
 

 

 

 
 

 

 

主 催：特定非営利活動法人（認定 NPO法人） 

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD） 代表理事 栗田 暢之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  災害時の連携を考える全国フォーラム 

中止に伴うみなさまへのメッセージ 
2020年 6月 3日（水）・4日（木）、一橋大学 一橋講堂にて開催を予定していた 

「第 5回 災害時の連携を考える全国フォーラム」は、残念ながら新型コロナウイルス感染症拡大防止の 

ため中止とさせていただきました。 

今回も多様なセクターの皆さまによる分科会企画も予定されており、 

昨年発生した自然災害での取組み、課題などもあげられていました。 

まだ新型コロナウイルス感染症の収束は見えませんが、自然災害は 

いつ起きるか分かりません。本フォーラムで、皆さまと共有し、意見を 

交わしたかったことなど、主催・共催者ならびに分科会企画者からの 

メッセージをまとめておりますので、ぜひご覧ください。 

JVOAD 代表理事・栗田です。今年度の全国フォーラムにつきましては、新型コロナウイルスの影響により、残念な

がら中止とする判断に至りました。一方で、感染が一層拡大している現実に、「今災害が発生したら、どう対応すべき

か」、という新たな難題も課せられています。JVOAD としても急ぎ議論をはじめたところです。 

さて、昨年は、佐賀県を中心とする水害や、房総半島台風、そして東日本台風など、甚大でかつ広域な水害に

見舞われました。現地では、全国から合計 500 を超える NPO などの民間支援セクターが参加し、県域または市町

村域で「情報共有会議」が開催されました。 

JVOAD 発足の原点でもあります「支援のモレやムラをなくす」ために、行政・社協・民間支援セクターによる三者

連携の推進に努めてきたところでありますが、千葉県では、自衛隊・消防・事業者・技術系 NPO ら、との連携による

ブルーシート展張が実現しました。また長野県では、災害廃棄物の対応や、りんご農家に対する支援が、国・県・市・

災害 VC・地元の NPO や生協、農協、そして外部支援者という多岐にわたる多様な主体との連携によって実施され

ました。これらのことは、連携の具体的な成果として、可視化できたものと考えております。 

一方で、災害の頻発化と広域化により、特に、より専門性が求められる避難所対応や、家屋の床下対応などにつ

いては、圧倒的に支援者が不足するといった課題も露呈しました。また、在宅避難者に、必要な支援をどのように届

けていくのかという、まさに三者連携を加速させて、対応する必要性も浮き彫りになりました。 

本来なら、全国フォーラムで、今後も警戒される「異常気象」のことを全体的に学び、また、すでに多くの団体等か

ら、分科会開催のお申し出をいただいておりましたので、個別の様々な課題に対する議論は、そこで深めていくはず

でありました。 

今回、全国フォーラムの開催はかないませんでしたが、もとより、こうした課題解決のためには、より多様なジャン

ルから、さらに多くの方々にもご参画いただき、できる限りの議論を続けていくことが必要だということは、言うまでもあ

りません。まだ予定の段階ですが、現時点では、来年の 5 月には、全国フォーラムを開催できるようにと、準備を進

めて参ります。 

皆様方も健康管理には十分ご留意いただき、この事態が一日も早く終息することを願いつつ、またお会いできる

日を楽しみにしております。 

【第 4 回全国フォーラムの様子】 



 

共 催：内閣府 特命担当大臣（防災） 武田 良太氏 

 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府防災担当大臣の武田です。今回の全国フォーラムは新型コロナウイルス感染拡大防止の為に残念な

