
1.はじめに

2011年3月に東日本大震災が発生した。地震と津

波によって東北地方を中心に広範にわたる地域が被害

を受け，同時に発生した福島第一原子力発電所事故と

併せて，現在まで尾を引く甚大な影響を日本社会全体

が被った。震災の発生から 10年の経過を前にした

2020年現在，「復興の加速化1）」が叫ばれるが，被災

地や被災者は依然復興の途上に立たされており，多く

の課題は解決されないままである。本稿で取り上げる

広域避難者は，しばしば復興政策から見落とされ，加

速化する復興から取り残されてきた。

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故による避

難者は，避難者に対する世間の理解が必ずしも十分で

はない状況下で，さまざまな問題に直面してきた。彼

ら／彼女らが抱える問題は根深く，さまざまな要因が

組み合わさったものである。そのため，その対処には

あらゆる施策や支援を組み合わせる必要があるが，避

難者本人が自力で適切な支援にアクセスすることは，

容易なことではなかった。そこで避難者に理解のある

民間非営利団体（＝サードセクター組織 2））が，避難者

と向き合い，避難者と支援活動をつなぐ仲介役として

機能してきた。

東日本大震災の発生直後から，被災者・避難者への

支援を目的とした民間の自発的な取り組みが，全国で

自然発生的に始まった。震災からの復興のように公共

性が高く，迅速性と柔軟性が求められる場面では，機

動力の劣る行政や，営利が行動原理となる市場だけで

は十分に社会的需要を充足することはできない。その

ような場面において，活動の柔軟性や機動力が高いサー

ドセクターが社会的需要の充足に大きな役割を果たす。

また，行政はサードセクターの活動を後押しする制度

設計を行ない，支援の拡充を図っていった。

日本は災害が頻発する国であり，いつどこで災害が

発生しても不思議ではなく，誰もが被災して避難者に

なる可能性がある。そこで，東日本大震災・福島第一

原子力発電所事故による避難を事例として，被災，避

難から生活再建に向かう過程において，サードセクター

が，どのように公的サービスを供給したかを明らかに
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◆要 旨

本稿では，東日本大震災・福島第一原子力発電所事故によって発生した「広域避難者」の生活再建支援に

おける民間非営利団体（＝サードセクター組織）が果たす役割について考察した。東日本大震災からの復興

過程では，全国各地で避難者支援活動が多数立ち上がり，地域ごとにネットワークが構築されてきた。広域

避難者の生活再建支援を長きにわたって実施してきた岡山県の一般社団法人「ほっと岡山」と京都府の特定

非営利活動法人「和（なごみ）」への聞き取りを行ない，支援活動連携のネットワーク形成が，広域避難者

支援にどのような変化をもたらしたかを検討した。

調査の結果，岡山県では県内の支援団体ネットワークの形成により，サードセクター／避難者／行政の3

者間関係が円滑化されたことが分かった。くわえて，ネットワーク組織として強固な組織体を持たずとも，

避難者支援に必要な緩やかなネットワークを維持できることも明らかとなった。京都府では，全国的に形成

された支援団体ネットワークを用いて，福島県以外から西日本への避難者に向けた旅費支援を実施し，行政

が充足できない需要を満たしていることが明らかになった。

つまり，広域避難者支援を行なうサードセクター組織は，各県内でのネットワークと県を超えた広域なネッ

トワーク双方を構築する。これらの多層なネットワークを活用して，問題意識や情報の共有が行なわれ，避

難者の実情に沿った柔軟な対応が実現していると推察される。
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し，それを実証的に検討・分析することが必要である。

本稿は，サードセクター組織のネットワークが，東

日本大震災による広域避難者の生活再建をどのように

支援したかを検討するものである。まず，2章で東日

本大震災による広域避難者が全国に広がった経緯と避

難者数に関するデータを示し，2020年7月現在の状

況を整理する。3章では復興支援におけるサードセク

ター組織の役割を説明する。そして，4章と5章では

一般社団法人「ほっと岡山」（岡山県）と特定非営利

活動法人「和（なごみ）」（京都府）に実施した聞き取

りから，各都道府県において広域避難者への支援拠点

として位置づけられる「生活再建支援拠点」の活動実

態を示し，聞き取りから明らかになった団体間ネット

ワークの効果を示す。

2.「広域避難者」とは何か？

（1）広域避難者の現状

東日本大震災による避難者については，2020年7月

現在，47都道府県に43,187人が確認されている。岩

手県・宮城県・福島県の被災3県内の避難者（9,991

人）を除くと，3県外への避難者は33,196人である。

豪雨災害や地震災害などによる避難や居住地の移転は

これまでにも見られた。しかしこれほど多くの人々が

市町村・都道府県の枠組みを越えて大規模に，また長

期にわたって移動した類例は日本にはなく，従来想定

されてこなかった事態だと言えよう。

避難者数の把握のため，総務省「全国避難者情報シ

ステム」3）など複数の取り組みが行なわれた。しかし，

避難者は行政区域を跨がって存在するだけでなく，一

度避難した先から再度別の場所へと避難するような，

複雑な人の移動が発生したこと，また避難者の定義や

把握のための統一されたルールが存在しないことから，

避難者数が網羅的に把握されているとは言いがたい

（関西学院大学災害復興制度研究所ほか2015：34-35）。また，

「津波避難者」「強制避難者」「自主避難者」など便宜

的な区分がなされることもあるが，これらを区別する

明確な定義はない（西城戸，原田2019；15-16）。本稿で

は，岩手県・宮城県・福島県の被災3県以外に所在す

る避難者を「広域避難者」と定義する。

表1は，復興庁発表，福島県発表による2020年7月

現在の被災3県を除いた各都道府県の避難者数と，福

島県からの避難者数 4）である。広域避難者全体に占め

る福島県からの避難者の割合は80.20％であり，原発

事故による避難者の多さが窺い知れる。その一方で，

関東地方からの自主避難者が多く集まった岡山県のよ

うに，福島県からの避難者の割合が極端に低い県もあ

る点は特筆すべきであろう。

図 1は，復興庁の発表をもとに 2011年 7月から

2020年7月にかけての避難者数の推移を示したもの

である。

避難者数のピークとなった2012年6月には，全国

の避難者数は34万人以上に及んだ。このときは全体

の78.5％にあたる27万人が被災3県に所在しており，

広域避難者の割合は21.5％であった。しかし，2020
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表1 2020年7月現在の都道府県別「広域避難者」数

