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ほっとおたより NEWS で連載してきました「わたしとソウルフード」
。
懐かしい味を紹介いただいたり、岡山の食に出会ったり。
食と人とを通じて、親しみを感じていただけるページをつくってきました。
春先には、一冊にまとめた「わたしとソウルフード」が発刊予定です。
写真は、宮城の「がんづき」
。ほっこりおやつ、おいしいです。
全国の避難者数（令和 2 年 12 月 8 日復興庁調べ ）
全国の避難者数 : 約 42,000 人
岡山県の避難者数 : 923 人

（うち、福島県からの避難者 198 人）

三陸のソウルフード、がんづき。
（撮影：加藤晋平）

今月の内容
●特集

広域避難者の実態調査の実施に
関する要望書を復興大臣に
提出しました

●ほっと岡山レポート
●イベントのお知らせ
● VOICE from 3.11

●わたしとソウルフード

●コラム こころのオアシス
●ニュースダイジェスト
●イベントカレンダー
●スタッフから

特

集

広域避難者の実態調査の実施に関する
要望書を復興大臣に提出しました
しかしながら、現時点で広域避難者の現状、全

毎年秋に、復興庁主催の会議が設けられ、全国
26 箇所に設置されている生活再建支援拠点から、

体像がわからず、支援に必要である正確な避難者

避難者の状況や支援課題について意見交換がなさ

の名簿も存在していないという問題があります。

れています。その機会にあわせて、2020 年 11

生活再建支援拠点以外にも、県外避難者の支援事

月 20 日、復興大臣へ「広域避難者の実態調査の

業が全国各地には多数ありますが、それぞれの支

実施」の要望書を、8 箇所の生活再建支援拠点と

援事業がばらばらの避難者情報を元に支援活動を

ともに提出いたしました。

行なっている状態が続いてきました。
昨夏、関西学院大学災害復興制度研究所による

今なお、全国には把握している人数だけでも、
940 市町村に約 4 万 3,000 人の避難者が存在し

全国避難者調査も実施され、社会的な孤立、地域

ています。数回の転居の末に現在の避難先で生活

社会との関係の希薄さ、経済的困窮などがみえて

再建をされた方もいらっしゃいますが、「全国避難

きました。さらに具体的な支援につなげていくた

者登録システム」から外れてしまい必要な情報が

めには、より「小さな声」を拾い上げ、行政が主

届かなくなった方、馴染みのない避難先の土地で

体となり、支援の最前線にいる民間団体と協働で

孤立が深まってしまった方、故郷への思いを抱え

の実態調査が必要だと考えています。

ながらすぐには帰還できない状況の方、不安定な

震災から 10 年を迎えるこの時期だからこその

生活が継続している方や年月の経過によって新た

調査、避難者がいなかったことにならないように

な課題を抱えている方もいらっしゃいます。被災

するために、避難当事者みなさまにも引き続き経

地と同様、一人ひとりに寄り添った多様なニーズ

過を共有していきます。ご関心、ご意見をいつで

への対応が必要な状況であることが、全国の相談

もお寄せください。

支援の現場では顕在化しています。

要望書提出団体：
NPO 法人北海道 NPO サポートセンター
（北海道拠点）
NPO 法人埼玉広域避難者支援センター（埼玉拠点）
東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会
（山梨・長野拠点）
NPO 法人和（滋賀・京都拠点）
とっとり震災支援連絡協議会（鳥取拠点）
一般社団法人ほっと岡山（岡山拠点）
被災者支援ふくおか市民ネットワーク
（福岡・佐賀・長崎・熊本拠点）
『うみがめのたまご』～ 3.11 ネットワーク～
（大分・宮崎・鹿児島拠点）
＊他、賛同団体として、一般社団法人ふうあいねっ
と（茨城拠点）
、NPO 法人えひめ 311
（徳島・香川・愛媛・高松拠点）が追加されました
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要望内容

1.「丁寧な支援」のために、広域避難者の実態調査が必要です
県外避難者とその支援には数多くの課題がありますが、最大の問題点は、現
時点で県外避難者（広域避難者）の現状、全体像がわからず、きちんとした避
難者の名簿すらも存在していないことです。生活再建支援拠点以外にも、県外
避難者の支援事業が複数立ち上がっていますが、それぞれの支援事業の受託団
体が個別にバラバラの避難者情報を元に支援活動を行っている状態です。
東日本大震災の一部の自治体、及び昨今の災害時被災者支援で実践が始まっ
ている「災害ケースマネージメント」の運用に際しても、まず、一人ひとりの
実態把握の必要性が掲げられており、伴走型支援、計画的支援、災害制度と福
祉制度の併用、連携の必要性が指摘されています。
他の社会課題においても“Nothing about us without us”という方針が重
視されている現在、やはり当事者の声やニーズを抜きにしては適切な支援も難
しいと思われます。

