
ー第１８回パーソナルサポート支援チーム会議・公開版ー 

大震災・原発事故による広域避難と 
パーソナル支援（３～５年先の課題を探る） 


 ２０１１年３月２１日（水）２ー５時 
 愛知県社会福祉会館・3階多目的会議室（定員２００名） 
 対象 支援者（県・市町村・社協・NPO・ボランティア連絡会・生協他） 
  愛知県への避難者、他県の支援組織、国・被災県、報道関係者・研究者 


会場 愛知県 名古屋市丸の内２丁目 ４-７ 

 駐車場はありません。
 公共交通機関でお越しください。

申し込み
  電話  052ー954ー6722

  FAX 052ー954ー6993

     email  mousikomi@aichi-shien.net 
 
参加方法
             極力市町村単位（行政・社協・NPO・ボランティア・生協など）で出席下さい。 
             参加される方は、地元市町村の災害支援窓口（裏面）にも連絡下さい。 
                        事前資料を参照のうえ気づかれた課題や提案をお寄せ下さい（申し込み時） 
主催        愛知県被災者支援センター・PS支援チーム 

「愛知県での広域避難へのパーソナル支援（事前資料参照）」を振り返り、
全国や各分野の経験にも学び、３－５年先への中期的課題を探ります。 

第一部  支援者から 広域避難者への個別支援にとりくんで   
 ◯支援組織・ボランティアとして気づいたこと 
 ◯県・市町村の取り組みでできたこと   
第二部  当事者から 愛知県への避難と生活をふりかえって 
 ◯災害時の避難と生活の自立について       
 ◯原発事故と、避難する権利について     
第三部  専門分野から  広域避難支援の中期的課題を想定して      
 ◯専門家（士業・報道・研究者）として 
 ◯国及び被災県、他府県の支援組織から 



