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団体紹介シート 

 

名称 北海道 NPO被災者支援ネット 

代表者 事務局長 小林董信 

活動地域 北海道札幌市 

発足年 2011年 

ホームページ http://www.hitotunagi.com/ 

http://blog.canpan.info/kitanpo/ 

スタッフ 避難先の地域住民のみ 

連絡窓口 kitanpo@gmail.com 

連携団体 NPO推進北海道会議 

北海道 NPOサポートセンター 

北海道 NPOバンク 

北海道 NPOファンド 

活動内容 札幌市被災者支援事業受託 

・ 被災・避難者支援団体のサポート（情報交換会の開催など） 

・ 情報発信（被災・避難者向け情報紙発行、インターネットによる情

報提供など） 

・ ネットワークづくりのための交流会、イベントの開催 

・ 被災・避難者、支援者からの相談業務 

http://www.hitotunagi.com/�
http://blog.canpan.info/kitanpo/�
mailto:kitanpo@gmail.com�
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団体紹介シート 

 

名称 みちのく会 

代表者 本間紀伊子 

活動地域 北海道  

会員数 1,500名 

発足年 2011年 4月 

ホームページ http://michinokukai.info/ 

http://ameblo.jp/coco-kara-hokkaido/ 

スタッフ 避難者のみ  

連絡窓口 011-206-1522 

011-826-4092 

office@michinokukai.info 

連携団体 あったかい道 

北海道広域避難アシスト協議会 

活動内容  ・ 求職情報、住宅情報、その他の生活にかかわる情報や行政や民間か

らの情報やサービスを事務所内に掲示、会報、WEB、メールなど

で提供しています。 

・ みちのく会事務所をコミュニティの場として会員に開放、各種親睦

会、イベント、ワークショップの開催、参加 等による会員同士の

交流または、市民、行政、支援団体との交流や情報共有・意見交換

を行っています。 

・ みちのく会事務所にて有償ボランティアや一時就労など会員の就

業支援を行っています。 

http://michinokukai.info/�
http://ameblo.jp/coco-kara-hokkaido/�
mailto:office@michinokukai.info�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 あきたパートナーシップ 

代表者 理事長 菅原展子 

活動地域 秋田県秋田市 

会員数 35名 

発足年 2002年 

ホームページ http://www.akita-kenmin.jp/partnership 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 018-829-5801 

info2340@akita-partnership.jp 

連携団体 認定 NPO法人 あきたスギッチファンド 

NPO法人 パドラーズ 

秋田うつくしま県人会 

ふくしまの集い他県内震災支援活動団体 

活動内容 ・ 居宅訪問 

・ 就労支援 

・ ＩＴ講習 

・ 健康相談会 

・ 起業支援 

・ 活動団体相談支援 他 

http://www.akita-kenmin.jp/partnership�
mailto:info2340@akita-partnership.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 

代表者 辺見妙子（代表代行） 

活動地域 福島県福島市 

会員数 324名（正会員） 

発足年 2011年 

ホームページ http://kodomofukushima.net/ 

スタッフ 被災当事者（在住者・避難者） 

連絡窓口 070-6620-4597 

kodomofukushima@yahoo.co.jp 

連携団体 原発事故子ども・被災者支援法市民会議 ほか 

活動内容 ・ 被災当事者間の相互支援（在住者・避難者）、支援者との連携構築 

・ 情報共有（放射線や被曝低減に向けての情報収集・発信など） 

・ 行政対応（子ども・被災者支援法の具体的進展に向けた広報活動等） 

・ 保養（ストレス解消や被曝低減を目的としたプログラム企画運営広

報） 

・ 避難の権利（被曝を避ける権利行使としての避難の支援         

（広域避難者支援を含む）） 

・ 防護（在住するうえでの注意を促し、被曝低減のための支援を行う） 

http://kodomofukushima.net/�
mailto:kodomofukushima@yahoo.co.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 復興ボランティア支援センターやまがた 

