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遠方避難における生活再建と地域社会の課題 
 

 

田代 英美  
 

 

はじめに 

 

 本稿では、東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、大震

災・原発事故と略記）により九州に避難した人たちの現状と支援者が直面してい

る問題を報告し、生活再建段階における支援と地域社会の課題を考察する。 

 日本社会に極めて大きな衝撃を与えた大震災・原発事故も、発生から 2 年も経

たない時期に早くも記憶の風化や「既存の枠組みへの揺り戻し」（山下 2013: 17）

が語られていた。4 年 10 か月を経過した現在、直接の被災地ではない九州では

大震災・原発事故に関するニュースを見聞きすることも少なくなり、行政の避難

者支援は終了に向かっている。しかし、大震災・原発事故の避難者は現在もなお

全国 47 都道府県に居住しており、九州にも未だ生活再建の過程にある避難者が

いる。 

大震災・原発事故が地域社会に提起した課題は災害発生時の災害弱者対策、今

後の防災まちづくりや自治体のエネルギー政策等だけではない。自然災害・人為

的災害発生時における被災地とそれ以外の地域との協力関係や避難者の受け入れ、

被災地域や被災した人々への支援や相互協力のあり方もまた重要だ。原発避難を

とおして、他地域・他の生活文化圏からの移動者、しかも一時的な滞在かもしれ

ない移動者とどのような関係を築くのか、他の文化的背景を有する人や移動者を

含めて共生する地域社会をどのように展望するのかが問われることになった。 
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1 「原発避難」という現象 

 

 今回の「複合災害」は地震・津波・原発事故という 3 種の災害が絡み、広大な

範囲の地域が被害・影響を受けた。それだけに被害の内容も多岐にわたるが、地

震・津波による被害と原発事故による被害とは性格が異なる。被害の性格の違い

は避難行動にも相違を生じさせる。九州への避難は、筆者がこれまで行ってきた

避難者対象の質問紙調査や避難者・支援者への聞き取り等 1)から、「原発避難」

の様相が強く出ていると言える。九州への避難者の現状を述べる前に原発避難の

特徴をおさえておきたい。 

原発避難の第一の特徴は、原発事故の被害に関する共通認識が成立せず、その

不成立が避難のさまざまなパターンを生んでいることだ。どの程度の放射能汚染

が人の健康や食べ物や自然生態系にどのような影響を及ぼすのか、日常生活上安

全とみなすことができる放射線量はどのくらいかなどについて、政府や復興庁な

どの関係機関、専門家が説明しているが、それに納得する人だけでなく、不信感

を持つ人もおり、何が（どこまでが）原発事故による被害なのか共通理解が成立

していない。原発事故に対する東京電力と国や自治体の対応、責任の取り方にも

さまざまな意見がある。大震災・原発事故の被害に関しては、原発事故が絡んだ

ために被害の共通認識が成立しなくなった点に難しさがある。それは原発避難に

対する共通理解の不成立につながっている。避難とは災害による被害から身を守

るために災害地から別の場所に逃れることであり、被害が出た場合や被害が予想

される場合に避難という行動が起きるのであるが、原発事故の被害のように共通

認識が成立していない場合は、ある人にとっては被害を避けるための避難であっ

ても、他の人からは「被害なき避難」と見られかねない。公害研究では「被害の

潜在化」が政策の動向と地域社会や構成員の社会経済的な位置関係によって生じ

うることが明らかにされてきたが、原発避難の場合、原発事故の責任論やその後

のエネルギー政策が絡んでいることが特徴である（田代 2015: 50-2）。「自主避難」

に対して投げかけられる“心配しすぎ”、“過剰反応”などは、原発事故による被

害と原発避難に対する共通認識の不成立を端的に示している。被害と避難に対す

る共通認識の不成立は、避難者と非避難者、避難者相互間、避難者と避難先の住

民との間に「不理解」（山下ほか 2013: 16-7）を生み、時に対立となって現れる

― 26 ―



 
 

1 「原発避難」という現象 

 