復興庁，福島県発表をもとに筆者まとめ



年7月現在は被災3県に所在する避難者が1万人を割

り込んだのに対して，広域避難者は3万人以上存在す

る。また，全国の避難者数に占める広域避難者の割合

が上昇し続けていることがわかる。

（2）「広域避難者」はどのように発生したか？

次に西城戸・原田（2019：13-21）や山下（2012：22-

23）の記述をもとに，東日本大震災・福島第一原子力

発電所事故後の避難者発生の過程を整理していく。

2011年3月11日の地震・津波発生後，被災地では

多くの人々が学校などの緊急避難所や親戚・知人宅な

どへ避難を行なった。さらに原発事故の発生によって，

避難指示や屋内退避指示が出され，事故の深刻さが明

らかになるにつれてその区域は徐々に拡大された。

3月15日までに福島第一原子力発電所から半径20km

圏内への避難指示と，半径20～30km圏内への屋内退

避指示が出された。3月15日に福島県から各都道府

県に避難者の受け入れ要請が行われたことで，全国の

自治体が緊急避難所を設け，福島県から全国各地へ多

くの人が避難した。そして政府は4月22日に，「警戒

区域／計画的避難区域／緊急時避難準備区域」を定め，

9町村の全域と3市町の一部が避難指示の対象とされ

た。これらの地域の住民は本人の意思にかかわらず居

住空間から閉め出されたことから，「強制避難者」と

呼ばれている（西城戸・原田2019：14）。

さらに放射能汚染は広範囲に広がり，各地で高線量

の「ホットスポット」が発生していることが明らかに

なると，警戒区域／計画的避難区域／緊急時避難準備

区域に指定された地域以外からも大勢の人々が避難し

た。政府は6月1日に，避難指示区域外に「特定避難

勧奨地点」を設定したが対象はわずかに限られ，福島

県中通り地域や首都圏など避難指示区域外の多くの人々

（とりわけ小さな子どもを抱えた親たち）は放射能汚染と

健康被害に不安を抱えるようになった。こうした人々

の一部は，親族や知人のつてを頼ったり，自ら各地の

情報を集めたりして，全国各地へと「自主的な」避難

を開始した。このような過程を経て，全国各地へと避

難者が広がっていった。

2011年9月からは，避難指示の解除に向けた動き

が始まり，「緊急時避難準備区域」が解除された。野

田佳彦元首相による福島第一原子力発電所事故の「収

束宣言」（2011年12月）を経て，政府は2012年3月か

ら順次，警戒区域／計画的避難区域を「避難指示解除

準備区域／居住制限区域／帰還困難区域」へと再編し

た。さらに，2014年4月から政府は避難指示区域の

解除に着手し，「復興の加速化」のもと，除染による

放射線量の低下などを根拠に2020年3月までに避難

指示解除準備区域／居住制限区域は全域が解除された。

しかし，帰還困難区域は依然として解除の見込みはな

く，また避難指示が解除された地域でも，インフラ整

備のばらつきや放射線量の上昇，完全に収束したとは

言いがたい原発事故に対する不安など，問題は山積し

ていることから，多くの避難者が将来の見通しを立て

られず（西城戸・原田2019：21），広域避難が長期化し

ている。

（3）広域避難者を取り巻く問題と，

民間による支援の立ち上がり

広域避難者をめぐっては，「避難する権利」がしば

しば問題とされる。福田（2012：57-61）は，①放射能

への対策を個人が決定するにあたって必要な情報を受

ける権利と，②避難を選択した場合に必要な支援を受

ける権利を「避難する権利」として挙げ，東京電力に

よる賠償や国による支援立法の実現を通じて，避難す

る選択と避難しない選択の双方が尊重されるべきであ

るとした。

避難当事者団体を中心に，「避難する権利」の確立

を目指した支援立法を求める声が高まり，2012年

6月に自主避難者の支援を目的とした「子ども・被災

者支援法」が成立した。しかし，同法は支援のあり方

をまとめた理念法にとどまり，実行力を持った施策に

は十分結びついていない点が指摘されている（関西学

院大学災害復興制度研究所ほか2015：27-28，213）。広域

避難者を取り巻く立場は非常に不安定なまま，避難生

活は長期化していると言える。

広域避難者に向けては，震災の直後から，民間によ

る支援活動が全国的に数多く立ち上がった。取り組み

は個人のボランティアや任意団体，NPO法人などさ

まざまな形態を取り，震災直後に立ち上がった短期間

集中型の活動もあれば，震災から数年経った後に立ち

上がり長期的に取り組まれる活動もある。原発事故か
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図1 全国への避難者数推移
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らの避難者に対しては，一時保養や避難の受け入れの

