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柏崎市の広域避難者支援と「あまやどり」の5年間胸

１．はじめに

　本稿の課題と対象

　2011年３月の東日本大震災からまもなく５年になる。三陸沿岸を中心とする
津波被災地でも復興の遅れが指摘されているが，福島第一原子力発電所事故に
よって放射能の影響を受けた地域では，復興の「はじまり」すら見えてこない
ところもある。事故後に避難指示が出された区域を中心に，故郷を離れて福島
県内外で避難生活を送る人は，依然としておよそ10万人を数えている（2016年
１月現在）。
　収束が見通せない原発の状況と影響の確定が難しい放射能汚染に起因してい
るために，今回の避難は広域化・長期化という特徴をもっている。これまでの
自然災害による多くの事例とは異なる避難者に対して，支援の現場でも手探り
の活動が続けられてきた。今後予想される首都直下地震，東南海地震等の巨大
災害では，今回同様の長期・広域避難という事態も十分ありうる。それに対す
る備えを厚くするためにも，現在進行中のできごとを対象として，避難の問題
性を跡づけ，支援の課題を検討していくことが求められるだろう。原発事故に
よる広域避難を対象とした社会学分野の研究は，多様な避難先・避難形態に応
じて蓄積されつつある（原田・西城戸 2013，高橋 2013，高木 2014，山本ほか 
2015，など）。
　筆者は，福島県からの避難者が多い新潟県において，原発事故のすぐ後から
避難者と支援者を対象とした調査研究を継続的に行ってきた（松井 2011，2012，
2013）。それをふまえて，対象とする地域や事例は限定されるけれども，いくつ
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かの方向からこの５年間の定点観測的な研究報告を試みたいと考えている。そ
のうち本稿では，福島県浜通りからの強制避難者が多い新潟県柏崎市の行政を
中心とした広域避難者支援の経過をたどる。柏崎市の行政担当者や避難者交流
施設「あまやどり」の職員，訪問支援員に雇用された避難者などを対象として，
継続的に行ってきた聞き取りや資料をもとに，５年間の経過を跡づけることに
したい。

　対象地域の概要と避難状況

　柏崎市は，新潟県のほぼ中央部，日本海に面した場所に位置する人口９万人
ほどの地方都市である。市内にはリケンやブルボンをはじめ工場が集積してお
り，就業人口でみても製造業の占める割合が大きい。刈羽村との境には，７基
の原子炉を有する東京電力の柏崎刈羽原子力発電所が設置されている（現在停
止中）。2007年７月の新潟県中越沖地震では，震度６強の揺れに見舞われ，中心
市街地をはじめ市内全域が甚大な被害を受けた。原子力発電所でも想定を超え
る揺れを記録し，変圧器が火災を起こすなどの被害が生じた。地震からの復旧
も一段落した2011年３月に起こった東日本大震災は，柏崎市の社会や経済に再
び大きな影響をもたらすことになる。
　福島第一原発事故により，福島県から多くの人びとが隣県である新潟県に避
難してきた。新潟県内の自治体別にみると，当初2,000名を超える最大の避難
者を受け入れてきたのが柏崎市だった。福島第一原発周辺から避難してきた人
びとには，柏崎の原発で働いた経験があったり，仕事関係の知り合いや家族・
親戚がいるなど，何らかのつながりや土地勘がある場合が多かった。新潟県内
の他の自治体では，県によって振り分けられた自家用車や集団避難のバスによ
る避難者が多数を占めていた。だが柏崎の場合は，東京電力や原発関連企業に
関わりをもつ人びとが，直接避難してくるケースが目立ったのである。そのた
め柏崎では，双葉郡を中心とした避難指示区域からの強制避難者の割合がきわ
めて高い構成になった（表１）。
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　以下本稿では，３つの時期に分けて，行政が関与する支援の取り組みと支援
の課題の状況とその変化をたどる。まず２節で，支援体制の確立の時期である
最初の１年間（2010年度末～2011年度），次に３節で，避難者が抱える問題が噴
出してくる時期である２～３年目（2012～2013年度），そして４節で，帰還が進
む一方で避難長期化への対応が迫られる４～５年目（2014～2015年度）を取り
上げる。最後に５節で，以上の検討から導き出される柏崎市の避難者支援の特
徴と課題をまとめることにしたい。

２．支援体制の確立（2010年度末～2011年度）

⑴　「あまやどり」の開設と支援体制の構築

　柏崎市の初期対応

　柏崎市は３月14日に，東日本大震災の被災地と被災者の支援を目的として
「支援対策本部」を設置し，翌日には中心部にあるコミュニティセンターの体育
館を避難所として開設した （１）。最終的には総合体育館など計４ヶ所に，最大で

表１　広域避難者の推移（柏崎市）

注１：柏崎市東日本被災者支援室資料をもとに作成。
注２：「区域内」は，全域または一部が原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時

避難準備区域に設定されたことのある市町村。

避難元別避難者数福島県からの避難者（全体）
日　付

区　域　外区　域　内人数減少率
（前年比）人数世帯数

124（6.3％）1,854（93.7％）－1,9788502011／５／31

92（6.5％）1,322（93.5％）▲ 28.5％1,4145892012／３／30

73（6.9％）982（93.1％）▲ 25.4％1,0554522013／３／29

49（5.4％）858（94.6％）▲ 14.0％9073912014／４／２

31（3.8％）779（96.2％）▲ 10.7％8103372015／３／31

28（3.7％）729（96.3％）▲ 6.5％7573002016／１／４
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618名（184世帯）が避難した。慣れない土地で苦労する避難者のために，市役
所内に「被災者相談窓口」を設けて，住まいを求める人びとには公営住宅や東
京電力から貸与された社宅を斡旋した。４月中に旅館やホテルなどの二次避難
所や，公営住宅・民間のアパートなどへの移動が進み，４月25日までにすべて
の一次避難所が閉鎖された（表２）。

 表２　柏崎市の広域避難関係年表（2010年度末～2011年度）

注：柏崎市資料および聞き取りによる。

事　　　　　　　　　　項日　付

（2010年度）
東日本大震災・福島第一原子力発電所事故
原発の半径３娃圏内に避難指示，３～10娃圏内に屋内退避指示３月11日

避難指示が半径20娃圏内に拡大３月12日

柏崎市支援対策本部設置３月14日

最初の避難所開設（中央コミュニティセンター）３月15日

市役所内に「被災者相談窓口」開設３月22日

（2011年度）

二次避難所への移動開始４月20日

福島第一原発の半径20娃圏内が警戒区域に指定４月22日

一次避難所閉鎖４月25日

柏崎市東日本大震災被災者支援室設置５月10日

ＮＰＯ法人地域活動サポートセンター柏崎に避難者見守り支援事業を委託５月24日

被災者対象の意向調査実施（調査票発送）６月２日

被災者サポートセンター「あまやどり」開設７月１日

「新潟県借り上げ住宅制度」申請受付開始７月６日
南相馬市からの避難者懇談会
（双葉町10／14，富岡町10／28，浪江町11／11，大熊町11／25，楢葉町ほか12／７）８月19日