 今回の「複合災害」は地震・津波・原発事故という 3 種の災害が絡み、広大な

範囲の地域が被害・影響を受けた。それだけに被害の内容も多岐にわたるが、地

震・津波による被害と原発事故による被害とは性格が異なる。被害の性格の違い

は避難行動にも相違を生じさせる。九州への避難は、筆者がこれまで行ってきた

避難者対象の質問紙調査や避難者・支援者への聞き取り等 1)から、「原発避難」

の様相が強く出ていると言える。九州への避難者の現状を述べる前に原発避難の

特徴をおさえておきたい。 

原発避難の第一の特徴は、原発事故の被害に関する共通認識が成立せず、その

不成立が避難のさまざまなパターンを生んでいることだ。どの程度の放射能汚染

が人の健康や食べ物や自然生態系にどのような影響を及ぼすのか、日常生活上安

全とみなすことができる放射線量はどのくらいかなどについて、政府や復興庁な

どの関係機関、専門家が説明しているが、それに納得する人だけでなく、不信感

を持つ人もおり、何が（どこまでが）原発事故による被害なのか共通理解が成立

していない。原発事故に対する東京電力と国や自治体の対応、責任の取り方にも

さまざまな意見がある。大震災・原発事故の被害に関しては、原発事故が絡んだ

ために被害の共通認識が成立しなくなった点に難しさがある。それは原発避難に

対する共通理解の不成立につながっている。避難とは災害による被害から身を守

るために災害地から別の場所に逃れることであり、被害が出た場合や被害が予想

される場合に避難という行動が起きるのであるが、原発事故の被害のように共通

認識が成立していない場合は、ある人にとっては被害を避けるための避難であっ

ても、他の人からは「被害なき避難」と見られかねない。公害研究では「被害の

潜在化」が政策の動向と地域社会や構成員の社会経済的な位置関係によって生じ

うることが明らかにされてきたが、原発避難の場合、原発事故の責任論やその後

のエネルギー政策が絡んでいることが特徴である（田代 2015: 50-2）。「自主避難」

に対して投げかけられる“心配しすぎ”、“過剰反応”などは、原発事故による被

害と原発避難に対する共通認識の不成立を端的に示している。被害と避難に対す

る共通認識の不成立は、避難者と非避難者、避難者相互間、避難者と避難先の住

民との間に「不理解」（山下ほか 2013: 16-7）を生み、時に対立となって現れる

 
 

可能性がある。 

避難者への聞き取りからも、原発避難の多様なパターンが見えてくる。どの災

害でも、災害に伴う避難が一つのパターンに括られるのではないが、原発事故で

は影響を受けた地域が広範囲であり、影響の受け方が一様ではないため、避難の

パターンは複雑さを増している。避難パターンを整理する軸としてさまざまなも

のが考えられるが、政府の避難指示の種類は外せない。『原発避難白書』では、

避難元の避難指示の種類と賠償や政府の支援策とを組み合わせて「避難元に基づ

く 7 分類と賠償・支援策の概要」を提示している（関西学院大学災害復興制度研

究所ほか編著 2015: 60-1）。この分類は、区域の分類 2)だけでなく、各区域で避

難慰謝料や支援施策（除染、住宅、健康診断、高速道路無料化等）がどのように

異なったのか、その概略を整理しており、避難をめぐる不理解がどこに起因する

のかをおさえる上で有用だと思う。筆者の質問紙調査や聞き取りからも、九州に

はこの 7 分類のすべての区域から避難者が来ていたことが分かるが、避難者の間

でも、どの区域から来たのかはお互いの関係に影響するという。支援団体間の情

報交換のなかでは、賠償の対象となっている区域からの避難者は賠償の対象にな

らない自主避難者に遠慮がある、帰還準備が進む区域からの避難者は帰還困難区

域からの避難者に今後の話をしづらいようだなどの支援者の感想が聞かれる。 

 第二の特徴として、広域避難が挙げられる。福岡県田川市・福岡市に避難した

人の中には、地震や津波で住宅被害等を受け、田川市・福岡市に親戚や知人がい

るという理由でここに避難した人もいるが、地震と津波だけが避難の理由という

人は少ない。他方、原発事故や放射能汚染を避けるために避難してきた人は多く、

避難指示区域内から避難してきた人もいれば区域外から避難してきた人もいる。

地震・津波災害に加えて原発災害を受けた人もいる（田代 2013）。福島県やその

周辺県だけでなく、関東地方からの避難も少なくない。宮崎県を中心に活動して

いる当事者グループ「うみがめのたまご」3)のメンバーは大部分が東京都、山梨

県、千葉県、埼玉県などの関東地方からの避難者で、福島県からはごく少数であ

る（田代 2014）。避難者から「原発事故から遠くに行きたかった」、「放射能汚染

の心配をしなくてよいところに行きたかった」、「原子力発電所がないところに行

きたかった」、「ここなら安心して食べ物を口にできる」などの言葉を聞くと、地

震・津波の被害だけであれば避難先は別のところだったのではないか、原発事故
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がなければ元の居住地に住んでいるはずだ、原発事故があったからこそ、この人

