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【東日本大震災・原発事故後のくらしに関する調査】 

 

北海道札幌市と福島県相馬市において、主に、２年目における「くらしの支

援」について調査しましたのでご報告いたします。 

 

【目 的】 

震災後北海道札幌市に避難された福島県出身の方と福島県（相馬市)の方へ、

震災後１年目と調査時の約２年目のくらしの変化を下記のポイントでアンケ

ート調査しました。 

１）健康状況と健康に関する支援の必要性  

２）家族・親族間等の会話（「喜」「怒」「哀」「楽」に関する話題）の変化 

３）相談（友人・知人や行政機関、支援団体等）回数の変化 

４）コミュニケーションの支援の必要性   

【対象と方法】 

札幌市でのアンケート調査は、札幌市の協力を得て避難者世帯へ情報紙「生

活支援ほっとニュース」発行時に同封して福島県出身の３０１世帯を対象に

実施しました。 

また、福島県でのアンケートは、一般社団法人 Bridge for Fukushimaのご

協力を得て、同法人が相馬市で毎週水曜日と土曜日に実施している飲料水の

配布の機会を通じて２５０世帯に調査依頼を行いました。 

 

表１ 調査地域及び回答数 

調査対象地域 回答数(回収率) 調査期間 

北海道札幌市群  ７０件（２３％） 平成２５年２月 ６日～２月１５日 

福島県相馬市群  ６８件（２７％） 平成２５年２月１３日～２月２２日 

 

＜札幌市群＞            ＜相馬市群＞  

 

             

図１ 男女別アンケート調査回答状況 
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＜札幌市群＞            ＜相馬市群＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４ 就業状況 

図３ 家族構成 

図２ 年代・性別アンケート

調査回答状況 
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◎家族･親族間等の会話の内容（「喜」「怒」「哀」「楽」に関する話題）の変化 

家族･親族間の会話の内容の変化については、親族間では、札幌市群、相馬市

群とも大きな変化はありませんでした。しかし、家族間では、「喜」と「哀」の

項目で両群の回答が異なる特徴が見受けられました。 

 

①家族間 

＜札幌市群＞           ＜相馬市群＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②親族間 

＜札幌市群＞           ＜相馬市群＞ 

 

 

 

 

 

 

図８ 家族・親族間の会話内容の変化 
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【まとめ】 

今回の調査は主に 40才代以下の女性からの回答で、特に、札幌市群では、母

子の家族構成の割合が高い特徴がありました。 

健康面（身体）の各問いの項目では、両群とも約５０％の方が「どちらかと

いえば健康である」という回答でした。しかし、札幌市群のご自身の項目にお

いては「どちらかといえば健康でない」回答が、相馬市群に比べて高い傾向を

示しました。その背景として、札幌市群の家族構成が、相馬市群にはない母子

世帯が多いことと、自由記述に交通支援の要望の記載から、家族と離れて生活

していることが関連していると考えられます。 

一方、健康面の支援では、相馬市群の子どもに対する支援の必要性が高い傾向を

示し、飲料水の需要の背景が考えられました。 

 コミュニケーション支援では、札幌市群で「ご近所」に関して、約 1年前と

比べて、支援の「必要ない」＞「どちらとも言えない」＞「必要ある」の順序

でした。これは、暮らしが落ち着いたためなのか、見知らぬ土地で、閉じこも

りつつあるのかの精査が必要と考えられます。 

そして、相馬市群では、「行政機関」及び「行政以外の機関・団体」とのコミュニケ

ーション支援が求められております。今後、その内容についてさらに把握する必要が

あると考えられます。 
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東日本大震災・原発事故後のくらしに関する調査：自由記述編 

 

