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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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情報を発信 声を眉け 3

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

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 

「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

戸別訪問
同行支援

おたより
NEWS 

◎支援情報がわからない・知りたい

◎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。

◎なんだかもやもやして気が晴れない

◎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

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。

アクセス

2016年 1 1 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2F1 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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いま、一人ひとりの声をつむぐこと。

••• • 
• おかやま
避難者調査 • 
.-11130. 
• ご協力ください ●... ... ... 

関西学院大学
支援団体 X 災害復興制度 X 山陽新聞

研究所

O司法書士（第1• 3金曜日）..  

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。

〒700-0807 岡山県岡山市北区南方2-13-1

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

0自動車 ：来館者用駐車場有

［岡山駅からのアクセス］

0徒歩：約 15分

0路線バス（岡山駅バスタ—ミナル）

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

くい、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。

乗リ湯 行き先 降り口

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」
「仁堀J

岡孟バス 7 「万成」「津高営業所」 「跨線橋東」

2 「妙善寺」 「三野公園」 「番町口」

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」
「辛香」「楢津経由佐山団地」 rリサーチパーク」
「稲荷山」「大久保経由佐山団地」「大井」
「吉備津神社参道口」「リハビリセンター」

交番?1£ 「南方交番前」

•北消防署

弁護士会館•
｣1｣ 「番町口」

~ 
あなたの声が必要です。
避難者実態調査にご協力ください。
「東日本大震災及び原発事故による岡山の県外避難者へのアンケート」を
実施します。調査回答へご協力をお願いします。

路面電車
""""""'''''"'' 桃太郎通り

番町交差点

柳川交差点

震災から5年半が経過し、被災地から遠い西日本では東

日本大誤災関連の報道が少なくなってきました。時間の変化と

ともに、避難・移住者ご自身の暮らしや気持ちも、さまざまな変

化の中にあると、支援の現場で感じています。

被災県の支援も、避難・移住した先の自治体の支援も、一律

ではなくさまざまであり、また避難・移住のスタートラインもそ

れぞれだったため、その結果支援の差が生じることになりまし

た。そして、避難・移住した方ご自身が、「自分は避難者ではな

い」、「自分で決めた移住」、「移住者として暮らしを始めたが避

難者であると感じてきた」等、属性のわかりにくさもあり、変化

をともなう様子も見受けられました。

実際に、震災及び原発事故の影響で岡山県に暮らしを移し

た方・移さざるを得なかった方はどれだけいるの力＼明確に把

握がされていません。岡山、西日本に限らず全国的にも同様で、

実態がわからないまま、現在も必要な支援や、今後必要になる

震災•原発事故を
きかつけに移住したが
避難ではないと
お考えの方も
ご協力ください

避難区域から
避難した世帯

自主避難
の世帯

以前他の都道府県へ
避難したが、その後岡山県へ

避難・移住された方

であろうサポートが縮小されてきています。更に、今までの災

害・震災の経験が十分にいかされない限り、「人」が置き去りに

された「復興」となる懸念は大きくなります。

被災県、避難先自治体、国、支援団体も同様に、今そして今後

どのような支援が必要となるかを検討するために、どれだけの

人が何を思い、どのような磯境にいるのか、何を願っているの

力＼見えるかたちにすることが大変重要です。被災県のみなら

ず、東北•関東からの避難・移住者が多い岡山県の様子からみ

えてくることも大きく、今までも各研究機関の調査も多くあり

ました。ですが、実態の数はわからないままです。

既に5年の月日が流れました。震災•原発事故で何が起こっ

たのか、今どんな様子なのか、 「広域避難者」の姿から見える課

題を明らかにするため、皆さんのお力をどうかお貸しください。

一人ひとりの「声」がなかったことにならないために。

（ほっと岡山はっとりいくよ）
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みなさんの声を

待っています ~ 

•<#.;#; '~ 一時避難をしたが
移住と決断された世帯

避難者情報システムに
登録していない
避難・移住者の世帯 東北、被災三県、関東、

その他都道府県から
震災•原発事故で

避難・移住をされた世帯
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いま、一人ひとりの声をつむぐこと。

