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2016年麿ほっと岡山の支援内容
ホームページでは随時、詳細な情報を掲載

しています。どうぞのぞいてみてください。
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ほっと岡山 ； 情報説明会. i 勉強会
おたより発行 l 交流会開催 1 (311 スタディーズ）
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当事者同士の l
場づくり ; 相談窓口

.. ~ ...................................................................................................... 

交通費の補助 l 行政や専門機関 i
（ふるさとふくしま事業） ：

. と情報共有の i 託児支援
場づくり

戸別訪問
同行支援

東日本大震災•原発事故の影響で岡山県へ避難・移住された方々を対象とした相談窓口

まずはあ＇気軽にご連絡くだ、寸 L ヽ。

相談日：火・木·金/ 10:00-16:00 (祝日・年末年始はお休み）

Tel: 070-5670-5676 メール：hotokayama@gmail.com 

◎支援情報がわからない・知りたい ◎なんだかもやもやして気が晴れない

◎どこに相談したらいいのかわからない

どうぞお気軽にお問いあわせください。 ご利用は無料です。

＊来所相談は、事前に電話またはメールで日時をご予約いただけますと 、 お時間を

確保してご対応できます。

＊相談は秘密厳守で対応しています。安心してご利用ください。

◎主な相談内容 支援情報／避難元情報／支援団体情報／要望/ ADR /住居／仕事／地域／くらし全般／家計／

こども／教育環境／健康／人問関係／移住相談／保養／一時滞在／シェアハウス など

「タケダ•赤い羽根広域避難者支援プログラム2016」事業

「ほっとおたより NEWS」は、東日本大震災により岡山県へ避難されている方にむけて、無料配布しています

おたより
NEWS 

2016年 10月 1 日発行編集•発行：一般社団法人ほっ と岡山 岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ポランティア ・

NPO会館 （通称：きらめきプラザ） ゆうあいセンター2 F1 号室 電話：070-5670-5676 メ ール ： hotokayama@gmail.com 岡山からできる東日本大巨災の被災者の支援

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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引越後も避難者支援情報を。
移転・引越された後も、被災県と岡山県内の支援情報の受取りには、

「全国避難者支援情報システム」の再登録が必要です。

O宮岡義人•篤子

3.11 以降、子 ど も未来•愛ネット

ワークで東日本からの避難の方、

保養に来ら れた方のサポートをし

ていまれ岡山生まれ岡山育ちですので、岡山のこと聞い

てください。 ほっ と岡山では、地図を広げて岡山市内をご

案内しています。

O司法書士（第1 金躍日）

司法書士は、身近なくらしの中の法律家です。震災•原

発事故への取り組みも被災地のみならず、避難先である

全国各地で対応してきました。相談内容は、 ADR、家や

土地のこと、 住居や暮らしの悩み、労働でのトラブル、日

常生活での小さな法律問題、家族のことなど、 うかがいま

す。必要に応じて弁護士におつなぎすることもできます。

Oいいづかあき

福島でペンションを営んで10年目に

3.11 が起こり、生まれ育った岡 山

へ。2人の子どもも、小学生・中学生

になりました。学校や地域のこと、 お尋ねくださいね。ひとり

ひとりが自分の居場所をみつけられますように。

＊ほっと岡山相談窓口では、 ご希望の方等には、外部の

専門機関へもおつなぎしています。

こころの相談は、岡山県臨床心理士会と連携しています。

また、ほっと岡山相談窓口は、さまざまな福祉施設のあるき

らめきプラザ内にありますので、 各種相談窓口へ行きにく

ぃ、 うまく相談でくるか不安等ございましたら、当相談員が

同行することもできます。お気軽にお問い合わせください。

岡山県に避難されている方で、「全国避難者支援情報システム」に登録されている方には、

現在も、避難元県と岡山県内の支援情報が郵送されています。

岡山県からは毎月、また岡山市・倉敷市・笠岡市等からも随時支援情報が郵送されています。

岡山県内の支援情報は、行政からの情報のほか、民間支援団体からの情報やお知らせなどが届きます。

以下のようなお問い合わせ• ご質問が増えています。どうぞご確認ください。

雇用促進住宅•公営住宅 避難元県から住民票を 役所で避難者の届け出を 関東からの避難ですが

から引越してからは 岡山県に移してから した記憶がありますが 登録してもいいのですか？

支援渭報が届いていません．．． 支援情報が届かなくなった．．． L 届いていません．．． _) 

