特集 災害復興における医療・福祉の展開

おだがいさまセンターの果たした役割と今後の展望
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１．はじめに
東日本大震災直後、原子力発電所の事故により、ふ
るさとを離れ避難を余儀なくされた富岡町・川内村の

避難所内にボランティアセンターの機能を持つ「おだ
がいさまセンター」がスタートした。
直後の避難所は、原発事故によりふるさとに帰る見

住民が避難生活を送った福島県郡山市のビッグパレ

通しが立たないショックと、プライバシーのない生活

ットふくしま避難所に、筆者は中越防災安全推進機構

で混乱状態であった。筆者が初めて避難所に入った震

のスタッフとして応援に入った。そして、その際に立

災から約１ヶ月後の 2011 年 4 月 17 日でも、なお混

ち上げられた「おだがいさまセンター」で 2012 年 4

乱状態が続いていた（図１）。そのため、生活支援の

月から２年間、職員として働いた。

拠点とその仕組みづくりが必要とされた。

おだがいさまセンター（以下、センター）は、原発
事故による避難生活を支えるため、様々な新たな取り
組みを行ってきた。本稿では、おだがいさまセンター
の立ち上げからこれまでをふりかえり、センターが果
たした役割を明らかにし、その経験を伝えたい。
富岡町は 2014 年４月現在も、帰還困難区域、居住
制限区域、避難指示解除準備区域と、放射線量等から
町は３区分され、町に戻ることはできない状態である。

２．おだがいさまセンターのはじまり

図１

（１） 避難所での生活支援拠点立ち上げ

その生活支援拠点設立の指揮を取ったのが、福島県

ビッグパレットふくしま避難所の様子（筆者撮影）

おだがいさまセンターは、福島県最大規模の避難所

庁避難所支援運営チーム（以下、県庁支援チーム）で

であるビッグパレットふくしまで、震災から約２ヶ月

ある。県庁支援チームは、避難住民の生活支援の拠点

後の 2011 年 5 月 1 日に設立された。

づくりにあたり、両町村の首長に相談し、社会福祉協

ビッグパレットふくしま避難所は、原発事故によっ

議会（以下、社協）がボランティアコーディネートや

て避難した富岡町、川内村を中心とした住民、最大

地域福祉を担っていることから、両町村の社協を母体

2,500 人が避難生活を送る巨大な避難所であった。一

として生活支援の拠点を設立することを決めた。

つの避難所に複数の自治体の住民同士がいるという

震災直後、両町村の社会福祉協議会はほとんど活動

状況は異例である。さらに、バスや自家用車で着いた

休止状態であり、解散もしくは無期限の休止も考えら

順番で避難所に入ったことから、従前のコミュニティ

れた。しかし生活支援拠点のおだがいさまセンターが

等は関係なく、散らばった状態での避難生活が始まっ

スタートすることがきっかけで、活動は再開していく。

た。そのため、自治体ごとに住民をフォローすること

生活支援の拠点（おだがいさまセンター）の立ち上

は難しく、富岡町・川内村共同で生活支援を行うため、

げから、運営サポート、また事業を考え展開したのは、
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県庁支援チームであり、県内外の復興支援団体も協力

