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要旨
東日本大震災の県外避難者は、今後の見通しが立てられない中で、避難先への「定着」と
地元への「帰還」という可能性の間で厳しい判断を迫られている。地域福祉の視点からは、
少なくとも、①地元との関係維持、②避難先での同郷のつながり、③避難先の近隣住民やコ
ミュニティとの関係づくり、
④（帰還の場合）帰還先でのコミュニティの再生、
というフェー
ズを想定し、福祉ニーズ抽出・充足とそれぞれの推進を図る必要がある。
本稿においては、約 9,500 人が避難生活を送る東京都が、区市社協（任意）を通じて実施
する「孤立化防止事業」による避難者支援の実態を検証するとともに、事業とのつながりを
もたない避難者層の中にあるハイリスクな状況を明らかにしようとするものである。筆者が
実施した調査により、
そのようなつながりのない層には「不登校」
「引きこもり」
「孤立死」
「ア
ルコール依存症」
「避難者同士の派閥やトラブル」といった深刻な問題を抽出することがで
きた。一方、事業と直接つながりのない NPO などのテーマ性による結びつきをもつ避難者
も多く、そうした多様な主体との連携体制が急がれる。
これらをふまえ、包括的な支援体制の構築に資するものであることが本稿の目的である。
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はじめに
東日本大震災においては、
原発被害にともなって避難を余儀なくされた福島県民を筆頭に、
被災三県から膨大な数の人が避難生活を強いられている。復興庁の公表するところでは、
2012 年９月６日現在、全国の避難者総数は 329,777 人に上る。そのうち、同時点での被災三
県以外の各県への避難者総数は、72,137 人を数える。
３･11 を境として、被災者の多くはその生活が一変することとなり、家族や友人・知人、
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それまで営んできた家庭生活や仕事などのあらゆるもの（あるいは、その大部分）を奪われ
たのだが、原発による県外避難者の場合、それに加えて避難先での謂われなき差別・偏見や
誹謗中傷にも苦しめられながらも、いつ・どういう形で叶うとも知れぬ「帰還」と、避難先
での「定住」という二つの可能性の間で、揺れることとなっている。夫が地元に残って仕事
を続け、妻子と別居している「二重生活」のケースや、失職していてもいつでも帰還できる
ように就職活動に本腰を入れられないケース、反対に避難先での就職や就学を理由に帰還を
断念し、定住を望むケースなど、さまざまな状況が発生している。また、それまでの田舎暮
らしとは全く異なる高層・集合住宅、狭い住宅環境による生活ストレス、新しい土地や人間
関係に馴染めないまま引きこもり、不登校、アルコール依存症に陥っているケースや、高齢
者の健康悪化など、重篤な問題が一斉に惹起しているのである。
いずれの問題においても共通しているのは、いつまでこの状態が続くのか明確な見通しが
立たないなかで、先の見えない苛立ちがあることである。地域福祉を立脚点とする筆者の視
点からは、このような状況、心情を尊重し、いかにして避難者の抱える問題を解消に向かわ
せ、コミュニティの維持・形成を図るかが課題となる。もちろん、これに関しては、①地元
（福島県など）との関係維持、②避難先での同郷のつながり、③避難先の近隣住民やコミュ
ニティとの関係づくり、そして帰還する場合の、地元（元々住宅のあった場所に戻れるとは
かぎらない）での社会機能や仲間との紐帯の結び直しともいうべき④帰還先でのコミュニ
ティの再生、という四つのフェーズを、最低でも想定しなければならない。
こうした問題意識に立ち、本稿では、約 9,500 人の都内への避難者に対し、東京都が社会
福祉協議会を通じて実施する「孤立化防止事業」を検証しながら、避難者支援の実態や課題
について論考する。本稿の成果は、東京都に限らずひろく他の自治体にも寄与し、今後の大
規模災害に対してどういう体制で備えるべきなのかという長期的な検討にも資するものでな
ければならないと考えている。
本稿においては、まず、都内に在住している避難者（都内避難者と総称することにする）
の総数や生活状況、ニーズなどについて整理し（第１節）
、次に「孤立化防止事業」の実施
状況およびその実績を評価する（第２節）
。さらに、こうした支援に「つながりのない」
、も
しくはあえて「つながりを求めない」避難者層のなかに窺うハイリスクな状況を、筆者の実
施した調査に基づいて検討する（第３節）とともに、今後、長期にわたって支援していく上
での視点について提示しておきたい（第４節）
。

１．東京都における避難者・避難生活とニーズ
（1）都内への避難者数
都内の避難者総数は、
東京都総務局復興支援対策部によれば、
2012 年５月 10 日時点で 9,493
人であり、県外避難者としては山形県に次ぐ多さである（被災三県内への避難者を除く）
。
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ただし、これは都による把握数ということであって、把握には限界が伴うことが前提である。
つまり、都営住宅などに入る場合は把握できるが、個人で民間アパートや親戚・知人宅など
に避難する場合は正確な把握が困難となる上、都営住宅に手続きしていても居住実態が確認
できないケースもあり、把握は流動的とならざるを得ない。山形県の場合、隣接する福島県
への通勤が可能という地理的条件から避難者が多いのに対し、東京のような遠方だと事情が
異なり、過去に縁があるとか仕事が探しやすいなどの理由で避難した人が多い。
避難者の生活実態やニーズをつかむため、総務局は 2012 年２月に『都内避難者アンケー
ト調査』を実施しており、同年４月に調査結果を公開している。この調査は、都内に避難す
る 3,802 世帯に対する郵送によるアンケートで、1,519 世帯からの回答を得ている（回答率：
39.9％）
。以下では、主に量的データについてはこの調査をベースにし、孤立化防止事業の
実践現場から得られた質的データを加えながら、避難者の生活やニーズを整理する。

