
東日本大震災により福島県浜通りは甚大な被害を受けました

今尚避難生活を送る人々、そして放射能を始めとする

多くの問題を抱えております

私たちはこの状況を打開し未来へ希望をつなぐために

福島県浜通りの復興のシンボルとして

「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」を立ち上げ

将来桜が咲き誇る新たな「まち」を創造していく決意を致しました

故郷を離れて生きる人達との絆、

そして全国の皆様と被災地との絆をつなぎ

この記憶と思いを後世につなげていくために、

そして何よりこの地に帰る子どもたちに

希望ある明るい未来を残してあげたい

だから私たちは前へ進み続けます
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『ふくしま浜街道・桜プロジェクト』実行委員会事務局
 ( 特定非営利活動法人ハッピーロードネット事務局内 )
 TEL:0240-23-6172　FAX:0240-23-6171

30年後の故郷に贈る30年後の故郷に贈る

http://www.happyroad.info

平成23年3月11日東日本大震災が発生。

福島県浜通りは地震・津波による被害に加え、福島第一原子力発電所の事故により、多くの被

害を受けました。現在でも多くの住民の方々が県内・県外へ避難されております。

そんな中、震災から6年が経過した、平成29年4月には避難準備区域が解除となり、やっ

と復旧・復興のスタートラインに立ち、少しずつではありますが住民の皆さんも戻りはじめ

ています。

子どもたちが故郷に戻ったときに桜が咲き誇る街道で迎えたい、浜通りの希望の桜にしよう

と、平成24年度から国道6号などに桜を植える「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」の活動

を開始し 5 年。子供たちを取り巻く環境が整備されるまでにはまだまだ時間がかかるのが現

状です。

これからも福島県浜通りの復興のため、そしてこの地に帰る子どもたちのためにも目標であ

る2万本の桜の植樹を目指し頑張って参ります。

ご支援頂いております企業・団体の皆様・全国の応援して下さる皆様に心から感謝申し上げ

ますとともに、これからも皆様のご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。

特定非営利活動法人
ハッピーロードネット
理事長　西本 由美子

特定非営利活動法人ハッピーロードネット

理事長　西本　由美子

M e s s a g e

お問い合わせ
お申し込み

一口１万円～ 植樹費用、植樹以降の維持管理費 (除草・施肥・防除等 )に計上させていただきます。
また、オーナーとなっていただいた証として、メッセージプレートを桜の木に掲げさせていただきます。
将来の自分にでも、30年後のお子さんに差し上げるメッセージでも構いません。
現在のお気持ちを下記用紙に記入していただければ、メッセージプレートをご用意させていただきます。
（オーナー基金につきましては、プロジェクトに関する活動費としても活用させていただきます。)

お申し込み・お振込

オーナー基金について

オーナー基金お申し込み後、下記の指定口座の内の1箇所にお振込ください。

ゆうちょ銀行二二九店（ 229 ）/  当座預金　0127304
口座名： ふくしま浜街道桜プロジェクトオーナー基金
東邦銀行四倉支店　/  普通預金　317076
口座名： ふくしま浜街道桜プロジェクトオーナー基金
みずほ銀行いわき支店　/  普通預金　1228406
口座名： 特定非営利活動法人ハッピーロードネット　ふくしま浜街道桜プロジェクトオーナー基金

オーナー基金募集

南相馬市

広野町

大熊町

双葉町

浪江町

楢葉町

富岡町

いわき市

相馬市

新地町

●福島第一原発

●福島第二原発
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ふくしま浜街道・桜プロジェクト
30 年後の故郷に贈る

はじまりは高校生との約束

30年後の桜ストーリー30年後の桜ストーリー

私たちは、東日本大震災が起こる前、地域づくり活動の一環として、
地元の高校生と海沿いを走る浜街道に桜の木を植える計画をしておりました。
桜が咲き誇る日本一の美しい浜街道にしようと取り組もうとしていた矢先、
2011年 3月 11日東日本大震災が発災。福島県浜通り地方は地震・津波・
原子力災害に見舞われ、多くの住民の方々が避難を余儀なくされました。

