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原発避難者への官民協同支援体制の構築：埼玉県を事例に
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要　　旨：＜研究 1＞ 埼玉県では，震災直後に「さいたまスーパーアリーナ」に大規模な一時避難所を設立
し，最大約 2,500人の被災者を受け入れた。「震災支援ネットワーク埼玉（SSN）」が一時避難場所
利用者受付票として行ったアンケート調査を解析し，人口構成を震災前の福島県相双管内人口動態
統計データと比較したところ，5〜 14歳の就学年齢と，その親世代と考えられる 40代女性の人
口が多く，子ども達を守るために母子が避難してきた可能性が示唆された。また，1人世帯および 2

人世帯には高齢者が多く，特に“子育て世代”と“高齢者”への支援が重要であることが判明した。

＜研究 2＞ 2011年 11月の段階で，避難者は公営住宅や民間住宅に個別避難し，地域での生活を

模索している状況である。① 情報が入らない・支援が届かない，② 避難先の地域に理解してもら

えない，という問題が民間団体への相談から見出されており，今後は個人情報を把握している“官”

と，実質的な支援を行う“民”との協同による，「社会的包摂（social inclusion）」の考え方に基づ

いた新たな支援体制の構築が求められる。埼玉県では，埼玉弁護士会の呼びかけにより，県および

市町村の自治体，各民間団体，各士業・専門家団体が集まり「震災対策連絡協議会」を発足させ，

① 支援情報窓口の設置，② 総合的な相談体制の構築，③ 官民連携型の協議会の定期的開催，を目
指している。

【索引用語】東日本大震災；原発避難者；さいたまスーパーアリーナ；
官民協同支援体制；社会的包摂

Establishment of public-private cooperative systems to support evacuees
from the nuclear contaminated area: A case in Saitama Prefecture

Takuya Tsujiuchi1, Kazutaka Masuda1, Yoko Chida3, Haruka Nagatomo2

Yasufumi Ito2, Ayako Nakagami2, Katsumi Suzuki1, and Tadashi Inomata4

1Faculty of Human Sciences, Waseda University
2Graduate School of Human Sciences, Waseda University

3School of Human Sciences, Waseda University
4Shinsai-Shien-Network Saitama

Abstract : The disaster of Fukushima nuclear plant following the Great East Japan Earthquake produced a
large number of evacuees to shelter themselves from the radioactive contamination.  Features of
the evacuees in Saitama Prefecture were discussed in this study.
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はじめに

東日本大震災では，巨大な地震と津波という天災
にともない，福島第一原子力発電所事故（以下，原
発事故）という人災が発生した。原発事故は，長期
にわたって放射能汚染から身を守るための県外避難
者を生みだし，福島県発表数では 2011 年 11 月時点
で 46 都道府県に 5 万 8,769 人にのぼる。震災より

1 ヵ月の 4 月時点で約 2 万人であったものが，4 月
末には 3 万人，7 月には 4 万人，8 月には 5 万人を

超えている。2011 年 11 月 15 日時点での各県への福
島県からの避難者数は，福島県の北西に隣接してい

る山形県に 12,542 人，西側に隣接している新潟県
6,451 人と多い他，東京都 6,542 人や埼玉県 4,715 人
など関東地方に多いのが特徴である。

本研究では，埼玉県を事例に原発避難者の特徴を

明らかにしたうえで，震災後半年から 1 年の期間に

おける支援のあり方を考察する。

【研究1】「さいたまスーパーアリーナ」
避難者調査の解析 1）

1．都市型避難所

「さいたまスーパーアリーナ」は，音楽・スポー

ツ・産業イベント等を行う最大 3 万 7000 人を収容す

る大規模多目的ホールである。さいたま市中央区の

「さいたま新都心駅」前にあり，東京駅や新宿駅から

約 30 分というアクセスのよい場所にある。

3 月 11 日の震災でホール内部が一部損壊し修復が

必要となる状況であったため，ホールを取り囲む 2
階から 5 階までの円形通路が避難所として開放され

た。3 月 16 日に知事会の要請を受けて最大 5,000 人
の避難者一時受け入れを決定し，翌 17 日に 268 名
が到着。19 日には福島県双葉町町民約 1,200 名がバ