二次避難所閉鎖８月31日

「あまやどり」の見守り支援活動に保健師２名を追加配置11月１日

柏崎刈羽原子力発電所６号機が定期検査のため運転停止（全７基停止）３月26日
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　５月中はホテル・旅館等の二次避難所20 ヶ所に200名前後，公営住宅や民間ア
パート等の避難所以外の場所に1,800名ほどで，合計2,000名を超える人が柏崎
市で避難生活を送った。ほとんどすべて個人的に避難してきた人びとだったた
め，避難所以外の避難先は分散しており，その把握は容易ではなかった。柏崎
市では，東京電力を通じて関連会社に市の文書を流してもらったり，もとの住
所がある自治体から情報の提供を受けたり，避難者が市役所の窓口に相談に来
た際に住所を確認したりなどして，徐々に名簿を整備していった。
　柏崎市では，苦労して整備した名簿をもとにして，６月初めに避難者を対象
とした「意向調査」を実施した。現在の居住状況や今後の予定などを尋ね，あ
わせて心配なこと，困っていることなどを自由回答で記入してもらった。市で
住所を把握している959世帯に調査票を送り，462世帯（家族人数合計1,399人）
から回答があった。
　市の担当者がアンケートをみてもっとも心配していた点は，「心や体の健康
について，心配なことや相談したいことがありますか」という設問に対する回
答である（自由回答）。見知らぬ土地で過ごしているため「知り合いもいないの
で，ひとり暮らしをしていると心細い」，「慣れない土地での生活で，何もかも
が不安な毎日を過ごしている」といったものが多かった。それに関連して，家
族の「うつ病」や「認知症の悪化」を訴えるものもあった。子どもの様子が不
安定になっているという書き込みも多く，慣れない土地で先の見えない不安な
生活を強いられているために，親も子もストレスを抱え，体や心の調子を崩し
ている様子がうかがえる。
　2007年の中越沖地震の際にも，被災者支援にかかわった担当者は，「その時の
状況と全然違いますね。その時よりもかなり深刻」という印象をもった。故郷
を遠く離れた避難者は，市内に分散して生活している。こうした状況に，行政
としてどう対応していけばよいか苦慮していた。

　見守り訪問の開始

　柏崎市では，市内のＮＰＯ法人地域活動サポートセンター柏崎に「東日本大
震災避難者の見守り支援事業」を委託し，６月１日から「柏崎市被災者サポー
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トセンター」として業務を開始した （２）。まずスタッフとして，県の緊急雇用対
策事業により福島からの避難者７名を採用し，柏崎市民の４名がそれに加わっ
た。６月から７月にかけて初回の見守り訪問を実施した。避難者の住居を巡回
して様子を尋ね，家族構成や家族の健康状態を確認し，必要があれば相談に
乗った。その際に，支援物資や支援制度などの情報提供もおこない，必要な物
資等のリクエストも受け付けた。中越沖地震の際の経験を活かして，かなり早
い段階で見守り支援の体制を構築することができたといえる。
　訪問者が「福島なまりの言葉で話しかける」ことで，相手の安心感が得られ
る。おたがい同郷だということで，引き出せることも多くなってきた。柏崎の
人間では話してもらえないような，「困ったことや難儀と思っていること」が，
少しずつ出始めてきた。しかし，訪問相手の避難者はプラスに感じてくれる人
ばかりではない。「お前らは仕事があっていいな，俺はない」というような言葉
をぶつけられる場合もあったし，「もう来なくていい」とはっきりいわれたこと
もあった。激変した生活に避難者自身が追いつめられているため，そのマイナ
スの感情のはけ口にされてしまうこともあるのだ。そこまで行かなくても，見
守り支援をおこなう「被災者自身も，きっと同じような悩みをもっていながら，
こういう方々の話を聞かなきゃならんということになると，その辺も気をつけ
なければと思います」。相手と同じ立場であるだけに，支援者の心のダメージ
が心配されていた。
　７月からは，新潟県の「借り上げ住宅制度」の申請が始まった。避難者が探
した民間アパート等を仮設住宅とみなして，新潟県が借り上げる制度である。
旅館などの二次避難所は８月末で閉鎖され，柏崎に残った避難者は借り上げ住
宅などの制度を利用して住まいを確保した。この制度による最大入居者は，
385世帯995人を数えた（2011年12月）。避難の長期化に対応するため，11月から
保健師を２名追加配置し，「あまやどり」の訪問支援員とともに見守り訪問にあ
たっている。
　故郷を離れた避難生活は長期化を余儀なくされそうだが，それがいつまでに
なるのか，原発事故の状況もあって見通しが立てられない。「自分の住まいと
か，仕事もそうでしょうし，子どもたちのことも将来設計が全然立てられない」
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多くの避難者をどうすれば支えていけるのか。もとのコミュニティから切り離
されて，遠い土地で分散して暮らす人びとのつながりは，どうすればつくり出
すことができるのか。

　交流拠点サロン「あまやどり」の開設
　「柏崎市被災者サポートセンター」の事業として，７月１日には柏崎市の中心
部に避難者の交流拠点サロン「あまやどり」をオープンした。避難者が自由に
気軽に交流できる常設の場の確保と，交流により形成される種々のグループを
避難者の自立につなげていくことが目的である。それ以降は，避難者の見守り
訪問と交流拠点サロンの運営が業務の二本柱となった。
　サロンには福島県の地元新聞や被災元市町村の広報誌，柏崎市のイベント情
報資料などを置いた資料閲覧コーナーと自由な交流に使えるオープンスペース
を設置した。この時点では，同じ町から来ていても，誰がどこにいるのか分か
らない場合が多かった。そこでサポートセンターでは，まずは出身自治体別に
連絡し合えるようなネットワークをつくりたいと考えた。避難者からの要望も
あって，手始めに南相馬市から来た人びとの被災者懇談会（おしゃべり会）を
企画し，８月に１回目を実施した。この時には，幅広い年代の10名が集まって，
故郷の話やこれからの話をしながら過ごしていった。
　しかし現状では，「同じ町の人と話したいというニーズは，全体の意識じゃな
い。みんな自分のことで精一杯で，他の人がどうしているかというところまで
は，とてもじゃないけどまだという段階」だった。避難先で生活の立て直しに
必死で取り組んでいる人びとにとって，同郷を軸としたコミュニティの形成に
関心が向くのはもう少し先ということになる。サポートセンターでは，その後
も10月から12月にかけて，双葉郡の自治体を中心に被災者懇談会を実施し，そ
れが翌2012年春の自治体別同郷会の結成に結びついていくことになる。

