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2012年、多様な価値観を持つ人々が一緒に
なって考え、安心して対話できる場「未来
会議」がいわき市で産声を上げました。今
回は副事務局長の霜村真康さんに福島県
内・県外での活動について伺います。

―未来会議が発足した経緯を教えてください。

　震災後、いわき市に住む人々の中には、それぞ

れの立場・考え方の違いによって「分断」が起き

ていました。そこで私たちは、まず一人ひとりの

考えの違いを前提として受け入れる「対話の場」

を作ろうと思い、未来会議を発足させました。

―対話には一定のルールがあるそうですね。

　基本的に対話の場では4～5人1組のグループを

作るのですが、その際は「相手の話を否定しな

い」「相手を断定しない」などのルールを設けて

います。また、会議の最後に全体の要点をまとめ

ることもしません。違った考えを持つ人々が、自

分の価値観を保ちながら互いに話せて、そのまま

帰ることができる場でありたいと考えています。
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霜村 真康さん

―「否定しない」を守らない人もいるのでは?

　正直、いらっしゃいます(苦笑)。ただ、対話の

前にあらかじめルールをお話することで、グルー

プの誰かが否定的・断定的な発言をしても、他の

メンバーは「そういう意見もあるよね」と軽く受

け流してしまう。結果的にグループ内の話の流れ

がストップすることもありませんね。

―未来会議の開催場所は福島県内だけですか?

　2017年からは「出張未来会議」と銘打って、福島

県外でも開催しています。3月には愛知県名古屋

市、そして10月には栃木県大田原市で行いました。

―県外で開催された際の感想はいかがですか?

　参加者の中には、避難されている方はもちろ

ん、地域住民の方、そして福島県内在住の方もい

ました。このように様々な方が未来会議に参加し

て、本音を言い合えたことは意味があったと思い

ますし、個人的には避難されている方が参加して

くれたこと自体、有難いと思っています。

(裏面にも関連記事を掲載しています)

栃木県生まれ。未来会議副事務
局長。進学のために上京後、結
婚を機に2004年いわきへ。本
職はじゃんがら念仏踊り・沖縄
のエイサーの起源に関わる「袋
中上人」開山の菩提院副住職。



2018年　　　　　　　　　月1･2･3
日程、会場は変更になる場合があります。

ご参加いただく際は、各地域の問い合わせ先にご連絡をお願いします。

交流会・相談会情報

問い合わせ

千
葉

千葉市ビジネス支援センター 会議室3

認定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
TEL：080-5418-7286  mail：ftsoudan@npoclub.com

2/18
（日）

13：00
～16：00

2018

（千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball 13F）

福島県職員による全体説明の後、休憩をは
さみ、個別の相談に対応いたします。個別相
談ご希望の方は、事前にご連絡ください。被
災元自治体職員や住宅などの専門家とも調
整いたします。

問い合わせ
一般社団法人  ほっと岡山
TEL：0120-566-311  
mail：hotokayama@gmail.com

問い合わせ

福
岡
・
佐
賀
・
長
崎
・
熊
本

かでる2・7  310会議室 1/27
（土）

13：00
～16：00

2018
1/20
（土）

14：00
～16：30

2018

（北海道札幌市中央区北2条西7丁目）
福島県職員から支援策についての説明がある
ほか、「北海道とふくしまをつなぐ」をテーマ
に以下の講演と意見交換を行います。
①（一社）ブックシェアリング・荒井宏明氏
 「福島県の読書環境はどうなっているの？」
②Gooddaymarket・佐藤宏美氏「福島でマル
　シェを開催する理由」

問い合わせ

北
海
道

岡
山

1/28
（日）

13：00
～15：00

2018

問い合わせ

さいたま市民会館うらわ 505集会室

「今後の住まいについて不安のある皆様へ」
埼玉県住宅課職員から埼玉県内の県営住宅
および住宅全般に関する情報提供を行いま
す。相談や質問ができる時間も設けますので、
住宅について気になることやご質問がある方
は、是非会場へお越しください。

（埼玉県さいたま市浦和区仲町2-10-22）

特定非営利活動法人  埼玉広域避難者支援センター

mail：fukushima_soudan@yahoo.co.jp
TEL：0120-60-7722

埼
玉

1/12
（金）

10：00
～12：00

2018

倉敷物語館  会議室
（岡山県倉敷市阿知2丁目23-18）

ほっとめぐる交流会第2弾は倉敷。美味しい
お茶菓子を用意してお待ちしております。ま
た、午前中は同じ会場で「子ども被災者支援
法」の学習会があります。詳しくはお問い合
わせください。

