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福島からの避難者の心の復興に向けて
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要　　旨

　東日本大地震に伴う原発災害が起きてから８年以上が経過し、福島の避難元のかなりの地域の避難
指示が解除され、住宅支援も終了する状況になって、福島からの避難者に対する支援は一つの区切り
をむかえている。ここでこれまでの支援のあり方を振り返ってみることは意味のあることと思われ
る。なぜならば原発事故に対する避難者の思いや態度は他の災害被害者のそれとは異なるところがあ
り、これまでの被災者支援の中で生まれてきた支援の考え、支援のための制度をそのまま踏襲したこ
とから多くの問題が生じ、支援が十分に行えなかったことが明確になっているからである。
　支援が十分に行えなかった最も大きな理由として、支援者に基本的に避難者が示す引きこもる姿勢
に対する理解がなく、多くの避難者とのコミュニケーション手段が得られず、支援の活動がおおむね
接触のできる避難者だけに限られてしまったことがある。またすべての避難者を「心のケア」の必要
な人であると見なし、「心のケア」を支援の中心にするという考えにも問題があった。さらに自治体
の避難者の個人情報を守るという姿勢から生じた一般の支援者に対しての情報の非開示が、避難者の
支援を非常に困難なものにした。
　ここでは避難者の引きこもる態度、心のケア、さらに個人情報の非開示などから生じる問題、およ
びそれらが関連しあって生じる状況を検討し、それに対してウェルビーイングという概念をもとに、避
難者の心の健康を高めるような支援のあり方が有効であることを示した。また、地域のさまざまな支援
組織によって、そのような支援のあり方を取り入れた意味のある支援活動がなされた実例も示したう
えで、「ウェルビーイングの向上」という新しいパラダイムに沿って避難者の支援活動を行い、ウェル
ビーイング得点を指標とした、福島からの避難者の心の復興に向けた支援のあり方を提言した。
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英文要旨

More than 8 years has passed since the nuclear power plants disaster. Situations has changed and now 
is the time to reflect on the aspect of support that failed to recognize the peculiar thought and behavior of 
evacuees. The reason is that supporters are following old way of support and many problems has appeared. The 
biggest problem was a lack of understanding the basic attitude of evacuees who showed withdrawal. Because of 
this, supporters’ activities were limited to small portion of evacuees. And the main purpose of support “mental 
care” has not been adequate. And more over the attitude of local governments to keep private information 
enclosed made matters difficult..

This article discusses these problems and shows useful way of mental support. I consider meaningful 
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いる（辻内，2019）。ここでは避難者の引きこも

