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番号 所在地 事業者名 事業名 交付額
（千円）

事業概要

1 青森県
特定非営利活動法人
国際ボランティアセンター青森
理事長　竹ヶ原　公

繋がろう！続けよう！福島～青森
交流・相談支援事業

1,232
○青森県内での避難者交流会の実施
〇福島県内での視察を含む、県内市民団体と県外避難者との交流会の
開催

2 宮城県
一般社団法人
東北圏地域づくりコンソーシアム
代表理事　増田　聡

東北各地に分散避難する福島県民
に再会の場を提供する移動交流会
実施事業

2,000
○福島県内での移動交流会
〇東北ブロック内での互いに遠隔地に住む避難者同士の移動交流会

3 秋田県
東日本大震災による避難者を支援
する秋田県南連絡協議会
会長　丹　すみ子

東日本大震災による避難者を支援
する秋田県南連絡会議

2,000
○秋田県内での避難者交流サロン、交流会の開催
○福島県の現状を伝える交流会の開催
○自治体、NPOと連携した生活設計等の支援

4 秋田県
福島県からの避難者を支援する連
絡協議会
会長　大西　洋一

秋田うつくしま生活再建パートナー
シップ事業

1,100

○交流講座の開催等による生活再建支援
○秋田県内での子どもの学習支援、交流会・戸別訪問
〇秋田県内に帰還者を招き現状を伝える交流会と相談会の開催
〇福島県内での支援者と帰還者の交流会

5 山形県
寺子屋子ども大学
代表　松尾　剛次

福島原発事故による避難児童と山
形県民の交流およびカウンセリン
グ受付事業

1,000
○避難児童への学習支援を通じた交流会の開催
○児童・保護者へのカウンセリング受付窓口の設置

6 山形県
特定非営利活動法人
フードバンク山形
理事長　増田　勇一

起業へのチャレンジプロジェクト 5,165
○山形県内での避難者との相談・交流会の開催
○避難者による避難者世帯の戸別訪問事業
○有機野菜づくりを通した「健康」と「起業」による生活基盤づくり

7 山形県
ハチドリ一滴の会
八矢昭司

体験と交流の充実、生活の安心サ
ポート事業

2,800
○戸別訪問による避難者の生活の安心サポート活動
○地域との交流による体験活動、自活力の向上の支援
○山形県内での帰還者が福島県の現状を伝える交流会活動

8 山形県
特定非営利活動法人
コミュラボｰ地域生活研究所
理事長　岡崎　卓弥

第二回山形県内ふくしま避難交流
メンタルヘルス事業

1,100
○山形県内に避難する避難者の交流茶会の開催
　（セラピー・メンタルケア講座、ワークショップ、お茶会を複合し開催）

9 山形県
特定非営利活動法人
やまがた育児サークルランド
代表　野口　比呂美

やまがた避難者交流・相談・訪問事
業～寄り添い型子育て支援～

3,720
○山形県内での交流会・相談事業による自立支援
〇母親の自立支援（家庭訪問ボランティア、情報誌の作成）
〇地域の連携作りとコーディネート

平成29年度ふるさとふくしま交流・相談支援事業（県外避難者支援事業）
一次採択事業一覧
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平成29年度ふるさとふくしま交流・相談支援事業（県外避難者支援事業）
一次採択事業一覧

10 山形県
特定非営利活動法人
やまがた絆の架け橋ネットワーク
代表理事　早坂　信一

避難者寄り添いと帰還者交流事業 2,800
○寄り添い活動（避難者宅の戸別訪問）
○コミュニティ強化のための山形県内での避難者交流茶会の開催
〇帰還者との交流会の開催