代表者 齋藤和人 

活動地域 山形県全域 

会員数 3名（職員）・パート 1名、 

発足年 2011年 

ホームページ http://kizuna.yamagata1.jp/ 

https://www.facebook.com/fvsc.yamagata 

構成団体 山形県 企画振興部 県民文化課 

NPO法人 Yamagata1 

NPO法人山形の公益活動を応援する会・アミル 

連絡窓口 023-674-7311 

kizuna@yamagata1.jp 

連携団体 山形県内の支援活動団体 

東北地域中間支援 NPO組織 

山形県社会福祉協議会 

青年会議所 ほか 

活動内容 ・ 情報誌発行（山形での生活情報、隣県の支援情報、保養情報、助成

金情報等） 

・ Webサイト構築・運営、携帯サイト構築・運営 

・ 月例支援者間情報交換会（支援者のつどい）開催、県内支援活動、

避難者情報収集活動 

http://kizuna.yamagata1.jp/�
https://www.facebook.com/fvsc.yamagata�
mailto:kizuna@yamagata1.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 山形の公益活動を応援する会・アミル 

代表者 齋藤和人 

活動地域 山形県全域  

会員数 19名 

発足年 2006年 

ホームページ http://www.amill.org/ 

https://www.facebook.com/npoamill 

http://blog.yamagata-npo-volunteer.net/~amill2/ 

連絡窓口 023-674-0606 

mail@amill.org 

連携団体 

 

全国の NPO中間支援組織 

山形県内の NPO法人 

山形県内の大学、企業、行政 

被災県の連携復興センター 

山形県内社会福祉協議会 等 

活動内容 ・ 県内外支援組織への中間支援、NPOマネジメント支援 

・ 企業 CSR支援、山形市市民活動支援センター指定管理業務 

・ 浪江町復興支援員サポート業務 等 

http://www.amill.org/�
https://www.facebook.com/npoamill�
http://blog.yamagata-npo-volunteer.net/~amill2/�
mailto:mail@amill.org�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 やまがた育児サークルランド 

代表者 野口比呂美  

活動地域 山形県内・山形市、米沢市 他 

会員数 53名 

発足年 1998年 

ホームページ http://ikuji-land.jp/ 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 023-673-9336 

メールアドレス  info@ikuji-land.jp 

連携団体 NPO法人 子育てひろば全国連絡協議会 

東日本大震災中央子ども支援センター 

NPO法人 ビーンズふくしま 

NPO法人 子育て応援かざぐるま 

NPO法人 せたがや子育てネット 

NPO法人 マミーズ・ネット ほか 

活動内容 ・ 子育てサロン「ままカフェ」の開催（山形市・米沢市） 

・ 常設の居場所づくり（ままカフェ@home:山形市あかねケ丘、

福山ひろば:山形市東原） 

・ 訪問活動（ホーム・スタートやまがた） 

・ 当事者サークルやグループの支援 

・ 人材育成、一時保育、育児情報提供、育児相談 他 

http://ikuji-land.jp/�
mailto:info@ikuji-land.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 山形避難者母の会 

代表者 中村美紀 

活動地域 山形県山形市 

会員数 279名 

発足年 2011年 10月 

ホームページ http://yamagatahinanhaha.jimdo.com/ 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 023-600-7167 

yamagatahinanhaha@gmail.com 

連携団体 NPO法人 福島ライフエイド 

NPO法人 青年協議会 

NPO法人 アイカラー福島 

@homeママーズ（福島・郡山） 

活動内容 ・ 母子避難者交流事業 

・ 情報支援活動 

・ 未就学児の一時預かり 

・ 子どもの学習支援 など 

http://yamagatahinanhaha.jimdo.com/�
mailto:yamagatahinanhaha@gmail.com�
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団体紹介シート 

 

名称 茨城県内への避難者・支援者ネットワーク ふうあいねっと 

代表者 横田能洋 

活動地域 茨城県全域 

会員数 27団体 

発足年 2012年 

ホームページ http://fuai.hatenablog.com/ 

https://www.facebook.com/fuainet?ref=hl 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 029-353-8560 

fuai.sta@gmail.com 

連携団体 東日本大震災中央子ども支援センター 福島窓口 

活動内容 ・ 会員団体による交流会、法律相談会、訪問活動、子育て世代ママ世

代支援 

・ 茨城県内の福島の方のグループ活動の情報提供・情報発信 

http://fuai.hatenablog.com/�
https://www.facebook.com/fuainet?ref=hl�
mailto:fuai.sta@gmail.com�


