ＪＣＮ福島担当情報アラカルト（2015/5/19）※更新作業中+G8H21A1:G9AA1:I13
市町村名

行政の動き

町村内NPOの動き

町村外NPOの動き

外部支援団体

社協の動き

避難自治会の動き

広域避難者支援

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

夢ふたば人(いわき)

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

いわき市勿来に役場と。いわき、郡山
等の復興公営住宅への入居が進ん
でいることに対応。

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)

ﾋｭｰﾏﾝｿｰｼｬﾙﾊｰﾓﾆｰ研究
所(埼玉県加須市)

会津若松に仮庁舎、二本松、いわきに支所
「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
大熊町ふるさと応援隊
いわきに町営常設サロン開設、支援員13名がサロン訪問等
げ。8月に認定。町内ツアーを2回実施。元気になろう
福島が事務局。
す。さいたま市浦和に拠点

元気になろう福島

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

会津若松に役場と。会津若松、郡
山、いわきなどで復興公営住宅の入
居が進んでいることに対応。

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）

二本松市に本庁舎、福島市・桑折町・いわき・本宮・南相馬に 新町なみえ／浪江二本松連携復興支援センターが、
自治会協議会設立に尽力。まちづくりやタブレットの
ワークショップ開催など。
2017年に1/4世帯(5000人)の帰還を目指す

コーヒータイム
Jin
Code for Namie

早稲田大学
佐藤滋研究室／
ふくしま連携復興センター
Code for Japan

二本松に役場と。いわき、郡山、二本
松、福島市などで復興公営住宅の準
備が進んでいることに対応。

仮設自治会
いわき絆なみえ会(借上)
コスモス会（借上）

全国に町独自の支援員を配
置
浪江きてほしいTｼｬﾂﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ

ふたば商工株式会社」が2014年6月に設立。相双ﾎﾞ
郡山市に仮庁舎、いわき・大玉・三春・楢葉に支所・出張所等 「ふたば商工株式会社
ふたば商工株式会社
ﾗﾝﾃｨｱ、急警戒区域ﾂｱｰ、駐車場警備などで活動。タ
オル等のグッズ販売にも力。
2015年から復興支援員を県外派遣、さいたま市に拠点

相双ボランティア（いわき)
（旧：準備室）
富岡町３．１１を語る会(郡山)

みんぷく
シャプラニール

郡山市若宮におだがいさまセンター。
タブレット活用。

すみれ会(いわき四倉)
さくら会(栃木、新潟など）

とみおか子ども未来ﾈｯﾄﾜｰｸ

葛尾村村創造協議会／葛力創造舎が自治会支援
葛尾村村創造協議会／葛力創造舎
「村カフェ」やツアー企画などを実施。12月にクリスマ
ス会。

葛力創造者
※東京でUMEDOカフェを定期開催

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)

三春に役場と。

仮設自治会

NPO「ならはみらい」が村民紹介ブログを定期更新。
「ならは応援団」「なにかし隊」募集開始。アイデア募
集段階。楢葉町の行政イベントへの協力・受託など
も。

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

みんぷく
シャプラニール

いわき市中央台にサロンとセンター。

仮設自治会
宮里仮設自治会(会津美里)

元気になろう福島／
昭和横丁(郡山市南一丁目仮設自治
川内村に役場と。郡山に3つある仮設
福島大学未来支援センターサテライト
会）
住宅の見守り活動など。
(川内村むらづくり大学校）

郡山市に3つの仮設自治会

みんぷく
シャプラニール

広野町に役場と。

いわき市に仮設自治会

調査中

福島市社協と連携

福島市に仮設自治会

いわき市勿来に仮庁舎、南相馬、埼玉県加須、茨城県つくば
帰還時期は未定
双葉町 に支所。帰還時期は未定
2014年「ふたサポ」9名配置

大熊町 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

浪江町 支所。復興支援員を全国に派遣し戸別訪問。

富岡町 2017年までに整備／避難者も支援
田村郡三春町に仮庁舎

葛尾村 帰還時期は2016年春を予定
復興支援員は未定
いわき市に仮庁舎。いわき谷川瀬・会津美里に支所。災害住
宅は計画せず。支援員3名(ならはみらい）自治会連絡員14
楢葉町 人。帰還時期は2015年春の予定だったが延長。
帰還時期は2015年春の予定だったが延長。7/5までに国
帰還時期は2015年春の予定だったが延長。7/5までに国
の判断が出る予定。
川内村村内に庁舎。2014年10月1日に避難解除。川内むらづ

川内村NPO協働センターが外部からの支援をもとに
川内村NPO協働センター

川内村NPO協働センター
川内村 くり要議会を設置し、「むらづくり大学校」を運営。企業誘致、 活動。農業支援や語り部ツアー受け入れなど。、
農業・観光の再生など。

広野町町内に庁舎。2011年9月30日に避難解除。2015年4月

広野町 にふたば未来学園開校。

広野がんばっ会が自治会支援を実施
広野町オリーブ村(植樹)
ｱﾌﾟﾘｼｴｲﾄﾌｸｼﾏﾜｰｶｰｽﾞ（廃炉ＷＳ，箒平里山再生等)

