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１． 研究の趣旨・目的 

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故が勃発

して約 9 年半が経過した。これに伴い 47 万人 (2012 年

2 月復興庁発足時) (1)もの人が避難した。避難者は福島

県に限らず周辺の都府県からも含み、現在も 4 万 3 千人

が全国 47 都道府県に避難している (2)。    

国は、発災から約 1 月後の 2011 年 4 月に全国避難者

情報システムを導入した。広域避難者が避難先市町村で

登録を申請することにより、避難元自治体から支援制度

や復興に関する情報が提供される。また、原発避難者特

例法(3)に基づき指定の 13 市町村からの避難者は、避難

元と同様のサービスを避難先の自治体で受けることがで

きる。しかし現実には、避難先行政機関が、広域避難者

も上記システムも知らない、または知っていても登録し

ない人もいるため、正確な避難者数が把握されていな

い。そこには、福島県以外の原発避難者にとって、シス

テムに登録する意味や必要がなかったとの報告もある

(乾 2016)1)。 

避難元や避難先自治体などが行う公的な支援は、上記

特例法による措置以外にも、住宅の確保にかかる支援、

相談・情報提供に関する支援、故郷への手続きのための

旅費支援等様々である。また、自治体支援ととともに、

NPO やボランティア等民間による支援も注目されてい

る。国は交付金により自治体や民間団体の支援を行い、

福島県は 2012 年より全国で広域避難者を行う大学や民

間団体に対する補助事業、2016 年より全国 26 か所に相

談窓口として生活再建支援拠点(4)を設け、民間団体に運

営を委ねている。国・地方自治体・民間団体は、その特

徴を活かし、全国で広域避難者支援を実施している。 

 

２． 研究方法 

 筆者は、関西で広域避難者支援を行う任意団体（まる

っと西日本）の広域避難者の生活支援に携わってきた。

本研究では、まるっと西日本が 2011 年から 2020 年まで

に蓄積してきた相談や支援記録を基に、復興過程におい

て、いつどのような悩みを抱えてきたか、相談やニーズ

はどのような環境や条件のもとに生じていたか等を考察

した。こうした研究から、今後の広域避難者支援のあり

方や、今後の広域避難が想定される大規模災害の被災者

の復興支援の考察を示しておきたい。 

 

３. 様々な悩みを有する広域避難者とそれに伴う課題 

  広域避難者を一括りに論じることはできない。例え

ば、広域避難者は「強制避難者」と「自主避難者」に分

類できる。強制避難者とは、原発事故による放射性物質

の放出・拡散から住民の危険を回避するため、避難指示

が出された地域の住民を指す。12 市町村（田村市、南相

馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊

町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）の全部又は一部

にまたがっている。これに対し、自主避難者は、避難指

示が出なかったものの、自主的に地域を離れた方々を指

す。福島県に留まらず、近隣の東北・関東からの避難者

も含まれる。強制避難者は、避難先でも避難元の自治体

と同様の行政サービス（例：医療、介護、教育）を受け

ることができる。さらに原子力災害特別措置法に基づき

東京電力ホールディングス㈱から、避難先家賃費、建物

など財物、精神的支援等にかかる賠償や避難先との移動

旅費も支払われる。自主避難者への主な支援は、福島県

は、広域避難者を対象に平成 31 年３月まで住宅支援、

現在も母子避難世帯に高速道路の無料化等の支援を行っ

ている。しかし、福島県以外の自治体（宮城、千葉、茨

城、栃木等）による、原発事故の広域避難者支援は実施

されず、支援は主に民間団体による支援に限定された。 

図１ 広域避難者への支援 

強制避難者と自主避難者、福島県避難者とそれ以外の地
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域からの広域避難者のそれぞれに支援格差が生じてい

る。 

 