第１回 広域避難者支援ミーティング・全国版 

10 

 

団体紹介シート 

 

名称 『福玉便り』編集委員会 

（一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会・NPO 法人 ハンズオン埼

玉・生活協同組合 コープみらい 埼玉県本部） 

代表者 永田信雄（一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会事務局長） 

活動地域 埼玉県全域 

発足年 2012年 

ホームページ http://431279.com/fukutama 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 fukutama@431279.com 

連携団体 埼玉県内各地の避難者グループ・支援団体 

活動内容 ・ 情報誌『福玉便り』の編集・発行（埼玉労福協や埼玉県内の市町村

経由で、毎月 4,000部発送） 

・ 埼玉県内の避難者グループ・支援団体が集まる「福玉会議」の開催

（隔月） 

・ 交流会の開催、埼玉県内各地の交流会のサポート（埼玉労福協・コ

ープみらいの事業として） 

・ 福島・埼玉を往復する「福玉バス」の運行（不定期、埼玉労福協の

事業として） 

・ 浪江町復興支援員と連携した、訪問活動（埼玉労福協の事業として） 

・ その他、法律相談会、進学・教育相談会の実施など 

http://431279.com/fukutama�
mailto:fukutama@431279.com�
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団体紹介シート 

 

名称 東京災害ボランティアネットワーク 

代表者 山崎美貴子・廣田光司 

活動地域 東京都都内 

発足年 1998年 

連携団体 東京ボランティア・市民活動センター 

東京 YMCA 

シャンティ国際ボランティア会 

東京都生活協同組合連合会 

連合東京 

東京労働者福祉協議会 等 

活動内容 ・ 広域避難者支援連絡会 in東京への参画 
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団体紹介シート 

 

名称 東京ボランティア・市民活動センター 

代表者 所長 山崎美貴子 

活動地域 東京都 

発足年 1981年 4月 1日 

ホームページ http://www.tvac.or.jp/ 

連絡窓口 kouikihinan@tvac.or.jp 

連携団体 東京災害ボランティアネットワーク 

公益財団法人 さわやか福祉財団 

震災がつなぐ全国ネットワーク 

中央労働金庫 

災害復興まちづくり支援機構 

社会福祉法人 荒川区社会福祉協議会 

全国労働者共済生活組合連合会 

東京都生活協同組合連合会 

いたばし総合ボランティアセンター 

オリックス財団 

活動内容 ・ 広域避難者支援連絡会 in東京 への参加（連絡会事務局） 

・ 広域避難者支援ミーティング in東京の開催 

http://www.tvac.or.jp/�
mailto:kouikihinan@tvac.or.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 ふんばろう福島プロジェクト 

代表者 矢内寿 

活動地域 福島県・東京都 

会員数 306名 

発足年 2011年 

ホームページ http://wallpaper.fumbaro.org/fks-branch 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 050-3738-3336（平日 9:00-18:00） 

https://wallpaper.fumbaro.org/fks-branch/contact/fg_base_vie

w_p3 

連携団体 ふんばろう東日本支援プロジェクト 

活動内容 ・ 福島県内の仮設住宅での食事会、音楽会などの開催 

・ 首都圏での交流会「ふくしま避難者の集い in 早稲田」 

http://wallpaper.fumbaro.org/fks-branch�
https://wallpaper.fumbaro.org/fks-branch/contact/fg_base_view_p3�
https://wallpaper.fumbaro.org/fks-branch/contact/fg_base_view_p3�
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団体紹介シート 

 

名称 かながわ避難者支援ネット 

代表者 鈴木實 

活動地域 神奈川県  

会員数 34名 

発足年 2013年 

ホームページ http://hinansha-shien.net/ 

スタッフ 避難先の地域住民のみ 

連絡窓口 info@hinansha-shien.net 

連携団体 東京福島県人浜通り会 

かながわ「福島応援」プロジェクト 

活動内容 ・ 交流会 

http://hinansha-shien.net/�
mailto:info@hinansha-shien.net�
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団体紹介シート 