ための活動が全国で行なわれた。初期には避難先の住

居提供やシェアハウス運営，生活物資の支援，就労支

援など，生活基盤安定のための取り組みが多く，避難

が長期化するにつれて避難者個人が抱える個別の問題

への相談対応が求められるようになっていった 5）。

3.サードセクターによる広域避難者支援

（1）サードセクターとは何か？

本章では，広域避難者の生活再建にどのようにサー

ドセクターが寄与していったかを整理する。

そもそもサードセクターは，非政府，非営利でかつ

独立した意思決定機関を有し，公益活動に従事し（田

中2006：22），非営利セクターやボランタリーセクター

とも称される。概ね「公益のために活動する，一般社

団法人・公益財団法人・特定非営利活動法人などの民

間非営利の団体」を含む。ペストフ（2000）は，クラ

ウセンの議論を引用して福祉サービスの供給者（供給

主体）を4つに分類した（表2）。そのうち，非営利組

織などを指す第3のセクター，即ちサードセクターは，

公式化された非営利サービスを供給するとされる（ペ

ストフ2000：49）。

日本において，サードセクターは，公益性が高くと

も利益性に乏しい領域においてさかんに活動する。ま

ず第1のセクターである「行政（＝国，地方公共団体）」

は財政赤字の増大で従来のように公的サービスを一手

に引き受けなくなった。またグローバル化により国際

競争が激化したことを受けて，第2のセクターである

「市場（＝民間企業）」は利潤を鋭敏に追い求めるよう

になったことから利益性の低い事業に参入しなくなっ

た。そして核家族化などを背景に，第4のセクターで

ある「コミュニティ（＝家族など）」が担える範囲も狭

まった。このように，公的サービスの分野で他のセク

ターが担える役割が低下したことに伴って，サードセ

クターの果たす役割が相対的に高まっていった。

つづいて，サードセクターがどのような領域で活躍

するかを考える上で重要な論点として，「市場の失敗」

「政府の失敗」「ボランタリーの失敗」を整理する。そ

れぞれ「失敗」というよりは，各セクターの本質的な

性質に由来する欠陥や限界，もしくは機能不全と考え

る方が，理解しやすいだろう。

小田切（2013：90-91）によると，まず市場システム

には供給することができない財・サービスについて，

行政による市場介入や財・サービスの供給が必要にな

ると想定される。この「市場の失敗」を克服する存在

として，行政やサードセクターの役割が説明される。

次に行政のサービスは行政組織の構造上，迅速性や機

動性を欠いたものになりやすく，行政によるサービス

供給だけではニーズの充足や課題への応答性に限界が

生じる。これが「政府の失敗」である。行政に充足で

きない需要に対しては，きめ細かい対応が可能なサー

ドセクターによってサービスが供給される。

「市場の失敗」と「政府の失敗」の視座に立つと，

サードセクターは行政・市場の代役として，満たされ

ない需要に応えていくと説明される。一方「ボランタ

リーの失敗」は，サードセクターを行政や市場の不十

分な点を補う二次的存在としてとらえるのではなく，

サードセクターこそが主要な対応機関であると考える

視座である（サラモン2007：51，56-57）。

サードセクターは，活動に必要な財源を生み出す能

力を持たなかったり，特定の受益者層にサービスの対

象が偏ったり，資金提供を行なう社会層の意向に活動

を左右されたり，専門性の欠いた活動に結びついたり

しがちであった。サードセクターがもつこれらの弱点

（＝「ボランタリーの失敗」）は，行政によるサービス供

給によって補完がなされる。広域避難をめぐっては，

サードセクターによって取り組まれてきた支援活動に

対して，行政が補助金や法的枠組を与える形で支援の

充実が図られた。

（2）日本におけるサードセクターの興隆

かつて日本では，公的サービスは，政府が主体となっ

て垂直的に取り組むガバメント型の取り組みが主流で

あった。しかし，1995年の阪神淡路大震災を契機と

してサードセクターが台頭し，多種多様な主体が水平

的に関わり合って公的サービスを充足させる，ガバナ

ンス型の取り組みが定着していった。現在の日本は，

「ガバメント」から「ガバナンス」への変化が定着し

つつある段階であると言えるだろう。

阪神淡路大震災では，発災直後から任意のボランティ
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表2 クラウセンによる福祉サービス供給者の類型

ペストフ（2000：49）をもとに筆者作成。



ア団体や個人のボランティアが被災地に集結した。内

閣府の報告によると，1997年12月末までにのべ180

万人ものボランティアが活動を行なったと推定されて

いる。

阪神淡路大震災におけるボランティアの役割は，当

初，医療，食糧・物資配給，高齢者等の安否確認，避

難所運営などであったが，時間の経過とともに，引っ

越し・修理，高齢者・障がい者のケアなどへと変化し

ていった。このような市民の自発的な取り組みへの注

目が集まった1995年は，「ボランティア元年」とも呼

ばれる（坂本2017：118，菅野2020：8）。

阪神淡路大震災を契機に，市民の自発的な活動に対

する評価が高まり，これを促進することを目的とした，

「特定非営利活動促進法」（通称NPO法）が1998年に

制定された。NPO法の制定以来，5万以上ものNPO

法人が誕生しており，民間非営利による取り組みが爆

発的に増加したことが分かる。また，単に数が増加し

ただけではなく，専門化した団体も多数登場しており，

各地で存在感を強めている事実が指摘されている（坂

本2017：9）。NPO法の制定によって，公的サービス

の領域にサードセクターが参画する土壌が整えられた

と言えよう。

ところで，大規模な組織は組織の内面的な目的や利

益を追求する（ペストフ2000：28）ため，個別の需要

には機動力の高い小規模組織の方が効率よく対応する

ことができる。一方で小規模組織が大きな需要に応え

るために，単体で資金や人材を確保することは

困難を伴う。そのため各団体は団体間ネットワー

クを形成し，人材交流や資金調達などを行ない，

協働してそのような需要に応えているとされる。

また，埴淵（2011：99）は，日本国内におけ

る近年のサードセクター組織をめぐる動向とし

て，「ネットワーク化」を指摘している。近年，

ネットワーク化そのものを目的とする組織（＝

ネットワーク組織）の設立が相次ぎ，それらは

個別の団体間の情報交換や経験交流を媒介する

中間支援団体であるとともに，事業体として政

策提言や開発教育に大きな役割を果たしている

とされる。

ネットワーク形成を含む中間支援の必要性を

指摘した，田中（2005：243）によると，資源供

給者とサードセクター組織のやり取りを仲介し，

双方の負担を軽減しながら調整し，両者の活動

を円滑化させる機能が必要である。

東日本大震災後のサードセクターについては，

地域内外に構築された社会ネットワークを経由

して，資源や知識を互酬的に利用して，社会的

課題に対応するための変革が効率的に創出されてきた

と，菅野（2020：265）は述べている。

（3）サードセクターによる広域避難者支援

―全国26拠点「生活再建支援拠点」

行政はサードセクターによる支援活動の積極的活用

を図り，各地域の避難者支援をより充実させるための

制度整備を行なった。特に2013～2015年度の復興庁

「県外自主避難者への情報支援事業」と，その後継に

あたる2016年度以降の復興庁「県外避難者支援体制

強化事業」および，福島県「県外避難者等への相談・

交流・説明会事業」では，各地の広域避難者がアクセ

スしやすい身近な場所で相談対応体制や情報提供体制

を充実させ，各県の支援活動を促進させることを目的

として，サードセクター組織への事業委託を開始した。

具体的には，2020年6月現在，各地域における広域

避難者支援の中核を担う26団体 6）が，福島県「県外

避難者等への相談・交流・説明会事業」に基づく「生

活再建支援拠点」に指定されている（表3）。

各拠点は，契約に基づき管轄する地域に所在する広

域避難者に向けて，①事務所の設置と対面／電話によ

る相談対応（週 3日1名常駐），②各地域にて福島県が

参加する相談・交流・説明会（年1回）の開催を実施

する。それに加えて，受託団体が得意とする分野で独

自の活動を活発に行なっている。さらに，自団体のみ

で完結する活動だけでなく，他の支援団体や関係機関
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表3 2020年6月現在の「生活再建支援拠点」一覧