る態度、心のケア、さらに個人情報の非開示など

から生じる問題、およびそれらが関連しあって生

じる状況を考慮し、それに対してどのような支援

のあり方が有効となるのかを検討し、そこから得

られた知見から、地域によって、さまざまな支援

組織による独自の活動による意味のある支援活動

がなされてきた実例も充分念頭においたうえで、

新しい支援のパラダイムに沿った避難者の心の復

興への支援を提言する。

２．�災害発生後から行われてきた支援の
あり方における問題

２．１　多くの避難者が示す引きこもりへの対応

避難所から仮設住宅や借り上げ住宅に移ると

多くの避難者は、引きこもり傾向を示し、支援者

（支援員、看護師、心理士などの専門職を含む）

の戸別訪問に対してドアを開けて対応しない。こ

のことは山形市の社会福祉協議会の生活支援相談

員、東雲住宅での社会福祉協議会の職員、郡山

の仮設住宅で活動した保健師への聞き取りから得

られた多くの避難者に共通してみられる態度であ

る。2014年に筆者が山形市で社会福祉協議会の生

活支援相談員と同行した際にも100軒ほどの訪問の

うち面談できたのは20軒ほどでほぼ20％であった

が、この数字は東雲住宅での支援員の面談できる

率や、また前述の保健師による郡山の仮設住宅で

の引きこもり傾向の避難者の割合とも一致してい

る。筆者はこうした傾向を避難者についての氷山

モデル（松村，2017）として支援者の目に見える

避難者の把握状況を示した。この氷山モデル（注１）

（図１）では、戸別訪問に応じず、イベントにも

参加しない避難者が水面下の部分として表されて

１．はじめに

東日本大地震に伴う原発災害が起きてから８年

以上が経過した。福島第一原子力発電所周辺のか

なりの地域の避難指示が解除され、住宅支援も終

了する状況のなかで、避難者の、避難元への帰還

と避難先あるいは新たな地域での定住の２つの選

択が明確になってきており、福島からの避難者に

対する支援は一つの区切りをむかえている。ここ

でこれまでの支援のあり方を振り返ってみること

は意味のあることと思われる。なぜならば原発事

故に対する避難者の思いや態度は他の災害被災者

のそれとは異なるところがあり、これまでの被災

者支援の中で生まれてきた支援の考え、支援のた

めの制度をそのまま踏襲したことから多くの問題

が生じ、支援が十分に行えなかったことが明確に

なっているからである。

松村（2017）は多くの自治体が避難者支援の中

心に「心のケア」を掲げたことを取り上げて、そ

の問題点について詳しく論じた。しかし支援が十

分に行えなかった最も大きな理由として、基本的

に避難者が示す引きこもる姿勢に対する理解がな

く、避難者とのコミュニケーション手段が極めて

限定されていたため、支援の活動がおおむね接触

のできる避難者だけに限られた対応になったこと

がある。さらに自治体の避難者の個人情報を守る

という姿勢から、一般の支援者に対しての避難者

情報が非開示とされたため、避難者の支援は非常

に困難なものになっている。

支援のあり方を知るために筆者は参与観察、イ

ンタビュー、質問紙調査など地域で異なる状況に

ある避難者についてトライアンギュレーシャンの

方法（佐藤，1992）をとった。これは福島からの

避難者の状況を知るためには必要な方法とされて

support activities of a number of organizations in many regions and propose that supporters should act 
according to the new paradigm “improvement of well-being”. As well-being is a good indicator for evacuees’ 
mental health, following changes in well-being score over time will help confirm the degree of mental recovery 
among evacuees from Fukushima.
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直面する。そこでほとんどの支援者は氷山モデル

の水面下の避難者への支援を断念する。その理由

は、接触できない避難者には対応できないためそ

の存在を軽視し、接触できる避難者に限定した支

援のみに注力しようとするからである。

２．２　「心のケア」という支援のありかたの再考

「心のケア」という観点から避難者支援を行う

ことについての問題は大きく２つある。１つは

「心のケア」の定義から生じるもので、「心のケ

ア」は本来“被災者が専門家の介入によって援助

されること”（倉戸，1996）である。発災直後の

避難者は、被災体験により、多かれ少なかれ急性

ストレス障害の状態を呈しており（PTSDへと進
む場合もある）、専門家でない一般の支援者が足

湯やハンドマッサージを通じて、その緩和をはか

ることもこの定義の拡大として理解することは可

能である。しかし災害発生後１年、２年経過した

後の「心のケア」は、とりわけ一般の支援者がか

かわるのであれば、具体的に何をどのように扱

い、支援にどのようにつなげていくのか、その意

味するところが曖昧になってしまっている。

２つ目の問題は「心のケア」はどのような避難

者を対象としているのかということである。もし

PTSDやそれに類似した深刻な心の問題をかかえ
た避難者を対象とするのであれば、それらを適切

に扱える専門家の介入が必須であり、一般の支援

者がかかわれる領域ではない。そしてその割合は

実は避難者全体の一部にとどまる。一方で避難者

全体を「心のケア」の必要な人であると見なすの

であれば、それは避難者をみずからは障害から回

復しづらい心の状態にあるものとみなすことを意

味する。しかし現実の避難者をそのように見るこ

とは支援を行っていくうえでは適切ではない。避

難者の心の状態は健康度の低い状態にあること

が、山形市、江東区東雲住宅、神奈川県のウェ

ルビーイング調査から確認されているが（松村，

2018）（注２）、そのような避難者に対してはその人

の回復する能力に働きかけ、心の健康度を高める

いる。その割合は氷山の水面上と水面下の部分の

割合と同じように、支援者からは見えない避難者

が、支援者の把握できる避難者に対してはるかに

多いことを示しており、その部分の避難者の状況

はわからないが、ウェルビーイングの低さとはあ

る程度関連しており、「心のケア」の必要な人も

その中に存在すると推測される。

これまで展開されてきた避難者支援の在り方を

振り返ってみると、最も大きな誤りは、見えてい

る避難者への支援をすれば避難者支援ができてい

るという「錯覚」である。避難者向けのサロンや

イベントへの支援を行うことで「支援ができてい

る」と感じることは支援者の自己満足におちいり

やすい。そしてそのような支援者はイベントやサ

ロンに出てこない避難者については、その人の特

性だからしかたがない、とあきらめている。しか

し引きこもり傾向を示す避難者の態度は決して個

人の特性から生じるものではなく、原発事故直後

の体験とその後の生活環境によってウェルビーイ

ングが低下したことに起因するものである。

ここでの引きこもり傾向は、社会的に問題に

なっている引きこもりとは原因や背景は異なり、

通常うつ状態の人が人に会うことを苦痛に感じて

避けるように、ウェルビーイングの低下した状態

がそのような態度をとらせるので、本来の引きこ

もりと同一視するべきものではない。

支援者の大半は活動を始めるとまずこの問題に

 

 