＜札幌市群＞ 

1 多くの人が悩んでいるのは「お金・金銭面」子どもへの将来的な健康被害。

子育て支援（近くに子どもをみてくれる人がいなくなった）など様々あります。

いつまでも被災者でいてはならなくて、自分たちの生活をたてなおしていかな

くてはならないと、努力しようと思っても、実際、土地柄的に収入も安く、子

どもを保育園に入れることはできても、子どもの急な病気を懸念され（みてく

れる人がいないので）私の就業先をみつけるのが難しい。こんな現状を知って

いただければと思います。いつもあたたかいご支援ありがとうございます。 

2 日々のご尽力に感謝しております。ありがとうございます。 

3 たくさんの生活支援や情報ありがとうございます。先日は札幌ドームで野球

観戦をさせていただきました。あまり外出しない主人も大喜びでした（昨年）。

札幌に避難してきて本当に良かったと思っています。冬の雪の生活に慣れつつ

あります。本当にありがとうございます。※ほっとニュースの「くらしの雑記

帳」毎回楽しみにしております。とても参考になります。 

4 我が家は主人と二女が郡山、私と長女が札幌におります。長女の卒業を機に

郡山に帰る予定でいます。春休み、夏休み等の帰宅の交通支援（補助等）が今

とても必要です。 

5 今までのような手厚い支援が今後は少なくなってしまうのかなという不安が

あります。 

6 家族再会支援は、なかなか福島にいるお父さん（夫）に会えない中、とても

ありがたかったです。大変助かりました。また、このような支援があると嬉し

いと思います。色々と御尽力ありがとうございました。 

7 ドアのインターフォンのピンポンがいや。動悸がする。（家の中で確認できる

インターフォンがあればと思う）救急車やサイレンがいや。動悸がする。（副都

心なので毎日毎日いつもなっている） 

8 毎回、情報が来るのを楽しみにしています。心より感謝しております。あり

がとうございます。 

9 特にない。 

10 一秒でも早く助けてほしい。現在、不安、気が狂いそう。身体中疾患。じっ

としていると気が狂う。誰もいない一人暮らし。不安不安不安。差別差別差別。

団体者天国、単独者地獄。助けて助けて助けて。何で TELNo.を聞かないか。金

無し、かけれず。心が入っていない調査。 

11 原発事故の放射能や、また大きな地震が起こったら…と思うと帰りたくても

帰れません。（その立場にならないとわからないと思いますが、やりばのないこ
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の腹立たしさはどうすればよいのでしょう。）母子避難のため、父親は福島にい

ます。交通費や 2重生活で出費がかかるため、私も働いていますが、3歳と 5歳

の男の子のそばにいてあげていろいろ教育したいですが、できません。父親が、

札幌に転勤になれば私たちは避難者ではなくなりますが、転勤はむずかしいと

のこと。私としては、なんとか家族みんなで札幌で暮らしたいです。P.S いつ

も NPOさんにはお世話になりありがとうございます。 

12 いつも色々と情報提供ありがとうございます。やはり、離れている家族との

再会の為の渡航支援等はとても助かりますが、ずっと支援を受け続ける訳にも

いかないと考えています。前に進む為の支援が今後必要だと思います。 

13 いつも支援と安心感を与えて下さっている皆様の働き、犠牲的な働きに感謝

しています。ありがとうございます。 

14 いつも支援ネット拝見させていただいております。ありがとうございます。

たくさん情報があふれる中で正確な情報を手に入れる手段などを教えていただ

けるとありがたいです。最終的に判断するのは自分自身ですが。一番は子供達

が大切です。子供の未来のためにできることを私自身も探していきたいと思い

ます。今後ともよろしくおねがいします 

15 父親が札幌に来る交通費の援助は大変助かりました。なかなか会いに来る事

ができず、（交通費が高い為）年に 1～2 回しか来れませんが、このような支援

があると、子供が父親に会える機会が増えて、とっても良かったです。本当あ

りがとうございました。今後も続けていただけたら、うれしいです。 

16 いつもお世話になっております。どうかお体に気をつけて下さいませ。 

17 簡単な通院時の費用。 

18 情報誌、毎回楽しく拝見しております。我が家には小さい子どもがいるので、

特にイベントの情報をみては足を運んでみたりしています。普段は“知ってい

る所”しか行かないので、たくさんの情報本当にありがたいです。去年よりな

れたかなぁ…と思う。2年目の冬…みなさんの温かい気持ちに感謝です。これか

らもどうぞよろしくお願いします。 

19 民間貸貸住宅借上げ制度で部屋もただで住ませてもらってますし、家電もも

らって特に何の不満もなく生活しています。仕事探しがすこし難しいのですが、

なんとかなると思います。心優しい支援をありがとうございます。お礼が言い

たかったので、この場を借りて伝えたいです。いつもありがとうございます。 

20 子供の相談なのですが、次女が大学進学したいと思いはじめていますが、現

在行っている学校が進学校ではないのと、北海道の学校がよくわからない大学

に行くまでの過程をアドバイスしていただけたらお願いします。今年はいろい

ろ大変だったので受験しませんでした。来年は受けたいと思っているようです

のでよろしくお願いします。福島県では原町高校と言う学校で進学校でした。
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母親は大学に行っていないのでアドバイスしてあげられないので、よろしくお