（2）長期化する避難生活とストレス
①心身の疲れ、見通しが立たない不安・苛立ち
都内に暮らす避難者が東京を選んだ理由としては、
「家族・親戚がいる」
「原発や放射能の
不安が少ない」
「以前住んでいた」
「仕事が見つけやすい」といったものが多い（図１）。調
査時点で発災から一年近くが経過しており、すでに東京に拠点を移したと答える人は、図２
の示すとおり（複数選択の設問ではあったが）全体の 8 割に達している。
とはいえ、長年積み重ねてきた日常を突如として奪われた避難者の精神的な負担は、想像
を絶するものである。フラッシュバック、気持ちの浮き沈みは、個人差はあるにせよ逼迫し
たものであり、心のケアの必要性は現在もなくならない。
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その状況に追い討ちをかけるのが、避難の長期化である。避難者の多くが「いつまでこの
生活が続くのか」
「地元に帰れるのか、帰れるとすればいつなのか」という不安や苛立ちを
抱えながら日々過ごしている。また、放射線量の低下に数十年を要するのに対し、都営住宅
の退去期限は短期的（一年単位だが順次延長されている）であり、家賃などの基準も不明瞭
な部分がある。したがって、
「現在の住宅にいつまでいられるかわからない」という居住の
不安定さも、避難者を圧迫する一因となっている。
②慣れない住宅環境によるストレス
突如として不慣れな都会で、集合住宅での生活を送ることになった避難者にとって、生活
環境や住環境の一変がもたらす心身への負担は計り知れない。住宅条件（高層であること、
暗さ、狭さ、家族のプライバシーがないことなど）による暮らしづらさを訴える人が多い上、
高齢者などはそれによる体調不良まで起きている。集合住宅で周囲の人との接し方がわから
ず、人間関係に苦慮しているという声もある。

（3）経済的困窮、求められる就労支援
①貯金、年金への高い依存
避難者の経済状況としても、厳しいものがある。４割から５割の人は本人・家族の給与所
得や年金などで生計を立てているが、それ以外は貯金を切り崩しているとか、東京電力から
の損害補償、家族や友人などからの援助などに頼っているのが現状である。
表１を見ると、59 歳以下（概ね、現役世代ととらえてよいだろう）のうち 565 人が、現
在の生活資金を「給料」
「被災地等で仕事をしている家族の給料」から拠出していると回答
しているのに対し、
「貯金」を挙げる人が 301 人、
「雇用保健や休業手当」は 128 人という状
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況である。60 歳以上では、
「年金・恩給」が 528 人で最多だが、
「貯金」が 205 人と、二番
目に多い。避難生活の長期化とともにリスクが高まることが危惧される。
表１

現在の生活資金 （MA=2350）
59歳以下

60歳以上

給料

404

44

貯金

301

205

被災地等で仕事をしている家族の給料

161

10

東電の就労不能損害補償

146

98

雇用保険や休業手当

128

23

家族・親戚・友人等からの援助

88

78

年金・恩給

46

528

生活保護

27

9

その他

40

14

②正規雇用の減少、失職の増加
震災を機に、正規雇用に就く人が大きく減少し、失職または臨時雇用へ移行している（表
２）。59 歳以下で正規雇用されている人は震災前に 75.5％であったのに対し、震災後は
50.1％になった。また、震災前の無職者が 9.1％であったのに対し、震災後は 32.3％に増加
している。60 歳以上においても傾向は同様で、正規雇用が震災前に 18.9％であったものが
震災後に 7.4％に減少、無職者は震災前に 70.4％だったものが震災後に 86.0％に増加した。
また、59 歳以下で、今仕事をしていない人のうち、
「就職活動中」と答える人は 43.1％、
「就
職活動の予定はない」は 37.3％、
「今後就職活動予定」は 19.6％である。このうち、
「予定は
ない」「今後予定」と回答した人が、現在就職活動をしていない理由としては、
「現在の住居
にいつまでいられるかわからない」が最多である（表３）
。
筆者が避難者に対して行ったインタビュー（後述）でも「いつか地元に戻れることになっ
た時、こちら（東京）で正社員になっていると辞めるに辞められないだろうから、あえて非
正規の仕事を探している」という意見があった。前項でも指摘したように、避難生活の出口
が見えないことが就業の方向性を決める上での大きな足枷になっており、家計収入や生きが
いづくりにおいて看過できない阻害要因となっているものと考えられる。
なお、表２で 59 歳以下の変化をもう一度みると、実数での正規雇用の減少幅はマイナス
189 人であり、無職の増加（プラス 172）にほぼ吸収されたことがわかる。また、臨時雇用
が増加（プラス 20）となった一方、パートは震災前より減少している１。このことから、正
規の仕事を離職した人が、無業となったか、臨時雇用に就いているものと考えられる。
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表２

世帯主の就業状況 （N=2417）
59歳以下
回答数（％）／増減

正規雇用

パート

臨時雇用

無職

（震災前）

559
（75.5）

（震災後）

370
（50.1）

（震災前）

75
（10.1）

（震災後）

71
（9.6）

（震災前）

39
（5.3）

（震災後）

59
（8.0）

（震災前）

67
（9.1）

（震災後）

239
（32.3）

表３

− 189

−４

＋ 20

＋ 172

60歳以上
回答数（％）／増減
88
（18.9）
35
（7.4）
31
（6.7）
14
（3.0）
19
（4.1）
17
（3.6）
328
（70.4）
406
（86.0）