たちは今、九州に住んでいるのだと思う。 

 九州への避難は「遠方個別避難」と特徴づけることができる。被災時の居住地

域と避難先地域との地理的距離を基準にとると、「隣接地域内避難」（被災時に居

住していた県内およびその隣接県への避難）ではなく「遠方避難」（それ以外の

地域への避難）であり、一緒に避難した人を基準にとると、「集団避難」（同じ地

域の住民がまとまって避難行動）ではなく「個別避難」（個人や家族単位での避

難行動）が多いのである。なかには、同じ地域の出身者が比較的多く集まってい

るケースもあるが、被災地域の全体または一部でまとまって一緒に避難してきた

のではない。九州への避難者は、同じ被災地域の住民が集団で避難するのではな

く、個人や家族単位で避難したケースが多い（田代 2013, 2014）。 

なお、原発避難関連の調査・研究書では「広域避難」がよく使われている。本

稿での「遠方避難」は「広域避難」とほぼ同様であるが、2 つの理由から「遠方

避難」を使っておきたい。一つは避難先と元の居住地との距離感である。原発避

難の場合、上述のとおり、避難者の心情として「遠くへ」がある。避難する際の

「原発事故や放射能汚染を心配しないでよい遠いところに行きたい」という距離

感は、地震・津波災害による避難とは異なる原発避難固有の感覚ではないかと思

われる。もう一つは、東北や関東から九州への移動は異質な歴史・文化圏間の移

動であり、移動者と移動先地域との関係は、福島県・宮城県間のような隣県間を

移動する場合とは違うのではないかと考えるからである。遠距離を移動してきた

避難者たちは、避難先の地域に、自らの歴史・文化や生活感覚とは異なるものを

感じるのではないだろうか。歴史・文化・生活圏が異なる地域間の移動は、それ

らが類似している地域間の移動とは異なる影響を移動者本人と移動先地域にもた

らすものと予想される。「遠くへ」とはどのくらいの距離かは個人の感覚にもよ

るであろうし、異なる歴史・文化・生活圏は基準によってどれだけでも細分化ま

たは統合できるが、ここでは、被災時に居住していた県内およびその隣接県以外

とした。東北や関東から九州への避難は「広域避難」のなかでも「遠方避難」の

特徴を持つと言える。 

 原発避難の第三の特徴は、避難時期の拡散および避難期間の長期化あるいは避

難終了見込みの不確かさである。原発避難の場合も避難時期は事故直後が圧倒的
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に多いが、地震や津波による災害と異なり、原発事故の広がりと各自治体や国の
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2 九州への避難者 

 

 ここで、九州への避難者数を確認しておく。 

 復興庁発表の最新データ（平成 27 年 12 月 10 日現在）では、全国の避難者等
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 避難者数の推移（所在都道府県別）（復興庁、平成 27 年 12 月 25 日）（表 1）

を見ると 4)、全国の避難者数は平成 24 年 6 月の 346,987 人が最多で、その後少
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は 182,000 人とさらに少なくなっている。このように避難者数は減少傾向にある

ものの、大震災・原発事故から 4 年 10 か月後も約 18 万人が避難生活を送ってい

る。地域別では、東北が 140,106 人で全体の 77％を占めるが、人数自体はピー

ク時の平成 24 年前半と比べると約半数になっている。東北以外の地域は人数は
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はるかに少ないが、中国では人数の増減があまりなく、他地域ではピーク時から

の減少傾向は東北より緩やかである。九州・沖縄は、ピーク時の平成 24 年 12 月

は 3,484 人、平成 27 年 12 月は 2,645 人で 839 人の減少（24％減）となっている。 

復興庁発表のデータから、全国の避難者数は大震災・原発事故発生後 1 年以上

を経過した平成 26 年前半に 34 万 5 千人前後とピークであること、東北以外の地

域への避難者数は東北に比べるとかなり少ないが、減少はより緩やかであること

が読み取れる。このような避難者数の動きからも、大震災・原発事故の被害・影

響は長期にわたって全国に及んでおり、広域避難または遠方避難が現在も続いて

いることが分かる。 
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岩手県 42,789 43,096 42,263 41,626 40,304 38,780 37,370 35,925 34,494 33,221 31,714 30,289 28,950 26,673 25,230 23,525

宮城県 127,792 128,197 115,856 112,008 108,357 101,328 96,330 92,290 88,575 81,923 77,836 73,796 69,561 61,816 55,920 50,206

福島県 97,946 101,320 99,521 98,235 97,072 93,915 91,392 87,712 84,221 82,657 78,577 75,440 71,399 65,485 61,800 57,775

上記三

県以外

の県

23,778 22,552 20,817 19,397 18,317 16,404 14,310 13,130 12,555 11,287 10,641 10,233 9,992 9,148 8,805 8,600

合計 292,305 295,165 278,457 271,266 264,050 250,427 239,402 229,057 219,845 209,088 198,768 189,758 179,902 163,122 151,755 140,106

35,545 35,303 35,140 34,086 33,279 32,154 31,447 30,191 29,549 28,281 30,405 30,120 31,836 30,991 30,397 29,677

3,026 2,903 2,960 2,898 2,870 2,792 2,742 2,699 2,688 2,585 2,561 2,512 2,449 2,342 2,316 2,280
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1,739 1,933 1,907 1,967 1,997 2,021 1,980 1,983 1,978 1,993 1,992 1,964 1,940 1,928 1,915 1,809

639 554 539 536 516 493 480 480 458 449 438 431 424 413 407 386

3,381 3,393 3,426 3,484 3,477 3,312 3,253 3,198 3,135 2,975 2,909 2,840 2,824 2,720 2,675 2,645

344,290 346,987 329,777 321,433 313,329 298,033 286,006 274,088 263,958 251,419 243,040 233,512 225,177 207,132 194,793 182,000

平成26年 平成27年 平成25年

合　計

九州・沖縄 

東海北陸 

関東 

北海道 

東

北

近畿
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四国

平成24年
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 ただし、復興庁発表における避難者の範囲や調査方法は明瞭ではなく、数値の

正確性は疑問だとみられている（日野 2015: 31; 田並 2015: 95）。また、「総務省

は広域避難者の情報を集約するために、『全国避難者情報システム』を 2011 年 4

月 25 日から稼働させた」（田並 2012: 15）が、「あくまでも個人の申告のため、

正確さに欠ける。システムが避難者に周知されていない」などの問題が指摘され

ている（田並 2012: 19）。避難者数の正確な把握ができていないのは、「避難指

示区域の内外を問わず統一したルールで網羅的に避難者を把握する仕組みがない」

ためである（日野 2015: 35）。 

 平成 27 年 12 月 10 日現在の九州 7 県の避難者数 1,935 人は、“少なくとも”