⑵　訪問支援員への聞き取りから

　2011年９月に，「あまやどり」で訪問支援員を務めていた福島からの避難者２
人から，支援スタッフとしての活動と避難者の様子についてお話をうかがった （３）。
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　仕事への戸惑い（南相馬市・女性・40代）
　避難者の家を訪問してみると，「ここにいまのうち，ちょっと間借りをさせて
もらってるっていう感じがある。柏崎の人を遠ざけてしまってなかなかコミュ
ニティがつくれないんじゃないかな。自分は被災者だから，あまり目立つよう
なことをしちゃいけないって考えられる方もいるんだと感じました」。避難し
てきて半年が過ぎた段階で，あくまでも「仮住まい」という意識をもって柏崎
で暮らしているようにみえる。
　訪問してみて心配なケースとしては，高齢者の「日中独居」があげられる。同
居している若い世代が働きに出ている日中は，一人で部屋で過ごす避難者もい
る。故郷にいれば，よく知った界隈を散歩することもできるが，見知らぬ土地
ではそれも難しい。若い世代に「危ないから外に出るな」といわれて，外出を
避けるようになった。高齢者の心身の状態が気にかかる。家に閉じこもりがち
の避難者は，何とかサロンに引っ張り出したいが，知らない土地で動くのは簡
単ではない。「福島にいた時は，隣近所の方の車で一緒に連れきてもらうこと
もあったかもしれない。でもこっちに来たらみんなバラバラで，お隣さんも知
らない人ばかり。足が悪いとか車がない方は，自分では動けない。バスもよく
分からない。そうすると，やっぱり出かけなくなっちゃう」。
　見守り訪問に対する避難者の対応もさまざまである。「たいていの人は，『私
たちも避難してこっち来たんですよ，福島の者なんですよ』っていうと，『ああ，
そうなの』って顔がぱあっと明るくなって，お話ししてくださいます。でも，
『来なくていいから。あんたたちに話すことなんて何もないから』みたいなこと
をいわれることもある。がっかりしちゃって，二日くらい落ち込みました。も
うやめちゃおうかなって，そういう時は思いますね」。避難者の状況によって
は保健師と一緒に訪問したり，必要に応じて市役所の専門の部署につなぐなど
している。「なかなか重い仕事だ」と感じることも多いが，柏崎に来て元気を
失っていた避難者が，徐々に意欲を取り戻していくようなケースに出会うと，
やりがいを感じることもできる。
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　訪問支援の難しさ（双葉町・男性・40代）
　現在は，１日５軒程度の避難者世帯を訪問している。最初は厳しい顔をされ
ることも多かったが，２回，３回とまわるうちにだんだんと打ち解けてきた。
話をするなかで，「『あそこは帰れないんだ』とか『あの道路どうなってる』み
たいな感じで，やっぱり地元対地元だから話しやすい部分は多いと思います」。
上がってお茶を飲んでいくように誘われることも増え，２時間近く滞在して話
しこむこともある。
　遠隔地に避難することによって世帯構成が変わった家も多く，新たに３世代
同居になるケースもある。福島では別棟でそれぞれが暮らしていたのに，避難
先では狭い借り上げ住宅でおたがいに不自由な生活を強いられている。その一
方で，世帯分離で夫婦が別々に暮らすことになるケースもある。いずれも，こ
れまでの生活パターンが大きく変わり，それが避難者のストレスになっている
と感じる。
　訪問したなかには，子どもに手をかけそうになるくらい追いつめられた家庭
もあった。このケースは，時間の経過のなかでうまく気持ちの整理をつけるこ
とができたのだが，「そういう重いケースにあたると，やっぱりしばらく立ち直
れないですね。性格は楽天的なんですけど，でもやっぱり本気になって聞こう
とすると，どうしてもプレッシャーを感じる。休みでも何となくその人のこと
が頭にある。つらい仕事だとつくづく思います」。
　話を聞く際に，どこまで相手の事情，プライバシーに立ち入っていいのかも
悩ましい。「どこまで突っ込んで話をしていいのか，どこまで聞いていいのか。
心の中まで踏みこんでいいのか。それがたぶん僕の仕事の一番難しいところで
すね。そこが壁かなと感じています」。相手を気づかって質問を工夫し，反応
をみながらアプローチを変えていく。手探りの毎日が続いている。だから「僕
らもケアしてほしい時がある。このケアはどこですればいいのって」。
　今のところその「ケア」は，「あまやどり」のスタッフ同士で話すことに求め
ている。「ここに来てしゃべると，半分以上はもう吐き出したような状態に
なっているみたいなんです。だから話をここでするっていうのはものすごく大
事なような気がします。それでもやっぱり中に溜めこんじゃう人もいるので，
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スタッフがスタッフを気づかうことがもっとも大事じゃないかな」。スタッフ
もけっして余裕のある生活を送っているわけではない。「自分のことでも精一
杯なので，人のことまで抱えこんでいられない」。

　訪問支援員として採用された福島の人びとは，これまで経験のない仕事にと
まどいながら，手探りで「見守り」を続けてきている。みずからも同じ福島か
らの避難者であることは，見守り対象者が心を開き，悩みなどを話しやすくな
るメリットがある。しかし同じ立場であることは，対象者の悩みに〈共振〉し
やすいということでもあり，場合によっては相手の怒りのはけ口になってしま
うこともある。彼らが困難な課題の最前線に立っていることがうかがわれる。

３．問題の噴出とコミュニティへの模索（2012～2013年度）

⑴「あまやどり」と避難者コミュニティ

　町別同郷会の結成
　「あまやどり」のスタッフは，前年の被災者懇談会（おしゃべり会）に集まっ
た人を対象に，2012年の１月頃から町別の同郷会の結成を働きかけていた （４）。
やっと代表になってくれる人が現れて，2012年の４月に浪江町の「コスモス
会」，富岡町の「さくら会富岡 in 柏崎」という避難者による町別の自治組織を
結成することができた（表３）。また９月には，双葉町の「せんだん双葉会」も
設立され，2011年中にサロン「むげん」の支援で始まった大熊町の「あつまっ
かおおくま」を加えて，柏崎への避難者が多い原発立地４町の自治組織がそ
ろった。
　「あつまっかおおくま」以外の会は毎月「あまやどり」で定例会をおこない，会
員同士の交流をはかっている。ふだんの会合に参加するのは10～15名くらいだ
が，双葉会のクリスマス行事（29名）やコスモス会の震災２周年追悼式（64名）
などには多くの会員が参加した。こうした同郷会の活動にも使えるように，
2012年の４月から「被災者サポートセンター」の事務所を別棟に移転し，「あま
やどり」を避難者の交流のためのサロン専用スペースとして再オープンした。
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このスペースを利用して，高齢者向けの「コツコツ貯筋体操」（毎週）や就学前
の幼児と親の交流を目的とする「にじっこひろば」（隔週）など定例の活動をお
こなっている。