− 53

− 17

−２

＋ 78

就職活動を行っていない理由（MA=245）

現在の住居にいつまで居られるかわからない

90

地元で仕事をしたいが帰郷の目処がたっていない

49

震災前から仕事をしていない

28

雇用保険や休業手当があり、現時点では仕事を探す必要がない

23

その他

55

（4）医療・福祉サービス拡充の必要性
孤立化防止事業を実施している社会福祉協議会（以下、社協と略す）は、支援活動を通じ
て次のような問題をつかんでいる。なお、次節で詳述するように、同事業は、実施社協（任
意）が都の予算措置を受けて戸別訪問や避難者向けサロンなどに取り組むものである。
医療や福祉のサービスの必要性としては、
「医療」
「保健」
「介護」
「出産・子育て」といっ
た分類ができる。具体的には、慣れない土地での入院・転院や出産、
（要介護の親が子ども
宅に避難してきた場合の）親の介護疲れ、環境が変わって外出を億劫に感じがちな高齢者へ
の閉じこもり防止（傾聴、外出支援など）
、精神疾患（うつ病、不眠症、アルコール依存症
など）、保育園入園の困難、不登校などが指摘されている。一般的なニーズと比べて、不慣

─ 246 ─

東日本大震災の県外避難者に対する福祉的支援

れな土地にいることが不安や不便さを増長していることが特徴といえる。

（5）原発による放射能被害、誹謗・中傷
この問題について簡単な説明にとどめることはできないものの、客観的な問題性として次
のように大別しておきたい。①自宅（および周辺）の放射線量、家族の被曝量など低線量被
曝による健康被害に関する懸念、②地元の不動産、住宅ローン、賠償の懸念、③避難先住民
による誹謗・中傷や風評被害の問題、である。地域福祉の立場としてもっとも問題視すべき
は、③における誹謗・中傷、つまり周囲との関係形成の障壁や精神的な苦痛であり、医療や
法律問題に関わる①②、ならびに③に付随する経済的被害などへは、主としてそれぞれの専
門的対応に委ねつつ、包括的な対応を推進するべきであろう。
誹謗・中傷の問題は、周囲の住民による無理解や偏見、二次的な放射能被害に対する恐怖
感などが背景にあるものと考えられる。具体的には「
『区民ひろば』に行ったところ、住民
から『放射能がうつる』と言われた」
「
『福島の子と一緒に遊ぶな／公園で遊ばせるな』と言
われた」
「保育園入園を希望したところ、
『原発への不安が保護者から出た場合に対応できな
い』として入園を拒否された」
「診療所に行ったところ、避難前の主治医と方針が違うこと
を申し出ると『福島の病院へ行け』と言われ傷ついた」など数多い。

（6）地元・避難先コミュニティとの関係
①地元との関係維持
多くの避難者にとって、地元自治体や同郷の知人との関係を保つことは、制度的にも精神
的にも、
ライフラインととらえられている。自治体とのパイプとしての「住民票の異動有無」
に着目して総務局調査の結果をみてみると、
「異動していない」が約３分の２を、
「異動した
（家族の全員・一部）
」が残りの 3 分の 1 を占めることがわかる（表４）
。ここで「異動して
いない」の主な理由としては、
「地元自治体からの情報が届かなくなるのではないか」
「東電
からの補償がなくなるのではないか」
「福島県による健康検査を受けられなくなるのではな
いか」といったことへの懸念が挙げられた。ここでもやはり、
「いつか帰りたい」という本
心と「いつ帰れるかわからない」という現実の間で揺れる微妙な状況に置かれた避難者の心
情を窺うことができる。
表４

住民票の異動

異動していない

986（66.4%）

都内に異動した（家族全員）

324（21.8%）

都内に異動した（家族の一部）

174（11.7%）

─ 247 ─

また、地元出身の避難者は、心が通じあい、悩みを共有できる同志であり、互助関係にあ
るといえる。サロンや交流会などの支援の場においても、
「同郷出身者とのつながりを持ち
たい」という動機での参加が多い。

表５

帰郷時期を決められない主な理由

（MA=2335）

地元の除染の目処が不明

555

家族（自身）が都内学校に通っている

125

放射能による健康への影響が不安

546

家族（自身）が都内に就職している

117

地元の復興の目処が不明

507

福島県内では自主避難者を受け入れる
施設がない

46

震災により家を失った

203

その他

65

地元に仕事が見つからない

171

表６

都内に定住したい理由

（MA=1392）

放射能による健康への影響が不安

337

家族（自身）が都内学校に通っている

144

地元の復興の目処が不明

302

福島県内では自主避難者を受け入れる
施設がない

37

地元の除染の目処が不明

268

その他

家族（自身）が都内に就職している

196
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②定住の可能性・家族離散への懸念
すでに都内に（現時点での）生活拠点を置いている人が８割以上いることを述べたが、当
然ながら、最終的には地元に戻りたいと思う人が多い。とはいえ、もうこのまま定住したい
と考える人も増えている。
図３は、
「地元に帰りたいが時期が決まらない」が約半数（49.5％）である一方、
「都内に
定住したい」と考える人が 37.2％に上ることを示している。帰る時期が決められないのは、
放射能の不安が払拭されないことや復興の目処が立たないという理由が多い（表５）２。
定住と回答する人の希望理由としては、やはり放射能被害への忌避や復興の遅れが多数だ
が、自身や家族の都内での就職、通学が挙げられていることには注意すべきであろう。定住
とはいっても、実際には夫（福島で在勤）との別居、いわゆる「二重生活」のケース（週末、
都内の避難先に夫が通うことが多い）３も少なくなく、なかには離婚も出ており、家族離散
の危機に瀕しているケースが懸念される４。
③避難先住民との関係形成の難しさ
上の結果から、避難先への定着（近隣に元々住んでいる住民との関係形成）がスムーズな
ものとなり得るか否かが重要なことは明らかである。避難者からは「地元の人が親切にして
くれる」という受け止め方がある一方、定住に向けた関係形成においてすでに深刻さ、難し
さをみせている。ごみ出しや騒音、ペットなどに関わる衝突やトラブル、両者交流の場でも
両者が別々になる（親子向けイベントで、避難者親子と既存住民親子が別々に遊ばせている
など）、避難者が「地域に何かお返しをしたい」と始めた草むしりを、近隣住民が「業者に
頼んでいるから」とクレームをつけるなどの例がある５。

