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・広域避難者支援団体の・広域避難者支援団体の・広域避難者支援団体の・広域避難者支援団体の
全国的ネットワークおよび情報発信支援全国的ネットワークおよび情報発信支援全国的ネットワークおよび情報発信支援全国的ネットワークおよび情報発信支援

・東京における復興関連省庁との・東京における復興関連省庁との・東京における復興関連省庁との・東京における復興関連省庁との
定期協議を通した提言・対話定期協議を通した提言・対話定期協議を通した提言・対話定期協議を通した提言・対話

・福島、宮城、岩手・福島、宮城、岩手・福島、宮城、岩手・福島、宮城、岩手 3333県に駐在員を配置県に駐在員を配置県に駐在員を配置県に駐在員を配置
地元ニーズと外部支援・協働のつなぎ地元ニーズと外部支援・協働のつなぎ地元ニーズと外部支援・協働のつなぎ地元ニーズと外部支援・協働のつなぎ

・福島では「現地会議」を・福島では「現地会議」を・福島では「現地会議」を・福島では「現地会議」を8888回開催回開催回開催回開催
ケース検討会議、ケース検討会議、ケース検討会議、ケース検討会議、JCNJCNJCNJCNレポートなどレポートなどレポートなどレポートなど



福島県の地域ごとの「市民活動サポートセンター」と福島県の地域ごとの「市民活動サポートセンター」と福島県の地域ごとの「市民活動サポートセンター」と福島県の地域ごとの「市民活動サポートセンター」と

「復興に特化した「復興に特化した「復興に特化した「復興に特化したNPOネットワーク」の現状ネットワーク」の現状ネットワーク」の現状ネットワーク」の現状



生活支援生活支援生活支援生活支援

相談員相談員相談員相談員
●市町村社協による●市町村社協による●市町村社協による●市町村社協による

見守り活動見守り活動見守り活動見守り活動
●生活困窮者、●生活困窮者、●生活困窮者、●生活困窮者、
要支援者を支援要支援者を支援要支援者を支援要支援者を支援

復興支援員復興支援員復興支援員復興支援員
●双葉郡自治体を●双葉郡自治体を●双葉郡自治体を●双葉郡自治体を
中心に中心に中心に中心に80808080名～名～名～名～

●専門性を活かした●専門性を活かした●専門性を活かした●専門性を活かした
住民への復興サービス住民への復興サービス住民への復興サービス住民への復興サービス

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

交流員交流員交流員交流員
●復興公営住宅●復興公営住宅●復興公営住宅●復興公営住宅
の入居者、周辺の入居者、周辺の入居者、周辺の入居者、周辺
住民のコミュニ住民のコミュニ住民のコミュニ住民のコミュニ
ティづくりを支援ティづくりを支援ティづくりを支援ティづくりを支援



町村町村町村町村

市市市市

県県県県

役場役場役場役場 社協社協社協社協 中間中間中間中間

支援支援支援支援

NPO

今、復興を前に進めるために今、復興を前に進めるために今、復興を前に進めるために今、復興を前に進めるために

●●●●NPOは「復興系」と「市民活動系」では「復興系」と「市民活動系」では「復興系」と「市民活動系」では「復興系」と「市民活動系」で

地域内で連携出来ているか？地域内で連携出来ているか？地域内で連携出来ているか？地域内で連携出来ているか？

●社協は市町村の縦横で、●社協は市町村の縦横で、●社協は市町村の縦横で、●社協は市町村の縦横で、

必要な連携分担が出来ているか？必要な連携分担が出来ているか？必要な連携分担が出来ているか？必要な連携分担が出来ているか？

●役場は縦割りや平等主義に●役場は縦割りや平等主義に●役場は縦割りや平等主義に●役場は縦割りや平等主義に

とらわれすぎていないか？とらわれすぎていないか？とらわれすぎていないか？とらわれすぎていないか？

●その上で、●その上で、●その上で、●その上で、NPO・社協・役場は・社協・役場は・社協・役場は・社協・役場は

制度的な連携ができているか？制度的な連携ができているか？制度的な連携ができているか？制度的な連携ができているか？

復興の復興の復興の復興の

担い手担い手担い手担い手ごとごとごとごとのののの

制度制度制度制度連携を連携を連携を連携を

模索する模索する模索する模索する



ＪＣＮ福島担当情報アラカルト（2014/11/17）ＪＣＮ福島担当情報アラカルト（2014/11/17）ＪＣＮ福島担当情報アラカルト（2014/11/17）ＪＣＮ福島担当情報アラカルト（2014/11/17）