　また避難者が主体的に始めた活動としては，浪江町からの避難者を講師とし
た「押し花教室」，富岡町からの避難者を代表とする「手作りクラブ」などがあ

表３　柏崎市の広域避難関係年表（2012～2015年度前半）

注：柏崎市資料および聞き取りによる。

事　　　　　　　　　　項日　付

（2012年度）

交流拠点「あまやどり」をサロン専用スペースとして開設４月２日

「コスモス会」（浪江町）設立４月

「さくら会富岡 in 柏崎」（富岡町）設立４月

第1回情報交換会（ハイリスク世帯の情報交換）７月31日

「せんだん双葉会」（双葉町）設立９月18日

大熊町で避難指示区域再編（富岡町は2013年３月25日）12月10日

福島県外における応急仮設住宅の新規入居申込み受け付け終了12月28日

（2013年度）

浪江町で避難指示区域再編（双葉町は５月28日）４月１日

柏崎市への避難者が1000人を下回る８月31日

被災者による合同追悼式３月11日

（2014年度）

東日本大震災合同追悼式（浪江・大熊・富岡・双葉の各町自治組織主催）３月11日

「さくら会富岡 in 柏崎」（富岡町）解散３月31日

（2015年度）
政府が福島の復興指針改定
（居住制限・避難指示解除準備区域の避難指示を2016年度末までに解除）６月12日

福島県が自主避難者への住宅無償提供を2016年度末で打ち切る方針を決定６月16日

福島県楢葉町の避難指示が解除９月５日
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る。「サロンにいろんな町出身の人たちが集まって，『あなたどこから来たの』
みたいに自然に話し合いができてます。今あるクラブは利用者が立ち上げたも
ので，本当に出身町にこだわらない活動をしてます」。ほかの施設などでもい
われていることだが，積極的な活動をリードするのは女性の場合が多く，サロ
ンの利用者も女性の割合がきわめて高い。男性の利用者をどう増やすかが課題
である。
　６月には，避難している児童・生徒の保護者からの要望もあって，福島県か
ら柏崎市内の小学校に派遣されている教諭の協力を得て，「避難児童生徒・保護
者との交流会」を開催した。また，避難者が居住している柏崎の地域コミュニ
ティとの交流をはかることを目的とした「郷土料理の体験交流会」を市内の比
角コミュニティセンターで開催した。「笹だんご」や「ちまき」の手作り体験，柏
崎や福島の郷土料理づくりと会食などをおこない，参加者からは好評だった。

　帰還者の増加
　2012年度に入ると，福島県内での仮設住宅や借り上げ住宅等の確保が可能に
なってきたこと，警戒区域等の避難指示区域再編の検討が進んできたことなど
により，福島県内に戻る避難者が増加してきた。柏崎にとどまる人びとにとっ
ても，失業保険の給付終了や柏崎刈羽原発の運転停止・保守点検の終了によっ
て夫が転勤することになり，母子家庭の増加が見込まれる。それに合わせて，
見守り支援についても見直しが必要になってくる。
　被災者の生活再建が課題となってくるが，先の見通しが可能になるような方
針が示されないことが問題だと捉えられている。「人間は先が見えればなんと
か頑張れるんですよね。具体的な方針が出てくればサポートの仕方もあります
けど，今は先が全然見えないなかで，孤独死や孤立死が起きないように見守る
しかない感じです」。支援の終着点や目標が見えないなかで，支援者は目の前
の問題にともかく〈対症療法的〉に取り組むしかなかった。
　2012年12月末で，福島県外における応急仮設住宅の新規入居申込み受け付け
が終了した。2011年７月の制度開始から，柏崎市での申請件数は450件に達し
た。この制度を利用した避難者の転入はなくなり，以降は徐々に帰還が進んで
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いくことになる。2013年度に入ると避難者の福島県への帰還はさらに進み，４
月にはピーク時（2011年５月末）から比べるとおよそ半分の人数になった。ま
た同年８月には，避難者数が1000人を下回っている。
　「あまやどり」を利用して会合を開いている浪江町・富岡町・双葉町の同郷会
は，2013年度くらいから，近所の桜の名所に花見に行ったり，祭りを見に行く
などのイベントの時には，避難元の町にこだわらずにほかの町のメンバーにも
声をかけている。サロンを利用したさまざまな活動で顔を合わせるなかで，自
然と町を越えたつながりができてきたのである。３月11日の追悼式も，2013年
は浪江町「コスモス会」の行事としておこなったが，2014年の３周年は４町か
らの避難者が合同で開催した。