（7）「帰還」と「定住」の間で揺れる避難者
以上の結果をふまえて、若干の考察を加えておきたい。
長年培ってきた生活環境を突如として奪われた喪失体験の上に、避難の長期化が重くのし
かかり、あらゆる問題をより困難にさせていることは明らかである。避難先での状況が落ち
着くにつれ、先の見通しが立たないことが徐々に明らかになっていくため、
「長期化」とい
うよりむしろ「無期限化」というほうが、より正確に事実を言い当てるのではないか。さら
に、震災が起きるまでは豊かな自然に囲まれ、広い土地で暮らしていた人びとが、見知らぬ
土地、慣れない住環境での生活を余儀なくされており、とくに高齢者に深刻な影響を与えて
いる。メンタルケアをはじめとする個別的な相談体制、医療や介護などのサービスにつなげ
る体制を敷き、そこから漏れ落ちる人がないよう努めなければならない。
現在の経済状況、雇用状況も切迫するものであった。とりわけ現役世代にとっては、生き
がい喪失やひきこもりにも結びついた問題であり、就労支援においては、職安だけでなく、
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企業などの協力も得つつ幅広く取り組んでいく必要がある。実際、地元の IT 企業と検討を
進めている社協では、避難者をオペレーターとして採用する方向で協議している。
原発に関わる地域福祉の問題として、近隣住民による避難者への過剰な排除的言動は看過
しがたい。概して、避難者が「短期間の客人」である間は目をつぶっていられることも、避
難の長期化にしたがい「ヨソ者扱い」として排除する行動が表面化してきているものと考え
られる。謂われなく苦境に立たされ、放射能による恐怖にもっとも晒されている最大の被害
者は、現に被災した避難者自身であることを、私たちは忘れてはいけない。そのことに思い
至らない自己都合的な言説、根拠に基づかない憶測による言動が生み出される構造を、地域
福祉実践者は冷静に分析し、厳正に望まなければならない。
避難者は現在、いつか地元に「帰還」するのか、避難先で「定住」するのかの間で揺れ、
極めてつらい選択を迫られている。正確にいえば、誰もが地元に戻ることを切望しているに
違いない。しかし、将来「帰還」したとしても、
「元の生活」を取り戻せるわけでなく、し
かもそれがいつになるのかわからないという現実を前にし、地元とのパイプとして住民票を
残す人や、いつでも辞めて帰れるように非正規の仕事に就く人がいる反面、自分や家族の避
難先での就職・就学を機に、
「定住」を望む人がすでに４割近くに上っている。地域福祉の
支援としては、双方の可能性を視野に入れ、避難者の参加のもとにそれぞれの自治体や支援
団体、地域住民との調整を避難者の目線で行い、それがソフトランディングなものとなるよ
う、復興計画に位置づけ、かつ実行を支えていくことが必要であろう。

２．東京都における避難者支援の取り組み
（1）東京都孤立化防止事業の目的と実施体制
東京都では、
「都内避難者の孤立化防止のため、生活する地域の実情に応じた取組を支援
する」（東京都福祉保健局）ことを目的に、2011 年秋から「東京都孤立化防止事業」
（以下、
事業と略す）を進めている。
東京都が予算措置し、東京都社協による調整のもと、都内の市区社協（任意）が支援活動
を行うという実施体制である。基本的な支援の枠組みとして、①戸別訪問、②サロン、③そ
の他の三種が設定されており、支援内容の詳細や予算配分などは実施社協の裁量によって申
請できることになっている。事業の実施社協は、15（区部 10、市部５）で、この社協での
避難者把握数は 1,287 世帯、3,233 人（2011.12 末時点）となっている。
避難者数の正確な把握は困難を極める。上述したような避難者の生活実態の流動性がある
ことに加え、言うまでもなく個人情報に関する制約を受けるためである。各実施社協の避難
者の情報入手手段としては、
「自治体からの名簿提供」というケースもあるが、
「自治体から
（社協との情報共有に関する）同意書を送付し、同意が得られた世帯に支援する」
「自治体の
訪問に社協が同行し、以後の支援の了承を得る」
「自治会が仲介し、了解を得る」などの手
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順で把握するケースも多い。また、社協独自に把握する手段として、救援物資（毛布や衣類
など）の配付を周知し、受け取りにきた避難者一人一人に連絡先を訊ね、応諾した人の名簿
を作成して支援するというケースもある。
③（その他）の枠内の支援としては、
「専用電話設置」
「出張ミニサロン・イベントサロン」
「アンケート実施」
「福祉まつりでの物資募集、
避難者自主作品販売」
「福祉大会にて活動発表」
「自治会・区・地域包括支援センター・社協による茶話会」
「入学・就学準備金支給」
「学習
支援・遊び場支援」などがある。ただし、実施社協の多くでは、主として①（戸別訪問）と
②（サロン）に取り組んでいるため、
以下ではこの二つの支援の概要を見ていくことにする。