問い合わせ
認定特定非営利活動法人 とちぎボランティアネットワーク
TEL：028-622-0021
mail：tvnet1995@ybb.ne.jp

栃
木

1/28
（日）

11：30
～14：30

2018 とちぎ市民活動推進センターくらら
（栃木県栃木市境町19番3号 駅前庁舎1階）

浜通り各地で開催されている「未来会議」。大
好評だった大田原市での開催を受け、今度は
県南の栃木市で行います。福島のこれから、自
分(たち)のこれからを立場が違う人も価値観
が違う人もワークショップ形式で“対話”しま
す。お昼を食べながら、みんなで話しましょう。

問い合わせ

秋田県ゆとり生活創造センター
『遊学舎』

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ
TEL：018-829-2140  
mail：info2340@akita-partnership.jp

2/24
（土）

10：00
～16：00

2018

（秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24-2）

岩手・宮城・福島それぞれのふるさとを想いな
がら、秋田で生活する方々の「これから」を考
える「つながる秋田交流会」を開催します。当
日は福島県職員から支援策等の説明があるほ
か、各種相談会も予定しています。お気軽にご
参加ください。

秋
田

3/11
（日）

10：00
～17：00

2018

「東日本大震災　～３.１１から７年、忘れはし
ない！～ ”語り継ごうinあきた”」
震災から７年目を迎え、もう一度あの時のこと
を参加者同士で語り合える、心を寄せ合える
場を設けます。音楽慰霊やゲストを迎えて、参
加者へのメッセージを伝えてもらうイベント等
を予定していますので、是非ご参加ください。

TEL：011-200-0973
mail：info@hnposc.net

特定非営利活動法人 北海道NPOサポートセンター

ユニコムプラザさがみはら2/17
（土）

13：00
～15：00

2018

（神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2
　bono相模大野サウスモール3階）

問い合わせ

神
奈
川

TEL：0120-122-884
mail：ayumu.tomoni@gmail.com

特定非営利活動法人 かながわ避難者と共にあゆむ会

エイムアテイン会議室

mail：info@snet-fukuoka.org 
TEL：092-409-3891
被災者支援ふくおか市民ネットワーク

福島から九州に避難されている方を対象に
交流・相談会を行います。福島県より担当者
を迎え、住宅支援の説明や情報交換、個別
相談のほか、昼食やお茶をしながら交流を
行います。是非お気軽にご参加ください。

（福岡県福岡市博多区博多駅前
　3丁目25-24）

秋田県ゆとり生活創造センター
『遊学舎』
（秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24-2）

神奈川県内の説明・相談会を相模原市（相
模大野駅そば）で行います。福島県職員から
現在の福島の状況を説明していただくほか、
相談ごとに対応させていただくため、司法書
士や神奈川県内不動産業者の方々も参加し
ます。皆さまのご来場をお待ちしています。



ラジオ番組「coconimoふくしま」【毎週月曜18：35～18：50】ふくしまFMにて放送中！
全国の拠点や避難されている方、県内の市民活動団体等へのインタビューをお届けしています。番組ホームページのポッドキャ
ストから、全国どこでも誰でも無料で過去の放送を聴くことができます。 詳しくはふくしまFMのWEBサイトをご覧ください。
https://www.fmf.co.jp/pc/shien/ ※番組は、夕方「RADIO GROOVE」内での放送です。

「～ふくしまと避難先を結ぶ～ふくしま結ネット」にも交流会・相談会情報を掲載しています。
『ふくしま結ネット』は福島県内外へ避難されている方と福島県を「情報」で「結ぶ」WEBサイトです。
http://yuinet.beans-fukushima.or.jp/
運営：ふくしま子ども支援センター（NPO 法人ビーンズふくしま）

検索

検索

coconimoふくしま

検索ふくしま結ネット

日本司法書士会連合会  理事

このコーナーでは、ふくしまFMのラジオ番組
「coconimoふくしま」で過去に放送した、主
に福島県内で活動されている方のインタビュー
をピックアップします

　福島県を拠点に活動している司法書士の高橋文郎さん。
全国の生活再建支援拠点と避難先の司法書士を繋ぐ架け
橋としても尽力いただいております。
　東日本大震災発災後の会の活動や、避難者の方向けの
無料相談対応（これまでに寄せられている相談等）につい
て、高橋さんの想いとともにじっくりお伺いしました。

高橋文郎さん

2017年10月2日放送分

　皆さん、避難をされていても、福島に対する想い、福島県民
であるという想いが非常に強いと感じています。県内にいる私
たちが地に足をつけて相談を受け、県民である私たちが全国へ
出向いてお話を聞くことが、とても大切だと思っています。
　「福島」でつながっている―。そのような思いでこれからも
やっていきたいです。