願いします。 

21 私達は一昨年の夏に自主避難の為、移住してきました。出産後間もなく被災

した為、精神的にも辛かったです。しかし、時が過ぎるのは早く、来年で家賃

の支援が終わってしまいます。まわりの方々は次々と職を見つけ、正社員とし

て働いている方々もいますが、わが家はなかなか思うように仕事に就けず安定

しません。私も働きたいのですが、預け先や移住して半年で入院、手術をし体

力の低下やこれから先、ずっと定期検査をしなければなりません。せめて、あ

と一年休めれば娘も預けて働けるかと思っております。いつかは（すぐにでも）

行政の支援を受けずに生活したいと思っております。しかしながら、わが家は

夫が会社に入ったものの、社員になるまでは最低一年かかります。自分たちが

自立して生活していくにはまだ時間がかかります。まわりの母子避難の方々も、

今年でやむなく帰還する人がでてきました。このような声は一体どちらにお話

しすればよいのでしょうか？わが家も延長がなければ、おそらく今年でやむな

く帰還するかもしれません。もう少し生活が安定すればいいと毎日毎日、生活

のことで頭がいっぱいで辛いです。最後になりましたが、いつも支援をしてく

ださり、心から感謝しております。 

22 家賃の支援は今後も続けてほしい。（続けてもらわないと生活できなくな

る。） 

23 いつもあたたかいご支援ありがとうございます。心から感謝しております。

今後の生活を考えると、家族（夫）と離れて暮らしていることもあり、できれ

ば地元、福島へ戻りたいと考えております。戻れない場所であればこのまま移

住を、とも考えますがどちらの判断もできない状況です。もう少し時間が経て

ばわかるのか、数年では判断できないものなのかわかりません。でも、もう少

し時間が欲しいので、移住の支援を続けて頂きたいです。よろしくお願いいた

します。 

24 行政に働きかける支援が必要と感じます。 

25 毎月のように各種の支援事業のお知らせがあり、大変ありがたいと思ってい

ます。ただ、就学前の子ども 3 人と母だけ（内 障害児）では参加できる催し

は少なく、数少ない内で応募しても抽選にもれて参加できず、の繰り返しです。

できれば、障害児のいる家庭や母子避難に限定したイベントも計画して頂ける

とありがたいです。（どこかに連れて行ってあげたいと思っても母一人では連れ

て歩く自信がなくあきらめることが多いのが現状です。） 

26 離れて暮らす父親、祖母達の交通支援があったら有難いです。 

27 母子での避難生活にも慣れ、周りの方々や支援団体の方々のサポートがあっ

てなんとか生活しています。本当に皆さんのサポートありがたく思っています。



8 

 

家族のように親切にしていただき、ただただ感謝の思いしかありません。あり

がとうございます。 

28 支援団体の方々からの情報をいただき、またそれに参加させていただき、本

当に感謝しております。ありがとうございます。今後も続けていただければ、

おおいにありがたいと思います。やはり、福島県の状況が知りたいという切実

な思いがあります。１カ月に１度でいいですから、希望すれば福島の地元紙、「福

島民報」か「福島民友」を送付いただくというのは無理なお願いでしょうかね？ 

29 道営住宅の提供が 1年延びてホッとしました。次に住む家をみつけるまで今

いるとこで生活できるとありがたいです。中古住宅などの情報を送っていただ

けたらうれしいです。家をさがしているけど、そこの土地のことや治安などよ

くわからないことがけっこうあるので。家に関する情報がほしいです。 

30 情報を共有できるペーパーを送ってもらえることがとてもありがたいです。

避難者の状況は様々と思うので、色々なジャンルの支援情報は、色々な形で役

に立っているはず！はげみになっています。 

 

 

 

＜相馬市群＞ 

※水道水への不安を持つ、乳幼児を抱えた母親に対し、ミネラルウォーターを

配布している団体と連携してアンケート調査を行いました。 

 