２.「民間団体等と地方自治体の協働」での実態調査が重要です
「
『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」に「被災
後の円滑な体制整備のため、平時から地方自治体や NPO 等の民間団体等の関係
者間のネットワークを構築しておくことが重要である」と書かれていますよう
に、生活再建支援拠点などの民間団体と地方自治体の協働による包括的な実態
把握のための調査プロジェクトの実施が望まれます。
これまで私たち生活再建支援拠点を担う支援団体 / 当事者団体や、他の支援
団体も県外避難者（広域避難者）の現状を把握するための実態調査を実施する
ように求めてきました。これからの 10 年の取組をより一層確実な復興・再生
につながるものにするためにも、県外避難者支援を継続してきた生活再建支援
団体と、復興庁や福島県などの行政関係者との協働による県外避難者の包括的
な実態把握のための調査プロジェクトの実施を要望いたします。

＊要望書のすべては、ほっと岡山 HP で公開しています
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ほ っ と 岡 山 レ ポ ー ト
「ほっと岡山」主催のイベントや関わったイベントの模様をご紹介します。

12/15（ 火 ）・岡山県生涯学習センター（岡山市）

災害ケースマネージメントを学ぶ
ー個々の被災者に応じた支援をー
昨年の 12 月 15 日「災害ケースマネージメン

用について大変勉強になった」
「被災地の状況など

ト」
勉強会を開催しました。参加者は支援団体の他、

知らないといけないことを知れた」
「行政と民間ボ

福島県、岡山県、県内市町村の避難者支援担当の

ランティアの連携が成果をもたらしている事例は

職員、議員、メディア、研究者等、県内のみなら

素晴らしい、一方で共助では成り立たないことも

ず全国からご参加いただきました。

あるので、行政に求める活動も大切にしていきた

避難者の現状を報告したのち、ほっと岡山顧問

い」等、お声をいただきました。今後にいかした

を務める青田良介先生（兵庫県立大学大学院減災

いと思います。

復興政策研究科教授）に、
「個々の被災者に応じた

どのように行動するか。何を備えるか。阪神淡

支援を」と題し、原発事故に伴う避難、広域避難

路大震災の経験をふまえ、
「災害はすぐに解決する

者が抱える課題と民間支援の活用、過去の災害か

ものではない／人任せでは解決しない／できない

らの教訓（阪神・淡路大震災、共助の台頭）
、災害

といってあきらめない」といったメッセージを私

大国日本・災害に強い地域づくりについて発表い

たちも受け取り、そして「原子力災害」による被

ただきました。

害に対しても、次に繋がる実戦的な事例、具体的

参加者からは、
「関係者が多岐にわたるため、多

なケーススタディをともに考えていきたいと思い

くの人を巻き込みながら開催できればよいのでは

ました。

ないか」
「広域避難者が抱える課題と民間支援の活
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12/16（水）・ほっと岡山（オンライン）

12/19（土）・ほっと岡山

あーとのじかん
ねっこぼっこ

子どものひみつきち
クリスマスパーティー

12 月のねっこぼっこはオンラインで行いまし

昨年の 12 月 19 日、少し早めのクリスマス会

た。参加を希望された皆様に、あらかじめ羊毛フェ

を行いました。コロナの影響で例年よりも少なめ

ルトセットをお送りし、クリスマスツリーなどを

の人数でしたが、その分一人一人と楽しく、仲良

つくりました。フワフワの羊毛に癒されながらそ

く過ごすことができました。お腹いっぱいケーキ

れぞれのツリーが完成しました。

とお弁当を食べるために、午前中は公園で思いき

みんなパソコンの画面越しですがそんなことも

り走りまわりました。ケイドロ、はないちもんめ、

忘れるくらい近くで一緒にやっているような楽し

宝探し。気づいた頃にはお昼の時間。お弁当を食

い時間となりました。

べたあとはお待ちかねのケーキ作りです。生クリー

（おおたに）

ムだらけ、イチゴだらけ、チョコのせ、個性あふ
れるケーキができました。プレゼント交換も賑や
かで、笑い声で溢れたクリスマス会となりました。
次は花見パーティーかな。また遊びましょう。
（服部詩子）

プレゼント交換も盛り上がりました。

12/24（木）・ほっと岡山

くるくるお茶会

12 月のくるくるお茶会は、定員いっぱいのご
予約でしたが、体調不良などで来れない方が多く、
おひとりだけの参加でした。年末の寒気の心配を
したり、楽しくお話できました。

羊毛フェルトで、クリスマスツリーなどをつくりました。

5

（宮岡篤子）

イ ベ ン ト の お 知 ら せ
毎週水曜日

2/3、
10、
17、24

子どものひみつきち
毎週水曜日の夕方 16:30 〜 18:00、
ほっと岡山交流スペースにて開催し
ます。みなさまの参加をおまちして
おります。ぜひ、ぜひ来てください。
現在 3 密とならないように、5 名程
度の定員にしています。事前にご連
絡いただけると助かります。申込み
はほっと岡山まで。
毎月第３水曜日
あーとのじかん

2/17（水）

ねっこぼっこ
2 月のねっこぼっこは容器の中に
「小さな森」を作りたいと思います。
アイスランドのモス（苔）やドライフ
ラワー、自然のものを使って小さな森
を作りましょう。お気に入りのお茶や
お菓子を食べたり、おしゃべりしな
がら楽しい時間を一緒に過ごしましょ
う。
材料は、こちらでご用意して事前に
お送りします（材料を切るハサミ、お
茶とお菓子は各自で用意してね）
。
「あーとのじかん ・ねっこぼっこ 」は
毎月第 3 水曜日（午前中）
、参加され
るみなさんでおしゃべりしながら、自