関西学院大学
支援団体 X 災害復興制度 X 山陽新聞

研究所

調査結果は、阪神・淡路大震災での県外避難者に

ついて研究や提言を行ってきた関西学院大学災

害復興制度研究所が集計解析をします。研究所

の「避難・疎開研究会」メンバーである川崎医療

福祉大学の田並尚恵さんからのメッセージです。

「放射能に色がついていれば……」と多くの

人が思うのは、放射能が目に見えないためにそ

の被害や影響を十分に確認することができな

いこと、そして、問題がいつの間にかうやむや

にされてしまうことを懸念するからではないで

しょうか。同様のことは、避難者への対応につ

いてもいえます。東日本大震災と福農第一原子

力発竃所の事故の影響により日本全国に避難

した人はどのくらいいるの力＼実際のところよ

く分かっていません。避難指示区域からの避難

者は避難元の自治体が把握していますが、避難

指示区域外の自主避難者については避難元の

自治体がほとんど把握していないのです。この

ままだと、避難者はいなかったことにされてし

まいます。避難されている方からすれば、霊災

と原発事故がなければ、住み慣れた地域を離

れることはなかったはずで、それをなかったこ

とにはできません。

今回、岡山に避難されている方に調査をお願

いするのは、これまで「全国避難者情報システ

ム」に登録していない人がある程度おられるこ

と、その人も含めて、どのくらい避難者の方おら

れるのかを把握したいと考えているからです。

避難者はいなかったことにならないよう、皆様

の声を汲み上げていきたいと思います。どうか

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(JI I崎医療福祉大学田並尚恵）
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支援団体
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同封．の I ほっと

岡山」宛め却筒
に入れて投酋＜ ． 避難・移住者へ
ださい。切手は • 「ほっとおたより
不要です。

NEWS」で伝達• 

関西学院大学

災害復興制度
研究所

集計•分析

山陽新聞 . —· 

• 

1 1 月号に同封の
調査票にご回答
ください

調査票はほっと

岡山で配布して

います。ま た 、

ほっと岡山HPに

て入手 先 を 掲

ー- - 馬 しています。
避難元自治体、

------- 岡山県、政府や--
• 各支援団体へ

「声」を届けます

政策提言、研究•

調査へ反映させ

調査結果を集計 ていきます
解析します。

分析結果を山陽

新聞報道部へ。
3 月に記事と し

て公表予定。

烹よご-~·-········································ ···························· ·· ············································ · ························································

一
r 岡山民医運よりお知らせ
lfl. 12/3c土）

福島原発事故
避難者健診のご案内

福島第一原発事故を受けて東日本各地

から岡山県に避難されてきている方々への

健康診断を実施します。

岡山県民主医療機関連合会に参加する

法人の協力で設けた「福島原発事故被災

者支援墓金」 から費用を助成しますので、

低料金で受診できます。皆さんの受診をお

待ちしています。

日時：2016年12月3日 （土） 13時30分～

場所：総合病院 岡山協立病院 （岡山市

中区赤坂本町8-10)

対象：原発事故をうけて東日本から岡山県

内へ避難 している4歳以上の方で、 これま

で岡山協立病院や水島協同病院で被災

者健診を受けたことがない方

予約開始日：11 月7日 （月 ）

受付：電話で申 し込みを受け、事前に問診

票・検査容器などを送付、 当日に受診およ

び結果についての説明を行い、後で結果票

を郵送します。予約が定員に達した場合、

キャンセル待ちを受け付けます。

定員：30名 (13:30~、 14:00-、 14:30~

各10名）

費用：7歳以上 1人5,000円/4~6歳 1

人2,000円 非課税世帯の方は無料です

（健診当日に所得証明書をご持参下さい）

健診内容： 〈7歳以上〉0問診、 診察 O測

定：身長、体重、 血圧、腹囲 (BMI) 0尿検

査：尿蛋白、尿糖、尿潜血 〇血液検査：血液

一般 （赤血球数、ヘマトクリ ッ ト、ヘモグロピ

ン、血小板数、白血球数、 白血球分画、生化

学 (GOT、 GPT、 y-GTP、 TG 、 HDL-C 、

LDL-C、 HbA1c、血糖、血清クレアチニン、

eGFR、尿 、 CRP) 0甲状腺機能検査

(TSH、 Tg) 0甲状腺エコー検査 O心電図

〈4-6歳〉 O問診、診察 〇甲状腺エコー

検査 ※上記以外の検査を希望される方

は、 ご相談ください。追加の場合、血液検

査のTG、 HDL-C、 LDL-Cは除きます。

【2回目以降の健診】

日時：毎週金曜 （祝日・年末年始を除く）、

10:00-10:30に受付

場所：岡山協立病院健診センター （岡山

市中区赤坂本町8-10)