ふくしま連携復興センター（2020）をもとに筆者まとめ



と連携して，合同の説明会・交流会や各種イベントの

実施／開催，情報発信，課題の共有，政策提言などを

行ない，多面的・多角的に避難者の生活再建をサポー

トしている。

福島県「県外避難者等への相談・交流・説明会事業」

実施にあたる連携は図2のように行なわれる。受託団

体は，全団体が参加する毎年開催の連絡調整会議にて

互いの情報を共有するほか，活動領域をまたいだ協力

体制を整える。

4章，5章で取り上げる「ほっと岡山」，「和（なご

み）」はともに2014年に生活再建支援拠点の受託業務

を開始し，現在まで継続して受託を続けている数少な

い団体である。両団体の活動の変遷から，ネットワー

クの形成と効果について検討を進める。

4.一般社団法人「ほっと岡山」

―岡山県における県内ネットワークの形成

岡山県は，震災直後から避難者受け入れ支援を表明

したこと，原子力発電所から比較的距離があること，

自然災害が少ないという地域イメージがあること，民

間による支援の立ち上がりが早く，支援内容も多岐に

わたっていたことなどから，自主避難者の避難先とし

て選ばれてきたことが指摘されている（関西学院大学

災害復興制度研究所ほか2015：158）。2020年7月現在，

岡山県では943人の広域避難者が確認されており，こ

れは西日本最多である。また，関東地方（図3ではその

他に含まれる）からの避難者が多いことが特徴である。

岡山県では，一般社団法人「ほっと岡山」が生活再

建支援拠点を設置している。本章では，一般社団法人

「ほっと岡山」の代表理事を務めるH氏と事務局長を

務めるK氏への聞き取りおよび，聞き取りにて入手

した資料をもとに，1節で現在のほっと岡山の活動に

ついて述べたのち，2節では，岡山県内の支援活動ネッ

トワークがどのように形成，組織化され，それが何を

もたらしたか，どのように機能が存続されたかを明ら

かにする。

（1）「ほっと岡山」の概要，活動内容

「ほっと岡山」は，岡山市北区に活動拠点を置く一

般社団法人である。聞き取りを実施したH氏とK氏

は，それぞれ東京都と福島県からの避難者である。職

員全8名のうち，5名が広域避難の当事者，3名が岡

山県出身者である。

「ほっと岡山」は，2019年度にはa）相談支援，b）

広報・啓発活動，c）説明会・交流会の開催，d）情報

収集・情報提供，e）調査・研究・政策提言などを実

施し，年間のべ300人程度への支援を行なった。活動

にあたっては，岡山県内の関連団体や全国の支援団体，

行政やその他の社会資源，ネットワークと綿密に連携

して，現状の客観的な把握と課題の共有を行ない，協

働することを重視している。具体的には以下のような

活動を行なった。

a）相談支援

火・木・金曜の10～16時の開所を基本として電話・

メール・来所による相談を受け付ける。相談員のほか，

住まいの相談などについて司法書士が相談にあたる日

も設けている。相談を受けて専門機関を紹介する際に

は，本人に同行して専門機関との仲介を行なう場合も

ある。また，希望に応じて事務局以外の場所への訪問

対応も実施する。

福島県から岡山県への避難者に限らず，福島県以外

から岡山県への避難者や，岡山県から他県へと再避難

を行った二次避難者など，多種多様なケースに対応す

る。たとえば，岡山県から他県へ再避難した人から相

談があった際には，他県の支援団体を紹介した。「生

活再建支援拠点」として定められた事業内容にはとら

われない臨機応変な対応を行なう。

b）広報・啓発活動

震災の風化・関心の喪失を防ぐことを目的として，
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図2 福島県「県外避難者等への相談・交流・説明会

