
－ 203 －

口永良部島新岳噴火避難者への運動及び 

レクリエーション活動による健康づくり支援の効果についての研究 
鹿児島大学教育学部 福満 博隆・長岡 良治 

鹿児島大学大学院教育学研究科  川畑 和也 
1．はじめに 

平成26年5月29日に起こった口永良部島新岳噴火災害により、噴火警戒レベルは3（入山規制）

から5（避難）に引き上げられ、島内住民及び滞在者計137名は口永良部島から屋久島への避難を

行い、多くの被災者が不自由な生活を余儀なくされた。約2ヶ月後の同年8月には、避難所生活か

ら仮設住宅への入居が始まったが、慣れない生活環境での生活が続くことによって，身体お

よび精神的なストレスから健康が阻害されることが懸念された。特に高齢者においては，

その生活環境の変化に適応していくことが難しく，生活機能が低下し，体調を崩しやすい

ことが予測されることからその対策は，急務であり，高齢者の介護予防に繋がる健康づく

り支援を継続的に行うことによって，健康・体力・身体機能の維持を図ることが必要であ

ると考えられる。さらに、健康体操やレクリエーション活動を実施して、楽しみながら身体活動

を行い、参加者同士のコミュニケーションを深めるきっかけを作り、引きこもりがちな気持ちの

改善と安心感を抱くことで、心の健康づくりも行っていくことが必要であると考えられる。 

そこで本研究では、社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会と協力し、8月に1回、11月に2回、主

に口永良部島新岳噴火災害仮設住宅を訪問し、被災者の方の生活体力測定、健康度・生活習慣に

関するアンケート、行動変容ステージに関するアンケートを行い、さらにレクリエーション活動

を取り入れた運動教室を行い、その活動に対するアンケートを行った結果について報告する。 

 

2．健康行動の変容と生活体力の測定 

1）調査の概要 
【調査対象】 

調査対象は、口永良部避難者 86 世帯計 137 名のうち、仮設住宅へ入居している 27 世帯計

47 名であり、調査協力をいただけた 21 名（男性 8 名、女性 13 名）である。 
【調査内容】 

「生活体力」1)を把握する体力測定と、健康度・生活習慣を把握する「健康度・生活習慣診断

検査」2)、健康保持・増進のための行動変容に対する準備段階の把握のため「行動変容段階ステ

ージ調査」3)の 3 種類の調査を行った。 
【調査時期】 

第 1 回目が 8 月 31 日から 9 月 1 日の 2 日間、第 2 回目が、11 月 12 日と 28 日の 2 日間で体

力測定、アンケート調査を行った。 
【調査場所】 

仮設住宅内の談話室、屋久島町デイサービスセンター縄文の苑の 2 カ所で行った。 
 
2）結果と考察 

(1) 行動変容ステージ 
  ① 第 1 回目（口永良部→屋久島） 
 屋久島への避難から約3ヶ月経った第1回目の

調査における、行動変容ステージの概要は図 1
の通りである。 
 避難当初は、行動変容についての関心が「全くない」もしくは「あまりない」無関心期が 1 名、

行動変容についての関心が「そこそこある」もしくは「とてもある」関心期が 9 名、行動変容に

ついての関心があるだけではなく、さらに行動変容のための行動を「ちかぢか実行したい」もし

くは「直ぐに実行したい」と思っている準備期が 10 名となっていた。 
 屋久島への避難から 3 ヶ月経った 8 月では、避難当初、初期ステージの無関心期であった 1 名

は、準備期に移行し、ステージを 2 つ前進させた。さらに、関心期の 9 名のうち 2 名は関心期に

とどまったが、残りの 7 名はステージが前進した（77.8%）。準備期では、2 名が後退し、3 名が

とどまったが、50%の 5 名が後期ステージに前進していた。 

図１ 第１回行動変容ステージ 
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  ②第 2 回目（屋久島→屋久島） 
 第 1 回目調査と、それから約 3 ヶ月後の第 2
回目（全島避難から約半年）の調査における、