震災後の混乱の中、私たちは高校生と交わしたあの約束を思い出したのです。
そして、子供たちがいつか帰る時、

この故郷（ふるさと）を世界に誇れる桜並木で迎えたいと、
2013年 1月「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」が始動しました。

　NPO 法人ハッピーロードネットは、浜通りの子どもたちと一緒に、地域づくり活動をしてきた団体。道路
沿いゴミ拾いをしたり、花を植えたりと様々なボランティア活動をおこなってきた。その活動の中心にいるの
が、主婦であり理事長を務める西本由美子だ。西本は自分の子どもが自立してから、地域の子どもたちとボラ
ンティア活動を推進する NPO 法人ハッピーロードネットを立ち上げる。その活動の一つとして、高校生たち
が企画した海沿いを走る浜街道に桜の木を植える計画が「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」。
　西本は、桜が咲き誇る世界一美しい浜街道にしようと子どもたちと夢を膨らませていた。そんな矢先、あの
東日本大震災が浜通りを襲う。

　西本は震災当日、仙台での会議に出席する予定であった。
　しかし、その日の朝はそれまでに感じたことのない体のだるさ
に襲われ、会議をキャンセルしたのだ。もし仙台での会議に参加
していたらと思うと凍りそうになった。津波があったあたりで車
が通過していて大津波にのみ込まれていた可能性があったからだ。
西本は、自分の命がある、ありがたさを痛感していた。
　しかし、東日本大震災による大津波は、桜の木を植える計画の
中心だった高校生の咲子 ( さきこ ) の命を奪ってしまった。咲子は
当時、卒業後の進路も決まり、運転免許を取得しようとしている
最中であった。あの日、自動車教習所の送迎の車に乗っていたと
ころを津波にのまれて、帰らぬ人となってしまったのだ。
　咲子の死を知った時に西本は思った。
　( この生かされた命を無駄にしてはいけない。)
津波の犠牲になってしまった咲子は常々、

「ボランティアは人に感謝すること。やらせていただくものだから、
人にやらされるのではなく、自ら進んでやるものなのよ。」
と後輩の中学生に教えていた。しかし、そんな咲子も西本と活動を一緒に始めた頃は、学校の先生に無理矢理
連れてこられて、しぶしぶやっていたのであった。その成長した咲子の命を、大津波は一瞬にして奪ってしまっ
たのだ。
　　　　　　　　　　　● 大震災と原発事故から 1 年が経った春

　西本は、避難先である仮設住宅のテレビ映像で、福島県浜通りのシンボルであっ
た富岡の夜ノ森の桜を見た。誰もいないところに静かに咲く桜の木々たちを見て、
西本の目から涙が溢れていた。そして、そのとき、あの大津波にさらわれてしまっ
た咲子への思いとともに、この地に帰ってくる子供たちのためにももう一度、国
道六号沿いを満開の桜でいっぱいにし、世界一美しい浜街道にする計画を実行に
移そうと思い立ったのだ。西本はハッピーロードネットのメンバーに自分の気持
ちを打ち明けた。

「六号国道に桜並木を作ろう。世界に誇れる浜街道にしよう。」
メンバー全員が西本の言葉に頷いた。避難生活を強いられているにもかかわらず、
メンバー全員が協力を申し出たのだ。