事業」実施にあたる連携

復興庁ホームページをもとに筆者作成

図3 岡山県における避難者の出身県割合

単位（人） 岡山県（2020）をもとに筆者作成



勉強会「311スタディーズ」（年5回）や，「かぞく防

災教室」（年4回）などを実施している。

c）説明会・交流会の開催

当事者同士の場づくりとして，岡山県内各地や福島

県で，福島県や復興庁による支援情報の説明会や，避

難者・移住者同士で安心して話し合い聞き合う交流会

を開催する。また，避難元への一時帰還旅費支援を行

なう。

d）情報収集・情報提供

岡山県や岡山県内の各市町村，サードセクター組織

による支援情報や，福島県，ふくしま連携復興センター，

国からの広報など，広域避難者にまつわるさまざまな

情報を集約して発信する。冊子「ほっと岡山News」

を発行し，戸別に郵送するほか，ホームページ，メー

リングリストにて発信する。また，ほっと岡山事務所

の交流スペースには支援情報や福島県内の新聞，各種

書籍，資料などが配架され，自由に閲覧可能である。

e）調査・研究・政策提言

避難者の実態把握のため，岡山県内の広域避難者に

対してアンケート調査を実施し，「声になりにくい声」

を届けることに注力している。また，行政や専門機関

と情報共有の場を設け，岡山県・福島県・復興庁や広

域避難者支援に取り組む多様な県外団体と連携し，避

難者支援上の課題解決に向けた働きかけを行なう。

（2）岡山県内の支援団体ネットワークの形成とその動向

2011年から2020年現在に至るまでの，岡山県にお

ける避難者支援団体間ネットワークの動向について，

表4に示す「ほっと岡山」の沿革に沿って述べる。

a）県内ネットワークの形成

岡山県では震災直後から，広域避難者の受け入れと

支援を目的として多くの活動が立ち上がり，生活基盤

となる住宅や生活物資・就労支援をはじめ，メールマ

ガジンや小冊子による情報提供，避難者同士の交流イ

ベント開催など，広域避難者の多様な需要を満たす多

彩な活動が実施されていた。しかし，それぞれの支援

活動は自然発生的に立ち上がったため，当初は活動の

連携が十分に取られておらず，支援を求める避難者が

どの団体に問い合わせればよいのかが不明確であった。

当時の岡山県内のサードセクター組織（図中ではTS

と表記）／避難者／行政（県・市町村）の3者間関係を

模式的に示すと，図4のようになる。避難者・行政と

各団体のやり取りを示す矢印が多く入り乱れているこ

とがわかるだろう。

避難者は直接複数の団体に問い合わせる必要があり，

その負担は大きいものであった。また問い合わせ先に

よって異なる回答を示されるという問題も発生し，事

態の改善は急務であった。同様の問題は行政と支援団

体の間についても発生していた。

そこで煩雑なやり取りを排すため，ワンストップ窓

口を設立し，岡山県内の避難者支援団体をつなぐネッ

トワークを構築することが構想された。この構想に基

づき2012年10月に「うけいれネットワークほっと岡

山」が開始され，2014年には本格的なネットワーク

組織化が図られた。

b）ネットワーク組織化

表5に示す団体から構成されたネットワーク組織

「うけいれネットワークほっと岡山」は，構成団体の

活動をより有意義なものにしていくことを目標として，

団体間と事務局の連絡調整・連携強化のためにコーディ

ネーターを配置した。また，月1回の定例会議やメー

リングリストで密に連絡を取り合うことで，情報共有・
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表4「ほっと岡山」沿革

「ほっと岡山」聞き取りおよび「ほっと岡山」資料をもと

に筆者作成

図4 3者（サードセクター組織／避難者／行政）

間の関係 団体間ネットワーク構築以前

「ほっと岡山」聞き取りをもとに筆者作成



連携の強化を図った。団体同士をつなぐ調整役としての

役割を担い，構成団体それぞれが実施する多様な活動の

窓口として，避難者と支援活動をつなぐ役割を担った。

また，2014年度より，復興庁「県外自主避難者への

情報支援事業」7）に基づく生活再建支援拠点として，広

域避難者に向けた相談窓口業務と情報共有を開始した。

ネットワーク組織化に伴って，3者間関係は図5の

ように変化した。実線で示されるように，構成団体間

の強固なネットワークが構築された。ワンストップ窓

口を介してやり取りが簡略化されたことで，利便性は

格段に向上し，より簡単に避難者が適切な支援にアク

セスできるようになった。また，新聞などの情報メディ

アや行政などと各団体のやり取りも事務局が一元的に

行なうことが可能になった。

表6のように，ネットワーク化は多くのメリットを生

み，「うけいれネットワークほっと岡山」は岡山県にお

ける広域避難者支援の中核としての役割を担うように

なった。しかしその一方で，ネットワーク組織としての

活動が進展して事業規模が拡大するにつれて，構成団

体の代表間にはデメリットも認識されるようになった。

複数の団体が1つのネットワーク組織としてまとまり

続けることへの負担が増大し，「うけいれネットワーク

ほっと岡山」としての活動理念・活動目標と構成団体そ

れぞれがもつ理念・目的との間にズレが生じたり，各団

体の活動が阻害されたりする事態への懸念が生まれた。

そこで，2016年度からは組織体制を変更し，「うけ

いれネットワークほっと岡山」としての活動を休止し，

強固なネットワーク組織体を解体した。

c）ネットワーク組織から緩やかなつながりへ

2016年6月に，「うけいれネットワークほっと岡山」

事務局が母体となって一般社団法人「ほっと岡山」が

設立された。相談対応窓口や旅費支援などの事業は，

同団体が継続して実施しており，避難者の利便性は維

持されている。また，団体間のつながりは，団体同士
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表5 うけいれネットワークほっと岡山 構成団体