行動変容ステージの概要は図 2 の通りである。       
 屋久島への避難から約半年経った行動変容

についての関心が「そこそこある」もしくは「と

てもある」関心期が 1 名、行動変容のための行動を「ちかぢか実行したい」もしくは「直ぐに実

行したい」と思っている準備期が 7 名、明確な行動変容が観察されるが、今後の持続についての

不安が「とてもある」もしくは「そこそこある」時期である実行期が 2 名、明確な行動変容が観

察され、今後の持続についても不安が「あまりない」もしくは「まったくない」時期である維持

期が 1 名となっている。 
 屋久島への避難から、約半年経った 11 月では、関心期以降の 90.9%が、ステージを維持、また

は、前進させ、全体の 45.5%の 5 名が後期ステージの実行期、維持期にいた。 
(2)生活体力 
 ①第 1 回目体力測定 
 第 1 回目の生活体力測定における、測定結果を点数化し、年代別に男女の比較を行った。 
 64 歳以下の男女の平均値（図 3）では、共にすべての項目で平均得点 3 点に到達しておらず、

全体的に低い水準にあった。しかし、個人的に見ていくと、「起居能力」では男性が 2 人、女性が

1 人到達していて、「身辺作業能力」では男性が 2 人、女性が 2 人、「手腕作業能力」では男性が 1
人到達していた。得点の男女差を見てみると、「起居能力」、「歩行能力」、「身辺作業能力」、「手腕

作業能力」の順に差が生じたが、大きな差は見られなかった。 
 65 歳以上 74 歳以下の男女の平均値（図 4）では、男女共に、3 つの項目で平均得点 3 点に到達

していて、平均的であった。さらに、女性を個人で見ていくと、「身辺作業能力」では、4 人、「歩

行能力」では 3 人、「起居能力」では 5 人全員、「手腕作業能力」では、2 人が到達していた。得

点の男女差を見てみると、「身辺作業能力」、「歩行能力」、「起居能力」、「手腕作業能力」の順に差

が生じ、特に「身辺作業能力」では大きな差が見られた。                  
75 歳以上の男女の平均値（図 5）では、男女共にすべての項目で平均得点 3 点に到達しておらず、

全体的に低い水準にあった。しかし、個人的に見ていくと、「身辺作業能力」のみ、女性が 1 人だ

け到達していた。得点の男女差を見てみると、「手腕作業能力」、「歩行能力」、に差が生じ、全体

的には大きな差は見られなかった。 

    
 生活体力の年代別の男女比較では、年代別の男女に大きな差が見られなかったことから、避難

前の生活において、日常の身体活動に差がなかったということが要因として考えられる。 
②第 2 回目体力測定 

 第 2 回目の体力測定における測定結果を点数化し、1 回目と 2 回目の年代別、男女別の比較を

行った。 
 64 歳以下の男性の平均値（図 6）では、1,2 回目共にすべての項目で平均得点 3 点に到達して

おらず、全体的に低い水準にあった。2 回目においては、「身辺作業能力」のみ、1 人だけが到達

していた。1,2 回目の比較では、「起居能力」、「手腕作業能力」で 2 回目に低下が見られ、「歩行

能力」、「身辺作業能力」では、2 回目に向上が見られたが、総得点の比較では 2 回目が低下して

いた。 
 

図３ 第1回生活体力測定年代別男女比較 
64 歳以下 

図４ 第1回生活体力測定年代別男女比較

65 歳以上 74 歳以下

図５ 第 1 回生活体力測定年代別男女比較

75 歳以上 

図 2 第 2 回行動変容ステージ 
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 65 歳以上 74 歳以下の男性は、サンプルが 1 名だけだったが（図 7）、1,2 回目共にほぼすべて

の項目で平均得点 3 点に到達しており、平均的であった。2 回目においては、すべての項目で到

達していた。1,2 回目の比較では、「起居能力」、「歩行能力」で 2 回目に低下が見られ、「身辺作

業能力」では、2 回目に向上が見られたが、総得点の比較では 2 回目が低下していた。 

        

            
 64 歳以下の女性の平均値（図 8）では、1,2 回目共にすべての項目で平均得点 3 点に到達して

おらず、全体的に低い水準にあった。2 回目においては、「身辺作業能力」のみ、1 人だけが到達

していた。1,2 回目の比較では、「手腕作業能力」、「身辺作業能力」、「起居能力」で 2 回目に低下

が見られ、「歩行能力」は、2 回目に向上が見られたが、総得点の比較では 2 回目が低下していた。 
 65 歳以上 74 歳以下の女性の平均値（図 9）では、1,2 回目共に「手腕作業能力」を除く、ほぼ

