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ご挨拶
本フォーラム開催の趣旨

1995年の阪神・淡路大震災を契機として、今や災
害現場でボランティアがいない被災地はないと言っ
ていいほど、災害ボランティアは日本社会に不可欠
な存在として定着してきました。一被災地に何千人、
何万人もの力が集結し、被災地の復旧・復興に大い
に貢献しています。その一人ひとり、一組織・機関ご
との活動は、かけがえのないものであることは言う
までもありません。
　
しかし、その支援先の隣の町で同じように支援の
手が必要な被災地があれば、同様な支援が入る
べきですが、残念ながら、それらを連携調整する横
ぐしの機能に改善の余地があることが、東日本大
震災などで明らかになりました。また、ボランティ
アやNPO・NGOなどの市民セクターと、行政や企
業などとの多様なセクターにおける協働がもっと
促進されれば、より息長く、そして一人ひとりに丁
寧に届く支援につながる、無限の可能性が秘めら
れているのではないかと思います。

災害大国日本にあって、毎年必ず襲ってくる風水害
や、ますます活発化している火山、そして懸念される
次の巨大地震では、支援に「漏れ・抜け・落ち・ムラ」
がないよう、多様なセクターからの有志が集い、大
いに語り合い、次の大きなベクトルを合わせる機会
にできればと願っています。
　
本フォーラムの開催にあたっては、約3年もの間、と
もに協議してきたNPO・NGOの仲間らをはじめ、内
閣府（防災担当）、１％（ワンパーセント）クラブ、全国
社会福祉協議会、日本赤十字社など、多くの皆様に
お付き合いいただき実現しました。心より感謝申し
上げます。

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
（JVOAD）準備会

  代表　  栗田暢之
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近い将来の発生が予測される南海トラフや首都直下などの巨大地震、また、日本各地で相次ぐ集
中豪雨や噴火。こうした自然災害に効果的に対応するため、今こそ、真の連携・協働を実現しなけ
ればなりません。本フォーラムでは、セクターを超えた支援関係者が全国から一堂に会し、「多様
性を認め合い」、「地域を尊重し」、「支援の漏れ・抜け・落ち・ムラをなくす」というめざすベクトルを
共有しながら、災害時の連携のあり方を考えます。

名称
「災害時の連携を考える全国フォーラム」
　
日時
2016年2月12日(金)：13時～20時

　１3日(土)： 9時～17時
　
場所
国際ファッションセンター KFCホール
（東京都墨田区横網1-6-1）

参加対象
災害時に被災地・被災者支援に関わる団体・機関
（行政機関（国・地方自治体）／企業・経済団体／NPO・
NGO／市民活動団体／社会福祉協議会／大学・研究機
関／国際機関 など）

定員　300名

主催
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
（JVOAD）準備会
Japan Voluntary Organizations Active in Disaster
（参加団体：認定NPO法人国際協力NGOセンター（JANIC）
／認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム（JPF）／震災
がつなぐ全国ネットワーク／チーム中越／東京災害ボラン
ティアネットワーク／公益社団法人日本青年会議所／
認定NPO法人日本NPOセンター）

共催
災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）

後援
内閣府政策統括官（防災担当）／復興庁／総務省
消防庁／厚生労働省／岩手県／宮城県／福島県
／東京都／社会福祉法人全国社会福祉協議会／
社会福祉法人中央共同募金会／公益財団法人日
本財団／日本生活協同組合連合会／日本赤十字
社／日本労働組合総連合会／阪神・淡路大震災
記念 人と防災未来センター／１％（ワンパーセン
ト）クラブ／

開催趣旨
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開催概要
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プログラム

過去の災害の教訓と現在の連携を学ぶ。

受　付

オープニング

パネルディスカッション

2日間のプログラムの紹介

休憩・移動

交流会

分科会1

●開会あいさつ
●来賓あいさつ
　加藤久喜氏　内閣府政策統括官（防災担当）（予定）
　斎藤仁氏　　一般社団法人日本経済団体連合会　政治・社会本部長

地域、属性、経験を超えたネットワーキングの場づくり

鹿野順一氏　NPO法人いわて連携復興センター　代表理事
紅邑晶子氏　一般社団法人みやぎ連携復興センター　代表理事
山﨑庸貴氏　一般社団法人ふくしま連携復興センター　事務局長
丸谷浩明氏　東北大学災害科学国際研究所　教授
栗田暢之　　全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）準備会　代表