応いたします。ご希望の方は申込み時
に「オンラインで参加」の旨ご連絡く
ださい。
また、年齢制限は設けていませんが
大人向けに材料準備をしています。小
さなお子さんが参加される場合は材料
の取り扱いや誤飲などにお気をつけく
ださい。
●時間：10:00 ～ 12:00（9:45 〜受付）

た。無連絡キャンセル OK! 連絡くだ

●講師：おおたにみやこ＝ Marbles

さるとうれしいです。

オーナー。AEAJ 認定アロマテラピー

同時開催のアロマケアでリラックス

インストラクター、ハンドケアマイス

してください。
「リラクゼーションの

ター、
メンタルケア心理士 ®、
おもちゃ

ためのアロマハンドケアマッサージ」

インストラクターなど。
「シンプルで

もしくは「ヘッドマッサージ」を行い

ハッピーな生活を」そんな想いをこめ

ます。

て、アロマハンドケアや香り×アート

●時間：11:00 〜 15:00

×五感のプログラムを通じて自分自身

●場所：ほっと岡山交流スペース

の気づきとセルフケアにつながる活動

●参加人数：先着 3 名

を続けている。
●場所：ほっと岡山交流スペース
●参加人数：先着 10 名 ※来場者は
4 名まで。
＊参加を希望される方は 2 月 8 日
（金）
16:00 までにほっと岡山事務局宛の
メールでお申し込みください。その際、
「オンラインでの参加」か「ほっと岡
山交流スペースに来て参加する」どち
らかご希望をお聞かせください。尚、
恐れ入りますが「ほっと岡山の交流ス
ペース」は定員 4 名まで（先着順）と
させていただきます。あらかじめご了
承ください。

事前参加お申し込みが必要です。わか
らないことがあれば遠慮なくほっと岡
山事務局まで、お問い合わせください。
オンライン（ZOOM）での参加にも対

ねっこぼっこ
「マステちぎり絵」を楽しみたいと思
います。絵が描けなくても大丈夫です。
下絵をガイドにマスキングテープをち
ぎって貼って世界にひとつだけの作品
をつくります。みんなでお話ししなが
ら楽しい時間を過ごしましょう。材料
は、こちらでご用意して事前にお送り
は各自で用意してね。

毎月最終木曜日
ミニ交流会

2/25

（木）

くるくるお茶会
2 月のくるくるお茶会は、ほっと岡
山の事務所で定員を設けて開催しま

●時間：10:00 ～ 12:00（9:45 〜受付）
＊参加を希望される方は 2021 年 3 月
8 日（月）16:00 までにほっと岡山事
務局宛のメールでお申し込みくださ
い。オンライン（ZOOM）で開催しま
すが、ご希望であれば「ほっと岡山」
の交流スペースに来ていただくことも

す。オンライン（ZOOM）でのご参加

可能です。
「オンラインでの参加」か

も可能です。申込みの際に、お申し出

「ほっと岡山交流スペースに来て参加
する」どちらかご希望をお聞かせくだ

ください。

申込み先

3/17（水）

します。はさみ、鉛筆、お茶とお菓子

由な表現や楽しい時間を共有し交流し
ています。材料を準備する関係から、

毎月第３水曜日
あーとのじかん

ご参加の方には、マスクの着用をお

さい。尚、恐れ入りますが「ほっと岡

願いします。発熱のある方は、ご遠慮

山の交流スペース」
は定員 4 名まで
（先

ください。ふらっと来ていただける交

着順）とさせていただきます。あらか

流会でしたが、予約が必要となりまし

じめご了承ください。

ほっと岡山
TEL：0120-566-311 ／ FAX：086-230-4561
E-mail：hotokayama@gmail.com
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ヒラエスフォーラム 2021

慰霊と脱原発・脱被ばく

3/7

2/7（日）

「言葉のかけら」が
語る未来
〜 311 広域避難
当事者の声に
耳をすませて〜
●プログラム１

発災から 10 年の振

り返りとヒラエスの歩み
●プログラム２ 「言葉のかけら」か
ら見えた避難者の本質の分析と解説
2018 年、19 年で実施した「わか
ちあいワークショップ」にて避難当
事者によって語られた言葉を質的統
合法（KJ 法）を用いて、広域避難者
支援団体と共に可視化できるような
見取り図を作成しました。講師を務
めて頂きました「山浦晴男先生」を
お迎えして、見取り図の分析と解説
を頂きます。
●プログラム３ 「言葉のかけら」を
未来につなげるワークショップ
質的統合法（KJ 法）で可視化され
た避難当事者の実態から導き出した
問題や課題についてテーマ設定し、2
つのワークを通して発災から 10 年目
以降の「新たな支援」
「より良い支援」
を考える機会とします。
● 時 間：13:00 〜 16:45（ 受 付
12:30）
●場所：オンライン形式（zoom を使
用。申し込み頂いた方へ開催用アド
レスをご案内します。
）