（2）戸別訪問
①目的と訪問体制
避難者宅を一軒ずつ訪問し、傾聴、ニーズの聞き取りや情報提供などを行うもので、社協
職員による訪問のほか、
社協の臨時雇用の訪問員（避難者の雇用など）を置くケースもある。
また、行政、地域包括支援センター、保健所、民生委員などと連携し、一緒に訪問している
場合もある。この場合は、訪問を受け入れられやすいこと、個人情報の壁を解消できること、
サービスや見守りにつなげやすいことなどを利点として挙げることができる。
②訪問時の援助内容
訪問時には、生活状況や家族の状況の聞き取り、健康状態のチェック、傾聴などを行うほ
か、医療・福祉や公的サービスなどの情報提供・利用相談、避難者向けイベントや周辺店舗
などの情報提供、広報誌や地図などの持参による情報提供といった支援を行っている。
③訪問対象・頻度等
全戸訪問を一度行った後、高齢者宅・障害者宅・子育て世帯宅などに適宜訪問するケース
や、保健師など専門職につなげるケースなどさまざまである。頻度は週１回、月１～２回、
３か月に１回など、実施社協によって開きが大きい。

（3）避難者向けサロン
①実施体制
こちらも社協の担当職員や避難者の臨時雇用職員（避難者雇用など）により運営される場
合が多い。そのほか、ボランティアや自治会、民生委員の協力を得て実施しているケースも
ある。また状況により、企業・商店、大学と連携した柔軟なものもみられる。
この事業を機に、避難者向けのサロンとして独立して展開しているものが一般的だが、周
囲の住民との関係づくりを見据えて、既存サロンに組み込んで実施している場合もある。
②他職種とも連携した援助
避難者向けサロンの内容としては、主として参加者同士の「交流」を図るものだが、この
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場で「情報提供」も行われている（各種サービス情報、行事の案内、東電の補償等の情報な
どの提供のほか、地元紙を読めるようにしているなど）
。
社協単独での実施が基本だが、多くのサロンでは他の専門職の協力も得て内容の充実を
図っている。保健師の協力による「健康体操」や「健康相談」
、弁護士による「法律相談」
のほか、司厨会による「食事会」なども開かれている。なお、多くは交流型のサロンだが、
この「食事会」のようなイベント型のサロンや、
子育て世帯の多い地区での「保育支援」
「学
習支援」のような形態も取られている。
③開催頻度
社協の体制や考え方により幅広い。頻回なケースではほぼ毎日サロンをオープンしている
社協もあれば、週 1 回の開催、月 1 回の開催などさまざまである。

（4）事業の援助効果
事業の実施体制や方法、援助結果などについては、実施社協による連絡会（都社協が開催）
などによって情報の共有化やモニタリングが行われているのだが、実際に支援を受けている
避難者は、事業をどのように受け止めているのだろうか。以下は、筆者がサロン参加者に対
して行ったインタビュー調査により、
事業のアウトカム（援助効果）を整理したものである。
なお、調査の概要については次節で詳述することにする。
①役に立ったと思うサービス
同事業で社協を通じて提供されたサービスのうち、実際にどのサービスが役立ったと思う
かについては、図４が示すとおり、
「サロン」
（23.5%）が最多、次いで「避難者同士の仲間
づくり」（16.8%）
「支援物資提供」
、
（11.8%）
「公的・福祉サービスに関する情報提供」
、
（10.1%）
「支援物資」としては、
具体的には「食料」
「食器」
「衣類」
「ふとん」
「日
という順になった６。
用品（電化製品）
」などが挙げられている。
②サロンの効果
インタビューによるテキストデータをカテゴリー化すると、以下のように整理できた。
a）サロンでホッとできる
・ホッとする。癒される
・同じ故郷の人がいる。仲間との交流
・行き場があるのが心強い
・社協の人の笑顔に救われる
b）サロンにより（心理的）サポート効果が見られた
・話を聞いてもらえる。心の支え
・社協の人が不満など聞いてくれる
・日中一人だったが話ができて嬉しい

─ 252 ─

東日本大震災の県外避難者に対する福祉的支援

・眠れなくなり、健康診断を受けた
・うつ病があったが今は立ち直った
c）サロンで情報収集できる
・情報をもらえる（地元紙が読める）
・知らない土地だが、教えてもらえる
・何でも聞けばわかる

11.8%

戸別訪問

2.5%

サロン
情報（公的・福祉サービス）

2.5%

情報（周辺情報、イベント）
情報紙

23.5%

16.8%

他機関への橋渡し
支援物資提供
安否確認

1.7%
0.0%
11.8%

10.1%

傾聴
避難者同士仲間づくり
地域住民との関係づくり

2.5%

9.2%

7.6%

図４ 役に立ったと思うサービス

無回答

（MA=119）

③自立、自治の涵養
事業を通して、避難者の自立や自治組織づくりが進んだという意見もあった。
・避難先でやることがなかった。サロンで役職につき、やりがいができた
・自治会立ち上げにつながった
・避難先の地域の人との関係形成が進んだ

（5）支援者の抱える課題、ジレンマ
原発問題をはじめとして、震災避難者への支援は各々の社協にとっても初めての経験であ
り、事業を進めるなかで直面する支援への戸惑いやジレンマを感じる点について、多くの指
摘がなされている。大別すると、以下のようであった。
第一に、
「困難事例の多さ」がある。他の専門職による支援が必要なケース、生活保護や
雇用支援などのニーズを伴うケースなどへの対応の苦慮が指摘される。また、今まで接した
ことのない原発避難者に対し、どのように寄り添えばいいか当惑するという声もある。
第二に、
「情報把握の難しさ」についてである。正確な把握が困難であることについては
上述したが、
「都営住宅以外（民間アパートなど）に入っている避難者の所在把握が難しい」