Ａ：イベントなどで支援者が関
わることができる。

Ｂ：ひきこもり傾向のため
心の状態が把握でき
ない。

Ｃ：臨床心理学的な
介入が必要な
状態。

Ａ

Ｂ
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図１　避難者の氷山モデル
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それでも仮設住宅や公営住宅などで避難者が集

団で入居しているところでは、避難者がそこに居

住していることは明らかなので、まだ対応はある

程度可能であるが、民間の借り上げアパートに居

住している避難者の場合にはその存在が外部から

は全くわからないので支援が非常に困難なものと

なった。それに対して社会福祉協議会や自治会が

ある程度でも避難者情報を得ている場合は、該当

する組織の担当者が最大限それを活用すれば、支

援活動の結果には大きな違いが出ている。個人情

報の開示は慎重に行わなければいけないが、その

開示方法やその条件を吟味して、災害時に活用で

きるようにすることは支援を組み立てていくうえ

ではたいへん重要なステップになる。

２．４　３つの問題の相乗による支援の困難化

上記の支援における問題は、それぞれ関連して

いっそう支援活動を困難なものにしている。避難

者の引きこもり傾向によりPTSDなどの「心のケ
ア」が必要な人の把握はますます困難になってい

く。それぞれの自治体は「心のケア」のために電

話相談を含めた窓口を設け、また支援員による戸

別訪問を行っているものの、「心のケア」の必要

な人からの応答はない。このような避難者の態度

は結果的に「心のケア」を極めて難しくしてい

る。そのような状態でも避難者の居住する地域の

支援者が、避難者の存在を把握していれば、少し

は「心のケア」の必要な人を把握して専門家につ

なげることができるかもしれないが、行政から避

難者に関する個人情報がまったく知らされていな

ければそれもできない。

３．�避難者の心の復興に繋がる支援のあ
り方�

これまで行われてきた原発災害による避難者の支

援における３つの大きな問題をとりあげ、それらが

関連して支援をより困難にしている現状を述べた。

ための支援こそが必要である（上野，2013）。心

のケアについては藤田（2016）のこころのケアの

概念図では、ストレスの強度の低い人に対しては

専門家以外の一般の人の介入も組み入れた治療

モデル的な考えが示されており、心のケアにおけ

る活動の範囲として妥当であると思われる。一方

で金（2016）は「従来漠然と「こころのケア」と

言われてきた活動の中には精神疾患の一次二次予

防を目的とした治療介入と、地域、個人のウェル

ビーイングを改善するための社会心理的支援が混

在していた」として、その活動を明確に区別して

いる。ここで示されたウェルビーイングを改善す

るための社会心理的支援は、避難者の持っている

力に働きかけるもので、心のケアではないと思わ

れる。避難者はみずから回復する力をもっている

のであり、それを支援する適切な方法は、手を差

し伸べて助けるケアではない。従ってどのように

避難者をイメージするにしてもすべての避難者支

援の重点を「心のケア」とすることは正しくない。

２．３　個人情報の開示の問題

各自治体によって避難者の個人情報についての

扱いは異なるが、多くの自治体では行政が管理

し、支援者には開示しないという態度でのぞむ対

応を行った。

典型的なパターンの１つに、行政から定期的に

情報などを提供する郵送物と行政が組織した専門

家集団が戸別訪問をすることで避難者支援はでき

ると考え、社会福祉協議会や地域の支援組織には

いっさい避難者情報は提供しないという姿勢が

あった。このやり方における最大の問題は避難者

の居住する地域の社会福祉協議会、NPO、自治
会（特に民生委員）が活動の対象としている地域

の避難者について全く知ることができない（人数

の把握すら）ことである。このことは避難者と避

難者が移り住んだ地域の住民とのつながりができ

ることを妨げ、結果として避難者の日常生活での

問題に周辺の住民や住民組織、NPOが対応する
ことを困難にした。
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の必要な人を見つけ出すことは非常に困難なこと

