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小高へようこそ！
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。

ＮＰＯ法人笑顔革命
〒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）

http://nikokaku.ecofuku.org/
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Accessアクセス

本紙は「令和２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ました

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９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
ちは取材を通して、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。

南相馬市小高区について

福島県

小高区

南相馬市

チャンネル

小高で頑張る皆さんの
インタビューはこちらで

小高元気発信チャンネル

小高で奮闘する皆さんの現況をインタビューしました。
Youtube小高元気発信チャンネルでは、今までのインタビュー動画を
配信しています。

「課題に立ち向かえる人材を輩出し、まちの課題を解決していく」をミッションに小
高で活動するまちづくり団体、一般社団法人オムスビを運営する森山貴士さん。I
ターンで小高に来られたきっかけや小高でのチャレンジと困難についてお話を伺い
ました。

震災前、自宅兼旅館を小高で営んでいた牧野良仁さん。避難指示解除後、小高に
戻って食事処を始めました。震災後、多くの場所を転 と々することになった経過、
そして小高に戻って感じている魅力。食事処を始めたきっかけなどについてお話
を伺いました。

小高の有機農家 根本さんの県内初有機栽培酒米「雄町」から日本酒をつくる取り
組み、その過程や福島県内の有機農家を少しでも支援したいという想いについて
お話を伺いました。

他県から小高に住まうようになった方から見る小高。市民記者としても活動されて
いる蒔田さん。小高の通勤時に目にする当たり前の風景に「マジックアワー」を感
じる、という感受性を持つ彼女が、結婚を機に原町に移り住み、通勤で通う小高
はどう見えているのかを伺いました。

2016年7月の避難指示解除後、地元のタクシー会社として戻って来られた方々の足
となるべく早々に事業の再開をされた富士タクシーさん。再開までの経緯。事業へ
の思いや利用者の反応、小高の現状などについて専務の小林さんにお話を伺いまし
た。

震災後、原町に小料理屋をすぐに出店したという今井さん。その後、小高に戻ってお
店を再開しました。数少ない居酒屋として再開に至るまでの経緯や小高への思い。
また現状の客層、お店の売りとしているところ。自慢の料理についても伺いました。

素敵なガラスアクセサリーのショップが小高の一角にある。この店舗のマネージャー
は小高ワーカーズベース代表の和田さんの奥様でもある菜子さん。中にはガラス工
房もあり女性の職人が活躍している。このショップが生まれた経緯についてお話を
伺いました。

19年も前の2000年から有機農業に取り組んで来られた根本洸一さん。震災後、農
業は休まざるを得なくなったが2016年7月の避難指示解除後、稲作を再開後、日本
酒用の酒米づくりを始めたきっかけについてお話を伺いました。

ほっと悠は精神に障がいを持つ方、身体に障がいを持つ方、知的に障がいを持つ方々
に就労支援活動をする指定障がい福祉サービス事業所を開設しています。そこに行
けば誰もが「ほっと」出来る場…。そんな場づくりをなさっている村田純子さんより、
お話を伺いました。

2016年7月12日の避難区域解除後すぐ小高に戻られた谷地さんご夫妻。ネズミ、ハ
クビシンに入られ荒らされた家を建て直す事にし、その7月12日に火入れ式、3日後
の7月15日に「谷地魚店」を再開するに至った経緯と小高への熱い思いを伺いました。

魚屋の息子に生まれて3代目の島尾さん。小高で食事処を開業するまでのご自身の
人生の歩みと7月12日の避難区域解除後すぐに商売の再開を決めた経緯とご自身の
お考えなどについてお話を伺いました。

東京でITベンチャーの起業に携わり、2005年に小高にUターン。震災後の地域の
住民がいなくなった状態から、もう１回ゼロベースで新しいコミュニティ（町）をつく
る事に小高出身者として真摯に取り組む和田智行さんにお話を伺いました。