1,935 人と見るのが妥当であろう。しかも、この数字の奥には、九州の同一県内

の市町村間の移動、九州内の他県への移動、被災時の居住地域への移動（帰還）

がある。また、原発事故後時間が経ってからも少数ではあるが東北や関東から九

州に移動した人もいる。こうしたさまざまな地域間移動は、大震災・原発事故に

よる被災が終わっておらず、避難者の生活再建が未だ途上にあることを示してい

る。 

相対的に少ない避難者数と個別避難という特徴から、九州において避難者は分

散的に居住しており、周囲からは見えにくい存在になっていると考えられる。復

興庁発表の数字では、例えば福岡県に在住する避難者は約 700 人で決して少なく

ないが、福岡県人口約 500 万人の中に個別避難というかたちで入ると全く目立た

ない数字である。しかも、避難前の居住地、被災の状況、避難理由、避難時期

等々はそれぞれに異なり、共通項は少なく、互いに連絡を取り合う繋がりを初め

から持っているケースは少ない。「とみおか子ども未来ネットワーク」のような、

避難前の居住地を契機とする交流と意見交換の場の形成は困難である。九州では

原発避難の様相が強いことから、地震・津波による避難者は一層見えにくい状況

にあると思われる。さまざまな背景をもつ避難者が同様の状況にある人と情報を

共有したくても、支援者が避難者に必要な支援を尋ねたくても、相手が見えにく

いのである。避難前の居住地とは異なる歴史・文化・生活圏に、個々別々に移動

してきて、各地に分散的に居住し、共通項が少なく、そのままでは避難者間・支

援者間のネットワークができにくいと考えられる。 
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3 平常社会のなかの避難者 

 

大震災・原発事故から 4 年以上を経過し、国や被災自治体は「復興加速化」を

表明して、対策の主軸を避難者支援から復興支援に移している。復興庁は、平成

23 年度～27 年度を「集中復興期間」として「被災地の一刻も早い復旧・復興を

目指す」、平成 28 年度～32 年度は「復興・創生期間」として「被災地の『自立』

につながり、地方創生のモデルとなることを目指す」としている。集中復興期間

では被災者支援、復興に関する法整備、避難指示の設定と見直し、復興構想の公

表などが行われた。復興加速化への取り組みとしては、被災者の健康・生活に関

する総合対策の推進、住宅再建・まちづくり、産業・なりわいの再生に向けた産

業復興創造戦略の推進、福島の復興・再生（避難指示解除、除染、インフラ復旧、

町外コミュニティの整備）、さらに、地域課題の解決に向けて、先導的なモデル

の構築、情報共有や新たなつながりの構築を進める場づくりなどが掲げられてい

る（復興庁のパンフレット「東日本大震災からの復興の状況と最近の取組」平成

27 年 11 月版）。 

九州の自治体では災害発生後 3 年目頃から避難者支援が終了に向かっている。

福岡県では、災害発生直後の 2011 年 3 月 12 日に「東北地方太平洋沖地震福岡県

救援本部」を設置、翌 2012 年 3 月 9 日には「災害を受けた地域の復興及び本県

内への避難者に対する支援を継続的かつ的確に進めるため」（東日本大震災福岡

県復興支援本部規約第 1 条）「東日本大震災福岡県復興支援本部」へと移行した。

全国的な動向については、復興庁ホームページに「各都道府県における被災者支

援のための総合的な窓口及び被災者支援を担当する組織」が 2011 年 8 月 5 日付

と 2012 年 10 月 11 日付で掲載されており、多くの県で「東日本大震災」や「被

災者支援」、「避難者」等の言葉を含む名称の窓口が設置されていたことが分かる。

九州では、2011 年 8 月時点では 7 県すべて、2012 年 10 月時点では長崎県以外の

6 県である。市町村でも今回の被災者・避難者・被災地を対象とする窓口等を置

いたところがある。しかし次第に、東日本大震災の避難者に特定した窓口等は閉

じられ、避難者を対象とする支援策も終了しつつある。北九州市では、2011 年 3

月に「住宅確保から生活支援までをワンパッケージ化し、被災者の生活再建を支

援する」ことを目的として立ち上げられた「『絆』プロジェクト」が、2013 年 3
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月をもって終了した。大牟田市の社会福祉協議会・介護サービス事業者協議会・