─ 253 ─

ことや、「都営入居者の入れ替わりの多い」こと、
「日中不在の多さ」にも頭を悩ませている
場合が多い。さらには、本人が支援を拒むものの、専門職の立場としては明らかにニーズが
認められるようなインボランタリーな層の状況把握の困難さが挙げられる。
第三に、そのことと関連して、
「サロン参加者の固定化」がある。サロン参加者の大半は
高齢で、比較的社交性のある層ととらえられる。サロンを生きがいにしている人も多いため、
サロンの意義の大きさに疑いはないが、避難者全数のうち半数にも満たない層である（都の
把握数に対する社協把握数で見ても自明である）
。サロンを好まない人（とりわけ若年層）
、
情報の届いていない人に対するアウトリーチは大きな課題といえる。
先述した総務局調査では、サロンへのニーズの低さが如実に表れることとなった。
「交流
会やサロンに参加していない」という人の割合は極端に高く、
「避難者向け」が 72.6％、
「地
域住民向け」が 82.4％である。参加しない理由としては、
「身近にない」
「参加する必要がな
い」「情報がない」がいずれも２割前後と高い（図５）
。

239
（23.9％）

343
(34.5%)

身近にない
参加する必要がない
情報がない

196
（19.6%）

220
（22.0%）

図５ サロン、交流会に不参加の理由

その他

（MA=998）

そして第四に、
「支援すべきか、すべきでないかの判断が難しい」というものである。換
言すれば、避難者の主体性に関わる問題であり、支援者からは「着の身着のままの避難当初
は別として、長期化する中で“もらい慣れ”すると却ってよくないのではないか」という声
が上がる。実際、避難者側からも、
「いつまでも甘えていられない」
「自立しなければ」
「お
世話になっている地域に何かお返しがしたい」という意見も見られる。すでに、ある地域で
は避難者の自治組織が立ち上げられ、
「避難者としてできることをしよう」と、住宅周辺の
清掃活動（月 1 回）を呼びかけたところ、20 代から 70 代まで、約 100 名の避難者が参加し
ているという例もみられる。震災後一年を過ぎるあたりから、社協側からは、
「もう、
『避難
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者』と呼ぶべきではないのでは」
「
『都民』と呼ぶべき時期に来ている」という声が出始めた。
「定住」
「帰還」のいずれの可能性を見据えたとしても、重要な論点となろう。
上記の第三や第四を解消しようとする一つの取り組みとしては、東京都が設置する「東京
しごとセンター」の就職相談をサロン会場で、避難者サロンとは別の曜日に開催し、現役世
代の参加を得ている社協がある。こうしたところから、個々の生活状況の把握、サービスと
の橋渡しなどに発展していければよいのではないか。
次節では、このようなアウトリーチの必要性について、支援につながりのない層（つなが
りを拒む人の場合を含む）のハイリスクな状況を検討してみたい。

３．調査結果

～支援に「つながりのない層」のハイリスク状況～

（1）引きこもりなどのリスクへの懸念
支援につながりのない層の中には、引きこもりやアルコール依存症、孤独死、自殺などの
リスクの高い人がいることが懸念される。生活基盤のすべてを失い、
「毎日することもない」
と訴える避難者は多く、一時帰宅時に自宅の惨状を見てショックを受け、深く落ち込んでい
る人も多いと聞く。現に、朝日新聞では、福島県浪江町出身の男性が一時帰宅後に「自殺の
可能性が高い」遺体で発見されたことも報道されている（朝日新聞朝刊 2012. ５.29.）
。
実際、筆者自身も複数の避難者から、３･11 以降手つかずの自宅に数か月ぶりに一時帰宅
した際のショックについて語られるのを耳にした。
「自宅に泥棒が入っていた。埃の積もっ
た自宅内に、無数の靴跡が残っていた」
「家の周りに雑草が生い茂り、人の背丈ほどまで伸
びていた」
「動物が野生化し、住宅街を闊歩していた。動物に自宅の食料の備蓄を漁られて
いた」という具合で、いずれも我事として俄かには受け入れがたいことばかりである７。
他方において、現役世代などではすでに避難先で就業しているケースもみられる（保育士
や美容師など「手に職のある」人は、比較的当該分野での職を得やすい）
。また、NPO やウェ
ブ上のネットワークに個別につながり、支援を受けていることもある。この場合、既存の
NPO や諸団体（さわやか福祉財団や弁護士会など）が始めた支援活動に参加する場合と、
震災を契機としてつくられたもの（避難している母子の会など）に参加する場合がある。同
事業の範囲ではこのように「つながりのない層」のもつ個別的・テーマ性によるネットワー
クには接触にいたっておらず、可能なかぎり正確な実態把握が急がれる。

