@owb.jp

営

0244-26-3620

TEL

0244-26-4665

TEL

住所

南相馬市小高区本町１丁目 87

住所

営

11:30 〜 13:30

休

日曜〜火曜

０7

鮮魚・仕出し 三上魚店

Mikami Fish Store (Fresh ﬁsh delivery)

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。
We serve many kinds of ﬁsh dishes sashimi, simmered ﬁsh,
fried ﬁsh, and so on.

営

10:00〜18:00

月曜、第 1・３日曜

休

TEL

0244-44-2576

TEL

0244-44-2324

住所

南相馬市小高区吉名西長迫７

住所

南相馬市小高区仲町 1-73

０3

魚料理・お食事処 島魚

０8

谷地魚店

Fish Dishes Shima-Uo

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
You can enjoy fresh ﬁsh and Japanese Sake you can also have
a nice chat with the owner.
※Reservations are required for more than four people

営

17:00 〜 23:00

休

日曜

Yachi Fish Store

仲良し夫婦オススメの鮮魚を是非。
Fresh ﬁsh served by happy couple.

営

8:00〜19:00

休

水曜

12

HARIOランプファクトリー小高
HARIO Lamp Work Factory Odaka

こちらのお店は、東京・日本橋に本社を置くHARIOランプ
ワークファクトリー社の協力を得て小高に、
女性にとっても魅
力的な仕事と働きやすい環境を創出すべく2015 年11月、
小
高駅前にある㈱小高ワーカーズベースが設立・オープン。
そ
して2016 年 7月の避難指示解除ひと月前の 6月に、
実店舗
となる、
この工房兼ギャラリーショップをオープンしました。
お越しになる方にもガラスの繊細さや、
ガラスに触れることの
楽しさを感じていただけるよう、
簡単なガラスアクセサリーの
製作体験を提供しています。
親娘で来られる方はじめ、
キラ
キラとした素敵なオンリーワンのアクセサリーが出来上がる
ので皆さん喜んで持ち帰られるそうです。
親娘で来られる方
はじめ、
キラキラとした素敵なオンリーワンのアクセサリーが
出来上がるので皆さん喜んで持ち帰られるそうです。
T h e s h o p c a l l e d O d a k a Wo r ke r s B a s e C o . , L t d . , w i t h
headquarters in Nihonbashi, was established in collaboration
with the HARIO Lamp Work Factory Company. It opened in
front of the Odaka train station in November 2015, with the goal
of creating appealing working conditions for women. In June
2016, a month before the evacuation order was lifted, a shop
containing a craft center and gallery was opened. Visitors can
also try their hand at making glass accessaries, and can enjoy
the feeling of handling the delicate glass! Everyone seems to
enjoy creating original accessaries to bring back home!

営

10:00 〜 18:00

休

Cafa Hotto Yu Ayumi

10:00 〜 15:00

南相馬市小高区本町１丁目４３

100% Soba Restaurant Kogota

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！！

TEL

十割蕎麦こごた

10: 30

10: 02

12: 30

11:58

14: 26
16 : 40

13:53
16 :14

17 :43
19 : 20

17 :05
18 :43

20: 20

19 :45

21: 20 仙

20:53

無印＝原ノ町行
仙＝仙台行

無印＝浪江行

2018 年 12 月 31 日 現在

土・日・祝

16

Odaka Commerce and Industry

☎ 0244-32-0300

We are waiting for you with cakes and coﬀee, home-made
pudding and bento-boxes.
Why don't you try them?

We operate a co-working space.

休

土・日・祝

19

叶や旅館がリニューアルしてお食事処に‼
ランチの組み合わせも豊富で大満足！
Knouya Ryokan is renewed and is in the restaurant!
The combination of lunch is also abundant and great
satisfaction!

居酒屋sarasa〜更紗〜

営

11:00 〜 14:00

住所

南相馬市小高区仲町 1-1

20

Odaka Micro Stand Bar

Izakaya sarasa

17:00 〜 状況に応じ

休

火曜

TEL

0244-44-5446

住所

南相馬市小高区本町１丁目４５

17

有限会社富士タクシー
Fuji Taxi Co.,Ltd.