で、それを実行しようとすれば、福島県のように

心のケアセンターを拠点として膨大なコストと人

員を投入することが必要となる。福島心のケアセ

ンターでは避難者全員に対してPTSDなどの傾向
を知る質問紙調査を実施して、問題があると思え

る避難者を選別してその後の対応につなげている

が、質問紙に回答する避難者が40％と半数を下

回っているのが現状であり（前田，2018）、その

ような対応をとっても「心のケア」の必要な多く

の避難者を把握することはできていない。

しかしもしすべての避難者の状態が把握できて

いれば、その中からケアの必要な人を選別し、適

切な対応をすればよいので、大きなコストも人員

も必要ではなく、どの自治体でも大きな負担を負

わずに「心のケア」のための活動を展開すること

ができる。

３．２　�避難者支援を「心のケア」からウェルビー

イングの向上へ転換する

避難者の引きこもり傾向が「心のケア」という

支援のあり方を困難にしていることを述べたが、

「心のケア」という考え方自体のもつ問題がある。

PTSDのような心の状態に対しては「心のケア」
が必要であることは明らかであるが、ケアが何を

指すのかが明確でないなかで、“避難者には「心

のケア」が必要である”とする考え方は、病気を

前提にして避難者を病気・健康の２項対立で判断

する見方である。大多数の避難者はよい心の健康

状態にはないが、病気であるわけではない。人は

低い健康状態から高い健康状態の間のどこかの健

康状態にあると考えらえる（アントノフスキー，

2001）。このことをウェルビーイングという概念

からみる事で理解がしやすくなる。

ウェルビーイング（正確には主観的ウェルビー

イングであるが）は、その人の身体的、心理的、

社会的な状態から生じる、その人が感じる心の健

康で、ポジティブな感情、ネガティブな感情と

人生に対する満足、自分に対する見方、他者と

３．１　引きこもりになることを防ぐ

避難者の心の復興につながる支援が可能になる

ために最も基本的に重要なことは、避難者が引き

こもり傾向におちいらないようにすることであ

る。被災体験と、その後に生活する環境の状況か

らウェルビーイングが必然的に低下し、その結果

として多くの避難者は引きこもり傾向を示す。そ

していったん引きこもる姿勢をとってしまうとそ

れを解除することは難しくなる。仮設住宅やア

パートなどの借り上げ住宅に居住した後には引き

こもり傾向のライフスタイルは定着し、個別訪問

拒否の態度は固定してしまう。従って発災直後、

避難者には避難所などで生活している間に、引き

こもりにならないように心がけることを十分に理

解してもらうことが必要である。後の節で避難者

に直接接触できる期間にすべての避難者との関係

作りに成功した鶴岡市の例や、入居者全員と戸別

訪問時に面会できる状態をつくった都営住宅の例

を紹介しているが、これらの例はきわめて稀な

ケースである。避難初期の段階で、人に会いたく

ない気分にあっても、困難を解決するための情報

を得たり、励ましを受けることで、ストレスに負

けないようになるためには、訪問する支援にたず

さわる人を積極的に活用することがウェルビーイ

ング向上のためになるということをしっかり理解

してもらうことが重要である。その結果支援員な

どの戸別訪問が受け入れられる状態を確保し、見

えない避難者をつくらないことがすべての支援を

スムーズに行うための道筋である。

避難者支援において避難者が支援者と会うこと

を拒否しない態度はどのような支援の場面でも重

要であるが、とりわけ「心のケア」を行ううえ

では必須のことである。「心のケア」の必要な人

はみずから関連施設を訪れることはしないので、

「心のケア」が必要な人を選別して支援者側が能

動的にアプローチする必要がある。「心のケア」

を可能にするためにも氷山モデルの水面下の見え

ない部分をつくらないことである。避難者の状態

の把握が氷山モデルで示されるような場合、ケア
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いの近くにある市民農園や、どこに行けば気持ち

よく散歩できる緑の多い公園があるかといった情

報を提供したり、自分のもっている能力を発揮で

きる場などの地域コミュニティでの活動への参加

を促がすといった支援である。このことによって

感情面でも、活動面でも避難者のウェルビーイン

グの状態は大きく改善される。そのようなことが

可能になるには地域で活動する支援者への行政か

らの避難者情報の提供が欠かせない。

４．有効だった支援のあり方

４．１　避難者の引きこもり傾向に対して

４．１．１　鶴岡市の窓口対応

鶴岡市では比較的初期の避難時期に、鶴岡市に

避難してきた人が避難者に支給される現金を市の

窓口に受け取りに来た際に、担当者（自身避難の

当事者）がすべての避難者とつながりをもつとい

う目的を意識した対応を行った。その結果その後

ほとんどの避難者と定期的な訪問によって面談が

できる環境がつくられた。現金の振り込みなどの

制度が整った後にはこの機会は消滅してしまうの

で、この避難生活初期の段階の直接支援者が避難

者と対面する状況は、避難者とすべての支援者と

の間の人間関係構築の唯一の機会であった。行政

担当者のこの努力によって、避難者支援活動が社

会福祉協議会の生活支援相談員に引き継がれた後

も鶴岡市に居住する避難者全体の戸別訪問での面

談を可能にし、面談が困難で生活状況を把握でき

ない避難者は生じなかった。（2013年９月と2014

年３月の担当者への聞き取りから）

４．１．２　東京都中野区都営白鷺住宅の自治会

多くの避難者を受け入れた都営白鷺住宅の自治

会長は、戸別訪問時に面会が困難な避難者に対し

て、時間と労力（さまざまな工夫を含む）を注い

で一軒、一軒面会を可能にしていき、すべての居

住した避難者とつながることを可能にした。これ

は生活スタイルとして引きこもり傾向が定着した

の関係、生活の上での目標など（心理的ウェル

ビーイング）、社会の見方、社会との関係、地域

社会への参加など（社会的ウェルビーイング）多

面的な要素から生じてくるものである（Keyes & 
Magyar-Moe, 2003）。ウェルビーイングが高い人
はいきいきと生きていると感じられるし 、ウェ
ルビーイングの低い人は生活に辛さを感じること