1 項目をよく読んでいただき私たちの声をくみ取ってください。避難地に出向

きみなさんの声を聴いてこれから希望を持てる社会を作ってください。かわい

い子供の将来に夢が持てるように。 

2 いつも支援をして下さり、ありがとうございます。心の救いになっています。 

3  ０～３歳までの子供がいるママを集め交流の場を作ってほしい。（原発３０

ｋｍ以内の被災者のみ）、３０ｋｍ以内のママは悩みが多い。（少なからず私の

周りには） 

4 私たちは乳児がいた為いろいろ特に水に関しては支援していただきありがた

く思っております。これから孫たちの成長を考えると不安がいっぱいです。6か

月秋田の旅館に避難しましたが家と両親がいた為帰ってきました。食べ物がと

ても心配でした情報も不足でしたしでも慣れることが一番怖いと思い頑張って

おります。ボランティアありがとうございます。これからも宜しくお願いいた

します。 

5 ３０キロ圏内と圏外では、原発に対しての行政機関の対応が違い過ぎる。線

量的には、圏外の方とあまり変わらないのに、子どもの検査にしても後回し。
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逆に言えば、３０キロ圏内の避難している方が多いのに、3３０キロ圏外の残っ

ている人たちが検査後回しがおかしい。検査体制を呼びかけてほしい（子ども

に対して） 

6 支援物資の配布時間を１８時までにしてもらいたいです。仕事でなかなかも

らえないので。今、現在妊娠中です。子どもも 1 歳で水をもらえるのは本当に

ありがたいです。本当にありがとうございます。 

7 「週に二回、支援物資をいただきに、足を運ぶ」これが毎週必ずやること、

唯一の予定だったり…。外出の機会がかなり減っているので、いい気分転換に

なっています。いつもいつも本当にありがとうございます。 

8 いつも物資配布やイベント開催などしていただき、本当に感謝しております。

暑い日も寒い日も本当に毎週ありがとうございます。水道水については、検出

などではあっても検出できない数ベクレルが体にたまっていくのでは…という

不安があるため、とても助かっています。実際、水の購入や県外の野菜購入に

は、震災前よりお金がかかっています。浪江に住んでいた祖母が野菜をつくっ

ていたので、以前は野菜にかかるお金がとても安く済んでいました。今は、食

費が倍です。本当に助かります。ありがとうございます！ 

9 水はもちろんありがたいのですが、子どもの物を少し支援してほしいです。

ミルク、おむつ、おしりふき、ドリンク、月々の買い物でかなりの金額になっ

てしまいます。他県の野菜が高いので、少し負担を下げたいです。 

10 ミルク、おむつ、おしりふきの支援があれば助かります。 

11 ０歳から９歳児までいますが、小学生も成長中なので、水の支援してほしい

です。 

12 私みたいにまだマスクもできない自分で守ることのできない小さい子供が

いる者にとっては水の支援はとてもありがたいことです。これからもよろしく

お願いします。 

13 支援物資集めすごく大変かと思います。お体にお気をつけて、少しでも長く

続けていただけると嬉しいです。物資が集まらない場合は、回数を減らしても

いいと思います。 

14 やはり、水が必要です。市や国では、水道水は大丈夫と言ってますが、小さ

い子供がいる家はほとんど買った水を使用しています。金銭面もそうですが、

重い水を毎日買いに行くのも大変です。野菜も、地元のものはほとんど食べま

せん。田畑はあるのに、水害で田んぼは使えず、畑は育てるものも少なくして、

子どもには食べさせません。悲しいですが、これが現実です。 

15 無愛想なおじさんがいたので、とっても嫌でした。野菜は高いときがあって、

みんなが高いと言っていた。 

16 子どもの支援ありがとうございます。少しでも助かります。 
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17 まだまだ、いろいろな面で支援などが必要だと思う。子どもだって、体力面

で落ちていると思う。 

18 ミルクをもう少しください。あとはいつも通りのご支援で構いません。 

19 いつも水やいろいろな支援をいただいて助かってます。水道水も、市は大丈

夫と言っていますが、やっぱり心配でお風呂以外は水道水は口にしません。特

に震災後に子どもが産まれたため、ミルクも完全にミネラルウォーターです。

私の妹は二人目がおなかにいるため、毎回いただけるお水が大変助かっていま

す。震災後二年近く経ちますが、ずっと続けていただいている支援助かります。

ありがとうございます。 

20 いつもご支援していただき大変ありがたく感謝申し上げます。これからも末

永くよろしくお願いします。自立に向かってがんばっていこうと思います。 

21 赤ちゃん用に水、ミルク、オムツ、などの支援があるととても助かります。 

22 いつもご支援ありがとうございます。本当に毎日の水の支援は助かります。

体の中に入れるものは安心できるものに限るので、これからもよろしくお願い

します。 

23 いつも支援物資やイベントで支援していただき、ありがとうございます。子

どもたちもイベントは大変楽しんで参加させていただいてます。 


