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定期連絡会議
県外避難者への相談・交流・説明会事業

▲ファシリテーター（進行役）を中心にして、参加者から出た
様々な声を分類。その後、さらに意見交換を深めた

▲8つのグループに分かれ、今後の県外避難者支援のあり方
を意見交換。白熱した議論が交わされる場面も

2018年2月1・2日の2日間、福島市にて全国の生活再建支援
拠点担当者、行政等の関係者が一堂に会し、福島県県外避難者
への相談・交流・説明会事業に関する定期連絡会議が開催され
ました。今回はその模様をレポートします。

　今回の会議では今年度の事業の振り返りや来年度の見通しの

ほか、地域の支援団体や自治体などと連携し、特徴的な活動を

している生活再建支援拠点の事例などが発表されました。

　また、1日目の後半と2日目は参加者がグループに分かれて、今

後必要とされる支援について意見交換を行いました。県外に避

難されている方々がその地域に溶け込み、安心できる居場所が

あること。孤立するのではなく、誰かとつながっていること。福

島とつながり続けることetc…。日頃から県外避難の各課題に接

している拠点担当者からは様々な意見が挙がり、議論が白熱す

るグループも。参加者全員が気持ちを一つにして、避難されてい

る方々の「これから」を考えた2日間でした。 ▲今後の支援に生かすため、参加者の意見を全員で共有



2018年 　　月3
日程、会場は変更になる場合があります。ご参加いただく際は、各地域の問い合わせ先にご連絡をお願いします。

最寄の会場へお越しください。交流会・相談会情報

渓流の宿 蔵之助
（三重県三重郡菰野町湯の山温泉8625）

三重県に避難されている方を対象に交流・
相談会を開催します。温泉入浴で体を温め、
気分を癒やしていただき、昼食の後に福島県
職員から支援策の説明や個別相談を行いま
す。また、三重県内の支援者にもご参加いた
だきますので、是非ご参加ください。

北海道交流会には関係者を含め約30名が参加。「福島の今を聞く、
福島の未来を探る」をテーマに、講演会なども行われた
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問い合わせ
特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ
TEL：018-829-2140  
mail：info2340@akita-partnership.jp
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「東日本大震災　～３.１１から７年、忘れはし
ない！～ ”語り継ごうinあきた”」
震災から７年目を迎え、もう一度あの時のこと
を参加者同士で語り合える、心を寄せ合える場
を設けます。音楽慰霊やゲストを迎えて、参加
者へのメッセージを伝えてもらうイベント等を
予定していますので、是非ご参加ください。

TEL：052-212-8155 mail：fksm@rsy-nagoya.com

認定特定非営利活動法人 レスキューストックヤード
（ふくしま支援室）

秋田県ゆとり生活創造センター
『遊学舎』
（秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24-2）

問い合わせ
ぐんま暮らし応援会
TEL：027-386-6560  
mail：kurashi-ouenkai@bb.wakwak.com
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2018

群馬県内に避難されている皆様方への「出
張相談会」を西毛地区(高崎市)で開催しま
す。福島県の情報提供、個別相談支援のほ
か、 皆様方が気軽に交流できる場もご用意し
ておりますので、是非足をお運びください。

イオンモール高崎2階
イオンホールA
（群馬県高崎市棟高町1400）

2018年 1月　交流会・相談会アルバム

北海道交流会＠札幌市1/20（土） 出張未来会議＠栃木市1/28（日）

栃木市の出張未来会議には約50名が参加。地元の方や栃木に避難
されている方が一緒になり「充実した暮らし」について語り合った



「尚志学園　福島高等予備校福島校」教頭の伊藤哲さん
は、県外に避難されている方に向けた活動（交流会への参
加等）も行っています。今回はそのお話や、東日本大震災
が子どもたちに与えた影響などをお伺いしました。

　東日本大震災が子どもたちに与えた影響としては、震災
直後の1年間、落ち着いて勉強に打ち込めなかったせい
で、その間に習った部分の基礎が抜け落ちて、後々まで苦
労している子が多いと感じます。特に昨年度、高校を卒業し
た子どもたちは震災直後に中学1年生で、基礎学力に不安
を抱えている子が際立って多いようです。そんな子ども（今
現在、大学受験の予備校生）に対しては、さりげなく基礎に
戻りながら勉強を教えています。
　子どもたちは未来を作っていく人たちで、我々の世代が
リタイアしても世の中を築いていく立場。だからこそ、しっ
かりと育てていきたいですし、日頃から「子どもたちは、未
来からの留学生」だと思って接しています。
　最後に受験生へエールを。どんな環境にあっても、自分
がしっかりしていれば道は開ける。どんな境遇でもマイナス
に感じる必要はなく、全てはプラスに捉えることができると
思います。辛くなっても前向きな気持ちで、全てを味方につ
けて。特に受験時は味方が多いほど良いです。誰かに反発
したくなるときもあるでしょうけど、周りの人たち、そして自
分も味方につけて頑張ってください。