 

名称 公益社団法人 中越防災安全推進機構 

代表者 伊藤滋 

活動地域 新潟県全域     

会員数 41名 

発足年 2006年 

ホームページ http://c-bosai-anzen-kikou.jp/ 

連絡窓口 0258-39-5525 

連携団体 新潟県 

新潟県内の市町村 

NPO等 

活動内容 ・ 新潟県広域避難者支援連絡会議の開催 

・ 市町村エリアを超えた避難者交流会の開催 

・ 新潟県広域避難者専門家協議会への参加 

・ 福島避難者に関する新潟研究会への参加 等 

http://c-bosai-anzen-kikou.jp/�
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団体紹介シート 

 

名称 認定 NPO法人 新潟 NPO協会 

代表者 金子洋二 

活動地域 新潟県新潟市 

会員数 120名 

発足年 2003年 

ホームページ http://www.nan-web.org/ 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 025-288-6006 

murakamita.nan@gmail.com 

連携団体 NPO法人 FLIP 

活動内容 ・ 新潟県における NPO中間支援組織 

・ 新潟県内の各種避難者支援事業（交流所運営・情報誌発行等） 
  

http://www.nan-web.org/�
mailto:murakamita.nan@gmail.com�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 泉京・垂井 

代表者 代表理事 淺野宏 

活動地域 岐阜県垂井町 

会員数 52名 

発足年 2006年 

ホームページ http://sento-tarui.blogspot.jp/ 

スタッフ 避難先の地域住民のみ 

連絡窓口 0584-23-3010 

info@sento-tarui.org 

連携団体 岐阜県 

西濃環境 NPOネットワーク 等 

活動内容 ・ 交流会、生活に必要な情報提供、メンタルヘルスケア 

・ 生活一時金・避難時の交通費の支給、食品の放射能測定 

・ ボランティア向け学習会、PRイベント開催 

http://sento-tarui.blogspot.jp/�
mailto:info@sento-tarui.org�
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団体紹介シート 

 

名称 愛知県被災者支援センター 

代表者 栗田暢之 

活動地域 愛知県      

発足年 2011年 

ホームページ http://aichi-shien.net/ 

スタッフ 愛知県が設置、NPOに運営委託 

連絡窓口 052-954-6722 

center@aichi-shien.net 

構成団体 NPO法人 レスキューストックヤード 

NPO法人 愛知ネット 

NPO法人 ボラみみより情報局 

NPO法人 岡崎まち育てセンター・りた 

愛知県社会福祉協議会 

コープあいち 

活動内容 ・ 機関誌「おあぞら」発行 

・ イベントへの招待等の情報提供 

・ 交流会の実施 

・ 各種専門家の派遣手配 

・ 相談窓口の開設 

・ 相談会の開催 

・ 市町村や地域支援組織、専門家を交えた個別訪問 

・ 元気回復に資する行事等の開催等 

http://aichi-shien.net/�
mailto:center@aichi-shien.net�
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団体紹介シート 

 

名称 みえ災害ボランティア支援センター 

代表者 山本康史 

活動地域 三重県 

会員数 幹事団体６団体（特定非営利活動法人みえ防災市民会議、特定非営利活

動法人みえ NPOネットワークセンター、三重県ボランティア連絡協議

会、社会福祉法人三重県社会福祉協議会、日本赤十字社三重県支部、三

重県） 

発足年 2011年（災害発生毎に設置） 

ホームページ http://mvsc.jp/ 

https://www.facebook.com/mvsc0311 

スタッフ 避難先の地域住民のみ 

連絡窓口 059-226-6916 

連携団体 支援ネットみえきた 

Hahako 

いせしまふくしまの会 

ハハノワ 等 

現在、三重県内の支援団体ネットワークを構築すべく取組中。 

活動内容 ・ 避難者交流会：仲間作り隊 

・ 情報提供：地元地域紙やイベント等の情報配布 

備考 みえ災害ボランティア支援センターそのものは 2013年 12月末で閉鎖

予定のため、今後の避難者ニーズに沿った取り組みを三重県内で継続支

援していけるよう、避難者アンケート、および、支援団体ネットワーク

作りを呼び掛け中。 

http://mvsc.jp/�
https://www.facebook.com/mvsc0311�
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団体紹介シート 