震災後の 1 年半後に乗合いタクシーの営業を再開
Restarted the taxi business one and a half year later from the
earthquake disaster in March, 2011.

8:00 〜 22:00

休

日曜

Odaka Micro Stand Bar

スペシャルティコーヒーが飲めるコーヒースタンド

Coﬀee stand where specialty coﬀee can drink

営

火曜・木曜 11:00 〜 19:00
土曜

11:00 〜 17:00

住所

南相馬市小高区東町１丁目６７

21

小高ストア
Odaka Store

TEL

0244-44-2202

TEL

0244-26-4525

TEL

0244-44-2543

住所

南相馬市小高区大町２丁目２

住所

南相馬市小高区本町 1 丁目 100

住所

南相馬市小高区本町１丁目 87

住所

南相馬市小高区本町１丁目５７

2018 年12 月にオープン！

０4

双葉食堂 Restaurant Futaba

09

アンテナショップ希来

13

小高産業技術高等学校
商業研究部

Opened in December 2018!

Antena Shop Kiki

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

小高ならではのお土産や手づくり雑貨が買えます。

Futaba is a classic restaurant beloved by the locals.
※No catering service

There are many unique local souvenirs and hand made goods.

11:00 〜 14:00

休

木曜

営

10:00〜16:00

休

不定休

The Lantern House

英語 / 日本語対応が可能なゲストハウス。
朝食付き 5400 円。
Guest house where English / Japanese correspondence is
possible.
Breakfast included : ￥5000 per person

Mail

karin@thelanternhouse.jp

TEL

なし

TEL

0244-32-1618

TEL

090-8846-7287

住所

南相馬市小高区東町１丁目９６１

住所

南相馬市小高区東町１丁目 40

住所

南相馬市小高区東町 1-37

０5

ほっと悠

10

おだかぷらっとほーむ

14

双葉屋旅館

Hotto Yu

A place to relax with cakes and drinks.
We also sell a bento boxes and drinks in the Odaka ward oﬃce.

11:00 〜 14:30 休 土・日・祝祭日

Odaka Platform

誰でも気軽にふらっと遊びに来てね。
Please drop by and visit us.

営

10:00〜19:00

Futabaya Ryokan

朝食付き 5,000 円 /1 名様
（夕食付き＋1,500 円）
Breakfast included : ￥5000 per person
(Dinner included for ￥1,500 more.)

休

不定休

営

15:00 〜 21:00

営

TEL

0244-24-5557

TEL

090-9038-8680（担当：広畑）

TEL

住所

南相馬市小高区本町二丁目７８

住所

南相馬市小高区本町 1-53

住所

0244-321618

休

不定休

南相馬市小高区東町１丁目４０

18

土・日・祝

0244-26-7986

0244-44-3007

ザ ランタン ハウス

休

TEL

Izakaya Sarasa has opened as a bar in Odaka in May 2017.

営

Restaurant Knouya

0244-26-5707

南相馬市小高区関場一丁目５２番地２

2017 年 5 月にバルとして小高にオープン

営

食事処 叶や

TEL

LiveSpace C-moon, 4-24 Omachi, Fukushima-shi, Fukushima Prefecture 960-8041

本 紙は「 平成３０年度ふるさとふくしま交 流・相談 支 援 事 業 」の 採 択を受け作成したものです。

Odaka Workerʼs Base Co., Ltd.

コワーキングスペースを運営しています。

〒960-8041 福島県福島市大町４−２４ Live Space C-moon 内
TEL:024-529-5752（金曜休み）(closed on Friday)

株式会社小高ワーカーズベース

住所

０2

8 : 04

http://www.uyou.gr.jp/odaka-shokokai/

0244-44-3257

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

Odaka

Himawari Cafe Ukifune

8 : 35

https://www.city.minamisoma.lg.jp/

南相馬市小高区東町１丁目１３１

営

国道４号線〜県道１２号線〜国道６号線

約２時間１０分

Odaka

ひまわりカフェ浮舟

7 : 15

小高商工会

☎ 0244-44-2112

TEL

Odaka

About 2 Hours

東北アクセス 福島線

JR

小高

Joban Line

Sendai

About 2 Hours

Tohoku Shinkansen

常磐線

仙台

Tohoku Shinkansen

東北新幹線

by

０6

7 :39

小高区役所 Odaka ward oﬃce

住所

The hand made soba is exquisite. The Owner's recommended
item is the tempra soba.