になる。山形市、江東区、神奈川県の３つの地域

のウェルビーイング調査の結果（松村，2018）か

らは多くの避難者が辛さを感じながら日々の生活

を送っていることが読み取れる。この状態が続い

ている理由は、足場や生きがいを失ったこと、外

に出て畑などで自然とふれあう生活から、家の中

で多くの時間を過ごすようなライフスタイルへの

変化、地域コミュニティの崩壊で人間関係を失っ

たことなどから複合的に生じたものである。多面

的なウェルビーイングの要素をみればわかるこ

とであるが、ウェルビーイングの良好な状態に

は、人間関係、地域社会の中での存在がよい状態

であることが必要で、この面でも避難者の状態は

よくないためにウェルビーイングの低い状態にお

ちいっているのである。ウェルビーイングが低い

ことは直接心の障害とはならないが、ストレスに

対処する力が弱く、意思決定もしにくく、引きこ

もり傾向になりやすいため、これらのことがまた

ウェルビーイングの低下を招くという悪循環にお

ちいる。ライフスタイルを改善することでウェル

ビーイングは高めることができ、それは個々人の

努力で達成可能なことであるが、故郷を離れるこ

とを強いられ、知らない土地で生活することに

なった避難者にはなかなか困難なことである。避

難者には居住する地域でのつながりをつくること

が必要であるが、それは支援なしでは難しい。そ

こで求められるのが、地域での支援者（社会福祉

協議会、自治会、NPOなど）の活動である。た
だしここでの支援の姿勢は、「心のケア」のよう

な姿勢ではなく、エンパワーメントを念頭に避難

者みずからがよいライフスタイルをつくり出す自

律的な回復を支援する姿勢である。たとえば住ま
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ケア」以上に健康度をあげることを重要視してい