+ + + • 

移転先が同じ建物、敷地内、 避難元自治体によって対応が 「岡山県」からのお便りが はい、避難元が東北•関東と

同じ市内、町内でも さまざまになっていますので、 届いていない場合は、登録 関係なく登録が可能です。

必要になります。 岡山県危機筈理課へ、 からもれている可能性が 岡山県経由の支援情報も

再登録をしてください。 確認してください。 あります。岡山県危機管理課 継続して支援があ りますので

ヘご確繋ください。 ご利用をおすすめします。

東日本大震災支援対策室 086-226-7920 美作市総務課 0868-72-1111 アクセス

岡山市 危機管理室 086-803-1 358 浅口市 総務課 0865-44-7000 ~ 〒700-0807 岡山県岡山市北区南方2-13-1
倉敷市 市民課 086-426-31 40 和気町 総務課 0869-93-1122 

きらめきプラザ2階ゆうあいセンター内貸事務所1号室 ｣ ？ 「南方交番前」 申請は任意となって 津山市 危機管理室 0868-32-2042 早島町 総務課 086-482-0611 交番●
います。現在、お住ま 玉野市危機管理課 0863-32-5560 里庄町 総務課 0865-64-3111 9.、.. , •北消防署0自動車 ：来館者用駐車場有 . .  • 

いの市町村へ申請< 笠岡市 危機管理課 0865-69-2222 矢掛町 総務企画課 0866-82-1 01 0 ［岡山駅からのアクセス］ 南方北公固 •

0徒歩：約15分 弁護士会館•, ？「番町口」 ださい。現在も可能 井原市 協働推進課 0866-62-9508 新庄村総務企画課 0867-56-2626 
0路線バス （岡山駅バスタ—ミナル）

•南方公園 法•務局 裁判所•
です。 総社市 総務課 0866-92-8218 鏡野町 くらし安全課 0868-54-2780

行き先 降り口
「わからない」、「窓口 高梁市 福祉課 0866-21-0265 勝央町総務部 0868-38-3111 

乗リ湯

宇野バス 12 「林野駅」「ネオポリス西」 「ネオポリス束」「町苅田」 「番町口」 番町交差点
がわからないとのこ 新見市 総務課 0867-72-6204 奈若町総務課 0868-36-4 111 「イ―堀J

岡孟バス 7 「万成」「津高営業所」 「跨線橋東」 と」など、お気軽に「ほ 備前市 危機管理課 0869-64-1809 西粟倉村 総務企画課 0868-79-2111 
2 「妙善寺」 「＝野公園」 「番町口」

っと岡山」までご連 瀬戸内市危機管理課 0869-22-3904 久米南町 総務企画課 0867-28-2111 
中鉄バス 12/13 「国立病院」「免許センター」「半田山 •津高台団地」 「跨線橋東」 路面電車

絡どうぞ。登録のお手 赤磐市 くらし安全課 086-955-2650 美咲町総務課 0868-66-1111 「辛香」 「楢津経由佐山団地」 rリサーチパーク」
桃太郎通り 柳川交差点

吉備中央町 総務課 0866-54-1313 
「稲荷山」「大久保経由佐山団地」「大井」

伝いをします。 真庭市 危機管理課 0867-42-1126 「吉備津神社参道口」「リハビリセンター」

岡山県危椴管理課ホームページより
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「原発事故賠償の現状」
を考えるおはなし

石森雄一郎民

2016.9.24 1土）13:00-16:3 
閾山市・きらめきプラザ 7F•103" 
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• ADR和解事例はさまざま。
警戒区域や自主避難等対象区域、
福島県以外の方も。
（文部科学省サイト、原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開に
ついてより。http://www.mext.ga.」p/a_menu/gensh1_baisho/j1ko_

baisho/detail/1329134.htm) 