４． まるっと西日本の活動 

4-1 期間ごとの支援活動 

 大阪市内の避難者交流会で出会った筆頭著者を含む広

域避難者らが、避難先でのつながりを目的に、2011 年

11 月にボランティア団体まるっと西日本を発足した。関

西２府４県（大阪・京都府、兵庫・奈良・和歌山・滋賀

県）の広域避難者を対象に、暮らしの相談、情報交換と

交流の場を提供した。これらにより①避難後の孤立を防

ぎ、負担感を軽減する、②生活再建にかかる情報の提

供、③つながりの場を作る等の支援を行ってきた。本研

究では、これまでの支援期間を「緊急支援期間（2011～

2013 年度）」、「暮らしの再建期間（2014～2016 年）」、

「自立への移行期間（2017～2019 年度）」の３つに分類

する。 

4-1-1 緊急支援期間（2011～2013 年度） 

緊急避難後、短期か長期かも不明であり、これから避

難を考える人もいる中での、避難先の家探しに関する相

談を受けた。避難前後の鼻血などの体調不良や甲状腺検

査病院等、医療に関する相談も相次いだ。 

4-1-2 暮らしの再建期間（2014～2016 年） 

 避難先や避難元による公的支援制度を利用しながら暮

らしの立て直しが図られた。支援内容は、住宅、就労、

医療、教育など多岐に渡った。住まいについては、災害

救助法の適用終了に伴い、避難者が帰還、避難の継続等

に分かれ、それらに関する相談を受けた。 

4-1-3 自立への移行期間（2017～2019 年度） 

避難指示区域を除いて災害救助法の適用が解除される

など、原発事故に伴う公的支援が減少した。住まいの確

保、就業、医療、教育面等での課題について、避難先地

域での通常の公的支援を受けるための相談に移行した。 

 

4-2 分野ごとの活動内容 

こうした状況の中、まるっと西日本は暮らしの再建に

必要な以下の分野を中心に支援を実施してきた。活動の

時期ごとに、相談や支援内容を図２に示す。 

4-2-1 住まい 

緊急支援期間には、避難先で、国や自治体が所有する

住宅、企業社宅、民間人の所有住宅等、様々な支援策が

生まれた。さらに、国は全国の都道府県に対し、福島県

自主避難者や他県の災害救助法適用地域からの避難者に

ついて、民間賃貸住宅を借上げ、県外のみなし仮設扱い

とする緩和的措置を要請した。これらにより、住宅支援

が被災地外の全国に広がった。他方、様々な支援策がほ

ぼ同時期に発生し、避難元や避難先によって支援期間や

対象者、支援メニュー、告知方法が異なり、避難者にわ

かりづらいものとなり、相談が相次いだ。 

暮らしの再建期間には、避難先府県・市町村単位で住

宅支援がそれぞれ終了することもあり「いつまで住める

のか」という相談が常に寄せられた。 

原発事故による住宅支援終了に伴い、自立への移行期

間には、通常の入居に伴う手続きが求められた。転居先

探し、転居費用、敷金・礼金・家賃・仲介手数料の工

面、保証人の確保、引越しボランティアの確保、更に被

災地の土地家屋の処分や固定資産税の工面等の課題が生

じた。社会福祉協議会、土地家屋鑑定士や司法書士等と

の専門家との連携、協力を求めた。 

全期間を通して、住宅支援の始まりと終わり前後に最

も混乱が生じた。緊急避難と応急仮設終了に伴う転居に

よる人間関係や生活環境の急変、転校は、経済的、心理

的負担が生じ、医療、教育、福祉等にも影響を及ぼし

た。 

4-2-2 生活、仕事 

 緊急支援期間は、全国の自治体において、国の緊急雇

用創出事業費を財源とする被災者の就労を支援する事業

が展開された。その方策は、自治体が直接雇用するもの

や、民間企業による雇用を支援するもの等様々であっ

た。個々の事業に関する情報提供が求められ、避難者と

当該企業等を橋渡しするために相談会を開催したりし

た。 

暮らしの再建期間には、就労先でのトラブル、体調不

良による退職等の相談が寄せられた。高齢、単身、一人

親、母子避難、障がい世帯から、生活における全般的な

生活困窮に関する相談が寄せられ、それらは自立への移

行期間でも継続された。特に、住宅支援が終了後は、生

計への負担が増大し、労働時間の増加、精神的負担、体

調の悪化、家族とのコミュニケーションや生活レベルの

低下など、大きな変化を及した。相談に乗る上で、生活

保護、医療福祉、教育など複数の公的支援が欠かせなく

なり、関係機関との連携や専門家の協力が必要になっ

た。 

4-2-3 医療・心 

 緊急支援期間は、避難後の鼻血や口内炎、リンパの等

の体調の変化、甲状腺検査や被ばくに対応できる医療機

関の情報を求める相談が寄せられた。 

 暮らしの再建期間には、全国規模の医療組織の民主医

療機関連合会が、関西の広域避難者を対象に、血液や心

電図、甲状腺等の集団健診を開始し、被ばくや甲状腺に
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関する不安や相談は医療組織へ移行した。 