Tokyo

ＪＲをご利用の場合

11:00 〜 14:00 17:00 〜 21:00 休 火曜

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。

Ban-etsu Expressway

東京

Please enjoy the sushi and fresh ﬁsh made by our professional
sushi chefs. We will be open at night starting in March.
※Reservations are required for more than ﬁve people

営
Joban Line

東
北
新
幹
線

郡山

会津

Niigata

Tohoku Shinkansen

東
北
自
動
車
道

Minamisoma

Joban Expressway

Tohoku Expressway

The JR Line between Tomioka station and Namie
station is out of order because of the Tsunami and
nuclear accident (December 31, 2018).
※ There is a bus that goes back and forth, between
Tomioka station and Haranomachi station.

浦島鮨 Urashima Sushi

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

南相馬

12

Fukushima

※富岡駅〜原ノ町駅はバスによる代行運転があります。

０1

Sendai

福島

２０１8 年１2 月 3１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「富岡駅〜浪
江駅」
間が運休中となっております。

新潟

仙台

Sendai

6 : 17

The JR Line between Tomioka station and Namie
station is out of order because of the Tsunami and
nuclear accident (December 31,2018).
※ There is a bus that goes back and forth, between
Tomioka station and Haranomachi station.

Hours: 8:30~12:30 / 15:00~17:30
Closed: Thursday, Holiday

至いわき

255

This is a map for people who wish to visit the Odaka area in Minamisoma city in Fukushima.
Learning about Namie via smartphone as well as the guide map with interviews.

6 : 42 仙

※富岡駅〜原ノ町駅はバスによる代行運転があります。

休 木・第三土曜・日・祝祭日

6

小高産業
技術高校

小高駅発
Odaka

２０１8 年１2月3１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
「富岡駅〜浪江駅」
間が運休中となっております。

上町内科皮フ科クリニック

18

福島県南相馬市小高区に訪れたいあなたのための道先案内。
紙とスマホで知る小高。
インタビュー + ガイドマップ。

小高駅発
Odaka

Hours: 9:00~12:00 / 13:30~15:00
Open: Monday, Tuesday and Thursday

Uemachi Internal Medicine
Dermatology Clinic

小高へようこそ！

［上り］to Namie

ODAKA Industrial Technology and
Commerce High School

2017年 4月、
旧小高商業高校と旧小高工業高校が統合する
形で小高産業技術高等学校が発足。
小高商業高校にあった
商業研究部は
「商業高校生にできる地域貢献・地域活性化」
をテーマに以前から長らく活動してきました。
これまでにも相
馬地方の特産品である
「幸せの黄色いはーとかぼちゃ ( 九重
栗 )」
を用いてマドレーヌ風のお菓子
「かぼちゃのあしあと」
等
を開発し、
ヒットさせました。
昨年(2017年 )末には、
かぼちゃ
のポタージュ
「かぼタージュ」
と試作も自分達で行った
「かぼ
ジャム」
を開発。
道の駅南相馬・まちなかひろば・JA 相馬直
売所 ( 大地 )等で販売しています。
Odaka Industrial Technology and Commerce High School was
established in April 2017, formerly merged with former Odaka
Commercial High School and former Odaka Industrial High
School. The Commercial Research Department which was in
Odaka Commercial High School has been working for a long
time with the theme of "Communit y Contribution to
Commercial High School Students and Regional Revitalization".
Until now, they developed a madeline-style sweet "pumpkin's
Ashiato" etc, using "Happy Yellow Hato Pumpacha (Kokonoe
Chestnut)" which is a special product of the Soma region and
made it a hit. At the end of last year (2017), we developed a
pumpkin's potage "Kabo-Taju" and a prototype "Kabo-Jam" that
we did. Roadside station Minami Soma, Machinaka-Hiroba · JA
Soma Chokubaijo (Daichi)· Higashi-machi Enganawa Shoten
etc. We sell.