がら中止になりましたが、共催者である内閣府を代表いたしまして、動画と言う形でメッセージをお伝えいたしま

す。 

昨年は、令和元年房総半島台風、東日本台風など災害が相次ぎました。それぞれの被災地には、NPOなど

の様々な団体や個人のボランティアの方々が駆けつけ、行政では手の届かない、きめ細やかな被災者支援活動

を実施いただきました。ボランティアの皆様や災害ボランティアセンターを運営される社会福祉協議会の皆様、

NPOの皆様、民間企業の皆様それぞれのご尽力に心より感謝申し上げます。 

また、このたび天皇陛下御即位に際し、天皇陛下より JVOADに御下賜金（ごかしきん）を賜（たまわ）りました。

被災者はもちろんのこと、災害時のボランティア活動に関わる多くの国民を励ましたいとの思いから行われたと伺

っております。平成の時代において、災害ボランティアが大きな存在となった証と感じております。令和の時代に

おいても JVOADはもとより、被災者支援にご尽力されている皆様の益々のご活躍を期待しております。 

内閣府では、ボランティアや NPOの皆様の善意をより良い形で被災者支援に向けられるよう、JVOADをはじ

めとする、NPOの皆様、社会福祉協議会、経済界の皆様とともに、様々な工夫をしてきました。特に、平時から、

行政・NPO・ボランティア等の三者が「顔の見える関係」となり、発災時には「情報共有会議」を開催し、連携の取

れた支援を行うことの重要性が共有され、平成 28年の熊本地震以降、それを実践してきました。 

内閣府と JVOADそれぞれが蓄積した知見やネットワークを活かしながら、行政・NPO・ボランティア等が連携す

ることによって、ムラとモレがなく被災者支援活動が展開できると考えております。今後とも、内閣府として、支援

者相互の連携に向けた体制を維持・発展させることを皆様と進めていきたいと思っております。 

災害対策の推進については、国民一人ひとりが「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で行動する

社会の実現に向けた取組を、引き続き進めてまいります。また、行政による「公助」はもとより、国民一人ひとりが

自ら取り組む「自助」、そして、地域、企業、学校、ボランティアなどが互いに助け合う「共助」を組み合わせた取

組を、国民運動として一層推進してまいります。 

現在、新型コロナウイルスによる大きな困難に直面しておりますが、災害はいつ発生するかわかりません。現状

で災害が発生した際には感染防止を十分に考慮する必要があることから、ボランティア活動も制約を受けざるを

得ないと思われますが、感染症対策と被災者支援を両立して、この難局を乗り越えていきたいと存じます。ボラン

ティア関係者、並びに国民が一致団結して、この危機を乗り切ることを祈念し、私からの挨拶といたします。 



 

共 催：災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援 P） 共同事務局 

     社会福祉法人 中央共同募金会 事務局長 阿部 陽一郎氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、全国フォーラムの共催団体である支援 P事務局の阿部です。 

「災害支援の文化を創造する」と題した第４回全国フォーラムから１年。再び参加者のみなさんの熱気に接する

ことを楽しみにしていたのですがたいへん残念です。 

 とはいえ、JVOAD が中心となって、目下「新型コロナウィルスの感染が懸念される状況におけるボランティア・

NPO等の災害対応ガイドライン」の仕上げの作業に入っており、その時の状況の中で課題に立ち向かう JVOADの

スタンスに改めて敬意を表する次第です。このガイドラインですが、災害時に連携・協働する多様な団体やボラン

ティアとはもちろんのこと、被災地の三者連携先、さらには被災地の市民とも共通のテキストになることを目指して

おり、まさに災害支援の文化の創造の具体化と理解しています。 

 また、今回の新型コロナウィルス感染の影響は、防災や受援を進めていた全国の各地域でも大きな課題が生じ

ています。すなわち、人と人とが互いに距離を取り、接触する機会を減らすことが求められている現在、これにより

私たちがこれまで進めてきた活動は制限され、力を発揮できない状況にあります。こうした状況は、防災に限ら

ず、日常的にも誰かとつながっていること、誰かを支えたり支えられたりしていること、そうしたことの大切さを改め

て気づかせてくれています。 

現在、「広がれボランティアの輪」連絡会議をはじめとした多様な組織が主唱団体となり、「つながろう、未来の

“つながり”のために」をテーマに、未来の豊かな“つながり”のための全国アクションがスタートしています。  

 つながることをあきらめず、感染防止策を講じながら活動する方法や工夫を集めて提供する、悩み葛藤しなが

ら活動している仲間たちの交流を図る、そうした取り組みや知恵を、来年開催の全国フォーラムの場で皆さんと

共有できることを願っています。  



今回予定されていた分科会プログラム一覧 ＊企画段階での内容となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定されていた分科会企画者からのメッセージ 