 自立への移行期間では、自死念慮、抑うつ、怒り、対

人・社会不安等の心的外傷後ストレス障害(PTSD)が続く

人の相談には、子育てや就労困難、社会的孤立、家族機能

不全等の複数の相談との相関関係がみられた。 

4-2-4 子育て・教育 

 広域避難者は、子どもへの被ばくの影響を避ける事を

目的としているため、子どもが占める割合は半数近い

（5）。緊急支援期間は、住民票のない子どもの保育園への

入所困難について。暮らしの再建期間には、避難先での

進学と学費の工面に関する相談が増えた。避難先での不

適応やトラウマ、不登校についての相談には、子どもを

取り巻く環境と母親の孤立や PTSD が表層化する。学校

での広域避難の不理解、ネグレクト、DV、両親の不和、

障がい、生活困窮などと関連があった。このような課題

は一人親、外国人一人親、障がい、母子避難の家庭で起

きたため、避難先で教育、福祉の専門家や専門機関との

長期的な重層的支援が必要になり、自立への移行期も継

続した。 

4-2-5 つながりや仕組み 

 緊急支援期間には、避難先の支援組織、支援制度等を

周知するためのメールマガジンを発行し、WEB サイトで

も情報を公開した。 

暮らしの再建期間では、関西各地の支援格差を解消す

ることを目的に、情報の共有化を図った。情報誌を発行

し、支援団体や専門家等の紹介や制度の解説等を発信し

た。これらは関西の自治体の協力を経て、個々の避難者

に配布された。深刻な電話相談の場合は、個別訪問や専

門家との連携、関連機関への同行を行った。これらは自

立への移行期まで継続した。他方、東日本大震災に伴い

整備された支援制度（全国避難者情報システム、被災児

童生徒就学援助（6）、生活復興支援資金等(7)）が、避難先

自治体で認識されておらず、自治体担当者との軋轢や利

用できないとの広域避難者からの苦情が多く寄せられ

た。 

 

５ 考察 

 これらの結果から、次のことが考察できる。 

5-1 公的支援に関する相談が多い 

 広域避難者が家・仕事探し及びその手続きに奔走する

中、公的支援が避難元や避難先の自治体で作られた。避

難先の基礎自治体では、独自の判断で住宅の提供を終了

するところもあり、これに伴う相談も多かった。公的支

援の有無や継続等が相談に大きな影響を及ぼした。 

5-2 避難者と支援者をつなぐ翻訳機能と情報伝達支援 

  避難先と避難元双方の自治体で支援が行われる一

方、支援制度の解釈や運用に関する相談、関係する専門

家につなぐ役割が求められた。支援策や制度を理解し、

関係者をつなぎ、関係者に説明できる翻訳機能が必要で

ある。 

5-3 公的支援を補完する民間支援 

  公的支援の対象から漏れた避難者に対する民間支援

が求められた。福島県以外の広域避難者への甲状腺検査

や旅費支援、専門家による相談会等、民間団体が補完的

役割を担った。 

5-4 健康、医療（トラウマ、被ばく等）への長期ニー

ズ 

  直後から現在まで健康や医療に関する高いニーズが

続く。原発事故の特異性を考慮したトラウマケア、甲状

腺等検健診、医療は将来まで長期的に必要とされてい

る。 

5-5 公的支援終了後の個別の伴走支援 

公的支援の終了後、高齢、障がい、一人親、母子避

難、外国人世帯の孤立と困窮が表層化する。学校や教育

センター、自立支援窓口や生活保護申請等の関係機関へ

の同行、ソーシャルワーカーや弁護士等専門家への同行

等個々人で行くのを躊躇する人への伴走型の支援が求め

られる。個別化する個々の生活改善に効果的である。 

 

補注 

（1） 復興庁:復興の現状と課題(2020 年 11 月) 

（2） 復興庁: 全国の避難者の数(2020 年 10 月) 

（3） 広域避難に伴い、避難先での行政サービスが十分

に受けられない問題が生じた。このため、総務省

において、多数の住民が属する 13 市町村（いわき

市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉

町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、

葛尾村、飯舘村）からの避難者に対し、避難先に

住民票がなくても相応のサービスが提供される 

（4） 福島県が復興庁の被災者支援総合交付金を活用し

ＮＰＯ等に委託。福島県の県外避難者が、避難先

で帰還や再建に必要な情報を入手したり、相談で

きる。 

（5） 福島県庁発表 (平成 24 年 4 月)避難者数 

大人 6 万 2 千人、子ども 3 万人 

（6） 東日本大震災により被災した低所得世帯に、当面

の生活に必要となる経費を貸付ける社会福祉制度 

（7） 東日本大震災により経済的理由から就学等が困難

となった幼児から高校生を対象とした就学支援 

 



日本災害復興学会大会（2020） 

JSDRR Annual Conference  – 2020 
 

 

参考文献 

1) 乾康代(2016), 避難者受け入れ自治体と被災自治体によ

る県外避難者支援, 日本建築学会計画系論文集, 

Vol.81,pp1851-1858 

2) 田並尚恵(2012), 東日本大震災における県外避難者への

支援,災害復興研究,Vol.4,pp15-24 



日本災害復興学会大会（2020） 

JSDRR Annual Conference  – 2020 
 

 

図２ まるっと西日本の支援活動内容(2011-2020
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