るのは避難者の「心の支援」におけるパラダイム

の転換をあらわしている。このような意識の変化

が実践活動をしている支援者の中に生まれてきた

ことは重要である。

４．２．２　�山形市のウェルビーイングについての

アンケート調査

山形県は福島県のアンケート調査の形式にな

らって、毎年県内の避難者に対してアンケート調

査を実施してきたが、避難者の状態を、いくつか

の身体的な状態や心理的な状態について同一の項

目内でおおまかにきくだけのもので、回答者は世

帯を代表して１名だったので正確な避難者の身体

的、心理的な状態を把握できるものではなかっ

た。

山形市は筆者の提言をうけて、2014年に市独自

で市内に居住するすべての避難者（世帯ではな

い）に対して質問紙によるウェルビーイング調査

を実施した。この調査結果から避難者のウェル

ビーイングの低い状態が確認され、社会福祉協議

会の生活支援相談員の訪問時にもウェルビーイン

グを高めるような働きかけがされるようになっ

た。またウェルビーイングの質問紙への回答者に

は、採点されたウェルビーイング得点とその評価

について解説し、ウェルビーイングを高めるため

のライフスタイルの改善点（得点の高い人につい

ては今のライフスタイルの維持をすすめ）につい

てのアドバイスを記載して返送した。この中から

さらにくわしい説明を希望する人には対面で、１

時間ほど調査結果について詳しい説明を行った。

４．３　避難者の個人情報の活用

江東区東雲住宅では該当する地域の江東区社会

福祉協議会が住宅内に居住する避難者の情報を行

政から得ていたので、住宅内のすべての避難者を

対象にした支援活動が可能であった。活動の中心

は個別訪問と相談への対応、週２回の住宅内での

集会室でのサロンの開催であったが、社会福祉協

後の活動なので、きわめて困難な作業であったよ

うであるが、自治会長のなみなみならぬ意志と労

力の賜物でのぞましい状態への到達を可能にし

た。（2015年３月の自治会長への聞き取りから）

４．２　ウェルビーイングを高める活動

４．２．１　山形市社会福祉協議会の生活支援相談員

山形市は５名の生活支援相談員を配置して、戸

別訪問活動を行った。その内２名は災害地区から

避難してきた当事者であった。訪問は基本的に当

事者とそうでない相談員のペアで行われた。

筆者は2014年に山形市の社会福祉協議会の生活

支援相談員の戸別訪問に同行した際に、訪問先の

避難者と支援員の関係で理想的と思われる状況を

見ることができた。避難者宅は小さな庭があって

家庭菜園で大根などをつくっており、夫妻とも心

理的な問題があるようには感じられなかったが、

生活上の困難な問題はいくつも生じてくるよう

で、相談員が来るのを待っているようであった。

たとえばその時に相談員が聞かれたことは、毎日

外に出て散歩をしたいが、緑の多い公園のような

適当な場所はないかというようなことであった。

このようなやり取りから生じる日常生活での変化

がウェルビーイングを高めていくようである。そ

こでは相談員はたんに情報を提供する人であるだ

けでなく、定期的な訪問を通じて常にかかわりを

もってくれる人として認識されている。生活支援

相談員の任務として、孤独死を防ぎ、問題のある

人を必要な専門機関につなげることがあるが、山

形県の社会福祉協議会では、生活支援相談員が避

難者の「心のケア」でだけではなく、ウェルビー

イングを高めることを目的に活動することを推進

しているのである。

山形県の社会福祉協議会の支援の目的として、

生活支援相談員の戸別訪問活動の目的を、避難者

の「心のケア」を意識するより、健康度をあげる

ことが大切で、健康心理的介入を通してライフス

タイルの変化を促すこと、としている（渡辺ら，

2015）。ここで山形県の社会福祉協議会が「心の
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そうとする態度がまったくみられず、聞く側もそ

の発言を素直に評価していた。またどのような立

場の人も新たに参加することが認められ、自由に

発言する機会が与えられた。この「支援者のつど

い」に参加することで、参加者は新たな情報が得

られ、困っていた当面の問題に解決が得られ、そ

して自分の活動と関連のある組織と容易につなが

ることができた。

山形県社会福祉協議会、「復興ボランティアセン

ター山形」の役割

毎月開催される「支援者のつどい」は情報共有

や連携の有力な手段となっていたが、NPOなど
の支援組織が活動を行ううえで情報が必要になっ

たり、困難に直面したとき、中間支援団体である

復興ボランティアセンター山形は行政への連絡や

確認、NPO間の連携に必要な働きかけなど、そ
のニーズに応える対応ができていた。また社会福

祉協議会はある程度の数の避難者についての情報

をもっていたので、それを必要な形でNPOなど
の支援組織に提供することができた。各支援団体

の活動は社会福祉協議会、復興ボランティアセン

ター山形の調整、働きかけが加わることで大きな

成果につながっていた。

５．２　集合住宅での避難者支援

東京都江東区東雲住宅では、浪江町、富岡町、

南相馬市小高区など異なる避難地域の役員からな

る避難者自治会を立ち上げ、社会福祉協議会と協

働してコミュニティでの活動を行ってきた。この

活動の最も大きな意義は、東雲住宅に居住する避

難者全体が１つのコミュニティの一員であるとい

う意識をもつことができるようにしたことである。

社会福祉協議会のスタッフと自治会の役員が

チームをつくり、全世帯の戸別訪問を行い、週２

回集会所で社会福祉協議会がサロンを開いている

が、戸別訪問に応じる世帯の割合は僅かで、サロ

ンへの参加者は毎回30人ぐらいでほぼ固定してい

る（2017年では400世帯以上が居住）。このように

議会のスタッフの戸別訪問などは行政からの避難

者情報なしにはできない活動であった。

山形県社会福祉協議会の生活相談支援員は行政

から得た地域に居住する避難者情報をもとに定期

的な戸別訪問を行った。これも地域に居住する避

難者についての情報をもつことではじめて可能に

なる活動であった。

５．それ以外の評価すべき支援のあり方

５．１　�山形県での異なる支援組織のバランスの

とれた連携

避難者が居住しているそれぞれの地域では、地

域の状況にあわせて異なる支援組織が役割分担を

して連携をとり、よい支援活動を行っていくこと

は容易ではないが（西城戸，2019）、山形県では

よい形で支援が行われていた。山形県では基本

的に支援活動の財源は、多くが福島県から支出

されているにしろ山形県が提供するわけである

が、その立場から支援団体を管理するという姿勢

をまったくとっていない。行政、社会福祉協議

会、NPOと中間支援組織が対等の立場で支援に
携わっていた（災害復興制度研究所，2015）。

支援者のつどい

毎月の「支援者のつどい」という名称の会議が

開催されているが、その会議を招集、運営してい

るのは「復興ボランティア支援センター山形」と

いう中間支援組織である。この会議の雰囲気は活

気があり、参加する団体からはいつも新しい発表

や提案がなされていた。この会議の最大の特徴は

行政がイニシャティブをとらないことで、参加者

は県の担当者も、社会福祉協議会の職員も他の

NPOの代表などと円形にならんだ椅子に着席し、
発言の順番も着席した位置で毎回異なっていた。

そこには多くのNPO組織の代表者や報道関係、
議員、学生なども参加していたが、すべて対等の

関係であった。NPOからの発言が、とかくおち
いりがちになる自らの活動を誇張して優越的に示
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であった。かながわ避難者見守り隊の活動は、専