　約3年前、福島から山形へ避難されている方々に対して、
福島県の高校入試の現状について話してほしいと依頼が
あったのが、県外に避難されている方々に向けた活動のきっ
かけです。県職員でもない、中学教師でもない自由な立ち
位置の私だからこそ、色々と本音でお伝えできると思い、喜
んで引き受けました。それ以降も山形の交流会に数回、そし
て愛知、新潟、岡山でも受験に関するお話をしています。
　各地の交流会に参加すると、震災と原発事故が及ぼした
影響に胸を打たれます。震災時に小学生だったお子さんが
高校生になり、母親との意見が食い違って一家の暮らしが
バラバラになるケースもお聞きしました。基本的に私は高校
入試へ向けて、事務的なお話をするために交流会へ行くの
ですが、避難されている方の個々の想いを伺うことが多い
ですね。

「自由な立ち位置だからこそ、本音でお伝えできる」

「受験時は味方が多いほど良い」

お問い合わせ

尚志学園 福島高等予備校福島校
〒960ー 8044　福島県福島市早稲町 2ー 24
TEL　024ー 523－1616（8：30～18：30まで受付）

ラジオ番組「coconimoふくしま」【毎週月曜18：35～18：50】ふくしまFMにて放送中！
全国の拠点や避難されている方、県内の市民活動団体等へのインタビューをお届けしています。番組ホームページのポッドキャ
ストから、全国どこでも誰でも無料で過去の放送を聴くことができます。 詳しくはふくしまFMのWEBサイトをご覧ください。
https://www.fmf.co.jp/pc/shien/ ※番組は、夕方「RADIO GROOVE」内での放送です。

「～ふくしまと避難先を結ぶ～ふくしま結ネット」にも交流会・相談会情報を掲載しています。
『ふくしま結ネット』は福島県内外へ避難されている方と福島県を「情報」で「結ぶ」WEBサイトです。
http://yuinet.beans-fukushima.or.jp/
運営：ふくしま子ども支援センター（NPO 法人ビーンズふくしま）

検索

検索

coconimoふくしま

検索ふくしま結ネット

私たちは今ここに

「私たちは今ここに」では、全国にある生活再建支援拠点(相談窓口)の基本情報、相談会・交流会情報、支援団体による各活
動の動画、福島県の現状に関する情報、避難先・避難元地域の支援施策情報などが紹介されています。是非ご活用ください。
http://jyoho-shien.org/ 運営：東日本大震災・避難者支援情報提供サイト運営事務局

東日本大震災　避難者支援情報提供サイト「私たちは今ここに」

尚志学園 福島高等予備校 福島校

　　教頭

このコーナーでは、ふくしまFMのラジオ番組
「coconimoふくしま」で過去に放送した、主
に福島県内で活動されている方のインタビュー
をピックアップします伊藤 哲さん

Pick Up Talksラジオ番組
coconimoふくしま

2018年1月1・8日放送分



024-573-2731
toiro@f-renpuku.org
月・水・金（祝祭日を除く）
10：00～17：00 

福島県福島市清明町1-7 大河原ビル2F

011-200-0973
soudanf@npo-hokkaido.org
来所/月・水・金  10：00～18：00　
電話・メール/月～金  10：00～18：00 

018-829-2140
info2340@akita-partnership.jp

北海道札幌市中央区南8条西2丁目5-74
市民活動プラザ星園201号 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24-2

023-674-0606
soudan@amill.org
来所/月・火・木 9：00～17：00　
電話・メール/月～金  9：00～17：00 

山形県山形市双葉町2-4-38 双葉中央ビル3階

080-9259-7049
f-soudan@renpuku.org

宮城県仙台市青葉区本町3-1-17
やまふくビル3階

070-3182-4044
fuai.soudan@gmail.com
火・水・木
9：30～16：30

028-622-0021
tvnet1995@ybb.ne.jp
火・水・金
10：00～17：00 

茨城県水戸市文京2-1-1
茨城大学教育学部A棟413

栃木県宇都宮市塙田2-5-1共生ビル3階

027-386-6560
kurashi-ouenkai@bb.wakwak.com
月～金（祝祭日を除く）
9：00～17：00 

0120-60-7722
fukushima_soudan@yahoo.co.jp
月～金
9：00～17：00 

群馬県高崎市棟高町519 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4-21
埼玉県勤労者福祉センター（ときわ会館）1階

（東京都社会福祉協議会）昼 0120-978-885
（医療ネットワーク支援センター）夜 03-6911-0584

soudan@medical-bank.org
（東京都社会福祉協議会）月～金  9：30～17：00
（医療ネットワーク支援センター）月～金 17：00～20：30

0120-122-884（携帯可）
ayumu.tomoni@gmail.com
来所/月～金（祝祭日を除く）13：00～17：00
電話/月～土 12：00 ～19：00

神奈川県横浜市中区太田町4-47 
コーワ太田町ビル7階
※来所される際は、事前に必ずご連絡ください。 0120-783-217

fukushima-niigata@bz04.plala.or.jp
来所・電話/月・火・木  9：30～16：30 　  
電話のみ/水・金　18：00～21：00