営

9:00 〜 19:00 年中無休

TEL

0244-26-6270

住所

南相馬市小高区上町一丁目 56 番地

22

小高交流センター

Odaka Interchange Center

小高区復興拠点施設が小高駅前通りに OPEN‼
人工芝の屋内遊び場や天然芝の広場、
子育てサロン、
直売所
など、
さまざまな機能を併せ持つ複合施設
Odaka Ward revival base facility is open in Odaka station
square! Complex facility with various functions such as
artiﬁcial turf indoor playground, natural turf square, child care
salon, direct sale place

営

9:00 〜 21:00

休

月曜（月曜日が祝日の場合、次の平日が休み）

住所

南相馬市小高区本町二丁目 28 番地

南相馬市小高区について

About Odaka

インタビュー 10
19

南相馬市

福島県

Interview 10

食事処 叶や

Minamisoma

店主

牧野 良仁 さん

Fukushima

インタビュー 11

Interview 11

マップ掲載店

20

南相馬市小高区東町１丁目６７
営業時間：
火曜・木曜 11:00 〜 19:00
土曜日
11:00 〜 17:00

一般社団法人オムスビ
代表理事

森山 貴士 さん

Restraunt Knouya

小高区
Odaka

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。

Before the 3.11 incident, the Odaka area was a very tranquil town
located in the country side and has rich nature surrounded by the
Abukuma mountains and facing the Paciﬁc Ocean. Before the 3.11
disaster, many traditional events had been held in this area. People
gathered at and enjoyed the festival “The Soma-Nomaoi,” ﬁreworks
festivals in the summer, concerts under the moonlight, illuminations in
the winter, and so on.

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8
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。

小高で頑張る皆さんの
インタビューはこちらで
We interviewed some people that you see
on the cover.

今までのインタビュー

It 's hard to imagine how much pain they have from losing such
powerful traditions. There are still many problems even though it's
been eight years since the disaster happened. People have scars in
their heart and many diﬃculities left.
Despite their hardships, through the interviews, we witnessed tons of
hope from the people who lived in Odaka because they gave us such
great smiles. We created the map of the Odaka area because we hope
that everybody decides to visit the Odaka area, to witness people's
thoughts and passion for the future.
May you have wonderful experiences and happy meetings in Odaka.

Additionally, there are other interviews with people ﬁghting
diﬃculities in Odaka. You can check the other interviews below!

Takashi Moriyama

小高はのんびりしてるってことが一番じゃないのかな

The best thing about Odaka is its easygoing nature isn t it?

みんなで何とか食いぶちぐらいは繋げるように

We can all do well for ourselves

Q. 震災前は何をやられていたのですか？

Q. What were you doing before the earthquake?

Q.2014 年に南相馬に来ようと思ったきっかけは何ですか？

Q. In 2014 what was your trigger for coming to Minamisouma?

震災後は自宅が半壊だったものですから、
もともと南相馬市の旅館ホテル組合って
組合があるんですよ、
地元のね。
あの人達優秀な方達なんですよ。
そこに原町の金沢
の方に仮設ホテルをオープンしまして、
まあ種々常々、
気にはなったもんですから、
終わったんでこっちに帰って来たんですけど。
Q. 再開してやっていこうというのは解除になる頃にはもう決めていたんですか？

うん、
というか、
もうやっぱりその町の人達から食べるとこ無いんだよって。
ってもん
でさ結局蕎麦屋さんとかラーメン屋、
すし屋、
コンビニしかないっていうんで、
んじゃ
もう半分でもやるかなぁって、
食べるとこ無いって言われたもんですからやろうかな
と思って。
Q. 強制避難になって当時はどんな感じでしたか？

当時は一番最初福島に、
妹夫婦がいるもんですから。
じゃあ福島に行って、
福島にや
っぱりいづらくなったちゅうかね、
東京にもいたもんですから、
じゃあ東京にって行
きまして。
そうゆう親戚が居たもんですからしばらくしたら、
それも居づらくなって、
会津の方に行ったんですね、
とりあえずまもなく学校始まるって言うから、
んじゃ原
町で借り上げでも借りようかなと思いまして。
最初はすぐ戻れるのかなと思ったん
ですけど逆にね、
逆にそしたらあんなに伸びるとは思わなくって。