ス 20 台で到着し，3 月 31 日に閉鎖されるまでの 2
週間に最大約 2,500 人が避難生活を送った。

都市型避難所「さいたまスーパーアリーナ」の被災
者と支援者の状況については，原田らの論文 2）に詳
しい。
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Study 1: One week after the earthquake, the Saitama Super Arena normally used as a multipur-
pose hall for concerts and shows served as a big temporary shelter.  In the Arena, more than
two thousand and five hundred evacuees stayed for about two weeks.  Shinsai-Shien-Network
Saitama (SSN), one of the unofficial support groups carried out a questionnaire survey in order
to evaluate the needs of aids for evacuees.  Through the analysis of this survey, we determine
that the target of the support is the generation of child-caring mothers and children and elderly
people.
Study 2: Seven months after the earthquake, most of the evacuees left their temporary shelter
and started their long-term refuge lives in the local community.  (1) Lack of information and
social support.  (2) No understanding by local people.  Because of these two problems found by
several support groups, we understand that it is necessary to make public-private cooperative
systems to support evacuees.  As the public groups have the personal information, and the
private groups have the know-how of concrete support, a new support system must be estab-
lished by the concept of ‘social inclusion’.  In Saitama Prefecture, several local governments,
professional associations and private support groups gathered by calling from Saitama Bar
Association and set up a liaison committee on earthquake disaster countermeasures.
After the Great Hanshin-Awaji Earthquake in 1995, “psychological support” has become a
common notion in the Japanese society.  Now that we have experienced this Great East Japan
Earthquake disaster in 2011, it is furthermore important to establish a new “social care” system
that includes medicine, education, welfare, and law fields.

Keywords: The Great East Japan Earthquake ; Evacuees from Fukushima nuclear plant disaster ;
Saitama Super Arena ; Public-private cooperative systems ; Social inclusion
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2．避難者調査の概要

本アンケート調査は，一時避難所における支援物
資の配付，必要な医療的援助や法的援助を適確に避
難者に届けることを目的とし，『一時避難場所利用
者受付票』として「震災支援ネットワーク埼玉（以下，

SSN）」を中心に行われた。原則としてアリーナ到着
時に家族代表者に配付し記入を依頼し，一部は SSN

メンバーが聴き取りによって記入した。

回答日時は 3 月 18 日～20 日の 3 日間。代表者人
数は 532 名，家族成員も含めた総人数が 1,645 名（男
性 792 名，女性 820 名，不明 32 名）であった。