筆者自身が取り組んで始まった喫茶スペースでは、

にあたった。

場があることで、人が集まり交流が生まれた。そして、

（２）いのちを守る－生活に必要な情報の提供－

徐々にそこに集まる人の中で、マスターやお湯を準備

センターのまずもってのミッションは、「いのちを

する人など、自然と役割が生まれていった。住民の中

守ること」であった。４月前半の避難所は、ノロウィ

で喫茶をよくしていこう、さらには避難生活をよくし

ルスが発生し、衛生状態は悪く、集団感染の可能性も

ていこうという意識が芽生えた瞬間であった。その後、

あり、いのちを守ることが優先された。さらに、この

喫茶は避難所内で３カ所開設され、閉所まで大きな役

時点で避難者の名簿は作成されていなかったことか

割を果たした。「いつも飲んでいたコーヒーだけど、

ら、かなり混乱していたことがわかる。これに関して

こんなにおいしいって感じたことはないよ」と毎日喫

は、保健師が一人ひとりに健康状態を聞きながら名簿

茶を利用していた住民の笑顔が目に浮かぶ。

を作るという工夫がされた。
また、浜通りから中通りに避難してきた住民は、自
分の地域にある避難所ではないため、右も左もわから
ない状態であり、生活に関する情報が必要とされた。
そのため、生活に必要な情報や、避難所内の情報、お
だがいさまセンターの活動をまとめた広報紙「みでや
っぺ」を発行し、ひとり一人に声をかけながら配った。
このことから、必要な情報を得ることが難しい人も
いることがわかってきた。例えば、避難所に着いた順
に空いているスペースから入っていったため、３階で

図２

避難所内の喫茶スペース（筆者撮影）

避難生活を送っていた高齢の女性は、足腰が悪いこと

また、阪神・淡路大震災の避難所から始まった足湯

から避難所閉所までほとんど下に降りることなく、３

を取り入れ、一人ひとりの声に耳を傾けた。「花を育

階だけで過ごしていた。目が不自由な人もいることか

てていたから、それがどうなっているか心配でね」
「庭

ら、音で確実に情報を届けることができるよう、ラジ

は花いっぱいにしてたの」
「草取りは嫌いだったけど、

オ局を避難所内に立ち上げた。また、ラジオは一世帯

今は草とりがしたいって思うんだよ」という生活に根

一つ配られ、情報を届けるだけではなく、孤独感を払

づいた声を丁寧に聴いた。この頃の住民のニーズや、

拭する役割も果たした。そして、毎晩公開放送された

生活不活発病の恐れから、県庁支援チームとセンター

ことで住民が交流し、多くの人の楽しみの時間になっ

が共同で、プランターの花植えをしたい住民を募った

ていた。

ところ、多くの住民が参加し、用意した花が足りなく

（３）生きがいと居場所づくり

なるほどであった。

二つ目のミッションは、生きがいと居場所づくりで

避難者は支援を受けるだけの存在ではなく、避難所

ある。原発事故による避難生活がいつまで続くのか、

運営に参画していくということで、生きがいや、生き

また前述したとおり、地元地域の避難所ではないため、

ていく希望を見いだしていくことを改めて強く感じ

もちろん家に戻ることもできず、避難所ではやること

た。このように避難者自身が避難所運営に参画する仕

がなく、終日横になって過ごすという人も多く見受け

組みが構築されたことで、半年におよぶ避難生活の中

られた。そこで、住民の役割や生きがい、居場所づく

で、いのちを守ること、生きがいと居場所づくりに関

りといった交流の機会と自治の推進が必要であった。

して、一定の効果があったといえよう。センターは避
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難所内で、今後も続く生活支援の方法と、住民主体の

内には、富岡町のみならず、川内村、双葉町の仮設住

仕組みの基礎をつくることができた。

宅も建設されており、約500世帯が入る市内で一番大

約５ヶ月に渡るビッグパレットふくしま避難所は
2011 年 8 月 31 日に閉所し、生活支援ボランティア

きな仮設住宅となった。
その後、センターの運営体制は 2012 年度に岐路を

センターおだがいさまセンターは、避難所での役割を

迎える。生活支援拠点機能の存続から、社協とは別の

終えた。

独立した組織となるか、社協の組織内組織となるか、
資金面や事業について議論され、2013 年度から社協

３．避難所から仮設住宅へ
（１）富岡町民支援の拠点へ
避難所が閉所すると、県内各地に建築された仮設住

内の組織に正式に移行した。
（２）富岡町民の避難形態
避難所が閉所になっても当然ながら町民の生活は

宅におけるが生活が始まっていた。通常、震災発生か

続いていく。避難所とは違い、プライバシーが保たれ

ら約１ヶ月で仮設住宅は建設されることになってい

個々それぞれの生活になる一方、範囲も町民全体とな

るが、当地での仮設住宅は従前の町村に建てることが

るため、支援が必要な人たちが見えづらくなる。そし

できないことから時間を要していた。

て、今回の災害は、過去の災害と異なる多くの特

富岡町・川内村共同で立ち上げたおだがいさまセン

徴がある。それは避難形態（図４）である。

ターは、それぞれの自治体の支援を行うことになり、
共同のセンターは事実上解散となった。
おだがいさまセンターは富岡町単独となり、厚生労
働省の応急仮設住宅における高齢者等のサポート拠
点の設置という予算で、郡山市内の仮設住宅の敷地内