表注 ☆途中で脱退 ★途中から加入

「ほっと岡山」聞き取りおよび「ほっと岡山」資料をもと

に筆者作成

表6 ネットワーク化によって得られた効果

「ほっと岡山」聞き取りおよび，社会福祉法人 中央共同

募金「タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム」助成

活動報告書（2015，2016，2017）をもとに筆者まとめ

図5 3者間の関係「うけいれネットワークほっと

岡山」設立後

「ほっと岡山」聞き取りをもとに筆者作成



がメーリングリストなどによって必要に応じて情報共

有や連携を行なう緩やかなネットワークに移行した。

2016年の組織体制変更により，3者関係は図6のよ

うに変化した。ネットワーク組織時代には，構成団体

が頻繁に会合を開き，強固につながりあって活動した

のに対して，2016年からは，必要があれば連絡を取

り合う程度の緩やかなつながりに変化した。各団体の

関係変化を図中では破線で表現している。その一方で，

避難者・支援団体間，行政・支援団体間の連絡の利便

性は減退せず保持されている。

この組織体制の変遷は，支援団体ネットワークにお

ける強固すぎるつながりの限界を示唆している。緩や

かなつながりが保持されていれば，各団体は適切な資

源とつながることができるため，ネットワーク組織と

しての組織体を有する必要はないと言えるだろう。ま

た，H氏によると，一般社団法人として法人格を有

したことで，行政などからの事業を受託しやすくなっ

た。法人格をもたないサードセクター組織にも参画の

門戸が開かれつつあるとは言え，会計の透明性や団体

の信頼性を示す上で法人格を有することの意味は大き

いという。ネットワーク組織体の解体と事務局の一般

社団法人化はネットワーク内部の問題だけでなく，行

政などとの関わりをより円滑にする効果をもたらした

と推察される。

5.特定非営利活動法人「和」

―広域ネットワークを生かした柔軟な支援

京都府では，特定非営利活動法人「和」が「生活再

建支援拠点」を設置している。本章では，2019年10

月時点で「和」の理事長を務め，2020年7月現在は

理事を務めるO氏への聞き取りから得た情報をもと

に，1節で活動開始の経緯を説明し，現在の「和」の

事業内容について詳説する。2節では西日本のサード

セクター組織と協働で実施する「本願寺旅費支援プロ

グラム」を取り上げ，「行政の失敗」を補完した支援

団体ネットワークについて考察する。

震災の発生直後，関西広域連合のカウンターパート

方式による支援として，京都府は滋賀県とともに福島

県への支援を表明し，福島県からの避難者の避難先と

生活基盤を確保することを約束した（関西学院大学災

害復興制度研究所ほか2015：152-153）。2020年7月現在，

京都府には357人の広域避難者が確認されている。そ

の内訳は福島県出身者が多く，67.2％を占めている

（図7）。

（1）「和」の概要

「和」は，京都市下京区に活動拠点を置き，京都市

北区・宮城県石巻市で3つの保育所を運営するととも

に，京都府と滋賀県への避難者を対象にした生活再建

支援拠点「福興サロン和～Nagomi～」を運営する特

定非営利活動法人である。2019年10月時点の職員数

は法人全体で35名だが，保育事業と法人の事務員を

除き，避難者相談支援事業に限るとO氏を含めて3名

である。O氏は浄土真宗本願寺派の僧侶であり，保

育士・精神保健福祉士でもある。

まず表7に示す「和」の沿革に沿い，活動開始の経

緯を説明する。2011年当時O氏は，京都市にて高齢

者向けの配食と認可外保育所の運営を行なう特定非営

利活動法人「ハイビスカス」の職員であった。

2011年，「ハイビスカス」の職員として東日本大震

災の被災地への物資支援・ボランティア活動を行なっ

ていたO氏は，広域避難者が続々と京都にやってく

るなかで，「被災地へ向けた物資救援だけでは不十分

であり，京都にやってきた広域避難者が安心して過ご

せる居場所づくりが必要である」と考えるようになっ

た。そこで2011年10月に「ハイビスカス」の新規事

業として，広域避難者のための交流の場「福興サロン

和～Nagomi～」を開始した。その後2013年9月に，

被災者支援にまつわる事業が「ハイビスカス」から独

立する形で特定非営利活動法人「和」が設立された。

そして，2014～2015年度は復興庁「県外自主避難

者への情報支援事業」，2016年度以降は福島県「県外

避難者等への相談・交流・説明会事業」に基づく生活

再建支援拠点としての事業を開始し，現在に至ってい

る。2019年度は，a）個別相談，b）コミュニティ支

援，c）旅費支援，d）情報提供，e）支援団体・行政
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図6 3者間の関係「ほっと岡山」一般社団法人化後

「ほっと岡山」聞き取りをもとに筆者作成

図7 京都府における避難者の出身県割合

単位（人） 京都府（2020）をもとに筆者作成



との連携，f）キッチンNagomi運営などを実施した。

聞き取りを実施した2019年10月までに，継続的な相

談から単発的な旅費支援申請までを含めて，のべ120

世帯ほどの利用があったとされる。

次に「和」の主な活動内容について詳述する。

a）個別相談

月～土曜の10～17時を基本として，電話や対面な

どによる避難者からの相談を受け付ける。ただし，避

難者からの連絡があれば開所時間にかかわらず即時に

対応を行なう。メールやLINEを介した相談も増加

傾向にある。

東北地方出身者や広域避難の当事者を含む相談員3

名が相談対応にあたる。相談員が東北出身であること

で，緊張せず安心して話してもらえるという。相談対

応には信頼関係の構築が重要であり，相談員は単に相

談に対する解決策を述べるのではなく，相談者の思い

に寄り添い，相談者が当事者として主体的な判断がで

きるように促すことが必要であるとO氏は話した。

また必要に応じ，弁護士・臨床心理士・社会福祉士・

病院・不動産仲介業者・社会福祉協議会などへの仲介

を行ない，相談者に専門的なサポートを提供する。専

門家の紹介にあたっては，広域避難者の事情に精通し

た信頼のおける専門家であることと，本人の意思を尊

重することを重視している。

b）コミュニティ支援

2011年10月からお茶会やフラワーアレンジメント

など，避難者の居場所／コミュニティづくりを支援す

る交流イベントを開始した。

c）旅費支援

福島県からの避難者に向けては，福島県「県外避難

者帰還・生活再建支援補助金」に基づく一時帰還旅費

支援が行なわれる。「ほっと岡山」や「和」など複数

の支援団体の協働で，お盆休みや年末年始を中心に年

間複数回，交流会が福島県で開催される。旅費支援の

対象となるのはその交流会への参加のための一時帰還

に限定され，単なる帰省のための旅費は支援対象とさ

れない 8）。

また，福島県以外からの広域避難者に対する旅費支

援を，西本願寺からの寄付金により実施している。こ

の点については5章2節にて詳述する。

d）情報提供

支援情報・活動報告・暮らしに役立つ情報の発信を，

毎月1回程度郵送にて実施する。ブログにも同内容を

公開する。

e）支援団体・行政との連携

福島県「県外避難者等への相談・交流・説明会事業」

に基づく定例会議に参加し，各地の生活再建支援拠点

と情報共有を行なうほか，その他全国の広域避難者支

援団体との連携強化に取り組む。また，行政との交渉

や，毎年3月に京都府が主催する避難者交流・相談会

「東日本⇔京都 交流・相談会」などに協働で取り組む。

f）キッチンNagomi運営

2012年に避難者雇用の場として開始し，1階で8店

舗が日替わりでレストランを営業する（2019年10月現

在）。また，2階で，避難者コミュニティ支援のため

の小規模交流会やイベントを随時開催するほか，スペー

スの貸出を行なう。

（2）「和」を中心とした支援団体連携による旅費支援

―本願寺旅費支援プログラム

広域避難者の多くは，10年近くの長期にわたり避

難元を離れていようとも，決して「二度と避難元に戻

らない」と決心したわけではない。換言すると広域避

難とは，避難元への帰還と避難先への定住どちらの選

択肢も排除せず，将来的な帰還の可能性を含めて今後

の生活の指針を立てていない，もしくは立てられない

状態であると言える。今後の生活の指針を立てるため

には，当事者が避難元を訪問し，その目で現状を確か

め，有効な判断材料を得ることが必要である。

しかし，避難先から避難元への一時帰還は金銭的な

負担が大きく，特に距離の遠い西日本への避難者には
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表7「和」沿革