⑵　見守り訪問の状況

　子どもの問題
　見守り訪問については，初年度の状況を再確認したうえで，訪問対象世帯の
絞り込みや訪問頻度の見直しをおこなった。また高齢者や乳幼児，心身障害者
など専門的な知識や技能を必要とする避難者に対しては，引き続き柏崎市被災
者支援室の保健師が訪問に同行し，必要な助言などをおこなった。
　「あまやどり」に避難者への見守り支援事業を委託したときに想定されていた
ことは，主として高齢者を対象とした支援だった。しかし，実際に訪問を続け
てみると，むしろ対応が必要になってきたのは子どもたちの問題だった。高齢
者の場合は，そもそも高齢者のみで避難してきた世帯は少なく，同居あるいは
近居の家族によるサポートを受けやすかった。また，もし支援が必要な状況に
なっても，高齢者の問題は，病院や市役所の部署につないで対処することが比
較的たやすかった。それと比べて子どもの問題は，さまざまな要因が絡み合っ
て生じており，見えにくく対応も難しかったのである。
　2012年の７月から「あまやどり」の訪問支援員と保健師，福島県からの派遣
教員をメンバーとする情報交換会を毎月定例でおこなっている。子どもたちの
問題について情報を共有し，役割分担をして対応することが目的である。さら
に，個別的な対応を必要とする困難な事例に関しては，精神科医なども加わっ
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てケース検討会議を開いている （５）。
　情報交換会では，子どもの不登校やいじめ，摂食障害，虐待の問題などが取
り上げられる。「不登校が多かったですね。まったく見ず知らずのところに異
常な状態で避難してきて，そうなってしまった。いじめのせいで，というのも
ありました。放射能のことや福島っていうことばですよね。感受性が強い子ど
もなので，自分たちとしても切ない思いで来ている，そこにまたさらに追い打
ちをかけるみたいな感じでした」。
　摂食障害の子どもの場合は，学校に加えて病院とも連携した。「親がゆれて
いる，親が不安定だと子どもが不安定になってしまう。家そのものの方針が決
まっていて，大人の気持ちがゆらがない家庭は，意外とすんなりと溶け込んで
いるようにみえます」。とはいえ先が見通せない状況が続くなかで，多くの親
は気持ちの「ゆれ」を抱えている。それが，子どもの心身に影響を及ぼしてい
る。
　避難によってこれまでの生活パターンが変わってしまったために，親子の関
係づくりがうまくいかずに虐待につながってしまったケースもあった。「同じ
世代のお母さんと話ができれば，ネットワークがあれば，ある程度対処はでき
ると思うんですが，そういうのすらない状況も見受けられます。向こうにいた
ときは，隣近所や同級生のお母さんとつねに交流のあった人が，こっちではア
パートに入って隣も分からない。同級生のお母さんの所にも，放射能とか思わ
れてるんじゃないかって思うと，遊びにも行きづらい」。
　避難先で親が孤立してしまっているため，ママ友や近所の人と子どもの問題
を共有することができずにストレスが高まり，それがまた子どもに影響すると
いう悪循環が存在しているようである。柏崎への避難者は，夫が原発関係の仕
事で単身赴任になるケースが多いので，母親の負担が大きくなっている。福島
に残っている友だちと連絡をとってみても，さまざまな環境が違いすぎるの
で，なかなか理解し合うことができない。あまりマスメディアで報道されるこ
とはないが，広域避難にともなって生じる深刻な問題の一つである。
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　「何ともいえない不安」
　「あまやどり」のスタッフは，2013年度から避難者４人と地元採用２人の６名
体制になった。訪問担当，サロン担当，事務担当がそれぞれ２人ずつである。
補助金により被災者支援室に配置され，訪問支援に同行していた保健師２名
も，2012年度末に退職した。こうした支援体制の変化や避難者の状況にあわせ
て，訪問支援のランク（訪問頻度）も随時見直しされている。
　避難してきた当初は，衣食住をはじめとした生活基盤の安定が何よりも求め
られた。避難指示区域からの避難者を対象とした東電による賠償が回り始めた
この段階になると，彼らのニーズも変わってくる。「今度は精神的な部分が〈ふ
わっと襲いかかってくる〉。生活が落ち着いてきて，日々が暮らせるように
なってくると，ふわっと何ともいえない不安が襲ってくるとよくいわれてまし
た。この先仕事をどうするのか，住宅ローンどうするんだとか，あの家に帰れ
るのかとか，そういう漠然とした，見えないこの先をどうするのかという不安
でいたたまれなくなると」 （６）。
　だからこそ，町別の同郷会や町の境界を越えた趣味の会などのつながりが必
要とされたのである。「同じ境遇の方を求めてしゃべる。やっぱりおたがい自
分だけじゃないんだなという共感をもつことによって，安定というか安心する
というような部分での横のつながり，ネットワークみたいな部分を求められた
のかなと思います」。その一方で避難指示区域の再編によって，同じ町のなか
でも線引きがなされ，帰還の可能性や賠償の見通しなどの違いが出てきた。ま
た，個々の家族で生活基盤が確立してくると，それぞれのニーズも変化し，多
様化してくる。避難者の個別化と分化が進み，支援のあり方も難しくなってく
る。
　問題として顕在化していなくても，それぞれの家族が避難先でこれまでとは
違った日常を過ごすなかで，多かれ少なかれさまざまな困難を抱えていること
が予想される。そうした多様な避難者とどう向き合っていけばよいのか。支援
する側もまた，見通しをもてずに日々支援のあり方を模索している。「本当に
10世帯あれば10通り，みんな違ってます。避難者だからといってひとつの基準
を全部に当てはめてはダメなんですね。だから訪問支援にしてもサロンの担当
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にしても，みんなそれぞれに違うので，それに応じた寄り添い方が必要です。
あまり入り込んでもダメだし，他人事みたいにしてもダメだし。うまく寄り
添って，自分の中で先の見通しがつけられるような，気持ちがそういうふうに
動いてくような，支援が必要なんだと思います」 （７）。

４．避難長期化への対応（2014～2015年度）

　避難者の現状
　2014年には，柏崎での避難生活も４年目に入った。「あまやどり」では，前年
度までの状況を再確認し，長期化する避難生活の問題点や傾向を調査した （８）。
４月から避難者宅の全戸訪問を実施した結果を受けて，７月に訪問世帯の見直
しを行っている。また，福島県からの派遣教諭や市の被災者支援室との情報交
換会，関係機関との事例検討会を継続している。
　町別の同郷会である富岡町の「さくら会」は，帰還者の増加により会合への
参加者が減り，役員のなり手も見つからなくなって，2014年度末で解散した（そ
れ以外の同郷会は継続）。その一方で，旅行や花見などの町域を越えた活動は
活発になっている。2014年の夏には，柏崎市民も交えて海のスポーツを楽しむ
「サマーフェスティバル」が開催され，東日本大震災の追悼式も４町合同でおこ
なわれた。
　2015年には，避難者はピーク時のおよそ３分の１（337世帯）になった（2015
年３月末）。柏崎への避難も５年目に入り，避難者にとっても支援者にとって
も終わりの見えない日々が続いている。柏崎で自宅を購入したか，これから購
入すると見られる世帯は，そのうち10％ほどである。柏崎に残る人は，夫が原
発関係の仕事をしていたり，子どもが高校を卒業するまではとどまる，という
場合が多い。柏崎にとどまる決断をする人は，ゆるやかに右肩上がりになって
いる。帰還する人は，高齢者が主で，子どもの学校（卒業）や夫の仕事も理由
になっている。戻る世帯は，物件を手配していて，見つかればすぐに移動する
感じである。
　避難者の減少に対応して，2015年度から訪問支援は全戸訪問に切り替えた。
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年に２回，全戸をまわる予定である。サロンとしての「あまやどり」の活用も，
避難者の間で定着している。当初は，避難者がそれぞれ居住している柏崎市の
町内会やコミュニティセンターが避難者のサロン的な役割を果たし，町の中心
部に置かれた「あまやどり」は自然になくしていくという考えもあった。しか
し，避難者が地域に溶け込むことはそれほどたやすくはない。「嫁と姑と同じ
で，他人同士がおたがいのことを理解しあって受け入れ，馴染んでいくのには
時間がかかるし，そんなに簡単ではないことがよく分かりました。やっぱり地
元の言葉で話せる中央部のサロンは，しがらみなく集まれる場所としてあるべ
きだと思ったんです」。
　子どもたちの問題はいったんは落ち着きをみせたが，2014年度には不登校な
どが再び目立ちはじめている。これに対して，「３年半が経過し，大人が落ち着
いてきたことで，子どもたちが『今まで抑えてきた気持ちなど』を出しやすく
なった」という見方がされている。その一方で，保護者や子ども自身から「避
難者」として区別して欲しくないという声も出るようになり，支援者のかかわ
りがいっそう難しくなっている。たとえば学校で，福島の子どもだけを集めて
食事会や交流会を企画すると，「どうして私たちだけ…」という反応が出てく
る。その一方で，学校の避難訓練でパニックを起こしてしまうこともあり，依
然として配慮を必要としていることは間違いない。