OdakaMicroStandBar
蒔田 志保さん

仁井田本家
仁井田 隠彦さん

一般社団法人オムスビ
森山 貴士さん

食事処 叶や
牧野 良仁さん

有限会社富士タクシー

小林 隼人さん

居酒屋sarasa～更紗～

今井 一江さん

HARIOランプファクトリー小高
和田 菜子さん

有機農家
根本 洸一さん

谷地魚店

美智子さん

谷地 茂一さん

島魚魚料理・お食事処

島尾 清助さん

株式会社小高ワーカーズベース

和田 智行さん

NPO法人ほっと悠

村田 純子さん

マップ掲載店11 マップ掲載店17

マップ掲載店08

マップ掲載店12

マップ掲載店16

マップ掲載店03

マップ掲載店20

マップ掲載店20

マップ掲載店19
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避難指示解除後の小高区稼働施設マップ

鮮魚・仕出し 三上魚店０6

谷地魚店０7

アンテナショップ希来08

ひまわりカフェ浮舟０5

おだかぷらっとほーむ09

魚料理・お食事処 島魚02

双葉食堂０3

ほっと悠０4

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

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

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

TEL 0244-26-3620
住所 南相馬市小高区本町１丁目４３

営 10:00 ～14:00 休 月～金曜

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

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

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

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０1

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

株式会社小高ワーカーズベース10
Mail con@owb.jpWeb http://owb.jp/

TEL 0244-26-4665
住所 南相馬市小高区本町１丁目87

食事処 叶や18

ザ ランタン ハウス12

アトリエiriser  ‒ イリゼ ‒ 11

HARIOランプファクトリー小高11

双葉屋旅館13

Cafeほっと悠あゆみ14

居酒屋sarasa～更紗～15

有限会社富士タクシー16

ブックカフェ フルハウス17

TEL 0244-26-7986
住所 南相馬市小高区仲町1-1

営 11:00 ～14:00 休 土・日・祝

Mail karin@thelanternhouse.jp
TEL 090-8846-7287
住所 南相馬市小高区東町1-37

TEL 0244-32-1618
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

TEL 0244-44-5446
住所 南相馬市小高区本町１丁目４５

営 17:00 ～ 状況に応じ 休 火曜

TEL 0244-44-2543
住所 南相馬市小高区本町１丁目５７

営 8:00 ～22:00 休 日曜

TEL 0244-26-4525
住所 南相馬市小高区本町１丁目87

営 10:00 ～18:00 休 土・日・祝

TEL 0244-26-4525
住所 南相馬市小高区本町１丁目87

営 10:00 ～18:00 休 土・日・祝

住所 南相馬市小高区東町１-１０

営 11:00 ～18:00 休 日・月

Odaka Micro Stand Bar19

住所 南相馬市小高区東町１丁目６７

営 火曜・木曜　11:00 ～19:00
土曜　　　　11:00 ～17:00

ダイナーボンズ22

お菓子の松月堂23

M.S.P24

小高マルシェ24

小高交流センター24

めざせ！殿様食堂24

おはぎとおそうざい ふるうちの台所21

小高ストア20

故郷喫茶caféカミツレ24

TEL 0244-44-2983
住所 南相馬市小高区東町1-59

営 11:30 ～17:00 / 17:30～21:00 休 日曜

TEL 0244-44-3031
住所 南相馬市小高区上町１丁目１７

営 9:00～17:00 休 不定休

TEL 0244-44-2009
住所 南相馬市小高区大町1丁目34番地

営 11:00 ～15:00 休 日・月

TEL 0244-26-6270
住所 南相馬市小高区上町一丁目56番地

営 9:00 ～19:00 年中無休

TEL なし
住所 南相馬市小高区本町１丁目２４-２

営 9:00 ～14:00 休 月・火・水

TEL 0244-32-1716
住所 南相馬市小高区本町1-24-1

営 11:00 ～19:00 休 月曜

住所 南相馬市小高区本町二丁目28番地

営 9:00 ～21:00
休 月曜（月曜日が祝日の場合、次の平日が休み）

TEL 0244-32-1124

TEL 0244-26-7222
住所 南相馬市小高区本町１丁目２４-２

営 11:00 ～18:00 休 月曜

住所 南相馬市小高区本町１丁目２４-２

営 9:00 ～19:00 休 月曜

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

小高区役所
☎ 0244-44-2112

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

小高商工会
☎ 0244-32-0300