回答項目は以下のものである。A）代表者の氏名・
性別・年齢・住所・緊急連絡先。B）家族メンバーの

氏名・性別・年齢。C）「避難所生活で不安なことが

あれば教えてください」という質問の下位項目とし

て，① 心身の状態に不安がありますか（ある／ない），

② 必要な物資があれば教えてください，③ 所持金
についての不安がありますか（ある／ない），④ その

他心配なこと困っていることなど何でも書いてくだ

さい，⑤ 今後の身を寄せる場所がありますか（あ

る／ない），⑥ 親戚等とは連絡がとれていますか（は

い／いいえ），の 6 項目であった。

3．避難者の年齢・性別構成の特徴

図 1 に男性の避難者年齢構成図を，図 2 に女性の

年齢構成図を棒グラフで示した。折れ線カーブは男
女それぞれ震災前の 2010 年 9 月の人口動態統計よ

り，福島県相双管内の年齢別人口構成を表わしてい

る。福島県の相双地区の人々が年齢層に片寄り無く

避難していれば，この折れ線カーブのような人口構
成になる。

図 1 からは，5 歳～19 歳の男子が多く避難してき

ており，逆に 20 歳～34 歳の男性と 55 歳～59 歳の

男性が避難してきていないことがわかる。また，図
2 からは 5 歳～14 歳の女子と 40 歳～49 歳の女性が

多く避難してきており，55 歳～59 歳の女性が避難
してきていないことがわかる。

これらのデータから，子育て世代の母子が避難し

てきていることがわかる。20 代 30 代の男性に関し

ては，後の我々の聴き取り調査からも，福島県に原
発事故処理や復興の仕事等で残った可能性が考えら

れている。また 50 代の男性と女性に関しては，遠
く埼玉県に避難するのではなく，故郷の福島県内で

避難している可能性が考えられた。その理由は明ら

かではないが，放射能汚染の問題よりも，仕事や家
庭などを含めた地元福島との社会的なつながりが重
視されたためとも考えられる。

図 3 は，避難者の世帯人数である。1 人世帯が

127 世帯（24％），2 人世帯が 123 世帯（23％），3 人
世帯が 94 世帯（18％）と順に多く，一方 7 人以上の

大家族が 38 世帯（7％）という特徴があった。1 人世
帯の年代別人数の内訳をみてみると，多い順に 60
歳代が 27 名，70 歳代が 24 名，50 歳代が 18 名と比
較的高齢者が多かった。65 歳以上の人口比率は，避
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図 1 避難所年齢構成図（男性）

図 2 避難所年齢構成図（女性）
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難者全体では 23％であるが，1 人世帯では 36％と高
かった。また 2 人世帯の内訳として，多い順に 70
歳代夫婦が 22 組，60 歳代夫婦が 21 組，80 歳代の

親と子の世帯が 15 組，70 歳代の親と子の世帯が 7
組であり，高齢者夫婦と高齢の親を抱えた親子が比
較的多いことが判明した。

以上のアリーナ避難者の年齢・性別構成の分析か

ら，今後のケアが必要な対象として，① 小中高校生
の子どもとその母親，② 一人暮らしの高齢者，③
高齢者夫婦，④ 高齢の親を抱えた親子，であること

が示された。

4．心身の状態への不安

心身の状態への不安についての回答は，「ある」

235 名（44％），「ない」152 名（29％），「無回答」145
名（27％）であった。

心身の状態への不安があると答えた 235 名中，病
院や診療所への受診を「希望している」者は 105 名

（45％），「希望していない」66 名（28％），「無回答」

64 名（27％）であった。薬の所持に関する質問では，

薬が「ある」149 名（63％）であり，その内訳は「約
1 ヵ月間」6 名，「約 2 週間分」11 名，「約 1 週間分」

20 名，「数日分」19 名，「日数不明」93 名であった。

薬が「ない」者は 42 名（18％），「無回答」は 44 名
（19％）であった。

心身状態の不安があると答えた 235 名中，病名が

明らかになっている者が，急性疾患が 42 名（風邪 13
名，消化器症状 14 名，ストレス症状 15 名），慢性
疾患が 137 名（高血圧 58 名，糖尿病 24 名，人工透
析 20 名，循環器疾患 19 名，呼吸器疾患 14 名，精
神神経疾患 12 名）であった。

このように，避難者のうち 44％が心身の不安を抱
え，さらにその 45％が病院受診を希望しており，内
服薬があっても数日～1, 2 週間であり，2 週間で閉
鎖された「さいたまスーパーアリーナ」避難所に避難
している間に病院受診を必要とする者が大勢いたこ

とがわかる。その中でも，人工透析患者が 20 名も

おり，早急な医療連携が必要とされる状況であっ

た。SSNをはじめとする支援団体は，このような調
査をもとに必要な医療機関の紹介を行った。

5．必要とされた物資

表 1 は，必要な物資に関する回答と，回答人数を

表わしている。

「衣」に関しては，“大人の衣類や下着類”が圧倒的
に不足しており，避難者が語るように‘着の身着の

まま’で避難してきたことが理解できる。その他に

は“子どもの衣類や下着類”，“乳児と大人のおむつ”