Q. 小高の魅力を教えてください。

みんな小高はのんびりしてるってことが一番じゃないのかな、
人がいいって事が一
番住みやすい条件なのかなぁって思うんですよね。
今もたまたまガーデニングをやっ
ていて、
最初にプランターを提供してもらったんですけども、
復興デザインセンター
の方に貸し出してもらって野菜の苗とかを植えるんです。
関東から来ている学生達
にもアドバイスをもらいながら作って育ててるんですけども、
そうやってみんなが集
まって若い人たちも来てくれる。

別に本人次第ですからね。
これはね。
別に本人の仕事もあるでしょうし生活もある
でしょうし、
無理にとは言えないんで成り行きに任せるとか、
帰って来いとは言えな
いですからね。
いくら自然がいいから帰って来いって言ったって中々ね。
それはね自
由もあるんでしょうから帰ってきたければ帰って来て下さいぐらいですかね。

小高で奮闘する皆さんの現況をインタビューしました

Representative Director

Youichi Makino

Q.これから小高に戻られるような方にメッセージをお願いします。

小高元気発信チャンネル

南相馬市小高区東町１丁目６７
営業時間：
火曜・木曜 11:00 〜 19:00
土曜日
11:00 〜 17:00

General Incorporated Association Omusubi

Owner

自宅兼旅館をやってました。

The Odaka area in the Minamisoma was considered an evacuation zone
with a nuclear emergency following the earthquake on March 11th in
2011. People who lived in this area were forced to evacuate; however,
ﬁve years after the incident, the evacuation order was called oﬀ in July
2016.

マップ掲載店

I was running a boarding house out of my home.

After the earthquake, the house was partially destroyed. It was originally part
of the local Minamisouma-shi hotel association. Those people are a really
excellent group. Over in Haramachiʼ s Kanezawa area we opened a temporary
hotel, I had a good number of things on my mind so I came back here after it
was over.
Q. Did you already decide to reopen when the evacuation was called oﬀ?

Yes, how should I put it, of course already the people in the town didnʼ t have a
place to eat. After all, there was only a soba restaurant, ramen restaurant,
sushi restaurant, and convenience store. I ﬁgured even if I could only do half
of what I could potentially do, I should do it since everyone says thereʼ s
nowhere to eat.

Q. During the forced evacuation, what was the general feeling in the air?

At the time my brother-in-law was in Fukushima, we went to to Fukushima and
of course it was rough being there. We had been in Tokyo too, since we had
relatives there. After a while that became hard too. Even Tokyo became hard
for us, so we went towards Aizu in Tohoku. For the time being, school was
going to start very soon. In Haramachi we thought we should rent some
temporary housing. At ﬁrst we thought we could return quickly. Contrary to
what we expected, we didnʼ t think the boarding house would get oﬀ the
ground.
Q. What is the draw of Odaka?

The best thing about Odaka is everyoneʼ s easygoing nature isnʼ t it? I happen
to be gardening now, we were provided with planters, and the Odaka
Redesign Center provided us with vegetable saplings. We were advised by
some young students from Kanto how best to grow these vegetables.

Q. What is your message to people returning to Odaka?

Well, it really depends on the person. It depends on what kind of work they
are doing, what kind of life they lead. Of course what most people want is to
go home. Itʼ s more than just a matter of telling people to come back. No
matter how good the nature is, coming back is not easy. If you want to come
back, then please do.

実は、
極端な話、
ほとんどその文脈を意識したことが無くて、
きっかけではなくて最
初に仕事を辞めたんです。
震災とは関係なく、
震災後２年後ぐらいに。
ちょっとその会社の方針の行き違いだったりとか、
自分がやっていく中で思い描い
ているような働き方が出来ない事というのがあって辞めました。
それはなにかって
いうと、
若い人達に対しての教育をもっとしないといけないと前の会社では感じて
いて、
それは何かっていうと、
やっぱり
「ウチの会社は凄く優秀な人だけを採用しま
す」
っていって、
そうゆう触れ込みで沢山人材を採用してたんですね、
それで実際僕
が入る時に１０００人位いる会社が５０００人ぐらいまで増えてたんですね。
凄い大
きく成長してた一方で、
毎年５００人とか入ってくる。
新卒の子たち大半がなんか上手
く活躍できずに潰れちゃったりとか、
なんかそういうの見てきている中で、
すごく理
不尽さというか何て言ったらいいんでしょうね。
大学時代まで国数英理社を勉強し
て答えがあることを勉強してきて、
大学においてもそれは変わらずで社会人になっ
たらいきなりなんか答えのない社会問題を解決しろ。
みたいな事を言われて野に放
されるみたいな。
で、
そこで上手く出来ない奴はお前は無能だみたいに言われて潰
されていくというのは、
大きな社会的損失な気がするというか。
自分もなんか一歩
間違えたらこっちにいるのかなと思うとこれはすごくおかしいと思って。
で、
最初会
社の中で人材育成をちゃんとしましょうっていう話を言って、
2 年ぐらい言ってたんで
すけど実際に成果を出して持ってたんですけど、
なんかうちの会社らしくないって言
われてしまって。