　避難の長期化にともなう困難
　避難生活の長期化は，遠隔地で避難を続ける人びとに，これまでとは異なる
新たな困難や悩みをもたらす （９）。柏崎市の被災者支援担当者によれば，長く避
難生活を続ける中で，たしかに多くの避難者は柏崎での生活のリズムを確立し
つつあるようにみえるし，それなりの人間関係も構築されてきている。その一
方で〈決断できる人／できない人〉の分化がはっきりしてきたという。
　「決断できる人」は，柏崎に住むという選択や福島に帰るという選択，あるい
はそれ以外の土地に移動するという選択をして，実行に移してきた。しかし，
「どうしようかなというところで決められない人たちは，どうしても置いてい
かれてしまったという感情や感傷に浸っている状況がある」という。柏崎では，
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いったん避難者の同郷会や横のネットワークができて，そこで共感や安心を得
ることができた。だが３年目の2014年くらいから，その中で今度は「どんどん
次のステージに上がっていく人と置いていかれる人との速度の違い」が表面化
してくる。この「置いていかれる人」の「妬みや寂しさ」の部分をどうケアし
ていけるのか，ということが支援の課題にもなってくる。避難者それぞれが抱
えているものが分化していく中で，一元的な支援ではなく，「おかれている状況
による個々の多様化のニーズに応える」ための支援が必要とされる。
　また，柏崎で自宅を建てたり購入する決断を下した人でも，「とりあえず」と
いう暫定性のもとで考えられている場合も少なくない。「子どもさんが高校を
卒業するまではここにいる，と決める方が多数おられます。だから一生という
ことではなくて，とりあえずこの区切りのところまではこうします，その後ど
うするかはその時にまた考える，というパターンの方が多いと思います。ご自
宅を建設された方でもそういうイメージなんですね。……やっぱり避難してい
る中でずっと決断を求められてきて，決断疲れみたいなところがあるのかなと
思います。どうしようか，この先どうなるんだろうかというのを，ずっと考え
られてきて，とりあえずそこまで決めれば，あとは考えなくていいかなという
のが結構あるように感じますね」。
　避難者を取り巻く柏崎市民の意識にも，変化がみられるという。避難当初
は，着の身着のままで逃げてきた人びとを前にして，多くの市民が何とか支援
したいと考えた。同じ原発立地地域として他人事とは思えない，という感情も
それにともなった。しかし，東電による賠償が回り始め，その情報が（やや偏
りを含んで）聞こえてくると，市民の避難者をみるまなざしにも変化がみられ
るようになった。それに加えて，さまざまな「風評被害」的な噂も飛び交った。
そうなると，行政による避難者支援に対して「市民だって困っている」「不公平
ではないか」という意見も現れてきたのである。町内会レベルでも避難者との
摩擦が生じるケースもあった。
　こうした変化も感じながら，避難者の中でも「避難者であることを隠す」人
が増えているという。柏崎でも福島ナンバーの車に傷をつけたりする嫌がらせ
があった。また，子どもが将来，原発事故の時に福島にいたことで差別される
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のを心配する親もいる。こうした理由から，避難者がみえなくなってしまうこ
とも心配される。いずれにしても，県境を超えた広域避難が長期化すること
で，避難者の中でも支援者の中でも困難が深まっている。個別的で繊細な対応
がますます必要になっているといえる。

５．むすび――柏崎市の避難者支援の特徴

　避難者と支援の変化
　2016年の春になると，原発事故による広域避難は丸５年を経過することにな
る。この５年間で，避難者のおかれた状況もそれに対応する支援の課題も変化
してきた。「あまやどり」のスタッフは，避難者への訪問を繰り返し，そのつど
のニーズをくみ上げ，助言と支援を行ってきた。「あまやどり」が毎年度作成し
ている『東日本大震災避難者見守り支援事業実績報告』では，「訪問時の確認事
項並びに相談・助言内容等」として，各月の避難者の動向や支援の内容がまと
められている。表４は，その内容を抜粋・整理したものであるが，避難者が抱
えている苦悩や不安の変化などを知ることができる。
 

表４　「あまやどり」による避難者支援（2011～2015年度前半）

事　　　　　　　　　　項年　月
・就労先を探すが，柏崎ではなかなか見つからない。
・放射線問題が進展せず，孤独感や取り残され感が増してきた。
・引き籠もりがちになる避難者も出始めた。

2011年
７～９月

・避難直後は速やかに避難所を退出したいために，住宅物件を十分吟味しなかっ
たため，入居後に狭隘，老朽化及び騒音等に悩まされ，転居したいが借り上げ
住宅制度は２回利用できないことから，日常生活に不便をきたしている家族が
多くなってきた。

・連日の降雪に対して慣れない除雪に疲れ，気分の低下，引き籠もり気味，更に
は鬱化傾向を訴える者が多くなった。

2011年
10～12月

・子どもの教育のことを考えて，新年度からいわき市に戻りたいが生徒の増加が
続いており学力低下が心配されるので帰県を断念せざるを得ない。

・市町村別に自立団体を立ち上げるように側面から支援した結果，浪江町と富岡
町が自発的に同郷者の団体を立ち上げ，フリートークしながら今後の自立生活
の仕方等について話し合うようになった。

2012年
１～３月
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 ・生活再建したいが，国 ・ 県 ・市町村の指針が決まらず，方向性を決めかねている。
・柏崎刈羽原発が定期検査にはいったことにより，今後の仕事がどうなるか不安
定な状態である。それに伴い，家族で転居するのか，単身生活になるのか，家
族の在り方について改めて考えさせられている。

・福島県浜通り（いわき市）での居住希望者がとても多いが，借り上げできる物
件もなく土地も値上がりし，困惑している。

2012年
４～６月

・柏崎刈羽原発停止による県外への転居者が目立ってきた。
・高齢者は今まで苦労を重ねながら得た地位， ユミュニティ， 土地， 家等々を一瞬
で失った悲しみや虚しさなどの感情を押し殺し，１年半避難生活を送っている。
・被災地で年齢を重ねる不安や病気の再発，孤独感に苛まれている方も多く見受
けられる。

・警戒区域の再編が確定しないため，生活再建の目途が立たない。

2012年
７～９月

・（ある） 高齢者は，「自分達（高齢者）は何の生きがいもなく，ただ生活してい
るし，死ぬことを待っている状態なんだよね」と話してくれた。

・サロンや交流会などの行事は楽しいし，友達も出来たが，暇だからサロンへと
か，暇だから出かけるとか，暇だから…が言葉の先に付いてしまう。生活をす
る楽しみや目的がない状態が続いている。