（2）調査から抽出された「つながりのない層」のリスク
上の問題をふまえて、筆者は 2012 年 5・7 月に調査を行った（筆者と８名の学生が調査員
を務めた）
。ここでは、それを題材にして議論したい。
避難者に対する行政などからの調査は複数なされているが、支援者によると、
「つながり
のない層」はあらゆる調査類には基本的に応じない傾向がある。文字通り、支援のためのつ
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ながりも、同郷出身者同士のつながりも拒むようである。そのため、サロンに参加する避難
者を通して、「つながりのない層」に関して知っていること、とりわけハイリスクな人や生
活状況、実際に見聞きした問題などについて抽出する質問を柱にインタビューを行った。調
査は、事業実施社協のうち、協力の得られた４社協の避難者向けサロンにおいて、43 人の
サロン参加者（避難者）を対象に実施した。原則として調査日に参加した避難者全員を調査
対象としたが、応諾の得られない相手については、もちろん調査を差し控えた。
「つながり
のない層」に関して半数近いインフォーマントからの語りがあったうち、緊急度の高さが認
められる事例の概略を以下に挙げておく。
【事例１】不登校気味の高校生
地元で志望校を受験したものの、合否もわからないまま被災し、避難生活となる。東
京で高校に進学し、現在２年生だが、不登校気味である。
【事例２】引きこもり傾向の 20 代
祖母、両親と娘（本人）の４人で避難生活を始めたが、昨年父が他界して以降、娘が
すっかりふさぎ込んでしまった。以前は仕事に就いていたこともあったが、被災後は自
室にほぼ籠りきりで、食事が出されても家族と一緒に食べず、自室に持って行って食べ
ている。
【事例３】男性高齢者の引きこもり
男性高齢者で引きこもっているようだ。うつ病を患い、自殺未遂もしているようであ
る。
【事例４】女性高齢者が一人で死亡
一人暮らし女性（80 代）が自室玄関で倒れ、亡くなっていた。避難後に本人と知り
合い、親交のあった避難者が発見。本人とは毎日のように連絡を取り合っていたため、
発見自体は翌日だった。救急車やパトカーが来て、騒動になった。
（注）本件のインフォーマントは、
亡くなった人とは別フロアに住むという避難者だっ
た。インフォーマント自身も、
「二、三度、自室（高層階）の窓から飛び降りよ
うとしたことがある」と話した。
【事例 5】アルコール依存傾向がみられる
一時帰宅許可で自宅に戻った男性が、その後極端にふさぎ込み、アルコール依存症に
なったようだ。あまりの惨状（上述）にショックが大きかったのだろう。
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【事例６】認知症の妻を夫が介護（サービス利用なし）
高齢夫婦のみの世帯で、認知症の妻を夫が介護している。介護保険などのサービス利
用はない様子。
【事例７】避難者間で派閥ができ、孤立者がいる
避難者の中でも派閥やグループができている。都内の避難所に入っていた時のことだ
が、グループに属さず、孤立している高齢の女性がいつも一人で涙を浮かべながら食事
している姿をよくみかけた。その後、各避難先に分かれたが、どのように過ごしている
か心配だ。
【事例８】避難者同士のトラブルがある
インフォーマントが避難者の自治組織の代表宅を訪ね、
ドア越しに話していたところ、
別の避難者が自室のドアをいきなり乱暴に開け、
「うるさい」と怒鳴ってきた。朝から
飲酒している様子だった。
【その他の事例】
上記のほか、
「意気消沈している人が周りにいる」
「半年笑っていない人を知っている」
というものや、
「現役世代の男性（世帯主）で自宅に引きこもった状態だったが、最近
は仕事に出かける姿を見るようになり、よかった」といった回答も寄せられた。
以上にみられるように、保健師や医療・介護サービス、就労支援などの専門的サービスに
即時につなげる必要性のあるもの、避難者同士のコミュニティづくりの円滑化の必要のある
ものなど、これらの事例はいずれも切迫している。また、これらが（調査に応じてくれたサ
ロン参加者が身近に見聞きした情報であり）
「氷山の一角」であろうことを鑑みれば、医療・
保健・福祉機関、教育機関、職業斡旋機関のみならず、こうした孤立する避難者にとって頼
りになる NPO やウェブ・ネットワークなども含めた一体的な情報共有・支援システムづく
りが求められるのではないか。

４．長期的支援を見据えた課題
繰り返し述べてきたように、今後の避難者には、
「都民」として「定住」する可能性と、
またいつになるかわからない「帰還」の可能性という二つの究極的な選択肢があるのだが、
いずれにしてもよりソフトランディングに避難者がコミュニティに馴染めるよう、丁寧な支
援が求められる。本稿を締めくくるにあたり、避難の長期化に向けてどのような支援課題が
あるかについて、ここまでの現状分析をふまえていくつかの論点を提起しておきたい。
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（1）三宅島の避難者受け入れ経験とコミュニティ形成
2000 年の三宅島噴火の時、全島民が島外に避難し、多くの人が都内中心部で５年間を過
ごした。2005 年に避難指示が解除され、
「帰島」が叶ったものの、実際には家族離散のケー
スが発生している。世帯主である夫が復職するため島に戻り、妻や子はコンビニやファスト
フード店などのそろった都心を離れたくないといったケースがあるのだが、とりわけ子ども
にとっての５年間という年月の重みを考えれば、帰島に躊躇するのも想像に難くない。
この５年の間、都内の社協も支援にあたっている。この経験は、今回の支援活動において
も一定のシミュレーションとしてとらえることができるのではないか。この時の支援実績を
改めて精査することで、今後の避難者支援に活かすこともできるだろう。

（2）避難者の主体性喚起
先述したように、支援者側の「どこまで支援すべきか」
「もう避難者と呼ぶべきでないの
ではないか」というジレンマと、避難者側の「自立したい」
「何かお返ししたい」という思
いを鑑み、自立支援プログラム、避難者自治組織の立ち上げと運営の支援、企業 CSR との
連携も含めた就労支援などを組み合わせていく視点が重要であろう。
すでに、
「支援者」としての避難者の潜在能力に着目したものとして、自治組織のリーダー
としての選出、戸別訪問やサロンスタッフとしての臨時雇用といった支援が各社協単位では
取り組まれている。また、阪神淡路大震災を契機として「被災地 NPO 恊働センター」が被
災者の自立支援運動として実施している「まけないぞう」づくりのプログラムを導入した社
協もある（タオルを象の形に編み込み、販売するというものである。避難者が住民一般に講
師として作り方を教えながら制作し、売上げの一部が避難者の収入になる方式である）
。こ
のような多様なプログラムを弾力的に発想し、展開していくことが求められよう。

（3）支援に「つながりのない層」へのアウトリーチ
前節において明らかになったように、支援につながりのない状態で、潜在的ニーズを抱え
る人の数は多いであろうし、その中には重篤なものも少なくないだろう。専門分野の枠を超
え、またフォーマル、インフォーマルの壁を超えて（図６）
、多様な主体との情報共有、ア
ウトリーチと支援のシステム化についての検討が必要ではないか。
図６