　各県の司法書士会をひとつにした司法書士会連合会では、
発災当時から全国の司法書士が被災地に入り、無料相談対応
などの支援活動をしてきました。
　震災から７年目に入り、１件１件が、重いご相談になっている
という印象があります。避難生活が長い方は心も身体も疲れて
いるでしょうし、現在でも震災当時のことから話し始める方が
非常に多く、後半でようやく相談の具体的な内容に入るといっ
たケースも少なくありません。
　内容は年齢によってもさまざまですが、財産の相続や成年後
見制度に関することから、アパートの契約の問題、少額のお金
のやり取りなど生活に密着した相談まで、非常に幅広いです。

Pick Up Talksラジオ番組
coconimoふくしま

私たちは今ここに

「私たちは今ここに」では、全国にある生活再建支援拠点(相談窓口)の基本情報、相談会・交流会情報、支援団体による各活
動の動画、福島県の現状に関する情報、避難先・避難元地域の支援施策情報などが紹介されています。是非ご活用ください。
http://jyoho-shien.org/

心が和らいでから、法律的な問題を

『福島』でつながっている

　福島県司法書士会  総合相談センター TEL：0120-81-5539
　司法書士総合相談センター一覧WEBサイト
　http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/center_list.html

運営：東日本大震災・避難者支援情報提供サイト運営事務局

東日本大震災　避難者支援情報提供サイト「私たちは今ここに」

　全国に避難されている方々は、生活の拠点をどこに置くか、
とても悩んでいらっしゃると思います。本当は請求する権利が
あるのに、請求に至っていない、ということもあります。
　私たちも「こういう相談ができますよ」ということをもっと
ＰＲしていかなければと思います。心が和らいでから、法律的
な問題を抜き出していく。まずは、話を聞くことからだと思って
います。どうぞ気軽に語りかけてください。

未来会議＠栃木市 開催！

2018年１月28日(日)、栃木県栃木市にて「出張未来会議」
が開催されます。当日は今号の表紙でご紹介した霜村さんが
ファシリテーター (進行役)として参加予定で「栃木の方はも
ちろん、その他の地域からの参加も大歓迎です」とのこと。
未来会議に興味のある方は是非足をお運びください。

昨年10月、栃木県
大田原市で開催した際の

テーマは「私の充実した暮らし」。
地元の方も、避難されている方も、
互いの意見を自由に話していました。
参加した避難者の方からは「地元の
方と一緒のほうが福島に対する自分
の気持ちを言いやすい」という声も
ありましたね。1月の栃木市での
未来会議、皆さまのご参加を
お待ちしています。

主催者
とちぎボランティアネットワーク

矢野さん

原発ＡＤＲ等、司法書士への相談がある方はこちらにお問合せください

出張



024-573-2731
toiro@f-renpuku.org
月・水・金（祝祭日を除く）
10：00～17：00 

福島県福島市清明町1-7 大河原ビル2F

011-200-0973
soudanf@npo-hokkaido.org
来所/月・水・金  10：00～18：00　
電話・メール/月～金  10：00～18：00 

018-829-2140
info2340@akita-partnership.jp

北海道札幌市中央区南8条西2丁目5-74
市民活動プラザ星園201号 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24-2

023-674-0606
soudan@amill.org
来所/月・火・木 9：00～17：00　
電話・メール/月～金  9：00～17：00 

山形県山形市双葉町2-4-38 双葉中央ビル3階

080-9259-7049
f-soudan@renpuku.org

宮城県仙台市青葉区本町3-1-17
やまふくビル3階

070-3182-4044
fuai.soudan@gmail.com
火・水・木
9：30～16：30

028-622-0021
tvnet1995@ybb.ne.jp
火・水・金
10：00～17：00 

茨城県水戸市文京2-1-1
茨城大学教育学部A棟413

栃木県宇都宮市塙田2-5-1共生ビル3階

027-386-6560
kurashi-ouenkai@bb.wakwak.com
月～金（祝祭日を除く）
9：00～17：00 

0120-60-7722
fukushima_soudan@yahoo.co.jp
月～金
9：00～17：00 

群馬県高崎市棟高町519 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4-21
埼玉県勤労者福祉センター（ときわ会館）1階

（東京都社会福祉協議会）昼 0120-978-885
（医療ネットワーク支援センター）夜 03-6911-0584

soudan@medical-bank.org
（東京都社会福祉協議会）月～金  9：30～17：00
（医療ネットワーク支援センター）月～金 17：00～20：30

0120-122-884（携帯可）
ayumu.tomoni@gmail.com
来所/月～金（祝祭日を除く）13：00～17：00
電話/月～土 12：00 ～19：00

神奈川県横浜市中区太田町4-47 
コーワ太田町ビル7階
※来所される際は、事前に必ずご連絡ください。 0120-783-217

fukushima-niigata@bz04.plala.or.jp
来所・電話/月・火・木  9：30～16：30 　  
電話のみ/水・金　18：00～21：00