市町村名市町村名市町村名市町村名 行政の動き行政の動き行政の動き行政の動き 町村内NPOの動き町村内NPOの動き町村内NPOの動き町村内NPOの動き 避難自治会の動き避難自治会の動き避難自治会の動き避難自治会の動き 町村外NPOの動き町村外NPOの動き町村外NPOの動き町村外NPOの動き 社協の動き社協の動き社協の動き社協の動き 外部支援団体外部支援団体外部支援団体外部支援団体 重点支援課題重点支援課題重点支援課題重点支援課題 備考備考備考備考

双葉町双葉町双葉町双葉町

いわき市勿来に仮庁舎
(以前は埼玉県加須市）
帰還時期は未定帰還時期は未定帰還時期は未定帰還時期は未定
2013年より「ふたサポ」7名配置2013年より「ふたサポ」7名配置2013年より「ふたサポ」7名配置2013年より「ふたサポ」7名配置

「夢ふたば人」「夢ふたば人」「夢ふたば人」「夢ふたば人」がいわき市を拠点に活
動。伝統行事復活、地元交流など。

仮設自治会
いわきまごころ双葉会

双葉町借上自治会(ｾﾝﾀﾞﾝ)
夢ふたば人(いわき) いわき市勿来に役場と。

なこそ復興プロジェクト
うつくしまNPOネットワーク
ふくしま連携復興センター

いわきまごころ双葉会の
ヒアリングから

新しい東北を受託し、勿来酒井に復興住宅コ
ミュニティづくりに取り組む。役場とも連携。

外部+行政で生活再建のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが研究段階

大熊町大熊町大熊町大熊町
会津若松市に仮庁舎
2018年に大川原地区に3000人規模の2018年に大川原地区に3000人規模の2018年に大川原地区に3000人規模の2018年に大川原地区に3000人規模の
ｺﾐｭﾆﾃｨづくりを目指すｺﾐｭﾆﾃｨづくりを目指すｺﾐｭﾆﾃｨづくりを目指すｺﾐｭﾆﾃｨづくりを目指す

「大熊町ふるさと応援隊大熊町ふるさと応援隊大熊町ふるさと応援隊大熊町ふるさと応援隊」として2014
年4月に立ち上げ。8月に認定。町内
ツアー開始。元気になろう福島が支
援。

好間工業団地仮設住宅
仮設自治会が活発に活動

（いわき市）
元気になろう福島

会津若松に役場と。
情報発信、連携を重視。

元気になろう福島
アクセンチュア

うつくしまNPOネットワーク

大熊町ふるさと応援隊のツアー事業
ものづくり「愛空」販路拡大支援

廃炉作業員3000人も視野に町内コミュを計画。

浪江町浪江町浪江町浪江町
二本松市に仮庁舎。
2017年に1/4世帯(5000人)の帰還を2017年に1/4世帯(5000人)の帰還を2017年に1/4世帯(5000人)の帰還を2017年に1/4世帯(5000人)の帰還を
目指す目指す目指す目指す

新町なみえ／浪江二本松連携復興新町なみえ／浪江二本松連携復興新町なみえ／浪江二本松連携復興新町なみえ／浪江二本松連携復興
支援センター支援センター支援センター支援センター

仮設自治会
いわき絆なみえ会(借上)

コスモス会（借上）
Code for Namie 二本松に役場と。

早稲田大学
佐藤滋研究室／

ふくしま連携復興センター
新町なみえの復興住宅コミュニティづくり

10/28に第三回まちづくりシンポを開催
より対象を多様にJVCA(支援P）が相談員のｺﾝｻﾙ支

援、浪江社協のｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ契約（李氏）

富岡町富岡町富岡町富岡町
郡山市に仮庁舎
いわき市に分室
2017年までに整備／避難者も支援2017年までに整備／避難者も支援2017年までに整備／避難者も支援2017年までに整備／避難者も支援

「ふたば商工株式会社ふたば商工株式会社ふたば商工株式会社ふたば商工株式会社」が2014年6月
に設立。相双ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが旅館「ひさ
ご」に拠点を整備中。