などが代表的であった。“靴”とあるが，避難途中の

スクリーニング検査で放射能に汚染されている靴が

没収され，代わりのスリッパで避難されている方が

いた。

「食」に関しては，埼玉県の方針が「場所と毛布の

提供」に限定したものであったため，ボランティア

による物資配給と炊き出しに頼るものであった 2）。

この問題は，一般的な被災地の避難所と同様に“食
料品”や“食事”が必要な物資としてあげられている

ことに現れている。その他には，“乳児のミルクや

離乳食”もあげられており，支援物資の中に乳幼児
を対象としたものを含めておく必要性が考えられ

た。

「住」に関しては，“ガソリン”が上位に上がってい

る点が特徴的である。東北地方から自家用車を使っ

て避難してきたために，ガソリンが底をついた者が

多数いたということである。その他，アリーナには
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図 3 世帯別人数構成
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入浴施設はなく，放射能汚染区域からの避難という

ことも重なり，“風呂”の希望者が多数であった。

この表にあげられていないその他の物資として，

“乳幼児の生活用品，ベビーカー”といった乳幼児を

対象としたもの，“車いす，椅子”といった高齢者を

対象としたもの，“爪切り，ドライシャンプー，石
けん，マスク，カイロ，耳栓，目薬”といった衛生
用品，“テレビ，新聞，雑誌，携帯電話，インター

ネット”といった情報関連用品，そして，一般の震
災避難所では考えられない“放射線測定器”といった

ものもあげられていた。

6．面接相談の特徴

SSNは，さいたまスーパーアリーナへ数千人規模
の被災者受け入れが始まるとの情報にともない，「反
貧困ネットワーク埼玉」の呼びかけで弁護士・司法書
士・社会福祉士・臨床心理士・女性相談や労働相談の

専門家・学校教育関係者・市民ボランティアらによっ

て 2011 年 3 月 17 日に設立された民間団体である。

これまでに述べてきた『一時避難場所利用者受付
票』アンケート調査の結果を活かし，避難所の一角
に相談ブースを設けて，弁護士・司法書士らによる

「生活・法律相談」，社会福祉士らによる「高齢者・
障がい者等福祉相談」，臨床心理士らによる「足湯と

こころの相談」，女性相談の専門家らによる「女性相
談」など，横断的な相談支援活動を実施した。それ

ぞれの相談件数は，生活・法律相談 548 件，福祉相
談 112 件，足湯とこころの相談 489 件，女性相談
200 件であった 3）。

生活・法律相談の内訳として，最も多かったのが

「金融機関の口座に関する相談」156 件であった。預
金通帳や銀行カードを持たずに避難してきた者が多
かったため，預金を下ろしたいという相談，埼玉近隣
の金融機関での代理払い戻し紹介や，地元に泥棒が