● 必要なものは、数えたらきりがなかった。
　まずは資金がない。どうやって桜の苗木を調達するのか。誰が植えるのか。誰が管理して、誰が維持してい
くのか。西本は考えた。自分のような年配の者ではなく、30 年後も活動できる人になってもらおう。そこで、
地元の青年会議所のメンバーに相談してみた。西本の熱い願いは受け入れられ、青年会議所のメンバーも協力
を約束した。浜通りの各青年会議所へ連絡を入れ、賛同を得るまではさほど時間がかからなかった。しかし、
問題は活動資金だった。
　桜の苗木を国道六号沿いの 163 キロメートルに植樹するとなると、少なくとも桜の苗木は二万本が必要と
なる。まずは、県の震災復興を担当する課に聞いてもらおうとした。将来の子どものための事業であることを
熱く訴えたが、趣旨には賛同してもらえたものの、提示された額は、予算額の 5 分の 1 にも満たなかった。
　資金の準備と平行して、植樹する場所の許可を得る交渉も始めた。国道六号線沿いに 12 メートル間隔で桜
の木を植える許可を国土交通省に申請した。そして、同じ頃、資金のめどが立たないまま、この桜のプロジェ
クトの事業をマスコミの力を借りて全国へ発信することにした。5 月の最初の交渉から始まり、何度も何度も
行政に出向き、復興を担当している課だけではなく、聞いてくれそうな課を回り歩き、賛同を求めた。西本は、
自分の中の思いを絞り出すように担当者に訴えた。粘り強く、時には涙ながらに、復興の意味と子どもたちの
将来への希望を熱く訴え続けた。
　「多感な子どもたちは、多くのものを失って、苦しい避難生活をしている。今ここで、大人たちが行動を起
こさなかったら、誰が子どもの 30 年後を守ってやれるのですか。」

● ついに 10 月、計画していた希望通りの予算額を支援してもらうことができた。
　西本は、ハッピーロードネットのスタッフたちと抱き合い、皆で涙した。国
土交通省への申請も済み、世界一の桜の名所をめざす桜プロジェクトは、本格
的に動き出すことになった。さらに西本は精力的に動く。県外や県内の市町村
へ出向き、それぞれの市町村長に会い、桜プロジェクトの賛同を得ようと必死
になって訴えた。さらには企業からの賛同も得ようと奔走した。会津若松氏を
訪れたときのことだった。立ち寄った蚕養国 ( こがいくに ) 神社で、なんと樹
齢千年を数える「峰張桜 ( みねはりざくら )」の後継木を 1 本頂いたのだ。千
年に一度ともいわれるような大震災に千年生きる桜が見守るという「ご縁」を
感じずにはいられなかった。そして、この木を復興の基地である J ヴィレッ
ジに植えることに決めたのだ。さらに、しだれ桜で有名な三春町からは、三春
滝桜の苗木を寄贈してもらった。その頃には、多くの企業からも賛同を得るこ
とができ、植樹した後の桜の管理や維持費の準備も、徐々にではあるが整って
いった。

● 震災から 2 年後
　新地町を皮切りに、いわき市、南相馬市、楢葉町と浜通りの各地で、国道六
号線沿いの桜の植樹がスタートした。
　翌月には、西本の地元である広野町での植樹も行われた。ハッピーロードネッ
トのボランティア活動に参加していた地元の中学生たちも、避難しているいわ
き市から母親らと一緒に駆けつけた。

「おばちゃん、来たよ。」
聞いたことのある懐かしい声がした。西本の息子の友人たちだった。

「みんな、どうやって来たの。」
西本の目には涙が溢れていた。息子の友人たちはハッピーロードネットのホー
ムページを見て、東京から植樹にわざわざ駆けつけたのだった。
　西本が忙しい合間を縫って協力をお願いし、賛同を得た企業の他に、個人の
会員として桜のプロジェクトに賛同する人々の数も徐々に増えた。北海道から
沖縄までの日本全国、年齢・性別を問わず幅広い世代にわたり復興を願う会員
数は 8000 人を超えた。桜の苗木を植樹した人は、メッセージ入りのプレー
トを苗木に飾ることができた。