新潟県新潟市中央区上所2-2-3
新潟ユニゾンプラザハート館2階

055-274-7722
musubukai@ycca.jp
月～金（祝祭日を除く）
9:00～17:00

山梨県中央市若宮49-7
0800-123-1446（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
fuku-shien@spacelan.ne.jp
日・火・木・金・土
10：00～12：00 / 15：00～19：00

石川県金沢市荒屋町イ7-5

070-5346-9311 / 070-5269-9311
kansaihinan@gmail.com
月・火・金
10：00～16：00 

大阪府大阪市中央区谷町2丁目2-202F 
市民活動スクエア「CANVAS谷町」

0857-22-7877
support@tottori-shien.org
月～金（祝祭日を除く）
9：00～18：00 

鳥取県鳥取市若桜町31 カナイビル1F

0120-24-2940
fukushima.seikatsu.hir@gmail.com
火・水・金
10：00～16：00 

広島県広島市西区三篠町2丁目15-5

0120-566-311
hotokayama@gmail.com
火・木・金
10：00～16：00 

岡山県岡山市北区東古松1丁目14-24 コーポ錦1F

089-993-8329 / 070-5515-2217
ehime311@yahoo.co.jp
月～金
10：00～15：00 

愛媛県松山市東一万町2第3森ビル1階 
協働オフィス内

092-409-3891
info@snet-fukuoka.org
月・水・金
10：00～18：00 

福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-24 
博多タナカビル8F  

0985-25-2810
askme@umitama.info
火・木・土・第1日曜日
10：00～16：00 

080-6498-6720
soudanoki@gmail.com
月～土（祝祭日を除く）
10：00～16：00 

宮崎県宮崎市柳丸町121-3 パストラル柳丸Ⅰ-101 沖縄県浦添市内間2-10-8

※面談でのご相談を希望される方ははあら
かじめご連絡いただき、お越しください。

沖 縄 福 島大分・宮崎
鹿児島

福岡・佐賀
長崎・熊本

徳島・香川
愛媛・高知

島根・広島
山口

鳥 取大阪・兵庫
奈良・和歌山

滋賀・京都岐阜・三重愛 知

静 岡富山・石川
福井

山梨・長野

新 潟神奈川東 京

千 葉埼 玉群 馬

栃 木茨 城山 形

青森・岩手
秋田

北海道 宮 城

千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目159 -2

電話・メール/ 月～金  10：00 ～17：00
来所/ 月・火・水  10：00 ～17：00　
ftsoudan@npoclub.com
080-5418-7286

静岡県静岡市葵区田町1丁目70-1 
静岡県青少年会館内

9：00 ～16：30
火・水・金
fukushima.katei@gmail.com
0120-42-2828 / 054-275-2828

愛知県名古屋市中区三の丸3-2-1 
愛知県東大手庁舎1階

10：00 ～17：00
月～金（祝祭日を除く）
center@aichi-shien.net
052-954-6722

愛知県名古屋市東区泉1-13-34 名建協2階

10：00～18：00電話・メール/月～金（祝祭日を除く）
来所/ 月・水・木
fksm@rsy-nagoya.com
052-212-8155

京都府京都市下京区七条大宮西入西酢屋町10

（ご都合に合わせて面会可能）
10：00～17：00月～土

info@fucco-nagomi.com
075-353-5181

岡 山
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全国の生活再建支援拠点(相談窓口)　一覧

ふくしまの今とつながる相談室toiro

北海道NPOサポートセンター あきたパートナーシップ

山形の公益活動を応援する会・アミル

福島県県外避難者相談センター
［宮城拠点］

ふうあいねっと とちぎボランティアネットワーク

ぐんま暮らし応援会

医療ネットワーク支援センター かながわ避難者と共にあゆむ会 新潟県精神保健福祉協会

東日本大震災・山梨県内
避難者と支援者を結ぶ会 石川県災害ボランティア協会

関西広域避難者支援センター とっとり震災支援連絡協議会

ひろしま避難者の会「アスチカ」

ほっと岡山

えひめ311 被災者支援ふくおか市民ネットワーク

『うみがめのたまご』
～3.11ネットワーク～

福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会

福島県県外避難者相談センター（千葉）

福島県県外避難者相談センター「ここさこ」

愛知県被災者支援センター レスキューストックヤード
（ふくしま支援室）

和（なごみ）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 

特定非営利活動法人

（受託団体：一般社団法人みやぎ連携復興センター）

茨城県内への避難者・支援者ネットワーク 認定特定非営利活動法人

福島県県外避難者相談センター
（受託団体：特定非営利活動法人
  埼玉広域避難者支援センター）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人

一般社団法人

一般社団法人

特定非営利活動法人

（受託団体：特定非営利活動法人
　まちなか研究所わくわく）

（受託団体：認定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）

（受託団体：静岡県臨床心理士会）

特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人