入っているという噂による口座凍結に関する相談な

どが認められた。次に多かったのが「今後の住居に

関する相談」が 88 件で，避難所閉鎖後の住居紹介に

関する相談が主であった。3 番目が「生活費に関する

相談」83 件であり，社会福祉協議会による緊急小口
貸付の手続きに関する相談が多かった。その他は，

「仕事や失業給付に関する相談」79 件，「住宅ローン

に関する相談」 65 件，「自動車の運転免許に関する

相談」49 件，それ以下は表 2 に示した通りである。

まさに‘着の身着のまま’の避難者が多く，財布・
通帳・カード・保険証などの貴重品を携行しなかった

ために身分を証明する物がなく，様々な手続きが困
難になるという事態が生じていたことが特徴であ

る。
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表 1 必要物資（衣食住）回答者人数

衣 （人） 食 （人） 住 （人）

大人の衣類 44 食事 17 風呂 42

大人の下着類 30 温かいもの

野菜

3

2

ガソリン 30

子どもの衣類 7 薬 29

子どもの下着類 5 食料品 24 洗濯 13

乳児のおむつ 5 水（飲料） 18 毛布 9

大人のおむつ 4 乳児のミルク 3 生理用品 6

靴下 4 離乳食 1 携帯の充電器 5

靴 2 お湯 2 ティッシュペーパー 4

タオル 2 おはし・紙コップ 2 娯楽用品 4

Presented by Medical*Online



266

【研究2】官民協同の支援体制の構築

1．『埼玉県震災対策連絡協議会』

埼玉県では，震災後 2 ヵ月が経過した 2011 年 5
月 12 日に，第 1 回目の震災対策連絡協議会が開催
された。

この会は，埼玉弁護士会の呼びかけによって始
まった，埼玉県および各市町村自治体といった「行
政機関」，各種士業団体などの「専門家団体」，そし

て事業者関係者やボランティア団体などの「民間団
体」を含む，図 4 のような被災者支援に取り組んで

いる団体の広範囲な連絡協議の場である。

行政機関・専門家団体・民間団体が密に情報交換
を行い連携することによって，被災者のニーズを細
かく受け止め，支援活動の役割分担を相互に協議
し，情報発信を一元的に行うなど，被災者に対する

支援活動をより効率的に展開することを目的として

組織された。さらには，今後首都圏に発生すると予
測されている大規模地震に備えるために，埼玉県に

おける防災の仕組みづくりとしての意義も兼ね備え

ている。

2．集合的支援から個別支援へ

第 1 回の協議会において，我々は SSNが行った

「さいたまスーパーアリーナ」における避難者調査の

結果を発表し，埼玉県への避難者の特徴として“母
子”と“高齢者”に対する支援が必要であることを提
示した。協議会が開催された震災後 2 ヵ月の時点
は，埼玉県内ほぼ全ての避難所が閉鎖され，避難者
は公営住宅や民間住宅に個別避難し，避難先地域で

の生活を模索している状況であった。避難所におけ

る集合的支援から，各世帯への個別支援へとシフト

していく必要性が見出された。

6 月 10 日に開催された第 2 回協議会では，様々な

民間団体に寄せられた相談から，① 情報が入らな

い・支援が届かない，② 避難先の地域に理解しても

らえない，といった問題が見出されていることが報
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表 2 面接相談内容と件数

相談内容 件
数

1 金融機関の口座に関する相談 156

2 今後の住居に関する相談 88

3 生活費に関する相談（貸付・生活保護を含む） 83

4 仕事に関する相談（雇用保険・失業給付を含む） 79

5 住宅ローンに関する相談 65

6 自動車の運転免許に関する相談（再交付・更新） 49

7 年金・健康保険に関する相談 48

8 保険（生命保険・地震保険・学資保険）に関す
る相談 43

9 公共料金の支払いに関する相談 36

10 学校・教育に関する相談 30

11 原発・地震・津波等に対する賠償・補償に関
する相談 22

12 車のローンに関する相談 18

13 不動産の賃料・地代・権利証に関する相談 13

14 税金（所得税・自動車税等）に関する相談 10

図 4 『埼玉県震災対策連絡協議会』の構成
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告された。民間団体や専門家団体は個別支援を行う