すみれ会(いわき四倉)
さくら会(栃木、新潟など）

相双ボランティア
（旧：準備室）

郡山市若宮におだがいさまセンター。
タブレット活用。

みんぷく
シャプラニール

ふたば商工株式会社のツアー事業

いわき市を拠点にふたば商工株式会社が「旧警戒区
域にいってみっぺツアー」を開始。郡山市のおだがい
さまセンターの天野所長が代替わりされ、社協色が

強まった印象。

葛尾村葛尾村葛尾村葛尾村
田村郡三春町に仮庁舎
帰還時期は未定帰還時期は未定帰還時期は未定帰還時期は未定

葛尾村村創造協議会／葛力創造舎葛尾村村創造協議会／葛力創造舎葛尾村村創造協議会／葛力創造舎葛尾村村創造協議会／葛力創造舎
が自治会支援「村カフェ」やツアー企
画などを実施。

仮設自治会 ― 三春に役場と。
ﾕｰｽﾌｫｰ311／絆ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｫｰﾌｸｼﾏ(Umedo Cafe)

葛力創造舎の
仮設自治会サロン事業
村創造協議会の基盤強化

若き下枝会長に役割が集中。田村市、川内村との接
点づくり。12月のクリスマス会が村一番の季節行事、
支援歓迎。終了後につながる支援が重要。

楢葉町楢葉町楢葉町楢葉町
いわき市に仮庁舎。明星大に出張所。
災害住宅は計画せず。

NPO「ならはみらいならはみらいならはみらいならはみらい」が町内見回り活
動を開始。将来的に空き家バンクな
ど。

仮設自治会
宮里仮設自治会(会津美里)

サポート美里（会津美里町の楢葉町
仮設自治会を支援）、別途ＩＴタブレッ

ト支援プロジェクトあり
いわき市中央台にサロンとセンター。

みんぷく
シャプラニール

ならはみらいのヒアリングから

川内村川内村川内村川内村
川内村村内に庁舎。2014年10月1日に
避難解除。川内むらづくり要議会を設置
し、「むらづくり大学校」を運営。

川内村NPO協働センター川内村NPO協働センター川内村NPO協働センター川内村NPO協働センターが「かえる
かわうち」イベントなどを実施。

郡山市に3つの仮設自治会
昭和横丁(郡山市南一丁目仮設自治

会）
川内村に役場と。

元気になろう福島／
福島大学未来支援センターサテライ

ト(川内村むらづくり大学校）

川内村NPO協働センターと
昭和横丁の橋渡し的支援

広野町広野町広野町広野町 広野町町内に庁舎。
広野がんばっ会が自治会支援を実施
広野町オリーブ村
ｱﾌﾟﾘｼｴｲﾄﾌｸｼﾏﾜｰｶｰｽﾞｱﾌﾟﾘｼｴｲﾄﾌｸｼﾏﾜｰｶｰｽﾞｱﾌﾟﾘｼｴｲﾄﾌｸｼﾏﾜｰｶｰｽﾞｱﾌﾟﾘｼｴｲﾄﾌｸｼﾏﾜｰｶｰｽﾞ

いわき市に仮設自治会 ― 広野町に役場と。
みんぷく

シャプラニール
広野がんばっ会、ｱﾌﾟﾘｼｴｲﾄﾌｸｼﾏﾜｰｶｰｽﾞの

ヒアリングから

飯舘村 福島市飯野町に出張所
「飯舘までぃの会」が福島市キッチン
ガーデンビルで情報発信、グッズ販
売など。

福島市に仮設自治会
かーちゃんの力ネットワーク
(飯舘・浪江・葛尾・富岡等）
ふくしま新文化創造委員会

福島市社協と連携 調査中
飯舘までぃの会の

ヒアリングから
大規模な除染が進んでいる。2014年11月に村民

3000人によるADR申請開始。

川俣町 川俣町に庁舎
「やまきやお気軽ネットワーク」を立ち
上げ中

村内に2か所、仮設住宅あり ― 村内 うつくしまNPOネットワーク
やまきやお気軽ネットワークの

ヒアリングから

田村市 田村市に庁舎 田村市復興応援隊 田村市内に仮設自治会 ― 葛尾村社協と連携 コースター 都路地区のコミュニティづくり支援
コースターが「コミュニティ支援員ガイドライン」を作成
中。今後県内で必要となる支援員・交流員に役立つ