（日）

して検温、換気、入場者制限を行いま
す。
（入場無料）

3.11 への
祈りおかやま
当会は政治的思想や宗教の違いを越
えて市民が集い、下記のことをともに
祈り、誓う。またそれを実施すること
によって「3.11」の風化を防ぎ、さら
に人々のつながりを深めていくことに
寄与する。
１：
「3.11」によって亡くなられた方々

かけはしプラン C

の慰霊

3/14（日）

２：被災されたすべて方々の幸せ

京都西本願寺
お礼参りツアー

３：原子力に頼らない未来の実現（脱
原発・脱被ばく）
「3.11」
から今年で 10 年目となります。
東日本大震災とともに発生した福島第
一原発事故による原子力災害。いまだ
に事故原因が究明していない中で各地
の原発再稼働が進んでいます。南海ト
ラフ巨大地震・首都直下地震などの地
震災害に対して、発生時期が予測でき
ないと日本学術会議は正式見解を出さ
れました。果たして私たちはこのまま
原発再稼働を容認していいのでしょう
か‥。
「3.11」という節目の日に、ご
一緒に考えてみませんか。
●時間：14:00 ～ 16:00 頃
●場所：蔭涼寺（岡山市北区中央町
10-28） ／ オ ン ラ イ ン チ ャ ン ネ ル：
https://youtu.be/jRj_gO6XpSw
＊オンライン中継とハイブリット形式
で行います。会場では、コロナ対策と

旅費支援「かけはしプラン C」は、
東日本大震災で岡山県へ避難された方
で、主に福島県以外からの避難移住さ
れた方を対象として 2018 年よりはじ
まりました。帰郷やふるさととの関係
維持、母子（父子）分離世帯の交流の
ために、京都・西本願寺様のご厚意に
より、旅費を支援いただいております。
ご利用になったことのある方、また京
都の避難者の方たちとの交流会も予定
しております。
岡山からバスで行く予定にしており
ますが、コロナ感染拡大状況を十分に
配慮しての実施となります。詳細・最
新情報につきましては、ほっと岡山
HP か、事務局までお問い合わせくだ
さい。

●参加人数：50 名程度
●募集締切：2021 年 1 月 29 日 ( 金 )
まで
申込フォーム
https://forms.gle/
fawE4hsW77HLBuNH9
QR コード

●問合せ：info@hiraeth.work
●主催・運営：311 当事者ネットワー
ク HIRAETH（ヒラエス）
、特定非営
利活動法人 日本 NPO センター／協
力：武田薬品工業株式会社

「かけはしプラン C」で訪れる予定の京都西本願寺。
＊ 663highland, CC 表示 2.5, Wikipedia より
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イベントのお知らせ

特別編

日本一のだがし売場

3/11（木 ）

東日本大震災十年慰霊祭
一般社団法人ＤＡＧＡＳＨＩで世界を笑顔に

保育園訪問型から地域応援型（開催予定地の幼

する会は、３月 12 日「だがしの日」の認知度

稚園、
保育園に「紙芝居」
「だがし」
「だがしトー

を高め、
「だがしと笑顔の交換」を全国、世界

チ」をプレゼントし、場所や人数などの安全・

へと広げています。特に、障がい・貧困や虐待・

安心を確保して実施してもらう方式）へ変更し

被災で苦しむ子どもたちを応援し、子どもの

実施しました（210 ヵ所で同時開催）
。

笑顔から大人の笑顔につなげ顔へつなげていま
す。

第６回目となる 2021 年は、東日本大震災か
ら 10 年の年になります。日本一のだがし売場

2016 年から始めた「だがしの日イベント」は、

にて東日本大震災十年慰霊式を開催し、被災地

今年で６年目となります。2018 年 3 月 12 日

からの感謝の気持ちを感じながら、
、被災地へ

は、石巻市で復興支援イベントを開催し、４園

の鎮魂から笑顔への復興応援を行い、絆を深め

を巡り、約 700 名の子どもたちと「だがしと笑

ていく予定です。

顔の交換」を行いました（４ヵ所で同時開催）
。

●時間：13:00 ～

2019 年 3 月は、西日本豪雨で被災した愛媛県

●場所：日本一のだがし売場（瀬戸内市長船町

大洲市、岡山県倉敷市真備、広島県呉市の幼稚

東須恵 1373-5）

園

保育園を巡り、
「だがしと笑顔の交換」を

●参加について：感染拡大防止により、来場者

行いました（18 ヵ所で同時開催）
。2020 年 3

の人数制限を行います。来場者には、お菓子を

月は、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、

プレゼントします。ZOOM での参加にも対応致

北海道地震被災地支援として「全国被災地こど

します。ZOOM 参加ご希望の方は、事務局へ確

もＤＡＧＡＳＨＩリレー」を準備し、
オリンピッ

認願います。申込み締切：2021 年 2 月 26 日
（金）

ク選手（有森裕子選手、坂本直子選手、中村友

●問合せ：一般社団法人ＤＡＧＡＳＨＩで世界

梨香選手、重友梨沙選手）
、パラリンピック選

を笑顔にする会 事務局（桜間）

手（浦田理恵選手、根木慎志選手、春田純選手、

TEL 0869-26-6580

信沢用秀選手）他多くのアスリートボランティ

E-mail: info@dagashi-egao.com

ア参加を取り付けたものの、新型コロナウイル

https://dagashi-egao.com/

ス感染症感染拡大により、イベント型／幼稚園

2018 年石巻会場のようす
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ほっとおたより NEWS を置いてくださっている団体やお店
ゆうあいセンター