　広野町での植樹に集まった子どもたちの言葉が、西本の耳に残っている。
「西本さん、30 年後、花が満開になるときに、自分の子どもと来るからね。」

(「教材作成委員会」作成 )
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ボランティア除草・ごみ拾い 植樹したばかりの桜の木は弱く、下草刈りや、つる性雑草
の除去をしてやらないと枯れてしまうことがあります。
立派な桜の木にするためには、定期的な管理が必要です。
また、ボランティア植樹の際にごみ拾いも行って
いただきました。

1年目

2年目

新地町を皮切りにボランティア植樹がスタート。
地元の高校生、中学生及び一般のボランティアの方々含め、約100名の方に参加頂きました。
新地町を皮切りにボランティア植樹がスタート。
地元の高校生、中学生及び一般のボランティアの方々含め、約100名の方に参加頂きました。

支援の輪も広がり、全国からたくさんのボランティアの方々に
来て頂きました。

■ 平成 26 年度
　2 月　富岡地区・双葉地区
　　　　祈念植樹 ( 広野地区 )
　　　　新地地区
　3 月　小高地区
　　　　相馬地区
　　　　いわき市

■ 平成 24 年度
　1 月　新地地区
　　　　広野地区
　2 月　鹿島地区
　　　　相馬地区
　　　　楢葉地区
　　　　楢葉地区
　　　　小高地区
　　　　いわき地区
　3 月　祈念植樹 ( 楢葉地区 )
　　　　原町地区
　　　　警戒区域内植樹
　　　　警戒区域内植樹

■ 平成 27 年度
　2 月　富岡地区
　　　　広野桜公園
　　　　新地地区
　　　　広野桜公園
　3 月　祈念植樹 ( いわき地区 )
　　　　広野地区
　　　　広野地区
　　　　広野地区

■ 平成 28 年度
　4 月　双葉郡警戒地区
 11 月　富岡地区
 12 月　広野地区
　1 月　新地地区
　2 月　南相馬小高地区
　　　　広野地区
　　　　相馬地区
　3 月　いわき地区
　　　　広野地区
　　　　広野桜公園
　　　　広野地区

■ 平成 29 年度
　4 月　広野地区
　　　　双葉郡警戒地区
 11 月　富岡地区
　　　　広野地区
 12 月　新地地区
　　　　広野地区
　1 月　小高地区
　2 月　いわき地区
　3 月　双葉郡警戒地区

平成 25 年 1 月、ボランティア植樹始動平成 25 年 1 月、ボランティア植樹始動

桜プロジェクト現在までの活動報告桜プロジェクト現在までの活動報告

企　業　植　樹

まもなく1万本を達成致します。

ネーチャーズウェイ・グループの皆様 アースホールディングスの皆様 フジ・メディア・ホールディングスの皆様 郡山学院の皆様

■ 平成 25 年度
 10 月　都立富士高校
　　　　( 広野地区 )
　2 月　鹿島地区
　　　　原町地区
　　　　楢葉地区
　3 月　相馬地区
　　　　新地地区
　　　　祈念植樹 ( 富岡地区 )

4 月 9 日（日）5 シーズン目、最後の植樹は、双葉郡の警戒区域を含む、楢葉町・
富岡町・大熊町・双葉町・浪江町の六号国道沿いをスタッフのみで行わせて頂きま
した。この日は 130 本を植樹。5 シーズンで 8,700 本に達しました。そして来年
度の 1 万本がいよいよ見えてきました。また秋以降に植樹の告知をさせて頂きます。
今年度ご参加いただきました皆様ありがとう御座いました。
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支援者からのメッセージ
協賛及び大口のオーナー基金を賜った企業・団体の皆様

(50音順 )

あいち女性連携フォーラム実行委員会

あきた童謡・愛唱歌・抒情歌を楽しむ会

アゴラの会

株式会社 R.LinkCorporation( 和歌山県 )

有限会社阿部金物 ( さいたま市 )

株式会社安藤・間　関東土木支店

株式会社イオンフォレスト

特定非営利活動法人いききまちだ

株式会社泉ホームイング ( 仙台市 )