門家による「心のケア」が本来の形で実践されて

いる数少ない例である。（2019年７月の見守り隊

のスタッフへの聞き取り調査から）

６．�心の復興の指標としてのウェルビー
イング

震災後８年以上が経過し、住宅支援なども一部

の地域を除いて終了しつつある中で、避難者は揺

れながらも避難元への帰還か避難先などへの定住

かを決定して新しい局面での生活を迎えている。

ここで最も重要なことは、避難者がこれまでに

とってきた引きこもり傾向のライフスタイルを引

きずらないことである。それができなければウェ

ルビーイングの低い状態から抜け出すことができ

ない。それには避難者が今の自分のウェルビーイ

ングの状態がどのようであるかを知ることが必要

で、それをもとにライフスタイルを見直すこと

で、みずからウェルビーイングを高めるように意

識して行動することができるようになる。

心の復興には明確な定義はないが、避難者がポ

ジティブな気分、生活における目標、地域社会の

一員であると思える、などウェルビーイングを構

成する要素において状態が改善し、前向きな生活

ができるようになることであると考えられる。し

たがって避難者のウェルビーイングの状態を知る

には山形市が実施したようなすべての避難者を対

象としたウェルビーイングの質問紙調査が有効で

ある。ウェルビーイングの質問紙は、感情面、行

動面、さらに人生に対する満足度など多面的な要

素について聞くもので、全体のウェルビーイング

の得点だけでなく、個々の要素の得点についても

知ることができ、質問紙得点に対する評価のコメ

ントを参考にして、避難者は得点の低い要素に着

目して、どうすれば得点を高めることが出来るか

を考えることができる。このようにウェルビーイ

ング得点をもとに避難者はみずからライススタイ

ルの改善を試みることができるが（得点が高けれ

自治会の役員や社会福祉協議会のスタッフが直接

かかわれる避難者は少ないが、さまざまなイベン

トの案内はすべての世帯に知らされ、毎月自治会

が発行している「きずな」というニューズレター

を配布しているので、ふだんサロンには参加しな

い人も芋煮会などの気に入ったイベントには参加

したりして、この住宅が１つのコミュニティであ

るという感覚は、避難者のすべてが持てていたよ

うに思われる。

たとえ集合住宅であっても、避難者自治会と社

会福祉協議会の連携による活動がなければ、この

ような環境をつくることは不可能であっただろう。

５．３　専門家集団による継続的なみまもり

神奈川県専門家集団（かながわ避難者見

守り隊）による訪問、相談活動

PTSDなど心の問題を持つ人への専門家による
支援を「心のケア」の活動であると解釈した場

合、福島県以外の自治体で真正面から「心のケ

ア」に取り組むことは人的、財政的に困難であ

る。それは福島県が「心のケア」に投入している

人員と予算を見れば明らかで、戸別訪問、電話相

談など専門家による対応に多くを投入してはじめ

てなんとか「心のケア」が可能になってくるので

ある。中途半端な対応ではまったく何の結果もえ

られないのが現実である。そのような中で神奈川

県は、少人数ではあるが専門家チーム（現在は臨

床心理士による）を組織して、避難者に対する戸

別訪問を災害支援の初期のころから今日までずっ

と継続してきた。その間に問題のある避難者を見

つけ出し、要配慮世帯として継続的に関わりを続

けた結果、良い変化をみせるようになった避難者

が出てきている。

かながわ避難者見守り隊のスタッフの話では非

専門家が心理的介入を行った場合、専門的な知識

がないために逆に悪い影響を与える場合がある、

また介入が継続できない場合は関わるべきではな

く傾聴ボランティアなどが心理的介入をしようと

するようなことは避けなければいけないとのこと
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７．おわりに