11 茨城県
じゃぁまいいかねっと
代表　池田　幸也

震災や震災後の生活によるストレ
スを緩和するための心と体のケア
事業

500
○茨城県内での心と体の相談会の開催
○料理教室を通しての福島からの避難者同士、茨城県民との交流

12 茨城県
茨城県内への避難者・支援者ネット
ワークふうあいねっと
代表　原口　弥生

茨城県内在住の広域避難者の生
活再建・孤立防止のための情報提
供・交流事業

2,260

○茨城県内での避難者交流会の開催
〇避難者と支援者による福島県内視察研修の実施
〇ふうあいおたより発行（避難者向け情報誌）
〇震災復興祈念イベント開催

13 茨城県

特定非営利活動法人
フュージョン社会力創造パートナー
ズ
理事長　武田　直樹

原発避難者に対する戸別訪問、及
び避難者が主体となった交流会事
業

1,000
○自治体等と連携した戸別訪問活動の実施
○茨城県内での避難者主体の交流会の開催事業

14 茨城県
元気つく場会
代表　古場　泉

「元気つく場会」が主催および協力
する避難者支援事業

1,900

○茨城県内での避難者交流会の開催
○避難先の生活に関する情報提供事業
○避難者宅の戸別訪問の実施
○福島県内施設の見学及び福島県内避難者との交流

15 栃木県
とちぎ暮らしネットワーク
代表　鈴木　奈津子

避難者の　生きがい・支え合い
「おたがいさま」事業

2,695

○栃木県内でのコミュティ強化のための交流会、勉強会の開催
○孤立しないための戸別訪問活動
○保健師による心の相談窓口設置
○福島県の現状を知るための帰還者との交流会

16 栃木県
ふくしまあじさい会
会長　佐々木　正教

ふくしまあじさい会交流事業 2,619
○栃木県内での定例交流会開催
○福島県内での県外避難者との交流会開催
○栃木県内での帰還者との交流会開催

17 埼玉県
ＮＰＯ法人
加須ふれあいセンター
代表理事　富澤　トシ子

福島県双葉町から避難された方々
に寄り添う事業

3,151
○埼玉県内での交流カフェ事業、食事提供事業、イベント事業、販売事業
〇見守り活動（日常生活、交流会参加のための送迎）、ふる里交流事業
（バスによる福島訪問）、相談事業

18 埼玉県
特定非営利活動法人
NPO埼玉ネット
代表理事　松尾　道夫

平成29年度県外避難者支援及び
支援団体ネットワーク構築事業

9,119
○埼玉県内での自立支援に向けた避難者向け研修会、交流会の開催
○各支援団体とのネットワーク強化活動
○福島県内での帰還者との交流会開催
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19 埼玉県
特定非営利活動法人
すぎとＳＯＨＯクラブ
理事長　小川　清一

サクラサクふくしま事業～オール埼
玉で避難生活をバックアップ～

7,865
○個別の相談対応による県外避難者の生活支援事業
○埼玉県内での避難者交流会の開催
○富岡町見学ツアーの開催

20 埼玉県
震災支援ネットワーク埼玉
代表　猪股　正

首都圏避難者の生活再建のため
の情報提供/専門家による相談対
応事業

7,027
○埼玉県内での交流会実施運営・専門家による相談対応
○電話相談事業の常設
○訪問相談事業による孤立化防止、つながりづくり

21 埼玉県
ここカフェ＠川越
代表　鈴木　直子

ここカフェ＠川越 2,500
○埼玉県内での避難者交流会の定期開催
○電話相談事業の常設
○県外避難者と帰還者の相談交流会の開催

22 千葉県

特定非営利活動法人
ちば市民活動・市民事業サポートク
ラブ
代表理事　牧野　昌子

福島への思いを大切に、千葉での
暮らしを支えるプロジェクト2017

3,883

○情報紙「縁joy」の発行、支援団体等との情報交換会開催
○イベント「縁joy・東北2017」の開催
〇被災地バスツアーの実施
〇千葉県内での避難者交流会の開催

23 千葉県
わかば「お茶っこ」しよう会
会長　田沼　淳子

地域みんなで震災支援「お茶っこ」 842
○被災者・地域との交流スペース「お茶っこカフェ」楷書
○被災者にお茶っこだよりの配信
○千葉県内での被災者交流会開催

24 千葉県
東日本大震災復興支援松戸・東北
交流プロジェクト
代表　小宮　保子

ともに生きる広域避難者千葉とうか
つプロジェクト

10,000
○千葉県内での常設型の避難者交流サロン事業
〇避難者交流・学習・相談支援事業
〇避難者の声発信事業

25 千葉県
竹宵の会
代表　尾曽　昭雄

にんじんカフェ 2,052
○千葉県内における避難者交流会の開催
〇避難者戸別訪問の実施
〇福島県外での帰還者交流会の開催

26 東京都
特定非営利活動法人
医療ネットワーク支援センター
理事長　人見　祐

首都圏の避難者の生活再建とコ
ミュニティ活動支援事業

12,992
○避難者の主体的企画運営による、首都圏での交流会開催
○福島県内の支援団体との情報共有会議
○福島県内での交流会

27 東京都
むさしのスマイル
代表　岡田　めぐみ

福島県ふるさとふくしま交流・相談
支援事業（県外避難者支援事業）

4,168

○定期的な戸別訪問の実施
○福島県内での避難者と福島在住者・帰還者との交流及び現地視察の実
施
〇東京都内での避難者交流会、相談会の開催
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28 東京都
特定非営利活動法人
こどもプロジェクト
理事長　福田　恵美