 

名称 東日本大震災滋賀県内避難者の会 

代表者 遠藤正一 

活動地域 滋賀県全域 

会員数 350名 

発足年 2011年 

ホームページ http://shigahinansya.shiga-saku.net/ 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 070-6689-7467 

090-2028-7163 

shigahinan@gmail.com 

連携団体 山形避難者母の会 

ふくしま新潟県内避難者の会 

奈良県被災者の会 

ハイビスカス（なごみ） 

みんなの手 

活動内容 ・ 交流会 

・ 法律相談会 

・ 訪問活動 

・ 生活に必要な情報提供 

・ 子育て支援 

・ ストレスカウンセリング 

・ 子供のための無料検診（共同主催）等 

http://shigahinansya.shiga-saku.net/�
mailto:shigahinan@gmail.com�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 きょうと NPOセンター 

代表者 中村 正 

活動地域 京都府京都市  

会員数 会員制度なし 

発足年 1998年 

ホームページ http://npo-net.or.jp/center/ 

連絡窓口 office@npo-net.or.jp 

連携団体 近畿労働金庫 NPOパートナーシップ制度 

活動内容 ・ 支援団体ほか、NPO・市民活動団体への運営等支援 

 

http://npo-net.or.jp/center/�
mailto:office@npo-net.or.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 東日本大震災県外避難者西日本連絡会 まるっと西日本 

代表者 古部真由美・高橋周介 

活動地域 大阪府、奈良県、京都府、兵庫県 

会員数 700名 

発足年 2011年 11月 

ホームページ http://maruttonishi.jimdo.com/ 

http://maruttonishi.blog.fc2.com/ 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 maruttonishi@gmail.com 

連携団体 ほっとねっと大阪 

避難サポートひょうご 

大阪弁護士会 

兵庫県弁護士会有志 

大阪府社会福祉協議会 

大阪市社会福祉協議会 

兵庫県社会福祉協議会 

奈良被災者の会 

民間医療連合 

活動内容 ・ 交流会 

・ 安否確認 

・ 生活や支援の情報提供 

・ 印刷物の発行 

・ 支援情報データーベースの構築 

・ 他団体との連携支援 

・ 支援者会議への参加 

・ 大学や学会への参加 

http://maruttonishi.jimdo.com/�
http://maruttonishi.blog.fc2.com/�
mailto:maruttonishi@gmail.com�
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団体紹介シート 

 

名称 とっとり震災支援連絡協議会 

代表者 舩山雅代 

活動地域 鳥取県全域 

会員数 30名（専従雇用スタッフ 4名） 

発足年 2012年 

ホームページ http://tottori-shien.org/ 

http://www.facebook.com/tottori.sinsai.sien 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 0857-22-7877 

support@tottori-shien.org 

連携している団体 鳥取県 

活動内容 ・ 避難者の生活支援全般 

・ 避難者の雇用先創造 

・ 移住定住の促進 

・ 被災地の子どもの支援（保養プログラム） 

・ 国・県等への政策提言 

http://tottori-shien.org/�
http://www.facebook.com/tottori.sinsai.sien�
mailto:support@tottori-shien.org�
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団体紹介シート 

 

名称 うけいれネットワーク ほっと岡山 

代表者 なし 

活動地域 主に岡山県 

会員数 7団体 

発足年 2013年 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 080-5377-7864（はっとり）  

連携団体 おいでんせぇ岡山 

子ども未来・愛ネットワーク 

よりはぐプロジェクト 

瀬戸内交流プロジェクト 

さよなら原発ママパパ美作ネットワーク 

ネットワーク寺子屋 

結いの家 

やすらぎの泉 

活動内容 ・ 受入支援全般に関する情報発信、共有 

・ 意見交換会 

・ 保養相談会への参加 など 
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団体紹介シート 

 