「和」聞き取りおよび「和」資料をもとに，避難者相談支

援事業に関する事項を抜粋して筆者作成



一時帰還が困難な世帯も少なくない。先述の通り，福

島県からの避難者に対しては制限こそあれど，行政の

財源による説明会や旅費支援が行なわれる。しかし，

宮城県や岩手県など福島県以外からの避難者には行政

の財源による同様の支援は行なわれていない。そこで，

この不平等を是正し，行政が充足できない福島県以外

出身の広域避難者に向けた一時帰還支援の需要を満た

すために「和」を中心に西日本のサードセクター組織

が協働して，「本願寺旅費支援プログラム」9）が実施さ

れている。

「本願寺旅費支援プログラム」は，西日本への広域

避難者世帯のうち福島県による旅費補助の対象となら

ない世帯に向けて，帰郷やその準備のための旅費もし

くは母子（父子）分離世帯の面会交流のための旅費支

援を行なうものである。この事業は，本願寺派の僧侶

でもある「和」O氏の発案によって，西本願寺から

の資金援助が実現したことで開始した。開始当初は

「和」が独自に実施した事業であったが，このプログ

ラムの好評は生活再建支援拠点26団体のネットワー

クを介して他団体にも知られるようになった。そこで

西日本全域の広域避難者を対象とすべく実施団体を拡

大し，2019年度には8団体の協働で実施された（表8）。

福島県による旅費支援と比較すると本願寺旅費支援

プログラムは，年間で補助に使える資金には上限があ

ることから，支援金額が福島県による支援の4分の1

となっており，全額支援ではなく一部金額の支援になっ

ている。一方，交流会の参加を前提とするため日程の

自由度の低い福島県による旅費支援に対して，本願寺

旅費支援プログラムは日程の自由度が高い点は優位に

あると言える。図8は「本願寺旅費支援プログラム」

の実施にあたる連携を示した図である。8団体は各地

域で旅費支援申し込みの窓口として働き，プログラム

の周知や避難者からの申込対応などを担う。8団体は，

すべて福島県「県外避難者等への相談・交流・説明会

事業」を受託する団体である。これは，本プログラム

は大きな金額を扱う事業であるため，実施団体には会

計の透明性や組織としての信頼性が必要だからである。

行政による事業を受託している団体であることをもっ

て，事業実施に足る信頼性を担保している。

「本願寺旅費支援プログラム」の実現は，「和」が本

願寺とのつながりを有していたことで，事業実施に必

要な資金を確保できたことと，福島県「県外避難者等

への相談・交流・説明会事業」を受託する西日本のサー

ドセクター組織間の連携体制が整えられていたことに

起因するだろう。
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表8 2019年度 本願寺旅費支援プログラム実施団体