30% 18%

に約 100 坪の広さで建設された。建物内には、広い
交流スペース、調理実習室、相談室、ラジオ局を設け、
2012 年２月にオープンした（図３）
。

52%
仮設住宅
みなし仮設住宅（県内）
みなし仮設住宅（県外）

（2012年8月末現在。富岡町調べ。端数切捨て）
図４

富岡町避難形態割合

富岡町民の避難形態は、応急仮設住宅、みなし仮設
住宅と呼ばれる行政が家賃負担する民間事業者の賃
貸住宅への入居、さらには県外のみなし仮設住宅に入
居という大きく３つに分かれている。県外に避難する
図３

おだがいさまセンター全景（筆者撮影）

町民の割合は全体の３割であり、過去の地震災害に比

センターの業務は、避難所での事業をそのままスラ

べ非常に高い割合になっている。原発事故により、親

イドするかたちで、仮設住宅内で新たなおだがいさま

族などを頼りに全国各地に避難したことが伺える。ま

センターは始まった。なお、おだがいさまセンターの

た、仮設住宅でまとまったかたちで避難生活を送る住

立地している郡山市富田町若宮前の仮設住宅の敷地

民はわずか18％であり、広範囲に散在しているという
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ことは、よりハイリスクな状態で孤立している人が多

れ、避難所や避難生活をよくしていこうという住民の

くいると考えられる。そこで、センターのミッション

気持ちの変化によって、自治活動が促進された経緯

は、避難所当時から継続したものもある一方、避難形

があり、この自治活動の推進と交流の場の提供こそ、

態もふまえ見直していった。

避難所閉所後の生活復興の局面でも大事なことにな

（３） 生活復興を支える

ると見据えてセンターの活動を行っている。センター

センターは、生活支援がメインのボランティアセン

のスタッフがすべて行うのではなく、住民の主体性と

ターに復興という視点を加え、生活復興支援おだがい

自発性を引き出す支援が必要であり、それを目標とし

さまセンターへと名称を新たにした。復興に向けて変

てスタッフ間で共有した。

化し多様化する住民ニーズに応えるため、５つの事業

そして、センターのミッションは、避難所から仮設

を展開し新たなスタートをきった（図５）。

住宅及びみなし仮設住宅の生活へと環境が変化して
も、変わらないものもあれば、住民の変化するニーズ
を敏感にとらえ、迅速にミッションを見直し対応して
きた（表１）
。そこで、2012 年度から加わったのが、
生きがいと居場所づくりの雇用創出事業である。
（４）生きがいと雇用創出事業
避難所内での生きがいと居場所づくり事業は、前述
したとおり、喫茶や足湯、花植えや夏祭りも行った。
避難所閉所後は、趣味や生きがいのサークルの立ち上