対象：岡山協立病院や水島協同病院で被

災者健診を受けてか ら 1年以上たった方

定員： 1 日3-5名

予約：月～金 （祝祭日 を除く）8:30-

16 : 00、岡 山協立病院健診センターへ

Tel: 086-271-7845 

主催•問合せ：岡山県民主医療機関連合

会 （担当：大坂） Tel:086-214-3911 

Email:okayama@min-iren.gr.jp 

rt::, 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 、 1 1 月 、 1 2 月もご利用で

きる交流会を企画しております。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

011 月中旬予定

012月30日郡山、福島、 いわき 、南相馬

問合せ：一般社団法人ほっ と岡山

r シングルペアレント、
. ::- 母子避難の方対象とした

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

申請：メール、お電話にて、以下の内容を

記載の上お申 し込みください。

①お名前、②お子さんのお名前、人数、 年

齢、③ご住所、④避難者登録の有無 （避難

者向けのお便りはどち らか ら届いています

か ？ 入⑤避難元自治体、⑥現在のご家族

の形態（例：ご本人、子ども 2名 ） 、 ⑦電話

番号、⑧ご利用予定（予定で結構です ） と

して日時・預け先をお知らせください。

＊ お子さんの預け先は、ファ ミリーサポー

トや、一時預かり等サービスを提供してい

る機関に限らせていただきます。

＊申請後にこちらよ り 申請確認のご連絡

を した後、 ご利用 していただき 、 領収書の

提出をお願いいたします。

問合せ：一般社団法人ほっと岡山

「ほっと文庫」
賃 .... 

あります

◎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
ヽ・全国の避難者による手記

「福島民報」「福島民友」
ゆうあし江センター
ヽ

で閲覧できま芍

◎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。発刊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。

［ 避難者情報システム 』 をどうぞご利用ください。......................................................................................................................................................................................... 
東日本大震災支援対策室 086-226-7920 美作市 総務課 0868-72-1111 

岡山市 危機管理室 086-803-1 358 浅口市 総務課 0865-44-7000 

倉敷市 市民課 086-426-3140 和気町総務課 0869-93-11 22 

津山市危機管理室 0868-32-2042 早島町 総務課 086-482-0611 

玉野市 危機管理課 0863-32-5560 里庄町 総務課 0865-64-3111 

笠岡市危機管理課 0865-69-2222 矢掛町 総務企画課 0866-82-1010 

井原市 協慟推進課 0866-62-9508 新庄村総務企画課 0867-56-2626 

総社市 総務課 0866-92-8218 鏡野町 くらし安全課 0868-54-2780

高梁市福祉課 0866-21-0265 勝央町 総務部 0868-38-3111 

新見市総務課 0867-72-6204 奈義町 総務課 0868-36-4 111 

備前市 危機管理課 0869-64-1 809 西粟倉村総務企画課 0868-79-211 1

瀬戸内市 危機管理課 0869-22-3904 久米南町 総務企画課 0867-28-211 1

赤磐市 くらし安全課 086-955-2650 美咲町 総務課 0868-66-1111 

真庭市 危機管理課 0867-42-1126 吉備中央町 総務課 0866-54-1 31 3 

避難先の情報（岡山県・支援団

体•企業等からのお知らせ）や、

避難元自治体からのお知らせ等

が郵送にて届きます。

申請は任意となっており、現

在お住まいの市町村へ申請くだ

さい。同じ市町村でも住所が変

わった場合は再申請ください。

「わからない」 、 「窓口がわから

ないとのこと」など、お気軽に

「ほっと岡山」までご連絡どう
ぞ。登録のお手伝いをします。
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