県外避難母子の生活再建応援事
業

9,861
○戸別訪問・電話相談・健康サロンによる自立サポート
〇東京都内での避難者交流会の開催（学習支援・料理教室等）
〇帰還親子との交流会・相談会

29
神奈川

県

横須賀災害ボランティアネットワー
ク
代表　鷹野　克彦

横須賀しゃべり場 348
○神奈川県内での定期的な交流会やイベントの開催による帰還・定住支
援等
○避難者からの相談受付

30
神奈川

県

特定非営利活動法人
かながわ避難者と共にあゆむ会
理事長　鈴木　實

神奈川県内避難者の活動の支援と
交流及び福島県内帰還者との交流
促進事業

8,100

○神奈川県内避難者相互支援コミュニティ形成事業（神奈川県内支援団
体・当事者団体交流懇親会、県内避難者交流バスハイク、交流会、会報
発行）
〇神奈川県内での地域交流懇親会の開催
〇福島県内での交流事業

31
神奈川

県

NPO法人
よこはま・七つ星
高松　清美

東日本大震災県外避難者サロン・
個別訪問支援事業

1,400

○神奈川県内での避難者の孤立化防止、地域住民との繋がりづくり（避難
者サロン、交流会運営）
○戸別訪問の実施による孤立化防止
〇電話相談による他団体と連携した相談対応

32 山梨県
東日本大震災・山梨県内避難者と
支援者を結ぶ会
会長　折笠　浩二

山梨県内避難者個別訪問事業 1,490
○山梨県内全域を対象とした避難者戸別訪問の実施。
　（交流会等に出席できない世帯等を訪問。必要に応じて専門家サポート）

33 静岡県
しずおかおちゃっこ会
代表　宮本　秀範

避難者交流支援活動 900
○避難者が中心となり企画・運営する定期交流会の開催
○福島県内での交流会の開催

34 静岡県
ＮＰＯ法人
臨床心理オフィスＢｅサポート
理事長　皆川　行寛

静岡県への避難者支援事業「ＯＨＡ
ＮＡ」

1,300
○静岡県内避難者の情報公交換交流会
〇避難児童・生徒の学習支援「ＯＨＡＮＡ塾」の実施

35 静岡県
特定非営利活動法人
地域づくりサポートネット
代表理事　山内　秀彦

ふじのくに避難者見守り・相談・交
流促進事業

4,700

○避難者からの相談受付、情報提供
○避難者訪問・面談・電話
○静岡県内での避難者・帰還者交流会の開催
○情報誌の発行やアンケートの実施



(別紙１－１)