すべての項目で平均得点 3 点に到達しており、平均的であった。2 回目においても、「手腕作業能

力」を除く、すべての項目で到達していた。1,2 回目の比較では、「手腕作業能力」で 2 回目に低

下が見られ、「身辺作業能力」、「起居能力」、では、2 回目に向上が見られたが、総得点の比較で

は 2 回目が低下していた。 
  75 歳以上の女性はサンプルが 1 名だけだったが（図 10）、平均値では、1 回目はすべての項

目で平均得点 3 点に到達していなかった。しかし、2 回目では、「身辺作業能力」と「手腕作業能

力」の 2 つの項目で到達していた。1,2 回目の比較では、「起居能力」以外で、2 回目に向上が見

られ、総得点の比較でも 2 回目が向上していた。 

   
   

 生活体力測定の 1,2 回目の比較では、2 回目の測定結果の得点の低下がみられることから、避

難生活による、身体活動の減少が要因として考えられる。 
(3) 健康度・生活習慣 
 第 1 回目と第 2 回目の健康度・生活習慣の結果を点数化し、1 回目と 2 回目の年代別男女別の

比較を行った。 
 64 歳以下の男性の平均値（図 11）では、1 回目においては、すべての項目で平均に到達してお

らず、2 回目においては、「嗜好品」のみ到達していたが、全体的に低い水準にあった。1,2 回目

で差が大きかった上位 3 項目は、「食事のバランス」、「食事の規則性」、「嗜好品」であり、「食事

のバランス」、「食事の規則性」、「睡眠の充足性」、「社会的健康度」で 2 回目に低下が見られたが、

それ以上の項目では向上が見られた。総合得点は、1 回目から 2 回目に向上していた。 
 65 歳以上 74 歳以下の男性の平均値（図 12）では、1 回目において、「休息」、「睡眠の規則性」、

「運動行動・条件」の 3 つ以外の項目で平均に到達していたが、2 回目においては、「身体的健康

度」以外の項目で平均に到達していた。1,2 回目で差が大きかった上位 3 項目は、「休息」、「睡眠

の規則性」、「社会的健康度」であり、「休息」、「睡眠の規則性」、「運動行動・条件」のみで 2 回目

に向上が見られたが、それ以外の項目では低下が見られた。総合得点は、1 回目より 2 回目に低

図６ 第 1,2 回生活体力測定年代別男女別比較 
男性 64 歳以下 

図７ 第 1,2 回生活体力測定年代別男女別比較 
男性 65 歳以上 74 歳以下 

図８ 第 1,2 回生活体力測定年代別男女別比較 
女性 64 歳以下 

図９ 第 1,2 回生活体力測定年代別男女別比較 
女性 65 歳以上 74 歳以下 

図１０ 第 1,2回生活体力測定年代別男女別比較

女性 75 歳以上 
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図１３ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
男性 75 歳以上 

下していた。 
 75 歳以上の男性の平均値（図 13）では、1 回目において、「睡眠の規則性」のみ平均に到達し

ていたが、2 回目においては、「休息」、「嗜好品」、「食事の規則性」、「睡眠の規則性」の 4 項目で

平均に到達していた。1,2 回目で差が大きかった上位 3 項目は、「休息」、「嗜好品」、「食事の規則

性」であり、「社会的健康度」、「食事のバランス」、「運動行動・条件」でのみ、2 回目に低下が見

られたが、それ以上の項目では向上が見られた。総合得点は、1 回目より 2 回目に向上していた。 

  

                
 