「ポスト東日本大震災 ～緊急期における広域連携の課題と提言～ 」
東日本大震災でNPO・NGOが果たした役割と課題の中でも、特に県域としての連携はどう
だったのか。その成果と問題点について、企業や行政（県・国）との連携の具体例を挙げなが
ら考えます。

心身の健康を
守る最低限の
避難所環境を
整えるための
協働

分科会2
複数市町村が
同時被災して
も機能するネ
ットワークづく
りをめざして

分科会3
東北の今、復
興期だからこ
そ必要な協働
のカタチ

分科会4
被災者支援に
おける、行政と
市民セクター
の連携

分科会5
災害対応にお
ける助成のあ
り方

休憩・移動

12：15～

13：00

15：00

15：30

17：30

18：00

20：00

1日目12（金） 

コメンテーター
コーディネーター

パネリスト



5

連携について、今後の課題解決を考える。2日目13（土） 
南海トラフ地震発生シミュレーション

昼食休憩・移動

クロージング

分科会6

●南海トラフ地震被害想定

●シミュレーション

●平時における都道府県域での連携の取り組みについての共有

●趣旨説明
●分科会・シミュレーションの課題共有

●産官学民からのコメント

●今後に向けて
栗田暢之　全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）準備会　代表

”今”、大規模災害が発生した事態を想定して、支援団体などの動きを参加型の訓練形式で
共有します。限られた情報の中で起こる支援の過不足や受け入れ状況の変化、多様な支援
団体の調整など、全体状況を提供することで支援団体の行動の違いや情報を集約する機能
の必要性を認識。支援調整の機能について考えるきっかけとします。

支援のギャップをなくすためには、今後どのように連携を発展させればよいのか。分科会などで出
された課題を踏まえて、産官学民の各セクターからの参加者に、感想・コメントをいただきます。

各分科会から挙げられた課題と南海トラフ地震発生シミュレーションの分析結果を共有します。

南海トラフ地震を想定した各組織の動きを認識し、支援の過不足の確認を行います。

多様性に配慮した
被災者支援：課題と
展望

都道府県域で人と成
果をつなぐ。平常時に
行う訓練・研修のあり方

災害に備えた市区
町村域のネットワー
クの構築

国内災害時の海外
支援の受け入れ

分科会7 分科会8 分科会9

休憩・移動

9：00

12：00

13：00

15：00

15：30

17：00

コーディネーター
協　　　力

平田直氏　　東京大学地震研究所教授

菅野拓氏　　人と防災未来センター 研究員
一般社団法人情報支援レスキュー隊（IT DART）、ソフトバンク株式会社

パネリスト

コーディネーター

永井美佳氏　社会福祉法人大阪ボランティア協会　事務局次長
古越武彦氏　長野県危機管理部 危機管理防災課 危機管理係 担当係長
松永和樹氏　社会福祉法人静岡県社会福祉協議会　地域福祉課　主任
佐甲学氏　　社会福祉法人全国社会福祉協議会　地域福祉部長／
　　　　　　全国ボランティア・市民活動振興センター所長

報　告　者
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現在、内閣府が開催している「避難所の確保と質の向上に関する検討会」での議論や、災害救助法で保障
される環境改善の範囲とも照らし合わせつつ、震災関連死を防ぎ、心身の健康とその人らしさを損なわな
い最低限の避難所環境を維持していくために必要な要素について考えます。また、過去の災害の事例から、
課題解決に向けてNPOが果たした役割を検証し、行政・医療・福祉などの職能団体とNPOによる、今後
のよりよい協働のあり方を検討します。　＜企画：震災がつなぐ全国ネットワーク＞

全国各地でさまざまな災害が発生し、災害ボランティアセンターが開設されています。地域性の違いや複
数市町村が同時期に被災するなど、求められる支援の“内容・量・成果”はその都度異なり、社会資源の過
不足のために現地だけでは解決に至りにくいこともあります。本分科会では、現状の都道府県域ネットワ
ークだけでなく、その構築が始まっていない地域の関係者が一同に集い、連携・協働のあり方や意義につ
いて意見交換します。　＜企画：全国社会福祉協議会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議＞