5/6

番号 所在地 事業者名 事業名 交付額
（千円）

事業概要

平成29年度ふるさとふくしま交流・相談支援事業（県外避難者支援事業）
一次採択事業一覧

36 愛知県
特定非営利活動法人
レスキューストックヤード
代表理事　栗田　暢之

県外避難者の暮らしを応援する事
業

4,330
○岐阜県、三重県に避難している方を対象とした戸別訪問の実施
○福島復興体感ツアー（福島県内交流会）

37 愛知県
福島のみんな！あそびにおいでん
プロジェクト
代表　小松　恵利子

県外避難者支援事業 3,258
○関係機関等と連携した戸別訪問の実施
〇岡崎市での相談窓口の開設
〇愛知県内での地域住民との学びを通じた交流会の開催

38 京都府
特定非営利活動法人　和
理事長　大塚茜

京都府及び滋賀県内避難者の戸
別訪問・コミュニティ構築支援事業

20,180
○京都と滋賀の避難者を対象とした戸別訪問の実施
〇福島県内での帰還者との交流会開催事業

39 京都府
一般社団法人
関西浜通り交流会
代表理事　山内　正太郎

福島県浜通り地方からの避難者の
西日本における交流・見守り活動

7,966

○避難者コミュニティ構築のための交流会の開催
○避難者からの相談窓口設置、情報提供
○定期的な避難者宅訪問の実施
○福島県内での帰還者との交流による帰還促進

40 京都府
一般社団法人
みんなの手
代表理事　西山　祐子

ふるさと連携強化とふるさとと絆作
り事業

12,278
○避難者の経済・精神的自立のサポート（ワークショップ等）
○避難者交流会開催による絆づくり
○福島県内での避難者交流会開催による絆づくり

41 大阪府
特定非営利活動法人
全日本企業福祉協会
理事長　丸岡　惇

「自主避難を継続する避難者訪問・相談並
びに交流会活動により避難生活の健全化
支援と帰還者による県外避難者への福島
の現状報告会開催事業」

2,400
○関西地域での避難者交流会の開催
○避難者に対する戸別訪問の実施
〇関西地域での帰還者が県外避難者に福島県の現状を伝える交流会

42 大阪府
東日本大震災県外避難者西日本
連絡会（まるっと西日本）
代表世話人　古部　真由美

3.11福島大阪絆再生事業 17,884
○関西避難者向け支援情報紙発行
○福島県内での故郷交流会の開催（年４回）
○個別相談、戸別訪問の実施による専門家への連携

43 大阪府
関西広域避難者支援センター
代表　青木　良三

関西の避難者を支える訪問支援事
業

16,980
○帰還支援のための福島県内での交流会参加
○避難者戸別訪問の実施による個別状況に応じた情報提供・アドバイス
の実施

44 兵庫県
三田を知る会
代表　堺　末廣

避難サポート交流カフェ＆交流会
開催等事業

5,670

○避難者同士や地域住民との交流をサポートする交流カフェの開催
○兵庫県下を中心とした避難者交流会の開催
○福島県内での交流会の開催
〇希望者向け戸別訪問の実施
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45 岡山県
子ども未来・愛ネットワーク
代表者　大塚愛

子ども未来・愛ネットワーク事業 4,902
○岡山県内での帰還者を招いた交流会の開催
○福島県内での避難者交流会の開催

46 岡山県
一般社団法人
ほっと岡山
代表理事　服部　育代

ふるさとふくしま・かけはしプラン２０
１７

25,832

○避難者の福島県視察の実施
○岡山県内での避難者・帰還者による交流会の開催や、戸別訪問の実施
○レジリエンス支援・避難者同士の傾聴やカウンセリングの支援
○避難者・支援団体・行政等ネットワーク支援

47 広島県
ひろしま避難者の会「アスチカ」
代表　三浦　綾

ひろしま避難者・安心生活サポート
事業

8,000

○帰還・定住相談サポート（福島からの避難者への福島に関する情報提
供等のサポート）
○広島県内での地域交流会、各種勉強会、相談会、メンタルケア（教室）
開催
〇避難者戸別訪問の実施

48 香川県

ＮＰＯ法人
福島の子どもたち香川へおいでプ
ロジェクト
理事長　伊藤　洋

福島と香川をつなぐ避難家族サ
ポート事業

800

○香川県内での相談窓口案内、戸別訪問、交流会の開催によるコミュニ
ティ支援
○子育て支援事業、カウンセリング支援事業
○避難者が投稿できる機関誌の発行

49 愛媛県
特定非営利活動法人
えひめ311
代表理事　渡部　寛志

四国県内避難者のための交流会
開催事業

950
○四国県内での帰還者がふくしまの現状等を伝える交流会の開催
○帰還者が講師となり福島の芸能・文化を伝えるつながりづくり

50 福岡県
一般社団法人
バックアップ
代表理事　藤井　真

避難者支援事業（九州） 7,000
○福岡県及び九州各県へ避難している方を対象とした交流会・相談会
○戸別訪問による情報提供、生活相談の実施
〇福島県内での交流会開催

51 佐賀県
西九州大学 臨床心理相談センター
運営委員会委員長　池田　久剛

「ほっとひろば西九大」 600
○避難親子を対象に、安心して過ごすことのできる”交流の場”の提供事
業

52 沖縄県
福島避難者のつどい沖縄じゃんが
ら会
会長　桜井　野亜

避難者支援ネットワークの構築及
び避難者コミュニティ強化事業

20,632

○『避難者支援ネットワークの構築及びコミュニティ強化』事業
　・避難者支援ネットワークの構築
　・県内避難者のコミュニティ強化（定例会・勉強会・交流会）
○『福島県内での、帰還者と県内避難者の交流』事業
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