・小中高の問題が増えてきている（不登校，高校入試等）。

2012年
10～12月

・警戒区域内の住宅ローンもあり，二重ローンを組みたくない為，大きな決断が
出来ないでいる。

・高齢者は故郷に多くの思い出や思い入れのある方が多いが，その方達でさえ帰
還できるのかどうかの線引きを望んでいる。涙ながらに語ってくれる方もい
た（生殺し状態だとも言っていた）。

・母子避難世帯は，現在の状況を乗り越えようと頑張り過ぎ，不眠や鬱の症状を
訴える方も少なくない。

2013年
１～３月

・以前と生活環境が変化し，父親が子供への接し方が分からない世帯もある。
・また，母親に関しても単身赴任の距離感で長年夫婦関係が継続していたため，
夫への対応等に苦慮する者もいる。

2013年
４～６月

・夏休みに入り，子供だけで留守番をしている世帯があるため不安である（避難
前は，祖父母に預けられたが，現在は家族や友人，親戚等が県内外に避難して
いるため）。

・全般的に見て， 子供達も落ち着いてきている。「福島県からの避難者だから」と
いうようなイジメなどは，ほとんど聞かれなくなった。

2013年
７～９月

・知人等の生活再建に向けた行動（新築， 中古住宅購入等）が目につき，自分だ
けが取り残されたような感じを受けている世帯も多い。

・明るく気丈に振る舞っているが，震災から２年半を経過しても尚，生活再建が
進まない状況にストレスを抱えている状況である。

2013年
10～12月

・家を建てる，購入する，福島県へ帰還するなどの動きが少しずつ増えてきてい
る。所有物件等を手に入れる事により，少しずつではあるが心や生活にゆとり
が出始めていると感じる。

・仕事，住宅など再建に向かっている者はある程度落ち着いてきたが，そこまで
たどり着いていない者は，取り残されたイメージを持ち，心のケアが必要な状
況である。

2014年
１～３月
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注：地域活動サポートセンター柏崎『東日本大震災避難者見守り支援事業実績報告』（各年
次）をもとに作成。

・家を建てる，購入する，転居するといった具体的な生活目標が設定されつつあ
るように感じる。

・新築や，中古物件購入といった市内から市内への引越に伴う地域や自治会への
挨拶なども考えていかなければならない。また引越先でのコミュニティも一
から作り上げていかなければならない。

2014年
４～６月

・柏崎で友達になった方々が，それぞれ福島県等に引っ越していくことにより，
取り残され感や寂しさを感じてしまう。そのことによる引きこもり等に注意
していかなければならない。

・子どもたちの問題が出現しはじめた（不登校，不登校気味，心霊現象など）。
・3年半が経過し，おとなが落ち着いてきた事で，子どもたちが「今まで抑えて
いた気持ちなど」を出しやすくなったと考えられる。

2014年
７～９月

・先月に引き続き子供に関する問題がある（母親の暴力や暴言，不登校）。
・比較的落ち着いた生活をしている世帯が多くみられるが，訪問してみると，ま
だまだ問題が多いようだ。その中の一つに，避難生活がこれほどまで長く続く
と思わずに近所付き合いを最小限にしてきたが，今後どうしていくべきか悩ん
でいる。

・自主避難世帯の生活（二重，三重生活）が厳しくなっている。

2014年
10～12月

・強制避難者は丸4年経っても自宅に帰れない状況である。復興というスタート
ラインにも立てていない。そんな状況の中でも前を向き新しい土地で新居を
構え生活環境が少しずつではあるが整えられてきている世帯もある。だが，本
当の意味での復興はまだまだであることを考えながら支援策を構築していか
なければならない。

2015年
１～３月

・柏崎市内に家を建てたい，購入したいと考える世帯が少しずつ増えてきた。昨
年までは，柏崎市に家を建てるなど考えもしていなかった世帯が，土地や中古
物件を探しはじめている。

・被災元であれば，知人，友人等を頼り子どもがいても融通の利く会社等に勤め
られるが，とくに避難先での母子家庭世帯等の就職については，まだまだ問題
が多い。

・帰還困難区域を除いた区域へ借り上げ住宅等の供与期間（平成29年3月末)が発
表された。それを受け，今後，避難者世帯に様々な動きが出てくると思われる
ため，早期の対策が必要になってくる。

2015年
４～６月

・転居先でのコミュニティ作りが大変であることや住民票の異動等について悩ん
でいる。

・避難者の定義について，そろそろ考えなくてはならない時期にきていると思う
が，その線引きに関してはかなりの難しさを伴う。実際，新築し住民票を柏崎
市に異動した方に避難者の登録解除（訪問の登録解除も含む）が出来る事を伝
えたら，「福島県や訪問支援員との繋がりが全くなくなってしまうのが寂しい」
と答え，登録の解除はしなかった。逆に結婚をし，登録解除を自ら申し出た方
もいる。

2015年
７～９月
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　原発事故から１年程度は，当初の「着の身着のまま」での避難から始まり，
住まいや家財道具等の確保に追われた。事故の収束も賠償の行方もみえず，避
難者はまさに暗中模索の中で慣れない土地での避難生活を送った。柏崎市では
いち早く見守り訪問の体制を構築したが，避難者のやり場のない怒りを支援員
がぶつけられることもあった。冬期には豪雪に見舞われ，慣れない気候に体調
を崩す避難者もみられた。衣食住は徐々に安定してきたが，避難者同士のコ
ミュニティ形成に関心が向く余裕は，この段階ではまだなかった。
　避難生活も２年目～３年目（おおむね2012～2013年度）になると，東電によ
る賠償も進展し始め，避難先での生活も安定してくる。福島県内での仮設住宅
の整備も進み，帰還する避難者も増えていった。この時期は，避難者の横のつ
ながりが求められ，出身町別の同郷会活動も盛んになった。その一方で，当初
は見守り支援の主な対象として想定されていた高齢世帯よりも，小学生から高
校生までの児童・生徒に関する問題が重要な課題として浮上してきた。柏崎刈
羽原子力発電所の停止にともなって避難世帯の夫・父親の単身赴任も増え，母
子避難の状態になった世帯が増加してきたことも，それに拍車をかけた。ま
た，生活の安定とともに「何ともいえない不安」を感じる人も多く，こうした
精神的な部分への支援も課題となった。
　避難生活が４年目～５年目（おおむね2014～2015年度）を迎えると，避難者
の個別化と多様化が進み，さらには将来に対する選択，決断が求められる中で，
その速度の違いにもとづく避難者の分化も目立ってくる。避難者に対する柏崎
市民の意識も，「賠償」をめぐる情報やさまざまな「風評」もともなって微妙に
変化してくる。表面的な安定の深部で，むしろ避難者の苦悩や不安は深まって
いるのではないか。外部の「不理解」（山下ほか 2013）にさらされることによっ
て避難者であることを隠すケースも現れ，避難者の苦悩はいっそう潜在化・複
雑化しているように思えるのである。こうした段階に至ると，支援は避難者の
個別の事情にそくした形をとらざるをえず，その難しさも増している。
　表５では，ここまでの記述をふまえ，広域避難者が抱えている課題とその背
景，それに向き合ってきた支援の取り組みについて，５年間の変化を時系列的
にまとめておいた。
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　中越沖地震の経験知と原発避難の特殊性
　2007年に中越沖地震による大きな被害を受け，被災者支援と復興を経験して
きた柏崎市は，今回の原発事故による避難者への支援に関してもその経験知を
活かすことができた （10）。中越沖地震への対応では，阪神・淡路大震災および中
越地震の被災地から伝えられた〈被災者の孤立死や自殺を防ぐ〉ための見守り
支援を徹底して，成果をあげた。被災者が生活再建に踏み出せるように，被災
者を戸別訪問してその課題とニーズを徹底的に把握し，そこで得られた情報を
もとに個別の支援プランを作成して，支援にあたったのである。この経験をふ
まえて，今回の避難者への対応でも早くから見守り訪問のための体制を構築