障害者協議会が立ち上げ、その後大牟田市も加わった「東日本大震災復興支援～

絆～プロジェクトおおむた」は被災地支援のほか大牟田市近隣に避難してきた人

たちの居場所づくりを行ってきたが、2015 年 3 月で終了した。行政の認識では、

後述する災害過程における応急段階または応急支援段階は終盤にきているという

ことであろう。東日本大震災の被災地や被災者に特定した施策から、一般の施策

への移行が進んでいる。他方、2015 年 8 月に九州電力川内原子力発電所 1 号機

が再稼働し、大震災・原発事故以来初めての通常運転復帰となった。続いて 2 号

機も 10 月に再稼働、11 月に通常運転に復帰した。大震災・原発事故に関する行

政の特別措置は徐々に終了し、九州に住んでいる私たちが被災地復興の現状や議

論を身近に見聞きすることは少なく、放射能汚染の影響も日常生活の中であまり

話題にならず、川内原発は通常運転している。 

九州は、大震災・原発事故の影を通り過ぎて、地震、津波や原発、放射能汚染

のリスクは表に現れていない平常社会になっているという雰囲気なのである。 

災害発生直後の緊急時対応から、時間が経つにつれて、平常社会へと移行ある

いは復帰するのは当然のようにも思える。しかしながら、原発事故は終息してい

ないし、避難は続いている。避難という事実とそれを取り巻く地域社会の平常化

とのギャップは大きい。避難生活からの生活再建とは別世界であるかのように平

常化した現居住地に対して、避難者のなかには違和感や不信感を持つ人もいる。

避難により生活が不安定化した人、また、原発事故を発生させたことに対して発

生者が賠償を十分にしていないという認識を持っている人にとっては、被災者支

援・避難者支援の終了は被災者・避難者の切り捨てに映る。他方、避難者のなか

には新たな生活の基盤を固めて避難生活を終わらせた人、生活再建を実現したか

どうかはともかくとして避難者と言われたくない人、言いたくない人もいる。 

避難者の分散や見えにくさはさらに進んで、避難者の分極化が進んでいるよう

に思われる。行政の避難者対応窓口がなくなり、避難者支援が段階的に終了し、

避難者相互のネットワークが薄いなかで、自ら情報を収集したり発信するのが難

しい人は、何らかの問題を抱えていても、それを訴えるルートが分からず、問題

が深刻化することが懸念される。 
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4 平常社会と生活再建 

 

 災害に関する近年の研究の蓄積の中で、災害の発生要因や災害による被害に関

する研究とともに災害からの復興についても研究が進められている。災害発生－

復興のプロセスについては、被災地における災害過程のサイクルを、緊急段階

（直接被害、拡大被害、消火、救命等）、応急段階（避難、仮設生活確保、瓦礫

撤去等）、復旧・復興段階（生活、地域（都市）・産業等の再建）、予防段階（防

災まちづくり、防災対策等）の 4 段階としてまとめたものがある（吉川 2007）。 

今回の大震災・原発事故は、被災地における災害過程とともに被災地以外の地

域の災害過程を理解することの重要さを明らかにした。大規模災害の場合は、災

害の影響は被災地にとどまらない。被災地の緊急段階、応急段階においては、被

災地以外の地域でも救助に関わる人の派遣や物資の輸送、避難者受け入れ等の対

応が求められる。原発事故に関連しては瓦礫の受け入れも各地で大きな問題とな

った。つまり、被災地の緊急段階、応急段階に対応して、被災地以外では緊急支

援段階、応急支援段階を置くことができる。また、災害の経験に学んで防災対策

を見直したり防災まちづくりを進めたりすることは、その時々の被災地であるか

どうかにかかわらず必要なことであろう。近年災害が多発していることや今後も

予想されることから、予防段階は被災地だけでなく被災地以外でもまちづくりの

表 2 被災地の復興過程と被災地以外の地域の復興過程 

地
域
全
体

緊急段階 応急段階 復旧・復興段階 予防段階

被
災
者
個
人

緊急段階（安全確保、
避難）

応急段階（居住地、避
難先での当面の生活安
定）

生活再建段階（今後の
生活設計、生活の安
定）

安定段階（安定的な生
活の展開）

地
域
全
体

緊急支援段階 応急支援段階 平常段階 予防段階

被
災
者
個
人

緊急段階（安全確保、
避難）

応急段階（避難先での
当面の生活安定）

生活再建段階（今後の
生活設計、生活の安
定）

安定段階（再建後の生
活の展開）

被
災
地

被
災
地
以
外
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一段階に位置付けることが可能である。しかし、復旧・復興段階は被災地以外に