資源を有しているものの，避難者の居住地などの情
報を知ることができない。そこで協議会では，個人
情報を把握している“官”と，実質的な支援を行う

“民”との協同による新たな支援体制が求められてい

ることが確認された。

7 月 20 日の第 3 回協議会では，埼玉弁護士会から

次のような 3 つの提案がなされた。① 個別避難者を

支援するための支援情報窓口の設置（図 5），② あら

ゆる分野の相談に対応できる総合的な相談体制の構
築（ワンストップ相談窓口の設置），③ 県が主催する

官民連携型の協議会の定期的な開催，である。

その後 2011 年 11 月の段階では，県主催の会議の

開催は実現しなかったが，埼玉弁護士会が引き続き

官民の連携をコーディネートしている。個別避難者
支援モデルに関しては，協議会に参加している各市
町村の協力が得られ，“民”における相談会や交流イ

ベントに関する情報を，市町村の広報誌と共に郵送
配布するルートが確立されつつある。また，埼玉県
各地域において，“相双ふるさとネットワーク”や

“一歩会”をはじめとした，被災者と支援者の協同に

よる新しいコミュニティが形成されていく動きが認
められた。

3．「社会的包摂（social inclusion）」に
基づいた支援を

2011 年 10 月 11 日に，熊坂義裕（宮古市前市長・
医師）が代表理事となり，宮城県仙台市長，福島県

相馬市長，岩手県下閉伊郡田野畑村長らが発起人と

なり，全国の民間団体に協力を呼びかけて社会的包
摂サポートセンターが立ち上げられ，『寄り添い

ホットライン』という電話相談事業が始まった。

0120（フリーダイヤル）－279（つなぐ）－338（ささえ

る）という電話番号で，“一人にしない，社会から切
り離さない”，“あなたの暮らしを「つなぐ・ささえ

る」，あなたの気持ちを「つなぐ・ささえる」”という

キャッチフレーズを掲げ，岩手・宮城・福島の被災
3 県から開始された。① 生活や暮らしに関する相
談，② DVや性被害の相談，③ いますぐ辛い気持ち

を聞いて欲しい，④ その他すべての相談を受付け，

行政・福祉・法律相談・民間支援団体などの社会的資
源につなげる問題解決型の電話相談を目指してい

る。この事業は，前述の埼玉弁護士会から提案され

たワンストップ相談窓口の電話版とも言えるもの

で，今後のシステム構築が期待されている。

この事業の基礎となっている考え方が「社会的包
摂（social inclusion）」4）である。1980 年代から 1990
年代にかけて欧州連合（EU）から始まった概念であ

り，世界的な低成長の中での失業と不安定雇用の拡
大に伴う，貧困や犯罪，健康不良や家庭崩壊など，

互いに関連する複数の問題を抱えた個人や地域に対
する「社会的排除（social exclusion）」に対処する戦略
として重要視されている。

おわりに

東日本大震災における心身医療的ケアは，地震と

津波の被害にあった東北地方の被災地に対して必要
であることは言うまでもない。しかしながら，今回
の震災は原発事故というわが国が過去に経験したこ

とのない被害が連鎖して発生し，放射能汚染から身
を守るために全国へ避難する人々を大量に生み出し

た点に留意が必要である。

本研究より明らかにされた点は，子育て世代（母
子）と高齢者に対するケアが必要であるということ

である。国連の UNHCR 協会の広報にこのような文
言がある 5）。「世界には生きることさえままならな
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図 5 埼玉弁護士会提案「個別避難者支援モデル」
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い，故郷を追われた人々が 4,000 万人以上います。

難民の約 80％が女性と子どもです。難民の避難生活
は 20 年におよぶこともあります」。ダムなどの経済
開発によって生じた国内を漂流する難民を「開発難
民／国内難民（development or domestic refugee）」と

呼ぶ 6）が，このまま故郷に戻れず避難生活が長期化
すると原発避難者はわが国始まって以来の国内難民
となってしまう可能性がある。

現代社会が国内難民を生み出さないためには，身
体的ケアと心理的ケアは当然のことながら，社会的
な孤立や排除を生まないための「社会的ケア」が必要
とされているのである。かつて 1995 年の阪神・淡
路大震災以降「心のケア」の必要性が社会的に認知さ

れたが，今回の東日本大震災ではさらに地域福祉や

損害賠償の問題 7）まで含めた「社会的ケア」の必要性
を認識していかなければならない。本稿で紹介した

『埼玉県震災対策連絡協議会』の取り組みは，ひとつ

の社会的ケアと言えるだろう。今後は社会的包摂の

観点から，医療・福祉・教育・法律の分野で民間と

行政が手を取り合い，地域における人間と人間のつ

ながり作りと共助の関係作りの具体的方策を考えて

いく必要がある。

筆者は，震災および原発事故が，従来からわが国
が抱えてきた様々な社会文化システムの問題を顕在
化させたものと考え，長期的視野で原発避難者への

支援と研究を続けている 8）。問題が見えてきた今こ

そ，新たな社会文化システムを構築していくチャン

スだと考える。
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