複数市町村が同時被災しても機能するネットワークづくりをめざして

「心身の健康を守る最低限の避難所環境を整えるための協働」

分科会一覧

1
分科会

1日目

1日目

1日目

2
分科会

東北では震災から5年が経過しようとする今も、復興活動が継続され、協働が求められています。岩手・宮
城・福島の地元団体が「仮設住宅」「災害公営住宅」「避難解除後の地域づくり」の現状を伝え、3県連携
復興センターと今後の協働（NGO・NPO、企業、助成団体など）を模索します。
＜企画：東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）＞

「東北の今、復興期だからこそ必要な協働のカタチ」

3
分科会

阪本真由美氏 名古屋大学減災連携研究センター　特任准教授
佐々木裕子氏 愛知医科大学看護学部在宅看護学　准教授
西島秀一氏 日本赤十字社事業局 　救護・福祉部長
頼政良太氏 被災地NGO恊働センター　代表
浦野愛氏 認定NPO法人レスキューストックヤード　常務理事コーディネーター

パネリスト

報　告　者

コーディネーター

早川輝氏 NPO法人みやっこベース　事務局長（岩手）
神谷淳氏 気仙沼市地域づくり推進課　主査（宮城）
岩崎大樹氏 NPO法人コースター　代表理事／田村市復興応援隊（福島）
葛巻徹氏 NPO法人いわて連携復興センター　事務局長
石塚直樹氏 一般社団法人みやぎ連携復興センター　事業部長
山崎庸貴氏 一般社団法人ふくしま連携復興センター　事務局長
菅磨志保氏 関西大学社会安全学部　准教授
中野圭氏 東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）地域駐在員岩手

報　告　者

報　告　者

コメンテーター

コーディネーター

田中秀貴氏 福岡県　総務部防災危機管理局消防防災指導課　係長
西村真弘氏 社会福祉法人大分県社会福祉協議会　大分県ボランティア・市民活動センター　主事
中村隆行氏 NPO法人ひろしまNPOセンター　専務理事・センター長
桑原英文氏 一般社団法人コミュニティ・４・チルドレン　代表理事
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1日目

1日目

災害時の復旧・復興活動を支える助成について、東日本大震災で「助成の出し手」だった助成団体や企業、
「助成の受け手」だったNPOが、それぞれの立場から成果と課題を報告。その内容を共有しながら、いつ・
どこに・どのような助成が必要なのか、また、助成の際に必要な要素とは何なのかを考えます。
＜企画：日本NPOセンター＞

「災害対応における助成のあり方」

5
分科会

東日本大震災以降、個人ボランティアに加えてNPO・NGOなどの組織的なボランティアによる被災者支
援が活発に行われるようになりました。2013年の災害対策基本法の改正や、過去の災害における事例
などを踏まえながら、行政と市民セクターがお互いに何を期待しているのか、具体的な「連携」について考
えます。　＜企画：JVOAD準備会　事務局＞

「被災者支援における、行政と市民セクターの連携 」

4
分科会

パネリスト

コーディネーター

児玉克敏氏　内閣府政策統括官（防災担当）付　企画官（普及啓発・連携担当）
古越武彦氏　長野県危機管理部 危機管理防災課 危機管理係　担当係長
村田昌彦氏　人と防災未来センター　研究部長
白鳥孝太氏　公益社団法人シャンティ国際ボランティア会（SVA）　気仙沼事務所　現地統括
明城徹也　　全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）準備会　事務局長

田尻佳史氏　認定NPO法人日本NPOセンター（JNPOC）　常務理事

パネリスト ＜助成の「出し手」＞

コーディネーター

青柳光昌氏　公益財団法人日本財団　ソーシャルイノベーション本部　上席チームリーダー
金田晃一氏　武田薬品工業株式会社　コーポレート・コミュニケーションズ＆パブリック・アフェアーズ　CSRヘッド
城千聡氏　　社会福祉法人中央共同募金会　企画広報部
橋本笙子氏　認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム（JPF）　理事
パネリスト ＜助成の「受け手」＞