名称 ひろしま避難者の会「アスチカ」 

代表者 三浦綾 

活動地域 広島県 広島市を中心とした県内 

会員数 270名 

発足年 2012年 

ホームページ http://hiroshimahinansyanokai-asuchika.com 

スタッフ 避難者のみ 

連絡窓口 070-5677-0411 

連携団体 広島市被災者支援ボランティア本部 

ひろボラネット 

ひろしま NPOセンター 

活動内容 ・ 交流カフェの開催 

・ 各種勉強会・相談会の開催 

・ 連携団体へ支援依頼と避難者支援活動（随時・戸別） 

・ 連携団体とのミーティング 

・ 被災地（避難元）との連携 

・ アスチカニュースの発行（月１回）・情報発信 

  

http://hiroshimahinansyanokai-asuchika.com/�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 ひろしま NPOセンター 

代表者 代表理事 安藤周治 

活動地域 広島県内・中国５県    

会員数 250名 

発足年 1997年 

ホームページ http://www.npoc.or.jp 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 082-511-3180 

info@npoc.or.jp 

連携団体 中国地域の中間支援センター 

活動内容 ・ 20分野に渡る NPO支援 

・ 情報提供 

・ 啓発研修 

・ 資源提供（資金・拠点） 

・ 調査研究 

・ ネットワーク 

・ 相談会 

・ 専門家派遣 

・ 事務所拠点提供 

  

http://www.npoc.or.jp/�
mailto:info@npoc.or.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト 

代表者 伊藤洋 

活動地域 香川県高松市 

会員数 139名（一般会員 67名、賛助会員 72名又は団体） 

発足年 2011年 

ホームページ http://fukushimanokodomo.ashita-sanuki.jp/ 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 087-813-0715 

ZVF05007@nifty.com 

連携団体 311全国受入協議会 

子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 

えひめ 311 他 

活動内容 ・ 保養 

・ 移住相談 

・ 子育て支援 

・ 避難者の交流支援 

・ 講演会 等 

http://fukushimanokodomo.ashita-sanuki.jp/�
mailto:ZVF05007@nifty.com�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 えひめ 311 

代表者 渡部寛志 

活動地域 愛媛県全域 

会員数 55名 

発足年 2012年 

ホームページ http://heartland.geocities.jp/ehime311/ 

http://heartland.geocities.yahoo.co.jp/gl/ehime311 

http://www.facebook.com/Ehime311 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 089-947-2750 

ehime311@yahoo.co.jp 

活動内容 ・ 相談全般 

・ 情報受発信 

・ 訪問活動 

・ 交流会 

・ 物資提供 

・ 里帰り支援 

・ ボランティアバス 

・ スタディーバス 等 

http://heartland.geocities.jp/ehime311/�
http://heartland.geocities.yahoo.co.jp/gl/ehime311�
http://www.facebook.com/Ehime311�
mailto:ehime311@yahoo.co.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 社会福祉法人 香美市社会福祉協議会 

代表者 会長 町康生 

活動地域 高知県香美市 

会員数 75名（職員数／うち正規５名） 

発足年 2006年 

連絡窓口 0887-53-5800 

ymshakyo@lue.ocn.ne.jp 

連携団体 えんじょいんと香美（高知・のびのび青空キャンプ実行委員会） 

活動内容 ・ 生活に必要な情報提供 

・ 個別相談支援 

・ 保養キャンプ実施への協力 

mailto:ymshakyo@lue.ocn.ne.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 東日本大震災 被災者支援ふくおか市民ネットワーク 