岡山市北区南方 2–13–1

エコロジー＆ナチュラルフーズ らんらん亭

岡山市北区西古松 250–109

やすらぎの泉

和気郡和気町衣笠 725–１

コットン古都夢

岡山市北区出石町 1–8–6

ぜろどーなつ（毎週火曜 9-15 時営業）

岡山市北区富田町 2 丁目 2–16

ききつち

美作市猪臥 548.

まみパンストア・南方カフェ

岡山市北区南方 1 丁目 5–10

Loch Cafe（ラックカフェ）

玉野市築港 1–4–16

自然食コタン 岡大前店

岡山市北区学南町 2 丁目 7-13

自然食コタン 奉還町店

岡山市北区奉還町 1 丁目 6-1

『ほっとおたより NEWS』

( 順不同・敬称略 )

きらめきプラザ 2 階
フジビル 102

表紙写真＆ソウルフード企画の募集！
皆さんの郷土料理、岡山で覚えた
料理などを、ぜひお教えください！
簡単なレシピとできれば完成品の
写真を、その料理にまつわる思い
出とともに、メール、お手紙等で
お送りいただければ、掲載させて
いただきます。ご質問もメール等
でお気軽にしてください。また表
紙の写真も募集中。お気に入りの
風景など、こちらもお気軽にご投
稿ください！ お待ちしています。
（編集部）
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第

回

soul food

の

みんなが心に持っている郷土の料理を
紹介しあうコーナー。

第 10 回目のプレゼンターは、
牛窓町で牡蠣養殖業を

パートナーの浩一さんと営む渡辺由紀子さん。
今回は、結婚してから住んでいた南三陸の
ソウルフード、がんづきのレシピを

思い出話と共に教えてもらいました。

がんづきは宮城県、岩手県にまたがる三陸沿岸のソウルフード。ほんの
りした甘さと、食べ応えのよさで、仕事の合間のおやつなどとして食べら
れています。同量の小麦粉と砂糖を水で混ぜて蒸すのが基本。そこに重曹
とお酢を入れてふくらませたりして、バリエーションをつけます。
「南三陸町の夫の実家に住んでいた時は、義母がよく作っていました。海仕

❶

事などの休憩時間にみんなでいただきました。初めて食べた時には、経験
したことのない食感に感動したけれど、シンプルな材料でできているのを
知って、改めて驚きました」
そう振り返るのは、震災後、牛窓町に移住した渡辺由紀子さん。今回は、お
義母さまの味を思い起こしながら、試作を重ねて、紹介してくださいました。
「夫の実家では、クッキー缶を型がわりにしていました（笑）。普段から気
軽に食べるおやつで、入れるものも、その時々で変わりました。味噌を混
ぜて甘じょっぱくするのも美味しいですよ」

❷

パートナーの浩一さんが生業としていた牡蠣養殖業を、岡山でも営むよ
うになって 8 年目を迎えました。
「南三陸の頃は、普段の料理は私が作っていたのですが、お雑煮をはじめと
する節目の料理や、がんづきなどの
ソウルフードは義母が作ってくれて
いました。子どもと探索して見つけ
た沢などの豊かな自然とともに、南

❸

三陸の優しい味は、ここに来ても忘
れたことはありません」
海辺の町で、渡辺さんは、そう語っ
てくれました。

レシピ
１：材料は小麦（薄力）粉、黒砂糖、
水をそれぞれ 200 グラム。膨ら
ませる場合は重曹とお酢それぞれ
小さじ 1 杯程度を加える。
２：ふるいにかけた小麦粉と黒砂糖、
水を混ぜる。甘味を抑えたい時は
黒砂糖の分量を 150 グラム程度に。
３： 型に流し込む。クッキングペー
パーを敷くと取り出しやすい。好
みでゴマやくるみを振りかける。
４：蒸し器に入れて 40 分ほど。竹串
がスッと奥まで刺されば完成。
５：時間をおいてから食べると、味が
落ち着いてとっても美味しい！
写真：加藤晋平

渡辺由紀子

❹

東日本大震災を機に岡
山県に移住。夫妻で営む
牡 蠣 工 房 の、 南 三 陸 と
牛窓の「技と心」のハイブ
リッドで作られた牡蠣の
味は絶品 !!
●瀬戸内牡蠣工房 一歩
TEL 0869-34-5616
E-mail kaki_ippo@yahoo.co.jp
URL kaki-ippo.jugem.jp
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❺

No.6

ほっとひと息

こころのオアシス

臨床心理士・公認心理師
野崎

詩織

心理的リアクタンス？？
「ダメ！」と言われるほどやりたくなる、
「やれ！」と言われるほどやりたくなくなる、という
経験はありませんか？例えば、子供の頃、勉強しようと思っていたときに限って「遊んでばか
りいないで勉強しなさい！」と親に言われた思い出はありませんか？そんな時、
「今やろうと思っ
てたのに・・・」という思いとともに、全くやる気が無くなってしまった記憶があるのではな
いでしょうか？
あと 10 分したら、
勉強しようと思ってたのに・・・
うるさいな・・・
やる気なくなったし・・・