市町村 担当所属 電話 FAX
1 名古屋市 総務局総合調整部　総合調整室 ０５２－９７２－２２２３ ０５２－９７２－４１１２
2 豊橋市 福祉政策課 ０５３２－５１－２３４１ ０５３２－５６－２８１３
3 岡崎市 市長公室　防災危機管理課 ０５６４－２３－６５３３ ０５６４－２３－６６１８
4 一宮市 福祉こども部　福祉課 ０５８６－２８－９０１５ ０５８６－７３－９１２４
5 瀬戸市 市民生活部　生活課 ０５６１－８８－２６６３ ０５６１－８８－２６６４
6 半田市 総務部防災交通課 ０５６９－８４－０６２６ ０５６９－２３－６０６１
7 春日井市 総務部　市民安全課 ０５６８－８５－６０７２ ０５６８－８４－８７３１
8 豊川市 消防本部　防災対策課 ０５３３－８９－２１９４ ０５３３－８９－２６５５
9 津島市 健康福祉部福祉課 ０５６７－２４－１１１１ ０５６７－２４－１１３８
10 碧南市 防災安全課 ０５６６－４１－３３１１ ０５６６－４１－５４１２
11 刈谷市 危機管理課 ０５６６－６２－１１９０
12 豊田市 市民相談課 ０５６５－３４－６６２６ ０５６５－３１－８２５２
13 安城市 防災危機管理課 ０５６６－７１－２２２０ ０５６６－７６－１１１２
14 西尾市 総務部　総務課　防災課 0563-56-2111(2501) ０５６３－５３－７５１２
15 蒲郡市 総務部安全安心課 ０５３３－６６－１１５６ ０５３３－６６－１１８３
16 犬山市 企画財政部秘書企画課 ０５６８－４４－０３１２ ０５６８－４４－０３６０
17 常滑市 総務部交通防災課 ０５６９－３５－５１１１ ０５６９－３５－７８７９
18 江南市 生活産業部　防災安全課 0587-54-1111(代表） ０５８７－５４－１４１１
19 小牧市 小牧市被災地域支援対策室 ０５６８－７６－１１５６ ０５６８－７５－５７１４
20 稲沢市 総務部　生活安全課 ０５８７－３２－１１１１ ０５８７－２３－１４８９
21 新城市 総務部　行政課 ０５３６－２３－７６１１ ０５３６－２３－２００２
22 東海市 総務部　防災安全課 ０５２－６０３－２２１１ ０５２－６０３－４０００
23 大府市 市民協働部生活安全課 ０５６２－４５－６２２１ ０５６２－４７－７３２０
24 知多市 生活環境部　防災安全課 ０５６２－３３－３１５１ ０５６２－３２－１０１０
25 知立市 総務部防災対策室防災対策係 0566-83-1111(381) ０５６６－８３－１１４１
26 尾張旭市 市民生活部　安全安心課 ０５６１－５３－２１１１ ０５６１－５２－０８３１
27 高浜市 危機管理グループ ０５６６－５２－１１１１（３０１）０５６６－５２－６８８０
28 岩倉市 総務部行政課 ０５８７－３８－５８０４ ０５８７－６６－６１００
29 豊明市 市民生活部　総務防災課 ０５６２－９２－８３０５ ０５６２－９２－１１４１
30 日進市 総務部総務課防災室 ０５６１－７３－３２７９ ０５６１－７３－６８４５
31 田原市 政策推進部　政策推進課 ０５３１－２３－３５０７ ０５３１－２３－０６６９
32 愛西市 福祉部社会福祉課 ０５６７－２５－１１１１ ０５６７－２５－１１１２
33 清須市 防災行政課 ０５２－４００－２９１１ ０５２－４００－２９６３
34 北名古屋市 防災環境部　防災交通課 ０５６８－２２－１１１１ ０５６８－２６－４１００
35 弥富市 総務部防災安全課 ０５６７－６５－１１１１ ０５６７－６７－４０１１
36 みよし市 市民協働部市民活動支援課 ０５６１－３２－８０２５ ０５６１－３２－２１６５
37 あま市 安全安心課 ０５２－４４４－０８６２ ０５２－４４１－８３３０
38 東郷町 総務部　安全安心課 ０５６１－３８－３１１１ ０５６１－３８－０００１
39 長久手町 生活環境部　安心安全課 ０５６１－５６－０６１１ ０５６１－６３－６５８５
40 豊山町 総務部総務課 ０５６８－２８－６００３ ０５６８－２９－１１７７
41 大口町 地域協働部　町民安全課 0587-95-1111(111) ０５８７－９５－５７２１
42 扶桑町 総務課 ０５８７－９３－１１１１ ０５８７－９３－２０３４
43 大治町 総務部総務課 ０５２－４４４－２７１１ ０５２－４４３－４４６８
44 蟹江町 総務部　安心安全課 ０５６７－９５－１１１１ ０５６７－９５－９１８８
45 飛鳥村 総務部総務課 ０５６７－５２－１２３１ ０５６７－５２－２３２０
46 阿久比町 総務部　防災交通課 ０５６９－４８－１１１１ ０５６９－４８－０２２９
47 東浦町 総務部　防災交通課 ０５６２－８３－３１１１ ０５６２－８３－９７５６
48 南知多町 総務部　企画情報課 ０５６９－６５－０７１１（３３２）０５６９－６５－０６９４
49 美浜町 都市計画課、総務課 ０５６９－８２－１１１１ ０５６９－８２－４１５３
50 武豊町 総務部防災交通課 ０５６９－７２－１１１１ ０５６９－７３－０００１
51 幸田町 総務部　防災安全課 ０５６４－６３－５１４８ ０５６４－６３－５１３９
52 設楽町 総務課 ０５３６－６２－０５１１ ０５３６－６２－１６７５
53 東栄町 総務課 ０５３６－７６－０５０１ ０５３６－７６－１７２５
54 豊根村 総務課 ０５３６－８５－１３１１ ０５３６－８５－１１６４



ー第１８回パーソナルサポート支援チーム会議・公開版  事前資料ー 
愛知県での広域避難のPS支援（振り返りポイント・論点） 

個別支援のための主な取組み例 
①被災者登録制度と定期便のお届け 
 例：転入・転出、届け、異動の把握 
 例：月次の推移（県別等）の特徴 
 例：定期便の準備、作成、発送 
 例：「定期便」お届けへの声 
②住宅の環境、民間住宅借り上げ、契約更新 
 例：公営住宅 
 例：家族・親族世帯での居住 
 例：社宅・新採用・企業間転勤 
 例：民間住宅借り上げ 
 例：契約可能期間と見通し 
 例：設備等の整備（冷暖房等） 
          例：住宅保障がない避難 
  