は当てはまらない。前節で記述したように、被災地以外では応急支援段階が終わ

れば復旧・復興段階ではなく、平常段階に戻ると考えられる。以上をまとめれば、

被災地以外の地域での災害過程のサイクルは、緊急支援段階、応急支援段階、平

常段階、予防段階となる（表 2）。被災地のサイクルと一部重なりつつも、それ

とは異なるサイクルなのである。このサイクルの違いは個人の生活再建にも影響

を及ぼす。 

地域社会の災害過程と個人の被災―生活再建の過程を対応させて捉えると、地

域社会の緊急段階（緊急支援段階）、応急段階（応急支援段階）では被災者個人

も緊急段階、応急段階にあり、個人の生活再建が本格化するのはその次の段階

―被災地での復旧・復興段階、被災地以外での平常段階―だと思われる（表

2）。生活再建段階では、被災地に住んでいる人にとっては居住地域の復旧・復興

と個人の生活再建との関係が最も大きな問題になる。他方、広域避難、遠方避難

を選択した人にとっては、平常段階にある現住地と復旧・復興段階にある元の居

住地と、災害過程において異なる段階にある 2 つの地域社会との関係が出てくる

ことに注意が必要である。遠方避難者の場合、緊急段階や応急段階では現住地へ

の適応が最優先されるであろうが、生活再建段階では現住地と元の居住地、両方

の地域を考慮しながら今後の生活設計がかたちづくられていくと思われる。 

被災地復興と個人の生活再建との関係も、被災者が被災地やその近くに住んで

いる場合と九州のような遠方に住んでいる場合とでは内容が異なってくる。被災

地やその周辺に住んでいる人にとっては、個人の生活再建を被災地（＝現住地）

復興と切り離しては考えられないだろう。人々は復興の進み具合や課題を自分の

目で見て確認し、今後について積極的に関与しながら、個人の生活再建を構想す

ることが可能である。地域復興に住民の合意が得られなかったり、復興のスピー

ドが遅かったり、復興の内容が個人の希望と異なったりすれば、生活再建に支障

がでるかもしれない。いずれにしても、生活再建は地域復興に大きく左右されが

ちである。他方、遠方避難者の場合、個人の生活再建と被災地復興との関わりに

3 つのパターンが考えられる。ひとつは、被災地復興と重ねて生活再建を考える

パターンである。被災地が復興して住む場所や仕事が確保できるなら、元の居住

地に帰ろうという選択である。あるいは、復興にかなりの時間がかかると予想さ
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れる場合や復興計画が個人の希望に沿わない場合は、元の居住地に帰らないとい

う選択がありうる。ふたつめは、被災地復興とは切り離してこれからの生活設計

を考えるパターンである。この場合は、生活再建に際して被災地復興の進行度と

いう条件がないことになる。もうひとつは、元の居住地がそもそも復興の対象に

なっていないというパターンである。関東などからの自主避難がこれに当たる。

どのパターンであれ、避難者の現住地と被災地（元の居住地）との間には距離が

あり、避難者は被災地（元の居住地）の状況を常に自分の目で確認することはで

きない。被災地（元の居住地）との関係をどうするのか、すべての避難者に関わ

る問題であり、これによって生活再建の方向も変わる可能性があるが、個人の判

断の材料となる元の居住地に関する情報は十分に得られていないのが現状である。 

 遠方避難では、地域との関係が複雑で、しかも被災地や被災地復興に関する情

報が薄い中で個人の生活再建が模索されるのである。九州の避難者にとっては、

被災地の復旧・復興段階において地域復興だけがクローズアップされたり、平常

段階にある現在の居住地で避難者支援が終了したりすれば、生活再建の手がかり

がそれだけ少なくなると危惧される。災害発生から 5 年近くが経ち、全体として

復旧・復興段階にあるのだから避難者支援は不要、復興は被災地の問題で被災地

以外には関係がない、避難者が帰還するのが復興だなどという一般の認識がある

としたら、九州の避難者は平常社会のなかで孤立せざるを得なくなるだろう。 

これまで、避難者支援は主に緊急段階と応急段階を想定したものであったが、

生活再建をサポートする支援が必要である。避難者が現に居住している地域社会

としては緊急（支援）段階・応急（支援）段階の避難者支援を終了するだけでな

く、生活再建に資する避難者支援を準備する必要がある。復興に関するこれまで

の研究では、地震、津波、火山、水害等自然災害の事例が多く見られ、地域復興

と生活再建とは重ねて分析されていることが多いようである。他方、今回の原発

避難、なかでも遠方避難は、生活再建をメインに据えたサポートの必要性を示し

ている。 

 

5 九州での市民による避難者支援の現状 

 

 大震災・原発事故の被災者・避難者への支援活動を行っているグループ・団体
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等の全国規模の連絡組織として、東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）が

ある。2011 年 3 月に民間団体が集まって設立され、2015 年 3 月 31 日現在の参加

団体数は 633 団体となっている。主な活動内容は、被災地支援、広域避難者支援、

関係省庁や行政との連絡である。団体間の情報交換と連携のコーディネート、被

災地や被災者支援に関する情報発信が JCN の役割とされている（「JCN 2014 年

度年次報告書、2015 年度活動計画書」2015 年 7 月）。 

 JCN の広域避難者支援活動の主要事業が、東海、関東、九州、近畿、北海道

など各地域で開催される広域避難者支援ミーティングである。「地域別のミーテ

ィングのプログラムは、地域の関係者と協議し、地域の特性や状況に合うように

あらかじめ関係者に声かけして開催する形式（セミクローズ）を中心とし、広く

参加者を募り多くの方々でつながりあう形式（オープン）も行」うとされている

（前掲報告書・計画書）。九州では 2013 年から毎年 1 回開催されている。筆者は

2014 年と 2015 年のミーティングに参加した。沖縄を除く九州各県から参加者が

おり、ミーティングでの話から支援の現状を垣間見ることができる。2014 年、

2015 年のミーティングから、筆者が重要だと思う部分を要約して以下に記す。 

 

【支援者から見た避難者の現状】 

・関東から来た人と東北から来た人の間には、原発事故や放射能汚染をめぐって

遠慮のようなものがある。 

・避難者の全体像が分からない。行政が持っている避難者の情報は個人情報保護

の観点から民間支援団体には見せてもらえない。 

・九州は避難者の人数が少なく、状況もさまざま、もらえる支援も少ない。周り

は静かなので、言いたいことがあっても声を挙げにくいように思われる。 

・声を挙げる人が固定化している。 

・避難から時間が経つにつれて家計が厳しくなってきているケースがある。 

【支援者から見た支援グループ・団体の現状】 

・九州内のいろいろなところでいろいろなグループが活動しているが、相互の連

携体制がない。九州での支援活動の全体が見えない。 

・支援団体の間で情報の共有ができていないので、活動が広がっていかない。 

・活動者数、団体数が少ないのではないか。手が足りない。 
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・行政の避難者支援や官民が協力して実施した支援事業が終了し、避難者と支援