柴田滋紀氏　NPO法人にじいろクレヨン　代表　
八木純子氏　一般社団法人コミュニティスペースうみねこ　代表

2日目

災害時において、多様な人々が支援からこぼれ落ちない体制や取り組みの実現に向けた官民連携と、分
野別の支援調整のあり方や多様性全体への配慮について考えます。　
＜企画：震災がつなぐ全国ネットワーク／ジャパン・プラットフォーム（JPF）＞

「多様性に配慮した被災者支援：課題と展望 」

6
分科会

パネリスト 池田恵子氏　　減災と男女共同参画　研修推進センター　共同代表
野際紗綾子氏　認定NPO法人難民を助ける会（AAR）　プログラム・マネージャー
北原真理恵氏　認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ／たすけあいセンターJuntos
浦野愛氏　　　認定NPO法人レスキューストックヤード（RSY）　常務理事（予定）
鶴木由美子氏　認定NPO法人難民支援協会（JAR）　定住支援部　コーディネーターコーディネーター



災害時の連携を考える全国フォーラム事務局
（日本NPOセンター内）

〒100-0004　東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル245
TEL：080-5961-9213（直通）　E-mail：forum@jvoad.jp
※お電話は平日10時から18時まで。必ず直通へお掛けください。

※協力：　　　　　　　　　　※一部写真提供：一般財団法人消防科学総合センター災害写真データベース

お問い合わせ

2日目

2日目

2日目

南海トラフなどの大規模災害による被害の発生が危惧される中、全国各地でさまざまな訓練・研修が実
施されています。これらの実施目的・方法はさまざまであり、訓練の実施そのものが目的化する傾向があ
る一方、継続的かつ戦略的な展開をめざす地域も見受けられます。そこで、都道府県域のネットワーク構
築をめざした訓練・研修のあり方について、事例報告をもとに全員参加型のワークショップを行い、今後
の展開を考えるうえでのヒントやポイントを検討します。
＜企画：全国社会福祉協議会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議＞

都道府県域で人と成果をつなぐ。平常時に行う訓練・研修のあり方

7
分科会

災害発生時には行政や社会福祉協議会、青年会議所、NPOなどが単独で対応するには限界があり、市区
町村単位で様々なセクターが分野を超えて連携・協働しながら、支援活動を行うことが求められます。そ
こで本分科会では、全国の市区町村において平時から防災ネットワークの構築を行っているネットワーク
団体の方々に登壇いただき、活動事例や課題などを共有することで、各地での防災ネットワーク構築の促
進を図ります。　＜企画：チーム中越／日本青年会議所＞

「災害に備えた市区町村域のネットワークの構築」

8
分科会

東日本大震災では海外からも多くの支援の申し出がありましたが、日本側で受け入れに関する政策や体
制が整っていなかったことから、海外支援を十分に活用できたとは言えません。また、海外から支援を受
け入れる際には、日本国内の災害であっても国際最低基準を満たすことが必要になります。将来、国内で
大規模災害が発生した際、海外からの支援を有効活用するには、平時からどのような政策や体制作りが
必要なのか。東日本大震災での経験を通して考えます。　
＜企画：国際協力NGOセンター（JANIC）/ジャパン・プラットフォーム（JPF）＞

「国内災害時の海外支援の受け入れ」

9
分科会

分科会一覧

コーディネーター

パネリスト

コーディネーター

黒川綾子氏　社会福祉法人足立区社会福祉協議会
小山大志氏　越後妻有防災ネットワーク協議会
早坂貴敏氏　一般社団法人恵庭青年会議所
河内毅氏　   チーム中越／長岡協働型災害ボランティアセンター
李仁鉄氏　　NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク

河野弘輝氏　　社会福祉法人新潟県社会福祉協議会　地域福祉課　主任
山田信人氏　　社会福祉法人徳島県社会福祉協議会　総務企画課　主任
阿部圭宏氏　　災害支援市民ネットワークしが　代表
山崎水紀夫氏　認定NPO法人NPO高知市民会議　理事

パネリスト

コーディネーター

柳沢香枝氏　　東日本大震災と国際人道研究会　メンバー
石川一由紀氏　救世軍　東京東海道連隊本部　災害対策室　少佐
勝又英子氏　　公益財団法人日本国際交流センター　専務理事・事務局長
石井正子氏　　立教大学異文化コミュニケーション学部　教授

報　告　者