和鱗事例272: 原茨城県の自宅の眼前の水路で高い放射線量

が測定され、被曝の不安を感じた子供1 名を含む家族3名に対して

慰謝料の賠償が認められた事例。

和解事例297: 原発事故時に福島県外に単身赴任し（住民登

録も行われていた。）、平成23年4月に旧緊急時避難準備区域内

の自宅に戻る予定であったが、原発事故により直ちに自宅に戻れな

かった申立人について、平成24年8月までの間、避難に伴う日常生

活阻害慰謝料及び滞在者慰謝料が認められた事例。

和鯛事例1080:栃木県那須塩原市に居住する申立人につい

て、 自宅敷地の除染費用（芝撤去、表士入替、砂利入替、汚染士

の埋設等）及び除染見積等作成費用の、 全額の賠償が認められた

事例。

和解事例1108: 山形県東部に居住する申立人が、自主的に実

施した自宅の除染費用 （庭等の土壌入替やコンクリート敷設等）に

ついて、 除染作業の内容や敷地内の放射線量等に鑑み、除染に

係る外部委託費用全額の賠償（東京電力からの既払分を除く。）が

認められた事例。

ほっと岡山の相談窓口でも、どうしても訴訟や和解を目指した紛

争解決機関の手続きなどに二の足を踏んでしまう背景を、当事者の

みなさんからさまざまにうかがってきました。

「避難元がいわき市は無理だといわれた。」

「途中で手続きがとまっているようだが、なぜかわからない。」

「福島県の近隣県から避難しました。無理ですか。、」

「領収書が揃っていないと無理ですよね。」

「追加賠償申し立てもできるのですか。」

ちょっとしたこどが申請のつまづきの元になったり、生活に追わ

れていて時間がとれないと踏み出せずにいらっしゃるご様子を話さ

れると、そうだよなあ、と私も耳を傾けてきました。 5年が経ち、支援

の状況もどんどん変わっていきます。そして時間の経過は、辛い思い

をしたひとびとを無理に急がせます。

一つひとつの事例の大切な積み上げが、他の人の助けとなり、そし

てその一つひとつは、一人ひとりのものがだりとして浮かび上がりま

す。 いま、この時間のくぎりを自分のものさしのひとつとして、 「賠

償」とはどういうことか、自分に引き寄せて一緒に考えませんか。わ
4,,. 

からないことがあれば、ほっと岡山相談窓口までお気軽にお話くだ

さい。（文：ほっと岡山 はっとりいくよ）

おしらせ .............. .... .......................................................................... . ........................................................ 

◎図書や文献などの貸し出し
をしています。

事務局開設曜日にご利用

できます。

•東日本大震災関連図書

•原発事故、賠償関連

・放射線被害による健康被害

・全国の避難者による手記

9月27日土曜日、岡山市にあるきらめきプラザにて、連続勉強会

311 studies vol.03「原発事故賠償の現状」を考える+ADR相談会

を開催しました。

タイトルから、避難者である「当事者」でもなかなか近寄りがたい

印象があったかと思います。例えば、なぜ原発ADRを躊躇してしまう

のか、その影には原発避難者ゆえの特殊性もあるのではないか、と

いったことも皆さんとのお話にでてきました。

避難者でもあり弁護士としてもご活躍されている石森さんのお話

では全国の集団訴訟の争点を含めた現状についての説明と論点

整理、そして、原発事故による健康被害等の「わからなさ」を、当事者

も国・東電側もどう捉えているの力＼違う土俵で戦い続けているだけ

ではないか、そんな投げかけもありました。

福島県司法書士会の方は、南相馬、いわきからお越しいただき、

ADRの現状を福島で対応されている現場のお話も交えてADRのご

説明をいただきました。

「福島民報」「福島民友」
ゆうあいセンター
で閲覧できます

◎ゆうあいセンター（月曜休・

午前9時～午後9時、土日は

午後6時まで）福島県地方紙

が閲覧できます。発行日の3日

後から可能。

被災県の様子や状況を知る

機会にご活用ください。

一
甚10/151土）

宮城県避難者相談会

宮城県から避難されている方を対象とし

た避難者相談会です。生活相談では、 支援

情報や暮らし全般のご相談に対応します。

また、岡山協立病院臨床心理士によるここ

ろの相談も対応します。

ゆっくりくつろげるスペースもございます

ので、 どうぞお気軽にご参加ください。

日時：2016年10月 15 日 （土） 14時-16時

場所：岡山県総合福祉・ボランティア・

NPO会館 （きらめきプラザ）会議室703

（岡山市北区南方2-13-1 )

内容：生活相談（一般社団法人ほっ と岡山、

みやぎ避難者帰郷支援センター）

お問合わせ：ほっと岡山 tel 070-5670-

5676、 メ＿ル hotokayama@gmaiI .com 

（火～金、午前10時～午後4 時）

主催：みやぎ避難者帰郷支援センター

豪 l磁tま，日）
牛惑冬の海プチ合宿

ダンスというとハードルが高いように思

うかもしれませんが、経験や技術は必要あ

りません 。 自分•他者・環境・過去・未来な

ど全てがコミュニケーションの対象で、そ

こからの情報を五感を通して感じ取り 、瞬

時に反応することでダンスは始まります。

「五感で感じること」「自分を知ること ／表

すこと」「交流すること」を「みんな」で集中

的に寝食を共にしながら体験する、日常か

ら少しはなれた贅沢な合宿です。

「コンタクト・インプロビゼーション （即興

のダンス ） 」の日本の第一人者、 C.l.co.