64 歳以下の女性の平均値（図 14）では、1 回

目において、「食事の規則性」、「食事のバラン

ス」のみ平均に到達していたが、2 回目におい

ては、「嗜好品」、「食事の規則性」「食事のバラ

ンス」の 3 項目で平均に到達していた。1,2 回

目で差が大きかった上位 3 項目は、「嗜好品」、

「睡眠の規則性」、「食事の規則性」であり、「睡

眠の規則性」、「食事の規則性」、「社会的健康度」、

「ストレス回避行動」、「食事のバランス」、「睡

眠の充足性」で 2 回目に低下が見られたが、そ

れ以上の項目では向上が見られた。総合得点は、

1 回目より 2 回目に低下していた。 
 65 歳以上 74 歳以下の男性の平均値（図 15）では、1 回目において「ストレス回避行動」、「食

事の規則性」、「身体的健康度」のみ平均に達しているが、2 回目においては、「嗜好品」、「精神的

健康度」、「食事のバランス」、「運動行動・条件」、「休息」、「社会的健康度」、「食事の規則性」、「睡

眠の規則性」の 8 項目で平均に到達していた。1,2 回目で差が大きかった上位 3 項目は、「嗜好品」、

「精神的健康度」、「食事のバランス」であり、「ストレス回避行動」、「睡眠の充足性」、「身体的健

康度」、「運動意識」の 4 項目で 2 回目に低下が見られたが、それ以外の項目では向上が見られた。

総合得点は、1 回目より 2 回目に向上していた。 
 75 歳以上の女性の平均値（図 16）では、1 回目において「精神的健康度」、「運動意識」、「睡眠

の規則性」、「休息」、「運動行動・条件」、「食事のバランス」、「食事の規則性」、「ストレス回避行

動」の 8 項目で平均に到達し、2 回目においては、「運動行動・条件」の項目以外で平均に到達し

ていた。1,2 回目で差が大きかった上位 3 項目は、「嗜好品」、「社会的健康度」、「精神的健康度」

であり、「休息」、「運動行動・条件」で 2 回目に低下が見られたが、それ以上の項目では向上が見

られた。総合得点は、1 回目より 2 回目に向上していた。 
 第 1 回目と第 2 回目の健康度・生活習慣の結果では、2 回目の結果が向上している年代が多い

ことから、避難生活に適応し、健康的な生活習慣を取り戻し始めたことが要因として考えられる。

そして、男性より女性の結果が高いことから、より環境に適応し、より健康的な生活習慣を取り

戻していることがうかがわれる。 

図１１ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較  
男性 64 歳以下 

図１2 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
男性 65 歳以上 74 歳以下 
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3．運動教室の実施とアンケートについて 

1）運動教室の実施日と主な内容        

  
①1 回目：運動教室参加人数：8名       ② 2 回目： 運動教室参加人数：32 名 

（地元婦人会などとの交流会を兼ねた） 

Ⅰ　ストレッチ（10分）
Ⅱ　筋力トレーニング：（8分）
　　①スクワット　　②ヒップエクステンション
Ⅲ　ゴムリングゲーム（取り合い）：２人組（5分）
　　①ジャンケンで勝った人が取って，負けた人が防ぐ
　　②ジャンケンで負けた人が取って，勝った人が防ぐ
　Ⅳ　十五夜さんゲーム（取り合い）：２人組（10分）
　　①全員でこねての練習
　　②二人組みを作って、突き手とこね手を決めて、
　　　　一斉に掛け合いをする
　　③突き手とこね手を交代して、一斉に掛け合いをする
　Ⅴ　木の中のリス：３人組（10分）
　　①３人組を作って役割を決める
　　②３つのルールを説明体験
　　③鬼を入れてゲームする
　Ⅵ　ジャンケン早勝ち抜き並び
　　　　　　　　　　　　：全体で円形を作る（5分）
　　① 相手を見つけて握手してジャンケンする
　　② １回勝負して、勝敗が決まったら
　　　　　　　　　　　　　　　握手をして分かれる
　　③４回勝った人から１列に丸く並ぶ
　Ⅶ　熊が出たぞ！：全体で円形（12分）
　　①２チームに分けて早く「熊が出たぞ」を
　　　　　　　　　　　リーダーに伝えたチームが勝ち
　　②「愛してます」で反対側からゲームを始める