表５　広域避難者が抱える課題と支援の変化

注：地域活動サポートセンター柏崎『東日本大震災避難者見守り支援事業実績報告』（各年
次），および聞き取りによる。

支援の状況・課題避難者が抱える課題年　度
・個別世帯の見守り訪問開始
・交流拠点（サロン）の開設

・避難生活の模索（＝住居・仕事・学
校、冬場の暮らし…）2011年度

・町別同郷会の結成
・情報交換会・ケース検討会
議の開始

　（関係機関の横の連携）

・生活再建の方向性の模索
　（←国・自治体の指針が不確定，柏崎
刈羽原発の停止）
・生きがいや目的の喪失（←人間関係
の喪失）
・母子世帯の増加・子どもたちの問題
（←親の孤立）

2012年度

・家族関係の不安定さ（←仕事・転居
による家族形態の変化）
・「何ともいえない不安」（←見えない
「この先」）

2013年度

・出身市町を超えた活動
・避難者の個別化・多様化に
応じた支援

・避難先での定住支援

・「取り残され」感（←帰還の進行，
個別化・多様化と格差）
・子どもたちの問題（←抑えてきた気
持ちが噴出）
・自主避難世帯の困難（←二重生活の
負担，住宅支援の見通し）

2014年度

・新たな生活環境への適応（←避難先
での生活再建）
・避難者の定義の問題 （←周囲の視線，
賠償・健康問題）

2015年度
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し，避難者を雇用して支援にあたることができた。
　さらに，見守り訪問を通じて確認された要支援の事例に関して，外部の専門
機関を含む関係者による情報交換会や事例検討会が開かれたが，この枠組みも
中越沖地震の経験にもとづくものだった。避難者のコミュニティづくりの必要
性を強く感じて，町別同郷会の結成をいち早く働きかけたことも，同様である。
「あまやどり」の受け皿となったＮＰＯも，中越沖地震の被災者支援の経験を蓄
積していたし，被災経験をもつ市民の間では「恩返し」の意識も強かった。同
じ原発立地地域として，今回の事故を他人事とは思えないという事情もあった。
　故郷を遠く離れた避難先で生活する人びとにとって，行政や市民による支援
は心強かったと思える。しかし多くの面で，避難者に対する支援は〈手探り〉
の状態で行わざるを得なかった。避難者は，プレハブ仮設住宅に集住するので
はなく，避難所を出た後はいわゆる「みなし仮設」に入居したため，市内に分
散して居住することになった。当初は避難者の住所の把握に苦労したし，居住
地域のコミュニティにとけ込んでいくことも難しかった。
　何よりも原発事故の収束がみえず，放射能の影響を取り除くのに長い期間を
要するため，避難の終わりを見通すことができない。中越沖地震の場合は，地
震から２年後に仮設住宅を解消するという明確な目標をもち，それに沿って支
援プログラムを組み立てることができた。しかし今回は，避難と支援をいつま
でに終了すればいいのか，はっきりと決めることができない。この「先が見え
ない」ということが，避難者にとっても支援する側にとっても，もっとも大き
な困難の源である。
　「先が見えない」にもかかわらず，避難者はそのつど選択・判断・決断を迫ら
れ，それに対処してきた。とりわけ，福島に帰還するか，柏崎に移住するのか
ということが，多くの避難者にとって最大の問題である。いずれかを決断する
人も増えてきているが，その場合でも現状では「とりあえず」という暫定性が
つきまとうことになる。こうした決断の中身をみないで，避難や支援の終了を
安易に語ることは許されないだろう （11）。今回の経験から学び後世に活かすため
にも，この点を含む避難の実情について，当事者の声を詳しくていねいに聞き
取っていくことが必要とされる。今後も継続して取り組んでいきたい。
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茨　以下の記述は，2011年６月に柏崎市の防災担当職員を対象として行った聞き取
りと関連資料にもとづいている。
芋　このＮＰＯは，中越沖地震被災者の生活支援を目的として2009年に設立され，
同年８月に柏崎駅前に完成した復興公営住宅入居者への支援（駅前サロンの運営）
や市内の自主防災組織の育成事業などを担ってきた。こうした実績もあって，県
外避難者の見守り支援事業を受託することになったのである。以下の記述は，
2011年８月，2012年５月に柏崎市被災者サポートセンター「あまやどり」スタッ
フを対象として行った聞き取りと関連資料にもとづいている。
鰯　以下の記述は，2011年９月に柏崎市被災者サポートセンター「あまやどり」ス
タッフ（訪問支援員）を対象として行った聞き取りにもとづいている。
允　以下の記述は，2012年５月，2013年４月に柏崎市被災者サポートセンター「あ
まやどり」スタッフを対象として行った聞き取りと関連資料にもとづいている。
印　以下の記述は，2013年４月に柏崎市被災者サポートセンター「あまやどり」ス
タッフを対象として行った聞き取りと関連資料にもとづいている。なお，こうし
た関係スタッフ・機関による検討会議を随時行う体制は，中越沖地震の際の経験
をふまえている（髙橋編 2016，参照）。
咽　この部分の記述は，2015年６月に柏崎市の被災者支援担当職員を対象として
行った聞き取りにもとづいている。
員　この部分の記述は，2013年４月に柏崎市被災者サポートセンター「あまやどり」
スタッフを対象として行った聞き取りにもとづいている。
因　以下の記述は，2015年５月に柏崎市被災者サポートセンター「あまやどり」ス
タッフを対象として行った聞き取りと関連資料にもとづいている。
姻　以下の記述は，2015年６月に柏崎市の被災者支援担当職員を対象として行った
聞き取りと関連資料にもとづいている。
引　この点については，髙橋編（2016）も参照。
飲　現状では，避難者の多様性や思いに十分配慮がなされることなく，避難指示解
除と賠償・支援終了への流れが加速している。この点については，髙橋（2015）
を参照。
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