団体との距離が開いてきている部分がある。 

・避難者のニーズを把握しきれていないのではないか。ニーズに沿った活動がで

きているのか。 

・支援者の育成が課題である。 

・避難者のセルフヘルプ・グループができればよいが、現状では難しい。避難者

と必要なサポートとを繋ぐ支援が必要ではないか。 

【支援のあり方に対する避難者の意見】 

・支援団体の趣旨や性格によって避難者が参加しやすいものと参加しにくいもの

がある。 

・避難者がみんな支援団体を信頼したり頼ったりしているわけではない。支援で

はなく、賠償が必要だと考える人もいる。 

・“支援”と言われると違和感がある。“困っている避難者”に“支援”するとい

う考えはおかしい。“避難者”はいつも困っていないといけないのか。 

・放射能汚染が片付かない限り避難は終わらない。国や福島県は避難者支援では

なく、原発事故・放射能汚染の責任を取るべきである。 

・放射能汚染の心配がなくならない現状では“帰還”を前提とした復興策や避難

者支援はおかしい。 

・避難者は一人ひとり違う。全体が同じではない。 

・いつまでも避難者ではない。避難者支援ではなく、一般の制度を活用する方向

を考えてよい。 

・現在住んでいるところに慣れたようで慣れていない人もいる。避難者どうしの

交流は必要だと思う。 

・当事者どうしの支え合いをサポートする支援策がほしい。 

 

 九州でもさまざまな市民グループや民間団体が避難者への支援活動を行ってい

る。NPO、ボランティア、福島県や岩手県などの県人会、避難当事者グループ、

避難者と地元の人が一緒に活動しているグループ等々である。阪神・淡路大震災

の後、ボランティア活動や市民活動が飛躍的に一般に認知されるようになり、ま

た実際に活動が広がり、組織化も進んできたと言われている。その成果が大震
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災・原発事故後のボランティアや NPO の素早い初動、さまざまな民間団体や

NPO による支援ネットワークの立ち上げにつながっていると見られている（菅 

2012）。九州でも大震災・原発事故直後に、以前から活動していた市民団体が集

まって被災者支援団体を立ち上げたり、新たな活動グループが形成されたりして

いる（津賀・橋本 2015: 163-7）。ただ、それらのグループや団体はほとんどが小

規模で、活動頻度は高くはなく、活動内容は限定的である。組織化が一定程度進

んだ NPO もあるが、他のボランティアグループ等と比べて突出した規模ではな

く、支援活動の全体を把握するような役割を担っているわけでもない。上記

JCN のミーティングはあるが年 1 回の開催であり、日常的な活動のネットワー

クになっているとは言えない。全体として、グループ・団体相互のネットワーク

ができている状況ではない。新たなグループ・団体が立ち上げられる一方で、活

動を休止する例も見られる。大震災・原発事故から 3 年余の時点で、支援団体に

ついて「人材不足、活動ノウハウの不足、活動資金の減少などが全国的に共通す

る課題であることが見えてきた」（青田・津賀 2014: 139）と指摘されているが、

この課題は現在の九州の支援団体についてもそのまま当てはまる。 

 支援する人、グループ、団体がそれぞれ個別に、それぞれができる範囲で活動

を行うことはボランティアや市民活動の基本として望ましいことではあるが、問

題は、被災者・避難者が必要とする支援になっているかどうかである。現在、支

援者も避難者も同様に感じ取っているのは、応急支援段階を過ぎて平常化した地

域社会において避難者の生活再建に資する支援策が未熟だということである。支

援策の内容が応急支援段階までのものであれば、“支援”するために“困ってい

る避難者”を作り出しているのではないかという疑問を抱いたり、いつまでも

“困っている避難者”という見方をしないでほしい思う人が出てきても不思議で

はない。また一方では、平常社会の中で声を挙げにくくなっている避難者もいる

ようだ。支援者自身が感じているように、支援団体と避難者との距離が遠く、周

りが平常社会になっていると、自ら情報を発信・受信できる人や情報を手に入れ

る環境がある人以外は、健康や経済面等何らかの問題が発生してもそれを解決す

る手がかりが得られない恐れがある。 
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6 生活再建期における支援と地域社会の課題 

 

 九州の避難者たちは、復旧・復興段階にある被災地を遠くで気にかけながら、

現に居住している平常社会のなかで生活再建に取り組むことになる。避難者の見

えにくさや分極化、ニーズの個別化という現状から、支援の内容として当面必要

なことは、避難者が必要なときに相談できるルートを確保することと生活再建及

び被災地復興に関連する情報を集約して個々の避難者が求める情報や人、機関、

団体等に繋ぐことである。その必要性は、避難の理由が原発事故であれ地震・津

波であれ同様だと思われる。 

 支援グループ・団体がこのような役割を果たすためには、他の民間支援団体の

みならず行政を含む関係機関との繋がりや専門的な知識が必要であるし、組織を

動かす人材や運営資金も必要である。避難者の状況やニーズに即して支援のあり

方を継続的に検討していくためにも、支援グループ・団体のネットワーク作り 5)