  多くの方々が、「災害時の連携を考える全国フォーラム」の分科会企画に応募いただいていました。 

自分たちの災害支援活動から見えた課題やよかった事例の共有、今後、より一層連携して取り組んでいきたい 

と感じているテーマについて、本当に多くの分科会が予定されていました。 

  JVOAD として、これら分科会を「これまでの連携の歩み」、「テーマごとの課題への対応」、「新しい災害支援の 

 取組み」と 3つのセッションに分けて、全国から参加いただくみなさまと共有し、議論を深めたいと考えていました。 

  残念ながら、今年の「災害時の連携を考える全国フォーラム」自体は中止となりましたが、分科会を企画いただ 

 いたいくつかの団体の方よりメッセージをいただいております。参考となる資料の紹介などもありますので、ぜひご覧 

ください。次回の「災害時の連携を考える全国フォーラム」でも、ともに学び、ともに考え、ともに連携することで、 

    より良い支援につながることを願っております。 

  

No. テーマ 企画者

1 多様な主体間でつながるコツ～Happyぼうさいプロジェクトを通じて～ ふくおかNPOセンター

2 頻発する災害、被災地の様々な社会課題に対する企業の向き合い方を考える JVOAD賛助企業・賛助団体

3 生活再建をめざす災害ケースマネジメント 日本弁護士連合会

4
災害発生時の情報共有会議のあり方について考える！

～情報共有会議の現状と課題について～
日本ファシリテーション協会

5 ”いざ”という時どうなる？あなたの食と栄養Vol.3 味の素ファンデーション

6 市民による災害ソーシャルワーク：私たちの新しい連携のカタチ（仮称） ACT Japan Forum

7
被災地における福祉支援の必要性

～その連携・協働の可能性と課題を考える～
JVOAD福祉支援活動勉強会

8 住民の「参加の機会」を創出する避難生活支援のあり方を考える
JVOAD避難生活改善に関わる

専門委員会

9 災害支援と情報活用（個人情報等） 災害時の情報集約に関する専門委員会

10 「誰一人取り残さない防災」福祉と防災の切れ目ない連携（仮称） JVOADほか

11 シェアリングエコノミー　Ⅹ　災害支援 JVOADほか

12 よりよい避難生活のために～正しいスフィア基準の使い方～
国際協力NGOセンター（JANICA)/

ジャパン・プラットフォーム（JPF)

13
何が課題として積み残されていくのか

～情報共有会議のアーカイブ作成から～

北の国災害サポートチーム

14 災害時の中間支援組織の12の役割とそのアセスメントについて 岡山NPOセンター

15

多様な主体で運営する災害ボランティアセンター

～同時多発広域被災に対応する地域協働型災害ボランティアセンターを目指

して～

全国社会福祉協議会

16 行政・企業との連携、支援の担い手不足に向けた対応を考える（仮称） JVOAD技術系専門委員会

17 災害時の外国人支援　～様々な連携と今後の課題～ 自治体国際化協会

18 東日本大震災10年の学び、市民セクターからの発信（仮称）
東日本大震災支援全国ネットワーク

（JCN）

19 災害時のペット（仮称） 日本YMCA同盟

20 三者連携について（仮称） 内閣府/JVOADほか

21 被災者支援のためのシステム連携　～医療・福祉のデータ活用～ JVOADほか

22 行政職員と話そう！（仮称） JVOADほか

23 産業廃棄物ガイドラインについて（仮称） JVOADほか

24 協賛企業の支援事例の紹介 協賛企業、JVOAD



企画団体名 
一般社団法人九州防災パートナーズ／特定非営利活動法人 KID’s work／ 

特定非営利活動法人ふくおかＮＰＯセンター 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会①  多様な主体間でつながるコツ 

〜Happyぼうさいプロジェクトを通じて〜 

企画内容・目的 

平時のつながりの重要性は、大規模災害が度重なる中で多くの関係者が実感してい

るところです。しかしながら、地域での防災の取り組みしかり、その内容や参加者属性

は限定的なものにとどまっています。 

そこで、いざという時に大きな助けともなり得る多様なセクター間の連携・協働をうみ

出すきっかけとしての平時の防災をはじめとする地域づくりのあり方や具体の企画の

アイデア等について、複数のユニークな事例をもとに皆さんと考えます。 

企画団体からの 

メッセージ 

「防災」については 

●平時のつながりが少ないほど、災害時には人・物・金などの諸資源の調達に支障

をきたし、専門的スキルはあっても、支援が限定的 

●平時となると「いざという時の備え」としてのつながりづくりは後回しとなりがち 

といった課題があります。 

そこで、つながりかた／つながりのいかしかた／企画づくりのコツを学び合う機会にな

ればとの思いで企画しました。 

参考資料・URL 

◼️事業概要 http://www.npo-an.com/event/archives/71 

◼️成果報告会（3/7オンライン開催、動画配信中） 

http://www.npo-an.com/event/archives/75 

◼️冊子「ぼうさいをハッピーにする WORK BOOK」 

    http://www.npo-an.com/event/archives/73 

 