ゲームばっかり
してないで、
宿題、早くしなさい！
！

これは、心理的リアクタンスと呼ばれるものです。

心理的リアクタンスって？？

人は自分の好きなときに好きなことをしたい、自分の行動や選択を自分で決めたいとい
う人間本来の欲求をもっていて、人から行動を強制されると、自由を脅かされた気がして、
無意識に圧力に反発しようとする感情が起こります。この自由を奪われることへの反発
をリアクタンス（抵抗）と呼びます。
他者から強要されると反発してしまう欲求がある以上、どのように声掛けしたらいいのでしょ
うか？
お昼から遊びに行くから、
朝は宿題するよ。

今日の予定は？

自分で計画を立てると、自由を奪われたという感覚が少なくなります。お子さんに接す
るときに限らず、家族や職場の人間関係などでも相手のモチベーションを低下させない
よう、自ら計画を立てることを促す言い方を試してみてください。

ほっと岡山では、毎月第３金曜日に臨床心理士の野崎詩織先生に相談員として来ていただいています。
「悩みや困りごとはあるけど、病院に行って相談するのはちょっと…」「こんな悩みを相談してもいいの
だろうか…」など、相談内容は何でも構いません。おひとりで悩まずに、お気軽にご相談ください。
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ニュースダイジェスト

2020 年 12 月 1 日〜 12 月 27 日

全国の紙面から被災地、環境、食品などに関する記事を抜粋してご紹介します。なお、ほっと
岡山では『福島民報』『福島民友』を一定期間保存の上、関連する情報をまとめたスクラップ記
事化しています。閲覧可能ですので、ご興味のある方は、事務所までお越しください。
4 割が年収 300 万円未満 無職、非正規雇用増加―
原発避難者 700 人調査・関学大 （時事通信 20/12/1）

東京電力福島第 1 原発事故で福島県などから避難した約
700 人に現在の生活について尋ねたところ、年収 300 万
円未満が約 4 割に上り、無職や非正規雇用の割合が増えて
いることが関西学院大災害復興制度研究所（兵庫県西宮市）
の調査で分かった。

原発被災自治体の要介護率 20％ 事故後の上昇幅、
全国平均の 2 倍（共同通信 20/12/10）

東京電力福島第 1 原発事故の避難指示区域となった福島
県の 11 市町村で、
高齢者に占める要介護者の割合を示す「要
介護認定率」が事故後急増し、今年 9 月末時点で 20.0％に
上ることが 10 日、厚生労働省への取材で分かった。事故前
の 2010 年 3 月末から 4.7 ポイント増で、全国平均の約 2
倍の上昇幅。

富岡・復興拠点外の道路沿い除染へ 21 年度、
対象範囲に家屋 200 軒 （福島民友 20/12/10）

環境省は 2021 年度、東京電力福島第 1 原発事故に伴う
富岡町の帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域（復
興拠点）外で主要道路沿いの除染に着手する。関係者によ
ると、対象範囲は数十ヘクタールで家屋約 200 軒が含まれ
るとみられ、復興拠点外の面積約 460 ヘクタールのうち人
が再び住めるよう除染が必要とされる約 110 ヘクタールの
半分程度が含まれる見込み。町が 2028 年の実現を目指す
帰還困難区域全域の避難指示解除の前倒しにつながる可能
性が出てきた。

福島 放射性物質、基準下回る
覆土覆わず栽培試験 （朝日新聞

南三陸の野生キノコから基準値超すセシウム、
震災後で初…出荷自粛要請（読売新聞 20/12/14）

宮城県は昨年 12 月 10 日、南三陸町の野生キノコから
国の基準値（1 キロ・グラム当たり 100 ベクレル）を超え
る 580 ベクレルの放射性セシウムが検出され、町に出荷を
自粛するよう要請したと発表した。出荷前の検査で判明し、
市場には流通していない。 県によると、基準値を超えたの
は 11 月 10 日に採取されたコウタケで、同町の野生キノコ
が出荷自粛になるのは東日本大震災後、初めて。

政府方針決定は 21 年に持ち越し
福島第 1 原発の汚染処理水処分
経産省「年内は厳しい」 （東京新聞

20/12/24）

東京電力福島第 1 原発の汚染水を浄化処理した後の放射
性物質トリチウムを含む水の処分について、経済産業省は
昨年 12 月 24 日、方針決定が来年以降になる可能性が高い
と明らかにした。担当者は本紙の取材に「年内の決定は厳
しい」と説明。政府は海洋放出処分を検討しているが、風
評被害を懸念する漁業団体などとの調整や対策の検討に時
間がかかっている。