避難者が個別的・テーマ性につながる各主体

専門機関・施設、職能団体
福祉施設 医療・精神保健機関
弁護士会・ハローワーク など

NPO、ウェブ・ネットワーク
乳幼児支援 学習支援 避難母子の会
自殺防止 交流行事企画 など

既存のNPOなど
福島県被災者同行会（さわやか福祉財団）など

その他の団体
避難者を雇用する企業
宗教団体（教会）など
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（4）長期的な支援体制に向けた展望と課題
以上をふまえ、各主体が有機的かつ一元的に避難者の情報を把握し、サポートするシステ
ムをプラットホームとしてとらえ、模式化したものが図７である。避難者の主体性喚起を重
視し、社協の担当ワーカーとともに働くコーディネーターを任命する発想を中心に据えてい
る。被災地では、岩手県大船渡市で採用された支援方式が「大船渡方式」として高く評価さ
れ、近隣自治体でも採用されるようになってきている。簡略化していえば、生活支援相談員
と緊急雇用対策による相談員が連携して仮設住宅を支援するスタイルであり、被災した特養
のヘルパーなどの「福祉プロパー」が前者として専門的に関わる一方、後者は福祉のバック
グラウンドを持たない失職者などが、仮設住宅内の集会所に常駐して来訪者・取材者などの
調整をしたり、集会所の鍵を管理する「管理人的」働きをする。このような連携を、社協と
避難者コミュニティとでも作っていくことができれば機能的ではないだろうか。
もとより、こうしたシステム構築が容易でないことは当然である。地域によって、震災前
からの各主体間の連携の関係性が異なることから、一律的な枠組みに当てはめることがよい
とは思わない。しかし逆説的にいえば、そうした地域の文脈に縛られて限定的な支援をばら
ばらに展開するのではなく、
共通目標のもとにネットワークづくりを深めていくことが、サー
ビスを受ける側の望むことであろう。

おわりに

～「支援する」「される」関係からの脱却

同事業を実施するある社協で、担当課長が筆者にこう語ったことが印象的であった。「都
の事業は二年目も継続されることが決まったが、何年続くかは未定だ。しかし、たとえ予算
を打ち切られたとしても、独自で支援を続けていく覚悟でやっている」
。この課長の企画の
もと、上述した「まけないぞう」によって避難者が講師となって社協に「雇用」され、自主
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財源を形成しながら、一般の住民を指導するプログラムがスタートした。
「支援する」「される」関係からの脱却は、避難者が再び「住民」として安定した生活を取
り戻し、「定住」もしくは「帰還」を実現するための、ファースト・ステップとして重要な
意味をもつであろう。
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注
１

もちろん、四つの状況のいずれも、単純な増減だけでとらえられない（たとえば、パートでは、
震災後に離職した人ばかりでなく、初めてパートに就いた人も個別的には含まれる可能性が
ある）ため、大まかな傾向として判断すべきであろう。

２

なお、全住民が避難している福島県大熊町が実施した町民アンケート（回答数 6481、回答率
約 65%）でも、約 40% が「町に戻らない」
（１年前の調査の４倍）、約 40% が「帰れるまで待つ」
という回答であった（朝日新聞 2012 年７月３日朝刊）。
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３

朝日新聞による県外避難者への調査によれば、「いま困っていること」の最多が「二重生活の
経済負担」であった。それによれば、二重生活による経済的負担額は月５万から 10 万円が多く、
「福島との間の交通費」が食費や光熱費の負担感を上回るという（朝日新聞 2012 年７月 23 日
朝刊）。

４

福島大学災害復興研究所の丹波忠紀准教授も、日本社会福祉系学会連合のシンポジウムでこ
の問題への危惧を指摘している（同連合報告書 2012）。二重生活に付随し、「義理の父母との
折り合いがつかないとか、旦那さんと折り合いがつかなくなって離婚というケース」がある
と述べている。

５

このような周囲とのトラブルは、もちろん東京のみで起きているのではない。上の丹波報告
によれば、有効求人倍数の推移が厳しい状況下、大熊町を中心に約 25,000 人が避難する会津
若松市では、「大熊町の人に求人が取られている」と陰口が叩かれるようである。

６

ただし、調査対象がサロン参加者であるため、バイアスを払拭しきれない結果であることを
断っておく。

７

福島県出身者でも、「自分は自宅が残っているからまだいい」という人もいる。つまり、津波
被害で家族を失った人、家屋が流された人もいるため、避難者の中でも「温度差がある」と
いわれる。
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Social Welfare Support on the Great East Japan
Earthquake
─ A Consideration about the Governmental Support
of Tokyo Metropolis for the Evacuees to outside the
Prefecture
KAYAMA, Dan
ABSTRACT
The evacuees by the Great East Japan Earthquake are still forced to have difficult lives
without any concrete vision of their future. They have to choose one from two possibilities
in a few years: to fix to the place to evacuate or to return to where they used to live.
From the perspective of social welfare for community, there are four phases to be
considered: 1）to maintain the relationship with the place they are from, 2）to create a
new community with evacuees from same province at the place to evacuate, 3）to relate
the evacuees with their neighbors and community groups of the place to evacuate, 4）the
restoration of the community if they return to the place they used to live.
Tokyo Metropolis, where almost 9,500 evacuees live, operates a social welfare support
service for them, which several councils of social welfare in Tokyo are in charge with
financial guarantees from Tokyo Metropolis. However, there are still significant necessities
to build support for the evacuees who don't want to contact or accept those services.
Some of them seem to have serious problem as withdrawing, solitary death, alcohol
dependence, etc.
In this paper, those services and social risks are inspected, and an inclusive and longterm support system are discussed. Awakening independence of evacuees becomes the
key concept.
Key Words:
the Great East Japan Earthquake, the evacuees, fix or return,
awakening independence
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