図５

げやその運営支援が必要であり、各種講座を行い、新

センター開設当初の組織体制

生活復興支援をメインとしたのは、コミュニティを

たな生きがいづくりの支援も行ってきた。

再構築する必要のあることが理由の一つである。みな

さらには、避難生活が長期化することを見越し、生

し仮設は個々に申し込み、仮設住宅は抽選形式であり、

きがいと雇用創出事業を開始することとした。雇用創

避難所で築かれたつながり、従前のつながりは、ほと

出事業では、震災後仕事を失った人も多いことから、

んどなくなることとなり、新たなコミュニティの構築

「何もすることがない」という声が聞かれ、仕事をつ

が必要となった。

くることが急務であった。そこで、富岡の誇りである

前述した、ビッグパレットふくしま避難所での喫茶
スペースの設置や花植えから、住民同士の交流が生ま

表１

2011.3.11
センター出来事
ミッション

を目指す「おだがいさま工房」を立ちあげた。

変化する住民ニーズに対応するセンターのミッション

5.1

8.31

東日本大震災 センター避難
避難所閉鎖
の発生
所に立ち上げ
いのちを守る
生きがいと
居場所づくり

視点

桜を含めた草木染めからものを作り販売し、雇用創出

2012.2

2012.4

2013.4

2014.4

センター仮設
住宅内に完成
情報の発信と
きずなの再生
提供
生きがいと居場所づくり（雇用の創出）

交流の場の提供、自治活動の促進
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おだがいさま工房（以下、工房）の説明会には約

歩いていると、重そうに買い物袋を持ち歩いている高

40 名の町民が参加した。何もすることがないという

齢の女性の姿があった。お手伝いしますよと声をかけ

ことのつらさ、働くということ、社会との接点の必要

ると「ありがとね」と感謝された一方、ここに住んで

性から、町民の関心は非常に高かった。2014 年 3 月

いるのかと聞かれ、センターで働いていますと伝える

現在、工房は郡山市といわき市の２カ所に設置し、雇

と、
「そこはどこなんだい？何をしているところなの」

用には十分つながっていない現状だが、いきいきと作

と聞かれ、センターの存在自体がわからないようであ

業に精を出す住民の姿がある（図６）。

った。この仮設住宅に住む人は誰もがセンターを知っ
ていると思っていたが、実際はそうではなく、センタ
ーの活動や認知度や周知について、改めて考えさせら
れる機会となった。仮設住宅だけではなく、さらには
県内外のみなし仮設で孤独感を感じて毎日を過ごし
ている人がまだまだいるのではないかとも気づかさ
れた。そこで、必要となるのが生活支援相談員との連
携である。
（２）生活支援相談員との連携の必要性
生活支援相談員は、主に仮設住宅やみなし仮設住宅
に住む町民の見守り支援を担当している。

図６

おだがいさま工房

草木染め作業風景（筆者撮影）

そこで、センターという交流拠点と同時並行で、家
に閉じこもりがちな人たちへの訪問見守りが大切に

４．おだがいさまセンターの課題

なってくる。すべての人にセンターを利用してほしい

（１）利用者の固定化

とは思うが、大勢の人が集まるところに行きたくない

センターは、同じ仮設住宅敷地内の川内村、双葉町、
郡山市民など、だれでも来てもいいように、おだがい
さまセンターの前にあえて富岡町と入れることなく、

人もいるのは当然である。センターに来る人たちだけ
の支援になってはいなかっただろうか。
そのために、訪問見守り活動を行う生活支援相談員

様々な人の交流の拠点として設置された。センター職

との連携も欠かせない。生活支援相談員が聞いた現在

員が富岡町社会福祉協議会の雇用ということから、利

のニーズを共有し、例えば、一人暮らしの男性が簡単

用者の多くは富岡町民であり、他市町村の住民からは、

に作ることのできる料理を知りたいという声があれ

富岡町民専用の施設と思われ、敷居が高く入りにくい

ば、センターで、そのような会を開催することが可能

との声もあり、門戸を広く開いても、だれもが利用す

である。生活支援相談員は同じく社協に雇用され、同

るわけではないという課題に直面した。

じセンターの建物内にいながらも、なかなか連携は進

さらに、センターの利用者の多くは、センターが立
地する郡山市富田町若宮前の応急仮設住宅の富岡町

まないのが現状である。
（３）スタッフの雇用形態

民であり、それ以外の県内さらには県外の借り上げ住

スタッフは富岡町の社協に雇用されているが、その

宅に住む町民に関しては、イベントを告知しても、集

多くが震災後の採用であり、元々の社協の正職員はわ

まりが悪く、センターと同じ仮設敷地内に住む一定の

ずかである。震災後採用のメンバーは雇用形態として

人たちのみの支援になってしまっている。

は一年ごとに更新の非正規職員で、雇用が継続される

また、こんな出来事もあった。筆者が仮設住宅内を

かわからない部分で不安定である。また、非正規職員
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のため、専門性が高い人材が集まりづらいという点も