「心のケア」に重点を置く避難者支援のありか

たは、「心のケア」という言葉の曖昧さから大き

な問題を生じさせている。それは「心のケア」が

避難者全体を対象者にしてしまうことで避難者の

自律的な回復の力を軽視してしまうことである。

このことからこれまで曖昧に用いられてきた

「心のケア」いう言葉の意味について定義を確定

し、現在の「心のケア」事業を治療面を中心にし

た活動とし、避難者のエンパワーメントを意識し

たウェルビーイングを高める活動は別のものとし

て、対象者と活動内容を明確にすることが必要で

あると考えられる。避難者の脆弱性、能力を考慮

し、人間の尊厳に基づいて避難者の自律的な回復

力を尊重することは、すべての支援活動に通底す

るもので（JQAN，2018）福島からの避難者支援
活動においても例外ではない。

このことは避難者のためのイベントの性格にも

表れており、災害の発生からずっと時間が経過し

た後も避難者のなぐさめや、気晴らしを目的とす

るイベントがみうけられたり、同様の意図をもっ

て避難者と関わろうとする支援者もみられた。こ

のようなケースを多く見てきた中間支援組織のス

タッフは、そのような姿勢で対応されることに慣

れてしまった避難者の心の面での復興は遅れてし

まうと厳しく批判している。

被災者の支援において支援者が常に意識しなけ

ればいけないのは、人間の本来もっている回復に

向かう力であり、「心のケア」から「ウェルビー

イングの向上」へのパラダイムの転換を求める理

由でもある。

【注】
（注１）氷山モデル

氷山モデルについては、障害を持つ人の理解のた
めに示された、外から把握できる部分と内部に隠
れた問題の部分を想定した全体像のモデル（社会
的包摂センター，2015）があるが、ここではただ
支援者からは見えない避難者の割合が大きいこと
だけを示している。

ば今のライフスタイルを自信をもって継続すれば

よいとコメントする）、それには地域社会の支援

も必要となる。とりわけ地域との関わりの中で生

まれてくる社会的ウェルビーイングなどは、避難

者が居住する地域が、避難者が参加しやすい環境

をいかに提供できているかにかかっている。地域

の支援のもとで避難者のライフスタイルの良い方

向への変化が可能になっても、故郷喪失、生きが

い喪失を経験した人はウェルビーイングの要素の

１つである人生に対する評価が非常に低くなって

いる。これを改善するのは容易ではないが、日常

生活での喜びが少しずつ増していくことで人生を

ポジティブに見直すことが少しずつできるように

なることは期待できる。

復興庁はここ数年「心の復興」支援事業で支援

者を募集しているが、その事業内容は「被災者自

身が主体的、継続的に参画し、活動する機会の創

出を通じて、被災者が他者とのつながりや、生き

がいをもって前向きに生活することを支援する」よ

うな取り組みを求めている（復興庁，2019）。復興

庁が目指しているのはまさに避難者のウェルビー

イングの向上であり、このことが達成されているの

かは、筆者らが行ってきた調査フレームによるウェ

ルビーイングの得点から確認することができる。

このようにウェルビーイング調査による得点

は、個々人にとってはライフスタイル改善の手が

かりとなり、施策の実行者にとっては活動の成果

を客観的に確認する指標となる。この調査を経時

的に行うことによって個々人はその結果からライ

フスタイルがよくなっているかを確認し、施策の

実行者は避難者の心の復興が出来てきているのか

を評価することができるのである。

今後の避難者の支援はウェルビーイングを高め

ることを中心に進めるべきで、活動の成果がウェ

ルビーイング得点によって評価できるので、ウェ

ルビーイング得点が時間の経過とともに高まって

くれば、心の復興ができてきているかが確認でき

ることになる。このようにウェルビーイングは心

の復興の指標として活用できるものである。
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藤田昌子．2016．「27こころのケアセンター─阪神・淡路
大震災の経験から」『災害時のメンタルヘルス』酒
井昭夫，丹羽真一，松岡洋夫（監修）』医学書院：
238-239．　

前田正治（編著）．2018．『福島原発事故がもたらしたも
の』　誠信書房：166．　

松村治．2018．「福島からの避難者のウェルビーイング」
日本心理学会大82回大会発表論文集．

松村治．2017．「福島からの避難者に対する支援のあり方」
『プロジェクト研究』12：43-52．

西城戸誠．2019．『避難と支援　埼玉県における広域避難
者のローカルガバナンス』，新泉社．

災害復興制度研究所．2015．原発避難白書，災害復興制
度研究所など編．

佐藤郁哉．1992．『フィールドワーク』115-120．新曜社．
社会的包括サポートセンター（編集）2015．『事例でみる

生活困窮者』中央法規出版：4-6．
辻内琢也，増田和孝．2018．『フクシマの医療人類学』遠

見書房．
上野谷加代子（監修）．2013．『ソーシャルワーク入門』，

中央法規出版：72-74．
渡邉陽，柴田邦昭，鈴木利宜．2015．「山形県におけ避難

者支援の取り組みと課題の整理　～山形県の全体像
を中心に～」日本地域福祉学会大29回大会発表．

（注２）ウェルビーイング調査
３つの地域でのウェルビーイング調査は避難者支
援の態勢が異なるため調査実施主体も異なる。山
形市では自治体が（2015年）、江東区東雲住宅で
は早稲田大学地域社会と危機管理研究所が（2016
年）、神奈川県では県内で中間支援活動を行って
いるNPOが（2017年）調査主体となって、いず
れも該当するすべての避難者に対して質問紙調査
を行ったが、用いたウェルビーイング質問票は筆
者らが提供した同一の質問紙で、採点、評価もす
べて筆者らが行った。
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