福島市飯野町に出張所。2016年の帰村を検討。
2016年の帰村を検討。ADRの全国
「飯舘までぃの会」が福島市キッチンガーデンビルで
2016年の帰村を検討。
情報発信、グッズ販売など。

飯舘村 組織立ち上げ。村民の過半数が参加。

川俣町に庁舎。2013年8月に避難区域が再編、山木屋地区

川俣町 に避難解除準備区域あり。

―
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/福島復
興記念館Think Fukushimaるるる

「やまきやお気軽ネットワーク」を立ち上げ中(要調査)

―

うつくしまNPOネットワーク

村内

村内に2か所、仮設住宅あり

田村市復興応援隊が、都路地区を中心に田村市各
地域で活動。見守り・生活再建支援のモデル化など。

―

コースター

葛尾村社協と連携

田村市内に仮設自治会

小高WB：東京でオダカフェ5/21

女子教育奨励会(JKSK)
ＪＩＮ/ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｫｰﾌｸｼﾏ(小高区)
JVC／JVCA/FAJほか
南相馬災害VCリピーター

鹿島、原町でサロン活動、
小高にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

南相馬市(おもに原町区)に仮設自治
会

―

女子教育奨励会(JKSK)
シャプラニール

いわき市社協として県社協、市町村
社協と密接に連携

いわき市の避難自治会なし

ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／福島県有機
ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会
農業ネットワーク／まちづくり二本松
まちづくり二本松ほか
まちづくり二本松

ふくしまオルガン堂下北沢(福島県有
機農魚ネットワーク東京拠点)

日本有機農業研究会／ＣＳＯネット
ワーク

浪江町社協と連携

二本松市の避難自治会なし

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

―

―

富岡町社協と連携

東京・山形・新潟などに
避難ネットワークあり

福島市 復興支援員、ふくしま連復に3名配置(Toiro)

ふくしま30年プロジェクト/チャンネルスクエア/カーロ
ふくしま/福島ライフエイド／チョコラボ／ふくサポ／ふ
くふくプロジェクト/市民公益活動パートナーズ/こども
エイドほか

―

つながろうＣＯＯＰアクション
Save the Children Japan
曹洞宗復興支援分室ほか

飯舘村社協と連携

東京・山形・新潟などに
避難ネットワークあり

会津
大熊町役場を受け入れ、復興公営住宅。
若松市

コミュニティ結ドットコム(15年5月に稽古堂前から青春
広場に移転)／会津ひまわりプロジェクト
／方丈舎

―

―

大熊町社協と連携

―

田村市に庁舎。都路地区が2014年4月に避難解除。

田村市 復興支援員、コースターに9名配置(田村市復興応援隊)
南相馬市に庁舎
南相馬市 小高区のみ強制避難区域。2014年12月に特定避難勧奨地
点は全て解除。復興支援員は観光協会に3名配置。
楢葉町(明星大)・双葉町(勿来)役場、

いわき市 大熊町・富岡町・浪江町・双葉町(南台)・楢葉町(谷川瀬)
出張所受け入れ

二本松市 浪江町役場を受け入れ

郡山市 富岡町役場を受け入れ、双葉町支所を受け入れ

飯舘村役場を受け入れ、浪江町支所を受け入れ

小高：小高ﾜｰｶｰｽﾞﾍﾞｰｽ・浮舟の里/つながっぺ南相
馬他
原町：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／いちばん星/復興浜団他
鹿島：相双につくる会、やっぺ南相馬/のらとも農園他
3.11被災者を支援するいわき連絡協議会(みんぷく)
／ザピープル／おてんとＳＵＮ企業組合/未来会議in
いわき/ウェンディいわきほか

宮城県岩本町社協

【参考】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」～2015年3月末で更新終了 （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・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

【関東】
とみおか子ども未来ネットワーク、ハンズオン！
埼玉、かながわ避難者と共にあゆむ会

【北陸】
【九州・沖縄】
【中国・四国】
【関西】
FLIP
東日本大震災県外避難者連絡会 中国5県支援ネットワーク会議 被災者支援ふくおか市民ネッ
※広域避難全国組織立ち上
（まるっと西日本）
トワーク 沖縄じゃんがら会
えひめ311
げ

【福島県】
【JCN】
県外避難者支援課
【社会福祉協議会】
【ふくしま連携復興センター】
県外避難者支援団体支援事
文化スポーツ局(ふるさと・絆維持・再生事業他)
生活支援相談員制度
TOIRO
業
復興支援員/復興支援専門員
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）+A17:G24G4A18:G24A14:HA5:J24

県域・広域
支援状況

【みんぷく】
コミュニティ交流員制度

【その他】
・福島県有機農業ネットワーク
/ふくしまオルガン堂下北沢/
新宿結イレブン

【東海】
コープあいち

【ETIC】
右腕プロジェクト