20/12/11）

東京電力福島第 1 原発事故後の除染で出た土を飯舘村長
泥地区の農地のかさ上げに使う環境省の実証事業で、同省
は昨年 12 月 10 日、除染土を覆土せずにインゲンとキャベ
ツを栽培した結果、放射性物質の濃度は国の基準を大きく
下回ったと明らかにした。ただ、
農地の水はけに問題があり、
育ちが悪かったという。村内で開いた住民らとの会合で試
験結果を報告。この会合は過去 9 回は非公開だったが、こ
の日初めて一部のみ公開された。

【独自】福島に家族で移住なら 200 万円支給…
原発周辺12市町村対象に支援金 （読売新聞 20/12/13）

政府は 2021 年度、東京電力福島第 1 原発の周辺 12 市
町村へ移住する人に最大 200 万円の支援金を出す方針を固
めた。21 年 3 月で原発事故から 10 年になるが、12 市町
村の避難指示が解除された区域の人口は、住民基本台帳登
録数の 2 割にとどまっている。避難者らの帰還だけでなく、
新たな移住を促して地域の復興再生を進める。支援金の対
象は、2011 年の事故当時、12 市町村に住んでいなかった
人で、来年夏以降の支給開始を見込む。県外から家族で移
住した場合は 200 万円（県内からは 120 万円）
、単身の場
合は 120 万円（同 80 万円）を支給する。

未除染でも「避難解除」決める
住民居住想定せず、飯舘適用へ

（福島民友 20/12/26）

東京電力福島第 1 原発事故による帰還困難区域を巡り、
政府は昨年 12 月 25 日、特定復興再生拠点区域（復興拠点）
から外れた地域で土地活用する際の避難指示解除要件を決
めた。地元の要望を前提に、放射線量が年間 20 ミリシーベ
ルトを下回れば除染をしなくても避難指示を解除できるよ
うにした。住民の帰還や居住を想定しない形での土地活用
に限って適用する。

原発事故後の記録一冊に
民間団体有志、事実を共有し教訓次世代へ

（河北新報 20/12/27）

東京電力福島第 1 原発事故後の暮らしの不安を、市民が
中心となり払拭（ふっしょく）していった日々の記録集が
発刊された。県内外の 34 団体の活動やデータをまとめた。
母親や生産者の貴重な経験を後世につなぎ、教訓を生かし
てもらう。タイトルは「3・11 みんなのきろく みやぎの
きろく」
。A4 判、160 ページ。食品や土壌の放射性物質を
調べる大河原町の「みんなの放射線測定室てとてと」など
民間団体の有志 6 人が編集した。
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イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

2021年
日

2

1/24

火・木・金・第２土…相談日
●…ほっと岡山主催・共催等
●…協力イベント等

月
月

火

25

31

2/1

7

8

14

15

21

22

28

3/1

26

水

27

●相談員：はっとり ●子どものひみつきち

相談員…●大和田（精神保健福祉士）
●司法書士（毎月第1金曜）
●臨床心理士
木

29

28

金

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：はっとり

土

30

●くるくるお茶会・アロマ

2

3

4

5

6

9

10

11祝日

12

13

●相談員：大和田

●子どものひみつきち

●相談員：はっとり ●子どものひみつきち

16

17

23 祝日

24

2

3

●相談員：大和田

●相談員：大和田

●ねっこぼっこ
●子どものひみつきち

●子どものひみつきち

●子どものひみつきち

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●はっとり

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田
● 311スタディーズ
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●相談員：宮岡
（義） ●相談員：臨床心理士

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義）
●くるくるお茶会・アロマ

（義） ●相談員：司法書士
●相談員：宮岡

● 東日本大震災
10年フォーラム

●相談員：宮岡
（義）

ス

タ
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フ
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● ふるさと交流会
（南相馬）
り●相談員：はっとり

●先月号で、ふるさとふくしまの事業で
福島に行く予定で切符を手配したことを
書いたのですが。新型コロナの影響で、
行く予定の交流会は、中止になり、切符
は、
払い戻しをし。12 月の寒い朝にブレー
カーが落ち PC が壊れていたので、お正
月に修理するための部品も年末には届い
たので、修理とその他も部品の取り付け
を、時間ができた年末にして。お正月は、
だらだら YouTube を見て過ごした。コロ
ナどうなるんだろう。
（宮岡義人）
●今年の冬は、寒いですね。コロナも心
配だから、最近どこも出かけず、寝正月
という日本の文化を満喫しました。少し
暖かい日に、お庭で焼き牡蠣でもしたい
なぁ。
（宮岡篤子）
●何年か前に仙台メディアテークに行っ
た時のこと。高校生たちが被災当時のこ
とを話す「語り直し」をしている映像を
見ました。何度も繰り返し見ました。
「周
りの人に気を遣い苦しさを押し隠して声
に出せなかった人、
「復興！頑張ろう！」
の声にかき消されてしまった「声」
、何が

●相談員：はっとり
● ふるさと交流会

（郡山／いわき）
何だか分からず頑張り続けたこと」私は
それからずっと考えています。いま、そ
れぞれの自分の言葉で「語り直し」がで
きる安心安全な場が一人ひとりにあるで
しょうか。
( おおたに )