口永良部島避難住民　第1回運動教室　
日時：8月31日（月）10:00～11:00

場所：屋久島町福祉センター縄文の苑

図１４ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
女性 64 歳以下 

図１５ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
女性 65 歳以上 74 歳以下 

図１６ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
女性 75 歳以上 

口永良部島避難住民 第 2 回運動教室 
日時：11 月 29 日（日）10:00~11:30 
場所：屋久島町福祉センター縄文の苑 

 
Ⅰ ストレッチ（10 分） 

Ⅱ ゴムリング運動 
1）ゴムリング運動Ⅰ：1 人（6 分） 

 ①頭に乗せてバランスを取りながら歩く 
（後ろ向きでも） 

 ②両手で投げて両手でキャッチ 
2）ゴムリング運動Ⅱ：２人（8 分） 

 ①両手でパスして両手でキャッチ 
 ②片手（左右それぞれ）でパスして両手でキャッチ 
 ③片手（利き手）でパスして片手（利き手）でキャッチ

3）ゴムリングゲームⅠ（取り合い）：２人（6 分） 
 ①ジャンケンで勝った人が取って、負けた人が防ぐ 
 ②ジャンケンで負けた人が取って、勝った人が防ぐ 
4）ゴムリングゲームⅡ(早送り合戦）：チーム対抗（20 分）

 ①頭の上 ②股の間 ③右横  
④左横 ⑤上下交互 ⑥左右交互 

Ⅲ ジャンケンピラミッド（３分間）：チーム対抗（10 分）

１．A(攻撃側)は、スタートラインにならぶ。  
２．B(守備側)は、ピラミッド型に、数㍍あけながら、

スタートラインに平行に４列ほどラインを作る。 
３．A は、まず、１列目でジャンケン。 
勝てば２列目、勝てば３列目、 
最後に４列目に勝てば、ゴムリングゲット。 
ということで、４列目の人はゴムリングを渡す。 
しかし、どこかの列で、ジャンケンに負けると、 
１列ずつ戻り、１列目で負けると、 
スタートラインまでもどってから、攻撃開始。 

４．３分経てば、交代。点が多い方が勝ち。  
Ⅳ 十五夜さんゲーム（取り合い）：２人組（10 分） 

①全員でこねての練習 
②二人組みを作って、突き手とこね手を決めて、 
一斉に掛け合いをする 

③突き手とこね手を交代して、一斉に掛け合いをする

Ⅴ キャッチ（左右）:全員（3 分） 
 1 .右手は人差し指を出します。左手は穴を作る。 

2. ペアの人の穴に人差し指を入れる。 
3. キャッチといったら右手は逃げて、 
左手は相手の指を捕まえる。 

Ⅵ 「ふるさと」の歌と体操:全員（3 分）  
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2）アンケートの結果と考察 