企画団体名 JVOAD賛助会員企業・団体 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会② 

頻発する災害、被災地の様々な社会課題に対する企業の向き合い方を考える 

企画内容・目的 

2019 年も佐賀県集中豪雨・台風 15 号に伴う千葉県の長期的な大規模停電・台

風 19 号に伴う河川決壊・浸水被害および様々な豪雨が発生し、被災地において

は、様々な社会課題が浮き彫りになりました。 

企業は、その対応に追われ、なかには疲弊し、災害復旧、被災地支援、地域連携、

事前の備えとなる新たな災害対策商品・サービス開発など、さまざまな側面で向き

合い方が問われました。 

今回は、災害時の対応を振り返りつつ、平時の取り組みで役に立ったことや、今後に

向けて事前の備えとしてなにができるかといったことなど企業の向き合い方を考える

機会を創りたいと考えておりました。 

企画団体からの 

メッセージ 

現在、企業は、新型コロナウイルス感染症の対応に追われております。同時に、企業

は、これまで提供してきたサービスをどうすれば継続できるか、お客様に対してなに

ができるか頭を悩ませております。今後も、様々な社会課題と向き合い方を考えてい

く必要を感じております。 

参考資料・URL 

昨年の様子はこちら 

メッセージ\分科会②第 4回全国フォーラム分科会の様子（参考資料）.pdf 

 

http://www.npo-an.com/event/archives/71
http://www.npo-an.com/event/archives/75
http://www.npo-an.com/event/archives/73
file:///C:/Users/kozmi/OneDrive/Documents/全国フォーラム/第5回20200603.04/代替策/メッセージ/分科会②第4回全国フォーラム分科会の様子（参考資料）.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画団体名 特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会④  災害発生時の情報共有会議のあり方について考える！ 

～情報共有会議の現状と課題について～ 

企画内容・目的 

日本ファシリテーション協会では、2017 年の九州北部豪雨をはじめ、2018 年の西

日本豪雨や 2019 年の台風 15 号、19 号による被災地での情報共有会議の開催

を支援してきた。災害が発生した際に被災地域で情報共有会議を開催することは定

着してきたが、そのあり方は災害の種類や被災の規模だけでなく、主催者（行政、中

間支援団体など）や対象範囲（市町単位、県域など）、災害のフェーズ（急性期、復

旧期など）によっても変わってくる。 

今回のフォーラム分科会では、我々のここまでの活動を整理し、様々な場所で情報

共有会議に関わってきた方々と共に情報共有会議のあり方について議論する場とす

る。 

企画団体からの 

メッセージ 

毎年のように日本のどこかで災害が発生している現状を踏まえ、被災地に本当に求

められている支援を見出すための情報共有会議のあり方について、行政・社協・NPO

等の支援団体の皆さんと一緒に話をする場を持てるといいなと考えています。 

興味のある方々は、是非日本ファシリテーション協会までご連絡ください。 

 

 