と中間支援機能の強化が求められる。 

 もうひとつ考えられるのは「風と土の混じり合い」（田代 2014: 18）、「広いご

近所づきあい」である。これらは、ボランティアで活動する人たちが自らの活動

の特徴や目的を語った時の言葉である。気負わず、無理せず、自らの主義主張を

表に出すのではなく、隣人としてやれることは息長くやっていきたいという気持

ちでの発言のようだ。ここに見られるのはご近所にいる者どうしのゆるやかな繋

がりであり、移動者に対する隣人としてのシンパシー、移動者を含めて新たに形

成される社会関係への共感があるように思われる。避難先でマイノリティになり

がちな遠方避難者にとって、新たな居住地での新たなゆるやかな社会関係の形成

は生活再建の一側面であろう。地域社会における避難者と地元の人とのゆるやか

な繋がりは、“避難者”と“支援者”とは異なる隣人どうしの関係性に成り得る。

この点において、避難者を受け入れた地域社会は、避難者の生活再建に対して支

援団体や災害ボランティアとは異なる役割、被災地における地域復興とも異なる

役割を果たす可能性を有する。この可能性を現実化させるのは何か、今後も注視

していきたい。 

 災害からの復興に関しては、体系的な法・制度が欠如している、自治体の防災

計画も大半は被災者支援と復興が切り離されており、復興は街や地域が対象、被
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災者支援は福祉的要素が濃厚であるという問題や、域外避難者の支援システムが

欠如していることが、大震災・原発事故以前にすでに指摘されていた（山中 

2010）。今回の原発事故はこれらの問題点にさらに複雑さを加えている。原発避

難における地域復興と生活再建に関して、被災した自治体のあり方に対してはバ

ーチャル自治体や多重市民権の保障（今井  2014）、町外コミュニティ（丹波 

2013）などの新しい考え方が提示されている。直接の被災地ではない地域社会も、

原発事故に伴う広域避難、遠方避難が広範に生じたことにより、避難者の生活再

建という課題に直面することになった。被災地以外でも、被災者支援と地域社会

のあり方を切り離し被災者支援を福祉領域に限定すべきではないだろう。原発災

害における広域避難、遠方避難をとおして、同質と定住を前提としない、移動と

異質性を受容する地域社会のあり方が改めて検討すべきテーマになると考える。 

 

注 

1) 主な調査や情報収集は次のとおりである。①福岡県田川市・福岡市への避難

者を対象とする質問紙調査（世帯単位。配布数は両市で 54、回収数 23）。2011
年 9 月～2012 年 1 月。②福岡県田川市・福岡市への避難者を対象とするインタ

ビュー調査（①の回答者のうち 13 人）。2011 年 9 月～2012 年 1 月。③福岡市、

福津市、那珂川町への避難者を対象とするインタビュー調査（5 人）。2013 年 3
月。④宮崎県綾町・宮崎市への避難者・支援団体へのインタビュー（グループ

インタビュー、個別インタビュー。15 人）。2014 年 3 月。⑤福岡市内で行われ

た九州地区の支援団体および支援者の交流会（15 人）での情報交換。2014 年 8
月。⑥大牟田市で行われた避難当事者団体の会議（約 10 人）での情報交換。

2015 年 6 月。⑦福岡市内で行われた九州地区の支援団体（約 40 人）および避

難当事者団体の会議（約 15 人）での情報交換。2015 年 12 月。 
2) 区域の 7 分類は、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、特

定避難勧奨地点＋緊急時避難準備区域＋屋内退避区域＋南相馬市の一部（＝避

難について何らかの勧奨・準備指示等があった地域）、自主的避難等対象区域、

半額賠償区域、それ以外の地域である。 
3) 「うみがめのたまご」については、田代（2014）で報告した。 
4) 避難者数は平成 23 年 6 月から公表されているが、11 月 2 日現在までは岩手

県・宮城県・福島県における仮設住宅等については入居済みの戸数が挙げられ

ていた。同年 11 月 17 日現在からは 3 県の仮設住宅等についても入居者数とな

った。平成 23 日 11 月 17 日現在の全国避難者数は 328,903 人、同年 12 月 1 日
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現在では 332,691 人、同年 12 月 15 日現在では 334,786 人である。 
5) 「うみがめのたまご」では現在「九州圏域における当事者ネットワークづく

り」事業を行っている（2015 年度 タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラ

ム 助成事業）。各地域のグループ・団体との協力関係が徐々に出来てきている

が、少ないメンバーのなかでの効果的な役割分担や運営委員間の円滑な連絡調

整などが課題となっている。多くのボランティア支援活動に共通する課題だと

思われる。 
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ム 助成事業）。各地域のグループ・団体との協力関係が徐々に出来てきている

が、少ないメンバーのなかでの効果的な役割分担や運営委員間の円滑な連絡調

整などが課題となっている。多くのボランティア支援活動に共通する課題だと

思われる。 
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