Q. 小高に戻ってチャレンジしようと思う方へ、
森山さんからメッセージをお願いします。

やっぱ僕らは、
こうやって小高で新しいチャレンジが出来るよ！とか成長できる場所
だよとか、
これから面白くなるような事を声を大にして言っていく、
アピールしていく
というか、
そうやって仲間を募っていくっていう事をしている一方で凄くこの町で、
そ
れを実際に実現していくという難しさを感じていて、
やっぱビジネス一つをとっても
僕がこうゆう業態が素人だってのもあるんですけど、
やっぱなかなか軌道に乗せる
っていうのもただ事ではないし、
人一人雇うってのはやっぱり精神をすり減らす作業
になるのでタフな仕事ですし、
そのTwitterとかでブロガー達がブログを書いてそ
の収入で田舎暮らししたらいいじゃん、
みたいな事を言ってるほど簡単ではないと
思うんですよね。
それでもやっぱりあまり余って僕はここでチャレンジする意義とい
うのを自分としての辻褄としてリンクしているのだと思っているのでそういったもし
自分がやりたい事があるのだけれどそれを何処でやっていいか分からない、
他にこ
の地域の小高って地域が当てはまるのであれば、
是非来てもらいたいなっていうの
もあるし、
みんなで何とか食いぶちぐらいは何とか繋げるように上手くこう調整して
いけたらなぁという風な気持ちではいます。

Actually this is an extreme way to put it, I hadnʼ t thought about it in this
context. There was no speciﬁc reason but I quit my job two years after the
disaster (unrelated to the disaster). I was going in a diﬀerent direction from
the mission of the company and I couldnʼ t work according my own vision. The
reason is that at this company we had to educate and train young people
more. At our company we already had a high standard for hiring people, so it
implies that they donʼ t have to be trained as much. With that policy the
company had grown from one-thousand people to ﬁve-thousand. We had
been hiring ﬁve-hundred each year. Out of these new graduates, the greater
half of them couldnʼ t actively participate well and were mentally defeated by
the way the company treated them. Seeing this happen looked very unfair
and I was at a loss for words. Through their college years they studied things
that always had a deﬁnite answer. All the sudden when they were turned into
society, they were told to solve social problems with no deﬁnite answers. It
looked like they were thrown out into the wild. The people that couldnʼ t keep
up to speed were told they were basically useless and weeded out. This is one
of societyʼ s biggest shortcomings. So I feel like I was part of this mistake in
being with this company, which is very strange. So at ﬁrst I proposed for
about two years to revise the training for employees. I had results to back up
my ﬁndings, but the company said it was not representative of them or the
companyʼs style.

Q. Mr. Moriyama, could you give a message to people coming back to Odaka to
challenge themselves?

I say that of course we can take on this new challenge! This place has room to
grow, from now itʼ s becoming interesting, and Iʼ m trying to voice this to
people. On the one hand we are trying to help our colleagues grow stronger,
but we are feeling the diﬃculty of implementing those things and making
them real. Iʼ m an amateur when it comes to these kinds of business
conditions, itʼ s diﬃcult to get things on track. Hiring even one person is tough
enough. Itʼ s not as easy as blogging about country life, earning money from it
and getting people to ﬂock as people have said on Twitter. What makes sense
is for me to take on these challenges. If there are people who want to take
action in something, but they donʼ t know where to go, they should deﬁnitely
come to Odaka. I feel that it would be great if we can make adjustments, so
that we can all do well for ourselves.
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