代表者 飯田真一 

活動地域 福岡県福岡市 

会員数 20名 

発足年 2011年 

ホームページ http://snet-fukuoka.org/ 

http://www.facebook.com/snet.fukuoka 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 092-409-3891 

info@snet-fukuoka.org  

連携団体 NPO法人 新町なみえ 

NPO法人 福岡被災地前進支援 

ボランティア団体ウォローズ福岡 

福岡市社会福祉協議会 

福岡県弁護士会 

福岡県 NPOボランティアセンター 

福岡市ボランティアセンター 

福岡市 など その他約 70団体・企業等と連携 

活動内容 ・ 避難者交流会、法律相談、子育て相談、生活相談 

・ 避難相談・避難受入サポート 

・ ボランティアニーズのコーディネート（福岡～東北） 

・ 支援情報、交流会情報の調査ならびに共有 

・ 支援団体のサポート業務（支援活動全般の相談業務） 

・ 各種講演活動 

http://snet-fukuoka.org/�
http://www.facebook.com/snet.fukuoka�
mailto:info@snet-fukuoka.org�
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団体紹介シート 

 

名称 『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～ 

代表者 古田ひろみ 

活動地域 南九州（主に宮崎県）全域 

会員数 約 500世帯超 

（避難・移住者、避難・移住検討中の被災者、支援者を含む） 

発足年 2011年 

ホームページ http://umitama.info 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 askme@umitama.info 

連携団体 行政や各地の市民活動団体と継続的に連携 

活動内容 ・ 交流会 

・ 相談及び情報提供 

・ 行政、他団体などとの連携、協力 

・ 公式サイト、FaceBook ページ（近日公開）、被災者・被災地支援

を目的としたメディアその他への対応、取材への協力などによる情

報発信 

・ 南九州の魅力の紹介 

・ 南九州と東日本とをつなぐ架け橋となる活動 

・ 拠点づくり など 

 

http://umitama.info/�
mailto:askme@umitama.info�
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団体紹介シート 

 

名称 福島避難者のつどい 沖縄じゃんがら会 

代表者 桜井野亜 

活動地域 沖縄県（本島・宮古島） 

会員数 296名 

発足年 2012年 3月 

ホームページ http://jangara.net/ 

スタッフ 避難者と避難先の地域住民 

連絡窓口 070-5484-1125（桜井） 

080-6498-6720（佐藤） 

jangara@willcom.com 

jangara31@ezweb.ne.jp 

連携団体 沖縄福島県人会 

沖縄医療生活協同組合 

沖縄県民主医療機関連合会 

NPO東北人集っぺ 

活動内容 ・ 交流会 

・ 健康診断 

・ 情報提供 など 

 

http://jangara.net/�
mailto:jangara@willcom.com�
mailto:jangara31@ezweb.ne.jp�
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団体紹介シート 

 

名称 NPO法人 とみおか子ども未来ネットワーク 

代表者 市村高志 

活動地域 富岡町民が避難している所 

会員数 13名（2013年 7月現在） 

発足年 2012年 

ホームページ http://www.t-c-f.net/ 

https://www.facebook.com/tomioka.kodomomirai.net 

スタッフ 避難者のみ 

連絡窓口 090-1068-9545 

info@t-c-f.net 

連携団体 富岡町 

中越防災安全推進機構など、全国の支援者及び専門家団体 

活動内容 ・ 交流サロン 

・ 学習支援事業 

・ 集い事業 

・ 情報発信（FB）タウンミーティング事業 

・ 育て相談サロン 

・ 町民参加型公開討論会（とみおか未来会議） 

・ 現地視察ツアー実施 等 

http://www.t-c-f.net/�
https://www.facebook.com/tomioka.kodomomirai.net�
mailto:info@t-c-f.net�
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団体紹介シート 

 

名称 関西学院大学災害復興制度研究所 

代表者 所長 岡田憲夫 

発足年 2005年 

ホームページ http://www.fukkou.net/ 

連絡窓口 0798-54-6996 

活動内容 調査研究 

http://www.fukkou.net/�
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団体紹介シート 

 

名称 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN） 

代表者 梓澤和幸・河﨑 健一郎 

活動地域 全国 

会員数 64名 

発足年 2011年 

ホームページ http://www.saflan.jp/ 

連絡窓口 311saflan@gmail.com 

連携団体 原発事故子ども・被災者支援法市民会議 など 

活動内容 ・ 法律相談会や説明会 

・ セミナーの開催 

・ 「避難の権利」の確立に向けた提言活動 

・ 「SAFLAN－TV」などの情報発信 

 

http://www.saflan.jp/�
mailto:311saflan@gmail.com�
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