いのちとかたち V・あけぼの創作人形 伊藤軌子 ( 埼玉県 )

株式会社井本組 ( 三重県 )

株式会社イワキ　

株式会社イワキ ( 本宮市 )

越後製菓株式会社

NOK グループユニオン北茨城支部 ( 北茨城市 )

株式会社オオバ ( 東京都 )

岡本土石工業株式会社 ( 和歌山県 )

春日部共栄中学高等学校(埼玉県春日部市)

公益社団法人鎌倉青年会議所

株式会社河崎砂利 ( 和歌山県 )

加和太建設株式会社

紀南砂利生産販売共同組合 ( 和歌山県 )

NPO 法人キャリアデザイン研究所 ( 千葉県柏市 )

京都トヨペット

株式会社グリーン開発 ( 仙台市 )

幸福実現党 ( 東京都港区 )

近畿農政局設計

コバックス株式会社

コバックス協力会

一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会

朝露・入間地域労働者福祉協議会

株式会社サンギ

株式会社サンダース・ペリー化粧品

静岡県西部地区 JA 女性部

品川保育園保護者会 H30 卒業記念

清水建設東北支社

JAM

JAM 南東北福島県連合会

JA 福山市　女性部

常磐共同ガス株式会社

芝浦工大 MOT 有志会

逗子コスモスの会

公益社団法人鈴鹿法人会

株式会社スズトヨ ( 南相馬市 )

スタンレー鶴岡製作所

ゼロスタイル ( 八王子市 )

一般社団法人全国有料仏壇専門店会 ( 東京都 )

株式会社仙台銘板

大成建設株式会社東北支店

ダイナトロン株式会社 ( 東京都 )

株式会社伊達重機

平第三中学校

株式会社千葉春 ( 岩手県一関市 )

NPO 法人中部リサイクル

調布桜プロジェクト ( 公益社団法人調布青年会議所 )

株式会社鶴屋金物店 ( 茨城県龍ケ崎市 )

株式会社ディノス・セシール

株式会社テクノブレインズ ( 京都市 )

テニスクラブ　チャレンジャーズ ( 東京都中野区 )

社団法人東北建設協会

東北・夢の桜街道推進協議会 ( 東京都青海市 )

東洋通信工業株式会社

富岡地区安全運転管理者協会

TOMA コンサルタンツグループ株式会社

株式会社東急百貨店札幌店

公益社団法人東京青年会議所

株式会社鳥藤本店

株式会社ナイキジャパン

株式会社中川政七商店

中野建設コンルタント株式会社

勿来第一中学校

南海砂利株式会社 ( 和歌山県 )

2010 オリーブの木

株式会社新田組 ( 和歌山県 )

一般社団法人西宮青年会議所 ( 兵庫県 )

日オーナー植樹の静岡県西部地区 JA 女性部

日本国土開発株式会社東京本店土木部

日本棋院アムネット支部

日本高速道路株式会社東北支社

日本再生資源事業協同組合青年部 ( 東京都千代田区 )

公益社団法人日本青年会議所神奈川ブロック協議会

公益社団法人日本青年会議所

日本道路株式会社東北支店

一般社団法人日本道路建設業協会東北支部 ( 仙台市 )

日本土木工業株式会社 ( 三重県 )

株式会社ネイチャーズウェイ

株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北 ( 仙台市 )

株式会社農協観光首都圏支店

狭山ヶ丘高等学校・狭山ヶ丘高等学校付属中学校

　　　　　　　　　　　　インターアクトクラブ

浜通り交通株式会社

社団法人東入間青年会議所

東日本金物・エクステリア専門店

東日本高速道路株式会社

東日本高速道路株式会社東北支社建設事業統括課

株式会社ピーテック

不二サッシリニューアル株式会社

ふじみ野市南地区民生児童委員協議会

福島アビオニクス株式会社

福島 ABC ミーティング実行委員会

福島グリーンライオンズクラブ

福島県霊柩車自動車組合 ( 白河市 )