●おめでとうと言うには重い年開けだっ
た。2012 年もそんな年でとうとう年賀状
が書けなかったのを思い出した。今年は
どんな年になるのだろうか？私の希望を
言えば東京五輪の中止だ。五輪開催のた
めには、さらに莫大なお金がかかるとい
う。今第一優先にすべきことなのか？世
界中からウィルスを集めてどうするのだ
ろう。
「福島はアンダーコントロール」が
嘘だということは皆わかった上でのオリ
ンピック招致だった。オリンピックで利
権を得た人たちはもう充分とすべきだろ
う。アスリートは可哀相という声もある
が、彼らは自己肯定感の強い人達だから
何とか乗り越えてゆかれるだろう。それ
よりも今、身も心も痛んでいる人達にこ
そお金を分配し、ＰＣＲ検査の充実で無
症状者を見つけ的確な対応をして欲しい。
これをする気のない政治家は退場という
15

年にしたい。

（大和田）

● 2 月 13 日 311 スタディーズの蟻塚先
生を招いた勉強会がもうすぐです。先生
の言葉を紹介します。
「人は悲しみを受け
止めてくれる人がいて初めて、悲しむこ
とができます。震災直後は『頑張ろう』
『前
を向こう』と励まし合うことで、苦しい
場面を乗り切れた。短期的には意味があ
りますが、長期的に続けていると疲れ切っ
て破綻してしまう。大切なのは弱音を吐
いてもいい社会。つらいことに向き合っ
て、悲しむことが許される社会こそが、
強靱な社会です。今、原発事故を生き抜
いた人々に必要なのは、
『悲しむ』ことが
できる環境です」
。ほっと岡山でも、相談
や交流会やちょっとしたやりとりの際に、
避難者、移住者のお一人おひとりから、
「実
はね」
「蓋をしめて過ごしてきました」
「振
り返る機会ができてなんかよかったです」
と、いろんな声に出会います。ぜひ 2 月
13 日、蟻塚先生の講演会へご参加くださ
い。ぜひ、避難を経験したみなさんとご
一緒したいです。
（はっとり）

放射能が不安,
健康被害のこ
とを
放射能が不安,
誰にも話せない...
健康被害のこ
とを

岡山のことが
わからない...
岡山のことが
わからない...

母子避難で
もう限界
母子避難で
もう限界

誰にも話せない...

これから、
どこで
暮らしていこう...
これから、
どこで
暮らしていこう...

相談したいけど
相談先が分からない
相談したいけど
相談先が分からない
さびしい...
さびしい...

「相談するほどじゃないかもしれない...」
「相談するほどじゃないかもしれない...」
「相談」
というと、ハードルが高いように感じるかもしれません。
「相談」
というと、ハードルが高いように感じるかもしれません。
モヤモヤした気持ちを吐き出したり、
一緒に整理したり、
モヤモヤした気持ちを吐き出したり、
一緒に整理したり、
一緒にこれからのことを考えたり。どうぞ抱え込まないで、
一緒にこれからのことを考えたり。
どうぞ抱え込まないで、
だれかとつながることで、ほっと一息ついてみませんか？
だれかとつながることで、ほっと一息ついてみませんか？

0120―566―311

ほっと相談
専用ダイヤル

Mail : hotokayama@gmail.com

相談：電話・来所・メールにて対応 時間：火・木・金・第2土／ 10 : 00 〜 16 : 00
相談員は、避難当事者、支援者のほか、精神保健福祉士、臨床心理士、司法書士がおり、さまざまな相談
お悩みをお聞きしています。 まずはお気軽にご連絡ください。秘密厳守ですのでご安心ください。
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コンビニ
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鹿田キャンパス

精神科医療センター
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岡山市役所

水道局

清輝橋駅

「大学病院」
バス停

大元駅←

「大学病院入口」
バス停

南門

ほっと岡山
NTTドコモ

岡山大学病院

ほっと岡山

〒

「東古松四丁目」バス停

P

P

スーパー

スーパー

大元駅

アクセス
岡山駅から
●車の場合：約１０分
●徒歩の場合：約３０分

●路面電車の場合：岡山駅前から「清輝橋」行き路面電車で12 分「清輝橋」下車、徒歩約１５分
●バスの場合：
・岡山駅東口バスターミナルから「12」「22」「52」「62」「92」系統の岡電バスで「大学病院入口バス停」下車徒歩10 分
・岡山駅東口バスターミナル「４番乗り場」から「2H」系統の岡電バスで「大学病院構内バス停」下車徒歩 10 分
・岡山駅前（イコットニコット前または高島屋入口）から循環バスで「大学病院入口」下車徒歩 10 分
・岡山駅東口バスターミナル「８番乗り場」から「83」系統（新保西・万倍行）の岡電バスで「東古松四丁目」下車徒歩４分

Web でも『ほっと岡山』の活動などをご覧いただけます

発行：2021 年 2 月 1 日

「311 支援カード」について
東日本大震災、原発事故により岡山へ避難されている皆さま
へ：今後も情報提供等、支援を継続していくため、ほっと岡山
では「311 支援カード」を作成しました。「全国避難者情報シ
ステム」や各メーリングリストとは別の、ほっと岡山独自のも
のになります。ほっとおたより NEWS と共にお手元に用紙が
届いている方もいらっしゃるかと思います。届いていない方や
詳細についてのお問い合わせは、ほっと岡山まで。
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