③生活物資のお届け 
         例：広域避難、二重生活での生活物資 
          例：電化製品やベビー用品など 
 例：冷房・暖房具の需要とお届け 
 例：お米の全世帯配達から見えたこと 
④様々な組織・団体の情報のお届け 
 例：案内・開催企画と参加の状況 
 例：前進座（水沢の一夜）無料招待 
 例：地元新聞の切り抜き 
⑤交流会の企画・開催と出席 
 例：地域別の開催状況 
 例：主催する団体等の特徴 
          例：参加申し込みの傾向 
 例：開催支援（福島、ゆるりっと会） 
          例：「自主避難」ワークショップ 
⑥説明会・相談会及び相談支援 
 例：支援制度や損害賠償制度の説明 
 例：支援者への周知・説明 
 例：交流会等への出席による情報提供 
          例：出席状況と賠償請求の相談 
⑦お手紙プロジェクト 
 例：よびかけと応答、共感 
 例：手紙をいただいた世帯、訪問 
⑧相談会・説明会や交流会などの活用状況 
 例：参加・活用される場合 
 例：参加・活用されない背景 
          例：雇用マッチングの取り組み 


各地域で開催された交流会など 
①名古屋    
＊各区での交流会（07昭和）（０８南）（０８
天白）（１２緑）（１２南） 
＊NPO等の交流会（０９女性）（１１めぐりあ
い）（１１防災フェスタ）（１２瑞穂）（０１め
ぐりあい）（０２瑞穂） 
②海部・津島   
＊市町村、社協、生協による交流会（０９津島）
（１１愛西）（０３。２５弥富） 
③西尾張    
＊市民団体による交流会（07一宮）（１０日進）
＊市民団体、生協による交流会（１１一宮） 
＊当事者よびかけの交流会（０２小牧） 
＊NPOと市のイベント交流会（０３犬山） 
④東尾張 
⑤知多    
＊市町村、社協含む交流会 （０９半田）  
⑥豊田     
＊トヨタボランティアによる交流会（１１豊田） 
（０３豊田） 
⑦西三河    
＊地元と一体の交流会（０８岡崎）（１１西三河）
⑧東三河    
＊NPOによる交流会 （0６豊橋） 
＊市民団体による交流会（１２豊川） 
＊愛知大学ボランティアによる交流会（０２豊橋）
⑨新城・設楽   
＊東三河エリアと一体に実施  
説明会・相談会など 
①原発事故損害賠償制度の説明会 
②避難された被災者を支援する制度の説明会 
（支援者対象） 
③税務相談会 
④無料なんでも相談 



市町村エリアでの特徴 
①名古屋    
 （行政等） 
 （見守り）  
＊ボランティアセンターなごや（市社協） 
②海部・津島   
 （行政等） 
 （見守り） 
③西尾張    
 （行政等） 
 （見守り） 
④東尾張 
 （行政等） 
 （見守り） 
⑤知多    
 （行政等） 
 （見守り） 
⑥豊田     
 （行政等） 
 （見守り） 
⑦西三河    
 （行政等） 
 （見守り） 
⑧東三河    
 （行政等） 
 （見守り） 
⑨新城・設楽   
 （行政等） 
 （見守り） 
県としての施策 
①被災者登録世帯アンケートの実施 
②市町村担当者会議の開催 
③市町村の施策の把握 

生活当事者から 
愛知県への避難と生活をふりかえって 
１）それぞれの実感として 
 ◯子育て・学校・医者 
 ◯仕事 
 ◯原発事故損害賠償 
 ◯福島・自主避難 
          ○関東・ゆるりっと会 
 ◯農業・畑・自然 
 ◯地域のつながり 
 ◯故郷に戻る（そこからのつながり） 
   
２）「自主避難」の実際と要望 
 ◯「ワークショップ」から見えたこと 
 ◯「避難生活の権利」を支える提案 
３）広域避難における住民登録と行政サービス 
４）「愛知県での取り組み」の評価と課題 
中期的な課題（３～５年先） 
（1）各分野の相談・支援から 
１）弁護士・司法書士・税理士など 
 ◯法的に整備すべき事項 
 ◯制度上の整備事項と運用上の課題 
２）雇用、生活基盤、心や精神的な支え 
 ◯雇用、生活基盤（収入） 
          ○精神的な支え 
          ○医療、介護、健康、教育、子育て 
３）報道取材をとおして 
 ◯記者としての着眼点 
（2）災害からの復興ー政策的事項 
１）被災地の復興と愛知県での生活 
 ◯津波・地震災害 
 ◯現地の生活・地域復興への関わり 
２）原発事故からの復興・損害賠償と生活支援 
 ◯原発事故損害賠償 
 ◯放射能汚染 
３）国・県・全国組織その他 
 ◯国として 
 ◯県として 
 ◯全国支援組織として