福島本社復興推進室有志一同

財団法人福島県林業会館

文化総合企画株式会社 ( 栃木県宇都宮市 )

株式会社ベルエアー

放射能除染・遮蔽・格納技術有限責任事業組合

株式会社 Mym( 山形県 )

特定非営利活動法人街づくり市民の会(千葉県八千代市)

有限会社マルテツ ( いわき市 )

株式会社マツテツ ( いわき市 )

株式会社松戸フラッシュ

松戸市子ども会連絡協議会

マンフロット株式会社

三菱 UFJ ニコス労働組合 ( 東京都 )

みやした眼科 ( 愛知県 )

ミライトグループ労働組合 ( 東京都 )

株式会社森川商店 ( 秋田県南秋田郡 )

株式会社モリワキエンジニアリング(三重県)

山形県立霞城学園高等学校

株式会社ヤマキ ( いわき市 )

山口県 JA 女性組織協議会

ユウテック株式会社 ( 三重県 )

株式会社淀川製鋼所

横浜都筑ロータリークラブ

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ進学事業本部

株式会社ワカマキ ( 茨城県潮来市 )

株式会社和住工業

鷲熊砂利生産販売協同組合 ( 三重県 )

鷲熊生コンクリート協同組合 ( 三重県 )

株式会社渡辺組

　3・１１から 7 年が経過、道路や防潮堤等のインフラは進捗が見られるものの、
原発事故の影響が痛ましい福島県では未だ帰宅困難地域が残りまちを分断してい
ます。人口流出が進む今、安心して住めるまちづくりの加速が急務であります。
街道の文化の日本では街道を軸に「向う三軒両隣」という地域社会を形成してき
ましたので、こうした「道のチカラ」を活かすことが肝要であります。西本理事
長の類まれなる情熱と女性ならではの包容力のあるリーダーシップの下、高校生
をはじめ多くの方々の御支援を戴いて取り組んできました「ハッピーロードネッ
ト」のこれまでの活動を活かした「30 年後の故郷に贈る、ふくしま浜街道・桜
プロジェクト」は時期を得た期待のプロジェクトであります。その輪を広げ、しっ
かりとした実り多いプロジェクトへと導いて戴きます様、産学官民、多くの皆様
方の御支援をお願い申し上げます。

　Jヴィレッジは2018年の再オープンに向けて急ピッチで改修を進めています。
一方、いわき市から新地町を結ぶ国道6号線も復興を願う多くの人々の善意によっ
てたくさんの桜の苗木が植えられています。
日本サッカーの進歩は J ヴィレッジと共にあったと言っても過言ではなく、ここ
で多くの選手や指導者、審判員らが研鑽を積んできました。東京オリンピックの
年には男女日本代表が J ヴィレッジで事前合宿を実施することにしており、我々
もチームも“第二の故郷”でトレーニングができることを心待ちにしています。
　J ヴィレッジを臨む街道が桜並木になれば、また一つ観光名所ができることに
なりますし、サッカーに勤しむ選手たちにとっては癒しの場になるのではないで
しょうか。
　地元の皆さんにとってこの 7 年間は途方もなく長い時間だったと思いますが、
あともう一息です。地元の皆さんが戻り、再びこの地がスポーツや観光で賑わう
ようになることを心から願っています。

いつの日かこの活動が人々に、
忘れてはいけない大切な記憶とともに
心からのやすらぎを
もたらしてくれるはずです。
みんなで一緒に応援して
大きく広げて行きましょう。

特定非営利活動法人ハッピーロードネット　特別名誉顧問
一般財団法人国土技術研究センター　理事長  　　　谷口 博昭 様

公益財団法人日本サッカー協会　名誉会長　大仁 邦彌 様

シンガーソングライター　小田 和正 さん
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