聞き取りをもとに筆者作成

図8 本願寺旅費支援プログラム 実施にあたる連携

聞き取りをもとに筆者作成

表9 福島県による旅費支援と本願寺旅費支援

プログラムの比較

「和」聞き取りおよび，「平成 31年度福島県県外避難者

帰還・生活再建支援補助金募集要領」・「福興サロン和

～Nagomi～」情報誌 2020年7月号をもとに筆者まとめ



6.おわりに

本稿では，サードセクター組織のネットワーク化に

よって，岡山県，京都府における広域避難者支援がど

のように変化したかを検討してきた。4章と5章の事

例より，広域避難者支援を行なうサードセクター組織

には，県内のネットワークと，県を超えた広域なネッ

トワークの双方が形成されており，ネットワークを通

じて問題意識や情報が共有されることで，避難者の実

情に合わせたより柔軟な対応が可能になっていると推

察される。

岡山県「ほっと岡山」の事例からは，県内の団体間

ネットワークの形成により，サードセクター組織／避

難者／行政の3者間相互の関わりが円滑化されたこと

が判明した。くわえて，避難者支援に必要な緩やかな

ネットワークが維持されていれば，「ネットワーク組

織」として強固な組織体をもつことは必須ではないこ

とも明らかとなった。

また，京都府「和」の「本願寺旅費支援プログラム」

の事例からは，行政の事業委託を経て全国的に形成さ

れたネットワークを用いて，行政が充足できない需要

を満たしていることが明らかになった。つまり，サー

ドセクターは単に行政の失敗を補完するだけでなく，

行政による事業委託によって，活動を充実させている

面がある。現在「復興の加速化」のもと，広域避難者

を取り巻く状況は変わり続けており，その支援は常に

変化に晒されている。広域避難者支援にかかわるサー

ドセクター組織の受託事業の多くは1年ごとの年次契

約であり，今後も同様に継続できるとは限らない。ま

た2020年は新型コロナウイルス流行を受けて，従来

とは異なる形での活動への変化を余儀なくされている。

震災から10年を迎える2021年はひとつの「区切り」

のようにも見えるが，今後も広域避難者の復興・生活

再建は続いていく。復興の加速化のなかで生活再建に

取り組む避難者が取り残されるとすれば，今後も少し

ずつ変化していきながら，サードセクター組織による

活動が広域避難者の生活再建を支えていくだろう。

そのために必要なのは，緩やかなネットワークのも

と，問題意識や情報が共有され，行政と相互に補完

し合いながら適切な支援が避難者に届けられる体制で

ある。
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�注�

1.「復興の加速化」は，2013年ごろから政府のスローガン

のように使われてきた用語であるが，東日本大震災からの

復興については，本来は一体的に進められるべき「個人の

生活再建」と「地域の再生・復興」が必ずしも一体には進

められていない。

2.本稿では《公益》のために活動する民間非営利の取り組

みを指して，「サードセクター」という用語を用いる。な

お，「半官半民」を意味する「第3セクター」としばしば

混同されることがあるが，両者は全く異なる概念である。

3.総務省「全国避難者情報システム」などによって各自治

体が把握した避難者数は，都道府県ごとに集約され，復興

庁から2011年7月分以降毎月公表されている。ただし，

2020年5～6月は新型コロナウイルス流行の影響を受け，

都道府県別集計は公表されなかった。

同システムによって，全国に所在する避難者の確認が可

能になったと評価しうるが，一方でデータの正確性につい

ては，「集計漏れのために数値が食い違う」「個人の申告に

基づくため，正確さに欠ける」「システムが避難者に周知

されていない」「避難者が転居した際，データが更新され

ないため，重複が発生する」などの問題点が自治体から指

摘されている（田並 2012：19）。実際にはさらに多くの避

難者が存在すると考えられる。

4.復興庁発表に基づく，各都道府県の避難者数と，福島県

発表に基づく，福島県からの避難者数は，別集計であるた

め必ずしも正確な状況が反映されているとは限らないこと

に留意する必要がある。表1はあくまで参考の数値とされ

たい。

5.この傾向は復興庁や東日本大震災支援全国ネットワーク

（JCN）の報告からみられた。

6.2016年度以降，「関西広域避難者支援センター」が大阪・

兵庫・奈良・和歌山の生活再建支援拠点を受託してきたが，

2020年6月現在は一般社団法人ふくしま連携復興センター

「ふくしまの今とつながる相談室 toiro」が4府県の相談

窓口を実施している。

7.岡山県における2014～2015年度の復興庁「県外自主避

難者への情報支援事業」の受託団体は「岡山NPOセンター」

であり，実際の避難者に向けた窓口業務は「ほっと岡山」

が担った。

8.交流会は，福島県民，福島県内の多様な社会資源，避難

者支援団体等と交流し，避難元に帰還した「帰還者」への

行政による支援状況や，福島県内の実情（住宅，雇用，地

域コミュニティ，学校，子育て，帰還者の生活，支援団体

の状況）を広域避難者が確認し，帰還の判断材料とするこ

とを目的として実施される。

9.実際には8団体それぞれが異なる呼称で実施しているが，

本稿では便宜上「本願寺旅費支援プログラム」と呼称を統

一する。

�引用・参考文献�

小田切康彦（2013）；『NPOと官民協働 被災者および

避難者支援の取り組みから 』．桜井政成 編著；『東日

本大震災とNPO・ボランティア 市民の力はいかにして

立ち現れたか』ミネルヴァ書房，89-106

開沼博（2012）：『「難民」として原発避難を考える』，山下祐



都市文化研究 第23号 2021年3月

68

介，開沼博 編著：『原発避難論 避難の実像からセカ

ンドタウン，故郷再生まで』明石書店，332-360

関西学院大学災害復興制度研究所,東日本大震災支援全国ネッ

トワーク（JCN）,福島の子どもたちを守る法律家ネット

ワーク（SAFLAN）（2015）：『原発避難白書』人文書院

坂本治也 編（2017）：『市民社会論 理論と実証の最前

線』法律文化社

サラモン，L.M.著，山内直人 訳（1999）：『NPO最前線

岐路に立つアメリカ市民社会』岩波書店

サラモン，L.M.著，江上哲 監訳（2007）：『NPOと公共サー

ビス 政府と民間のパートナーシップ』ミネルヴァ書

店

菅野拓（2020）『つながりが生み出すイノベーション サー

ドセクターと創発する地域』ナカニシヤ出版

田中弥生（2005）：『NPOと社会をつなぐ NPOを変え

る評価とインターメディアリ』東京大学出版会

田中弥生（2006）：『NPOが自立する日 行政の下請け化

に未来はない』日本評論社

田中弥生（2011）：『市民社会政策論 3･11後の政府・

NPO・ボランティアを考えるために』明石書店

田並尚恵（2012）：『東日本大震災における県外避難者への支

援 :受入れ自治体調査結果から』災害復興研究（4）,15-24

関西学院大学災害復興制度研究所

西城戸誠，原田峻（2019）：『避難と支援 埼玉県における広

域避難者支援のローカルガバナンス』新泉社

埴淵知哉（2011）：『NGO・NPOの地理学』明石書店

福田健治（2012）：『改めて避難する権利を考える』，河﨑健

一郎，菅波香織，竹田昌弘，福田健治：『避難する権利，

それぞれの選択 被曝の時代を生きる』岩波書店．57-61

ペストフ，V.A.著，藤田暁男ほか 訳（2000）；『福祉社会

と市民民主主義 協同組合と社会的企業の役割 』

日本経済評論社

山下祐介（2012）：『東日本大震災と原発避難 避難から

セカンドタウン，そして地域再生へ』，山下祐介，開沼博

編著：『原発避難論 避難の実像からセカンドタウン，

故郷再生まで』明石書店，19-56.

�引用・参考ウェブページ�

岡山県（2020）：岡山県への避難者数の推移等（2020年7月）

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/621989_

5276244_misc.pdf

京都府（2020）：東日本大震災に係る京都府への避難者数

（2020年7月）

https://www.pref.kyoto.jp/saigaishien/documents/

r020731sousu.pdf

内閣府：防災のページ 阪神・淡路大震災教訓情報資料集

【01】ボランティアの種類・活動内容」

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_

awaji/data/detail/2-4-1.html

東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）：資料

https://www.jpn-civil.net/2014/archive/verification/

福島県（2020）：福島県から県外への避難状況（2020年7月

8日現在 推移）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/

398003.pdf

ふくしま復興ステーション（2019）：平成31年度福島県県外

避難者帰還・生活再建支援補助金募集要領

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/

317546.pdf

ふくしま連携復興センター（2020）：広報誌「coconimoふ

くしまvol.38」

https://f-renpuku.org/wp-content/uploads/2020/05/

coconimo%E3%81%B5%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%

BEvol.38-%EF%BC%96%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf

復興庁（2019）：福島県「県外避難者等への相談・交流・説

明会事業」

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/

jishu/material/20190705_06sodan-koryu-setumeika.pdf

復興庁（2020）：避難者の数［令和2年7月31日］

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/

sub-cat2-1/20200803_kouhou1.pdf

（大阪市立大学大学院文学研究科 大学院生）

�2020年8月28日受付／2020年11月6日受理�



民間非営利団体ネットワークによる東日本大震災･広域避難者の生活再建支援 （倉田）

69

RoleofThird-SectorSupportNetworksinRehabilitationofthe
GreatEast-JapanEarthquakeevacuees:OkayamaandKyoto

HidenoriKURATA

Thispaperexaminestheroleofprivatenon-profitorganizationsinaiding・nation-wideevacuees・caused

bytheGreatEastJapanEarthquaketoreconstructtheirlives.Intheprocessofrecoveryfromthedisaster,

manysupportgroupswereestablishedacrossJapantocareforevacuees,andnetworksamongthemhavebeen

builtineacharea.Theauthorconductedinterviewswiththird-sectorsupportgroupsinOkayamaandKyoto,

whichhavebeenhelpingevacueesinlong-termrehabilitation.Basedontheinformationobtained,theauthor

examinedhowtheformationofcooperativenetworksamongthird-sectororganizationsbroughtaboutchanges

insupportofthenation-wideevacuees.

InOkayama,anetworkamongthethirdsectorwasconstructedtofacilitatetherelationshipbetweenthree

parties:thirdsectororganizations,evacuees,andadministration.Inaddition,thiscaseprovedthataloose

networkcanbemaintainedtosupportevacueeswithoutstrongintermediaryorganizations.InKyoto,by

usingthenationwidenetworkofrehabilitationsupportbases,travelexpensesupporttotemporarilyreturn

totheirhomescanbenoted.

Thus,thirdsectorsupportorganizationshaveestablishedbothanetworkwithineachprefectureandbeyond

prefecturalborders.Sharinginformationbyutilizingthesemulti-layerednetworksisimportantforthese

organizationstorespondwithaflexibleplanbestsuitedtotheactualsituationoftheevacuees.

Keywords：GreatEastJapanEarthquake,Nation-wideEvacuees,Lifereconstruction,Thirdsector,network