物を目指す。

南相馬市
南相馬市に庁舎
小高区のみ強制避難区域

つながっぺ南相馬つながっぺ南相馬つながっぺ南相馬つながっぺ南相馬／南相馬市民活
動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ／ﾌﾛﾝﾃｨｱ南相馬／み
んな未来ｾﾝﾀｰ／復興浜団ほか

南相馬市(おもに原町区)に仮設自治
会

― 小高区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｫｰﾌｸｼﾏ(小高区)
JVC／JVCAほか

小高区のコミュニティづくり
支援

いわき市
楢葉町(明星大)・双葉町(勿来)役場、
大熊町・富岡町分室(いわき市庁舎)を
受け入れ

3.11被災者を支援するいわき連絡協3.11被災者を支援するいわき連絡協3.11被災者を支援するいわき連絡協3.11被災者を支援するいわき連絡協
議会(みんぷく)議会(みんぷく)議会(みんぷく)議会(みんぷく)／ザピープル／おて
んとＳＵＮ企業組合ほか

いわき市の避難自治会なし ―
いわき市社協として県社協、市町村

社協と密接に連携
シャプラニール

みんぷくの復興住宅コミュニティづくり支援の
支援

二本松市 浪江町役場を受け入れ
ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会
／福島県有機農業ネットワーク／まままま
ちづくり二本松ちづくり二本松ちづくり二本松ちづくり二本松ほか

二本松市の避難自治会なし ― 浪江町社協と連携
日本有機農業研究会／ＣＳＯネット

ワーク
ゆうきの里東和の視察受け入れの支援

郡山市 富岡町役場を受け入れ
うつくしまNPOネットワークうつくしまNPOネットワークうつくしまNPOネットワークうつくしまNPOネットワーク／アシスト
パーク／コースター／ウェッブストー
リーほか

東京・山形・新潟などに
避難ネットワークあり

― 富岡町社協と連携 ―
アシストパークによる復興支援メニューの拡散

双葉町、大熊町、浪江町等の場づくり支援

福島市 飯舘村役場を受け入れ
福島ライフエイド福島ライフエイド福島ライフエイド福島ライフエイド／チョコラボ／ふくサ
ポ／市民公益活動パートナーズほか

東京・山形・新潟などに
避難ネットワークあり

― 飯舘村社協と連携 ―
福島ライフエイドによる農家市「ここふく」の支

援

会津
若松市

大熊町役場を受け入れ
コミュニティ結ドットコム／会津ひまわコミュニティ結ドットコム／会津ひまわコミュニティ結ドットコム／会津ひまわコミュニティ結ドットコム／会津ひまわ
りプロジェクトりプロジェクトりプロジェクトりプロジェクト

― ― 大熊町社協と連携 ―
コミュニティ結による大熊町支援プログラムの
拡散

広域避難者支援ネットワークによるブログ「避難されてる方々へ」毎週更新中（http://fukushima.jpn-civil.net/）広域避難者支援ネットワークによるブログ「避難されてる方々へ」毎週更新中（http://fukushima.jpn-civil.net/）広域避難者支援ネットワークによるブログ「避難されてる方々へ」毎週更新中（http://fukushima.jpn-civil.net/）広域避難者支援ネットワークによるブログ「避難されてる方々へ」毎週更新中（http://fukushima.jpn-civil.net/）

全国の
避難者支
援
状況

【北海道・東北】
みちのく会

【東北】
あきたパートナーシップ

山形の公益活動を応援する会・アミ
ル

【北陸】
FLIP

【関東】
とみおか子ども未来ネットワー

ク
ハンズオン！埼玉

【東海】
コープあいち

【関西】
東日本大震災県外避難者連絡会

（まるっと西日本）

【中国・四国】
中国5県支援ネットワーク会議

えひめ311

【九州・沖縄】
被災者支援ふくおか市民ネットワーク
福島避難者のつどい 沖縄じゃんがら

会
資料作成：東日本大震災支援全国ネットワーク（ＪＣＮ）福島担当：鈴木亮（chiki@jpn-civil.net　／　070-5362-0601）