運動教室の終了後にレクリエーション活動に関する

アンケート調査を行った結果は以下の通りである。ア

ンケート調査は、2 回の運動教室の内、初めて参加し

た時に行い、全ての質問に正しく記入されていた 13

名を調査対象とした。 

まず、基礎的調査項目として日頃の自分に関する質問を

2項目行った。「周りの人とコミュニケーションをとるこ

とが得意な方であると思う。」かの質問に対して（図 17）、

かなりそう思うが 7.7%、少しそう思うが 30.8%、どちらで

もないが 30.8%、あまりそう思わないが 30.8%であり、調

査対象者は、自分のコミュニケーション力に対する評価が

偏った集団ではないことがうかがえる。また、「日頃から

楽しく体を動かすことを心がけている。」かの質問に対し

て（図18）、かなりそう思うが30.8%、少しそう思うが30.8%、

どちらでもないが 38.5%であり、調査対象者は、日頃から

運動欲求を持っており、定期的に散歩などの運動を行って

いる人や、機会があれば運動をしたいと思っている人が多

い集団であることがうかがえる。           

次に、運動教室でレクリエーション活動を行った感想

についての質問を 9 項目行った。「レクリエーション活

動では，楽しく体を動かすことができたと思う。」かの質

問に対して（図 19）、かなりそう思うが 69.2%、少しそう

思うが 30.8%で、全員が運動教室にレクリエーション活動

を取り入れたことで楽しく体を動かすことができたこと

がうかがえる。すなわち、参加者はレクリエーション活動

を楽しみながら積極的に運動に取り組んでいたといえる。

「日常生活よりたくさん体を動かすことができたと思う。」

かの質問に対して（図 20）、かなりそう思うが 76.9%、少

しそう思うが 23.1%で、全員が仮設住宅の日常生活に比較

してかなりの運動量があったと感じたことがうかがえる。

このことから、日頃運動不足の参加者が、一つ一つの運動

やゲームは、運動量が少なくても、1 時間半近くもの間体

を動かし続けたことによって運動量の達成感を得られたと

考えられる。「日常生活よりたくさん笑うことができたと思

う。」かの質問に対して（図 21）、かなりそう思うが 84.6%、

少しそう思うが 7.7%で、「日常生活よりたくさん大きな声

を出すことができたと思う。」かの質問に対して（図 22）、

また「日常生活よりたくさん他者とコミュニケーションが

とれたと思う。」かの質問に対して（図 23）、どちらもかな

りそう思うが 61.5%、少しそう思うが 30.8%で、ほとんどの

方が運動教室の中で体を動かすだけでなく笑ったり、大き

な声を出したり、参加者同士で楽しくコミュニケーション

が取れたことに満足していることがうかがえる。この運動

教室のレクリエーション活動は、参加者同士のコミュニケ

ーションを深めるきっかけとなり、引きこもりがちな気持

ちの改善と安心感を抱かせることで心の健康づくりをねら

いとしていることから、今回のレクリエーション活動を取

り入れた運動教室の実施によって、参加者へ身体的な健康

だけでなく、精神的及び社会的な健康づくりへの働きかけができたと考えられる。「運動をするだ

けよりレクリエーション活動を通して体を動かした方がいいと思う。」かの質問に対して（図24）、
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かなりそう思うが 69.2%、少しそう思うが 15.4%で、ほと

んどの参加者が、レクリエーション活動を取り入れた運動

の効果を実感していることがうかがえる。「また、レクリ

エーション活動に参加したいと思う。」かの質問に対して

（図 25）、かなりそう思うが 76.9%、少しそう思うが 23.1%

で、全員がレクリエーション活動を取り入れた運動教室に

満足したことがうかがえる。「もっとレクリエーション活

動の機会を増やしてほしいと思う。」かの質問に対して（図

26）、かなりそう思うが 61.5%、少しそう思うが 23.1%で、

ほとんどの参加者が、レクリエーション活動を取り入れた

運動の機会を望んでいることがうかがえる。「レクリエー

ション活動の楽しさは、今後の日常生活に役立つと思う。」

かの質問に対して（図 27）、かなりそう思うが 69.2%、少

しそう思うが 30.8%で、全員が楽しいと感じた体験を通し

て、生きがい感や今後の生活に対するやる気にもつながる

ようなレクリエーション活動の効果が、今後の日常生活に

役立つと思ったことがうかがえる。これらことから、レク

リエーション活動を取り入れた運動教室は、身体的な健康

だけでなく、精神的及び社会的な健康に対する欲求の充足に繋がったと考えられる。 

 

4．おわりに 

本研究において、被災者の方の生活体力測定、健康度・生活習慣と行動変容ステージに関する

アンケート、さらにレクリエーション活動を取り入れた運動教室に対するアンケートを行った結

果、行動変容ステージの結果の向上や、健康度・生活習慣診断検査における、「運動意識」、「運動

行動・条件」の運動に関する項目の向上、運動教室における参加者の増加と、心身・社会的欲求

の充足につながったと考えられることからも、避難者への運動教室や健康度・生活習慣診断、生

活体力測定は有意義なものだったことが考えられる。しかし、生活体力の結果を見てみると、全

体的に低下が見られ、これまで口永良部島では農業等で主体的に体を動かし、維持されてきた生

活体力が、ストレスフルな避難所生活や、狭い仮設住宅での生活といった不慣れな環境の中で、

体を動かす機会と運動意欲の減少に伴って、低下したのではないかと考えられる。 

課題として、今回の運動教室や、体力測定等に積極的に参加した対象者は、比較的元気で活動

的な高齢者が多く、また女性の割合が高かったことが挙げられる。すなわち、運動意欲の低下や

体調が良くないこと、人の集まりが苦手などの理由で、仮設住宅内でもあまり外出をしない人や

積極的に参加していただけなかった方々へどのように対応し、支援していくかを今後検討してい

く必要があると考えられる 

平成 26 年 12 月 25 日に一部地域の避難指示が解除され、帰島が始まった。まだ避難生活を続け

ている世帯に対して調査を継続するとともに、帰島された方々に対しても追跡調査して研究を行

うことによって、避難生活から通常の生活に戻った時に起こる様々な障害を防ぐ手立てや、その

後のサポート体制、再び避難をせざるを得ない状況になった時に、いかに対応していくかという

ことも検討していきたいと考えている。 
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