新潟県新潟市中央区上所2-2-3
新潟ユニゾンプラザハート館2階

055-274-7722
musubukai@ycca.jp
月～金（祝祭日を除く）
9:00～17:00

山梨県中央市若宮49-7
0800-123-1446（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
fuku-shien@spacelan.ne.jp
日・火・木・金・土
10：00～12：00 / 15：00～19：00

石川県金沢市荒屋町イ7-5

070-5346-9311 / 070-5269-9311
kansaihinan@gmail.com
月・火・金
10：00～16：00 

大阪府大阪市中央区谷町2丁目2-202F 
市民活動スクエア「CANVAS谷町」

0857-22-7877
support@tottori-shien.org
月～金（祝祭日を除く）
9：00～18：00 

鳥取県鳥取市若桜町31 カナイビル1F

0120-24-2940
fukushima.seikatsu.hir@gmail.com
火・水・金
10：00～16：00 

広島県広島市西区三篠町2丁目15-5

0120-566-311
hotokayama@gmail.com
火・木・金
10：00～16：00 

岡山県岡山市北区東古松1丁目14-24 コーポ錦1F

089-993-8329 / 070-5515-2217
ehime311@yahoo.co.jp
月～金
10：00～15：00 

愛媛県松山市東一万町2第3森ビル1階 
協働オフィス内

092-409-3891
info@snet-fukuoka.org
月・水・金
10：00～18：00 

福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-24 
博多タナカビル8F  

0985-25-2810
askme@umitama.info
火・木・土・第1日曜日
10：00～16：00 

080-6498-6720
soudanoki@gmail.com
月～土（祝祭日を除く）
10：00～16：00 

宮崎県宮崎市柳丸町121-3 パストラル柳丸Ⅰ-101 沖縄県浦添市内間2-10-8

※面談でのご相談を希望される方ははあら
かじめご連絡いただき、お越しください。

沖 縄 福 島大分・宮崎
鹿児島

福岡・佐賀
長崎・熊本

徳島・香川
愛媛・高知

島根・広島
山口

鳥 取大阪・兵庫
奈良・和歌山

滋賀・京都岐阜・三重愛 知

静 岡富山・石川
福井

山梨・長野

新 潟神奈川東 京

千 葉埼 玉群 馬

栃 木茨 城山 形

青森・岩手
秋田

北海道 宮 城

千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目159 -2

電話・メール/ 月～金  10：00 ～17：00
来所/ 月・火・水  10：00 ～17：00　
ftsoudan@npoclub.com
080-5418-7286

静岡県静岡市葵区田町1丁目70-1 
静岡県青少年会館内

9：00 ～16：30
火・水・金
fukushima.katei@gmail.com
0120-42-2828 / 054-275-2828

愛知県名古屋市中区三の丸3-2-1 
愛知県東大手庁舎1階

10：00 ～17：00
月～金（祝祭日を除く）
center@aichi-shien.net
052-954-6722

愛知県名古屋市東区泉1-13-34 名建協2階

10：00～18：00電話・メール/月～金（祝祭日を除く）
来所/ 月・水・木
fksm@rsy-nagoya.com
052-212-8155

京都府京都市下京区七条大宮西入西酢屋町10

（ご都合に合わせて面会可能）
10：00～17：00月～土

info@fucco-nagomi.com
075-353-5181

岡 山
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全国の生活再建支援拠点(相談窓口)　一覧

ふくしまの今とつながる相談室toiro

北海道NPOサポートセンター 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

福島県県外避難者相談センター
［宮城拠点］

ふうあいねっと とちぎボランティアネットワーク

ぐんま暮らし応援会

医療ネットワーク支援センター かながわ避難者と共にあゆむ会 新潟県精神保健福祉協会

東日本大震災・山梨県内
避難者と支援者を結ぶ会 石川県災害ボランティア協会

関西広域避難者支援センター とっとり震災支援連絡協議会

ひろしま避難者の会「アスチカ」

ほっと岡山

えひめ311 被災者支援ふくおか市民ネットワーク

『うみがめのたまご』
～3.11ネットワーク～

福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会

福島県県外避難者相談センター（千葉）

福島県県外避難者相談センター「ここさこ」

愛知県被災者支援センター レスキューストックヤード
（ふくしま支援室）

和（なごみ）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 

特定非営利活動法人

（受託団体：一般社団法人みやぎ連携復興センター）

茨城県内への避難者・支援者ネットワーク 認定特定非営利活動法人

福玉相談センター
（受託団体：特定非営利活動法人
  埼玉広域避難者支援センター）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人

一般社団法人

一般社団法人

特定非営利活動法人

（受託団体：特定非営利活動法人
　まちなか研究所わくわく）

（受託団体：認定特定非営利活動法人
  ちば市民活動・市民事業サポートクラブ）

（受託団体：静岡県臨床心理士会）

特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人