（し一あいしーおー）の勝部ちこさん、鹿島

聖子さん2人を講師に迎えます。

日時：2016年12月 3 日 （士） 、 4 日（日 ）

012月3 日 （土）

12:00 集合、託児受付開始 （牛窓町公民館）

13 : 00-ワークショ ッ プ （牛窓体育館） 、

子どもお迎え、移動

16:50 乗船 （前島へ）

17:00-自由時間

18:30 夕食

お風呂、自由時間、随時就寝

012月4 日 （ 日 ）

早朝 ボディワーク

（ヨガなど希望者対象）

Too-a:oo 朝食
a:00-9:00 掃除など

9:20 乗船（牛窓へ）

9:30 託児受付開始 （牛窓町公民館）

ッ
10:00-12:00 ワークショ ップ（牛窓

体育館）解散

場所：瀬戸内市牛窓体育館 （ ワークショ ッ

プ） 及び啓明学院前島キャンプ （宿泊）

参加：定員：大人10名 （子連れ可）

希望者多数の場合の選定法 ：先着順

申込受付：10/11 (火） -11/11 (金）

参加費：大人 4,000円 、 子供 (3戚以上小

学生以下） 2,000円

※ワークショップ代、宿泊代、食事2回込み

※震災避難移住者大人1,000円引き 、 子

ども同額

※現地までの往復旅費は各自

お申込み＆お問い合わせ：

そうじ ゃ体の学校 （小林ふみこ ）

メール：ci.minnano.dance@gmail.com 

tel: 070-5264-4465 

補足的にお子さんの過ごし方：

ダンスワークの間は託児を設けて、親を離れ

てしっかりワークショップに集中できる時

間です。（託児中は保育士の免許のあるス

タ ッフを中心に預かり保育を しても らいま

す。） 合宿中はゆるやかな見守りスタッフも

同行しますが、自由時間は他の方と交流し

たり親子でゆっくり過ごすこともできます。

過ごす場所の様子：

・部屋は複数人で共同で使うタイ プです。

（間仕切りがある部屋もあり 。部屋割りは

こちらで決めます。）

・食事はなるべくその土地の物を使った野

菜中心の手づくりです。お楽しみに ！

•目の前が海！の素晴らしいロケーション

です。露天風呂もあります。

•寒い時期ですので、暖房はあり ますが、 防

寒をしっかりお願いします。

共催：そう じ ゃ体の学校／一般社団法人

ほっと岡山

亭福島県ふるさとふくしま事業

交通費補助支援
秋•冬のかけはしプランA

帰省や、 今後避難元へ戻られる際の下

見等に 、通年利用できる交通費の補助支

援につきまして、 10月、 1 1 月 、 1 2 月もご

利用できます。詳細及び申請をご希望の方

は直接お問い合わせください。 ご参加いた

だく相談会、交流会の日程につきまして、

時間があわないなどについてもご相談くだ

さい。

対象：福島県から避難された方、全国避難

者情報システムヘ登録されている方

010月 25日郡山交流会

011 月中旬予定

012月30日郡山、福島、 いわき、南相馬

＊詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：一般社団法人ほっと岡山

ふ ＂月号でお届けします
締切12/31 まで
おかやま避難者調査に
ご協力ください

岡山県への避難者数が西日本の中でも

最多であることから、 「なぜ、 岡山に多いの

か」という調査やメディアの取材が現在も

継続 してあります。公表されている「避難者

数」 は、総務省の「全国避難者情報システ

ム」 に登録されている方のみで、 実際には

原発事故をきっかけと して 「移住」された方

の存在はそこからは読み取れません。

今年度、関西学院大学災害復興制度研

究所により岡山県避難者調査を実施する

ことになりました 。原発事故がおこった ら

どのようなことになるのか、その被害の規

模、本来必要とされる支援、法整備など、み

なさまのお声から明らかになることは多方

面に及ぶと思われます。

次号 11 月の岡山県からのお便りで送付

予定です。是非、ご協力いただけますよう 、

よろ しくお願いいたします。

州お盆孟溢にl,た
託児費補助支援

以前より、主に母子避難の方から 、 お子

さんの預け先についてお困 り のご様子が

調査や相談に寄せられていました 。 ファミ

リ ーサポートや一時預かり利用を検討す

る際、 どんな感じかわからないため、利用を

見合わせていたり、急に預け先が必要に

なった、お母さんのリフ レッシュで預けた

いなど、できるだけ個別のニーズに沿える

よう、託児保育料の補助を今年度、 ほっと

岡山で支援します。

対象：O避難者登録システムに登録してい

る岡山県内の避難世帯30世帯 ＊母子

避難、 シングルペアレン トの方を優先しま

すが、ご事情に沿えるようにします。

〇アンケートを提出できる方

内容： 1 世帯につき10,000円まで

ほっと岡山へ事前申請後、利用した際の領

収書をご提出ください。託児保育の利阻先

については、主に一時預か りのファミリー

サポートや、 専門業者に限らせていただき

ます。

お問い合わせ：一般社団法人ほっと岡山