陶芸や絵手紙教室などを再開することで、趣味を継続

課題である。

することができ、新たにフラダンスや踊りの会もでき
た。今ではイベントのステージに呼ばれる機会も増え

５．センターが果たした役割と今後の展望
（１）生活や復興支援の主体となる社会福祉協議会

てきた。
また、
「狭い台所では揚げ物をしなくなった」
「借り

災害発生時、全国各地から来るボランティアをコー

ている家だと思うと、手のこんだ料理をしなくなっ

ディネートし、災害ボランティアセンターを運営する

た」という声もあり、センターの調理室で希望者が天

のは社協とされている。災害後の生活支援や復興の取

ぷらを揚げ、スタッフもごちそうになった。「みんな

り組みに関しても、以前から社協が主体となるとされ

で食べるとおいしい」と泣きながら天ぷらを食べてい

ているが、今回のセンターでの震災対応を経験し、社

る人もいた。また、天ぷらをあげた住民からは、「せ

協は災害ボランティアセンターのみならず、生活支援

いせいした」という言葉と清々しい笑顔も見られた。

の主体として適当であると実感した。生活という毎日

以前は町内の行事があると、たくさんの天ぷらをあげ、

続く日常を支援できるのは社協である。

おにぎりを握り食事の準備をしていたという。以前の

災害時の生活支援を行うには、地域福祉を担い地域

暮らしに近づけること、やはり生活という視点が大事

の状況・人材を熟知し、行政とのつながりもある社協

だと実感する。このような住民の声を大切にし、それ

の強みを活かすことが必要だと考える。普段からの社

をすぐ実行に移すことができるのがセンターのよさ

協の活動が活発であれば、そのつながりを活かし、ボ

である。センターがあってよかった、センターに救わ

ランティアセンターの運営だけでなく、生活や復興と

れた人は多いよという言葉も聞く。

いった長い目での支援が可能であるといえる。これま

（３）今後も続く避難生活を支えること

での災害でも社協は復興を推進する団体の一つであ

今後、復興住宅も完成し、さらに住民のニーズは変

ったが、通常業務を抱えているため、生活復興の部分

化し、格差が広がり孤独を感じる住民も増える可能性

では多くの時間と人を割くことは難しいケースが多

は高い。生活が変化する局面はあと何回か訪れると考

かったように思う。

えられる。さらに、非日常である避難生活があとどれ

今回のセンターの場合、原発事故による強制避難と

くらい続くのか、まだまだ先が見えない中で、個々の

いうこともあり、通常業務ができない状態であったこ

ストレスやこころの状態にも目を配る必要がある。そ

とから、新たな事業を生み出していくことができた。

の都度センターのミッションを随時見直し、さらには

生活復興支援という部分では、生きがいと居場所づく

先を読んだ支援が必要になる。

り、そして自治の促進と交流の場の提供を中心に、震

住民の生活はこれからも続いていく。センターにし

災の記憶を伝える語りべ事業など新たに 5 つの事業

かできない、斬新で新しい事業の展開に期待するとと

が加わり、2014 年 3 月現在で 10 の事業が展開されて

もに、避難者の声に耳を傾け、一番の基礎である生活

いる。また、その事業展開のために、新規で人を雇用

を支えていくことを今後も地道に続けてほしいと思

することができたということもセンターが幅広い事

う。そして、富岡町の復興が少しでも前進することを

業展開をはかることができた要因である。

願っている。私自身もこれからも富岡町や福島県の支

（２）明確なミッションの必要性

援に携わり続けたいと思う。

避難所から続く明確なセンターのミッションがセ
ンターの行動指針となった。生きがいと居場所づくり
のミッションからは、以前から町や社協で行っていた
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