団体名 公益財団法人 味の素ファンデーション 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑤ 

“いざ”という時どうなる？ あなたの食と栄養  vol.3 

企画内容・目的 

（１）発災時に繰り返される食・栄養の課題解決の一助に繋がる様、多様なセクター

間の連携・協働を生み出す １）施策の提案 や ２）好事例の紹介 を行う 

１） 施策の提案 

→官民学連携による、必要な情報を少ない労力で効果的に収集・分析する手法

提案 

２） 好事例紹介  

→2004年中越地震、2007年中越沖地震 「お弁当プロジェクト」 

企画団体名 日本弁護士連合会 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会③   

生活再建をめざす災害ケースマネジメント 

企画内容・目的 

被災者一人ひとりの生活再建を実現するためには、専門職を含めた多機関が連携

して、個々の被災者の抱える問題を把握し、解決方法を検討していくことが不可欠で

ある。本企画では、弁護士と社会福祉士が協働する宮城県サポートセンター支援事

務所における活動や弁護士と建築士、社会福祉士の宮城県伊具郡丸森町での協

働支援活動を紹介した上で、多機関連携による被災者支援を促進するあり方を提

案する。 

企画団体からの 

メッセージ 

災害ケースマネージメントが普及しつつある中で、士業を交えた多機関連携の実例

を紹介し、実践的かつ具体的なモデルを模索する予定でした。来年度も必ず企画い

たしますので、よろしくお願いいたします。 



 （行政も含めた多組織連携で被災者自身が 1 か月間お弁当を提供。被災地に

おける雇用確保、柔軟な対応の実施等、幾つもの良い効果が生まれました。） 

（２）上記１）につき、連携して動いて下さる参画者を募り、アクションを起こす 

企画団体からの 

メッセージ 

＜課題意識＞ 

災害発生後、食と栄養のケアが後回しにされ、栄養バランスを欠く食事提供の長期

化、配布が行き届かない等の事例が繰り返されている。 

＜想い＞ 

私達の体は私達が食べたものの積み重ね

でできています。そして、食・栄養は誰にとっても重要なテーマであり、

誰もが参加できるテーマです。皆で連携して課題を解決していきましょう！ 

参考資料・URL 

（１）2004年中越地震、2007年中越沖地震 「お弁当プロジェクト」関連情報 

https://dil-opac.bosai.go.jp/publication/pdf/bento_pj.pdf 

https://www.timr.or.jp/shinsai/docs/30_sato_toshimondai0912.pdf 

（２）栄養バランスが良いのは当たり前！ 

美味しい・簡単・お安い献立レシピ紹介 

コロナ禍の今、抵抗力を高めるために毎日 

きちんと栄養バランス良く食べることはとても 

大切です。とは言え、毎日料理をするのは 

大変ですよね・・・良かったら以下当財団の 

レシピ等もご活用ください。 

１） 献立レシピ http://www.theajinomotofoundation.org/akaepu/ 

２）切ってあえるだけレシピ 

http://www.theajinomotofoundation.org/wp-

content/uploads/easy_200326.pdf 

３）栄養バランスチェックシート 

http://www.theajinomotofoundation.org/wp-content/uploads/191213.pdf 

 

企画団体名 ACT Japan Forum 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑥ 

災害支援のための市民ソーシャルワーカー育成プロジェクト 

企画内容・目的 

本分科会では、2020 年 3 月に完成したガイドブック『災害時あの人をたすけたい - 

あなたの町・コミュニティの市民ソーシャルワーク実践』を紹介するとともに、昨年の

台風 15号・19号災害支援を機に発足した「市民ソーシャルワーカー育成プロジェク

ト」の経緯・団体紹介・方法論のプレゼンテーションを行う。また、ガイドブックに合わ

せて製作した講習会用プロモーションビデオを放映し、今後展開される「市民ソーシ

ャルワーカー育成講習会」を分科会参加者対象に 1 時間の模擬トレーニングを行

う。 

企画団体からの 

メッセージ 

2019 年の台風災害支援を機に、私たち 3 団体の協働が始まりました。発災時に最

も見えにくく脆弱な被災者が支援から取りこぼされる現実を知りました。今後、このよ

うな要支援者にアウトリーチしようと、そのツールとして、本ガイドブックを製作しまし

https://dil-opac.bosai.go.jp/publication/pdf/bento_pj.pdf
https://www.timr.or.jp/shinsai/docs/30_sato_toshimondai0912.pdf
http://www.theajinomotofoundation.org/akaepu/
http://www.theajinomotofoundation.org/wp-content/uploads/easy_200326.pdf
http://www.theajinomotofoundation.org/wp-content/uploads/easy_200326.pdf
http://www.theajinomotofoundation.org/wp-content/uploads/191213.pdf


 

 

 

 

 

 

 

企画団体名 JVOAD福祉支援活動勉強会 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑦  被災地における福祉支援の必要性 

～その連携・協働の可能性と課題を考える～ 

企画内容・目的 

DWAT、福祉専門職、DHEAT（保健師）、JRAT（リハビリ）各関係者によるディスカッ

ション企画でした。 

この企画を通じて、①福祉分野の支援に関心があり、まだ実際の支援にあたったこと

がない人が新たに担い手として関わっていくこと、②福祉支援関係者が、保健・医療

などの他分野専門職との連携を促進、新たなつながりを生むための場となること、③

自分野だけでは課題解決できない被災地の複雑な課題を、連携・協働することによ

り解決の幅が広がることを、事例等を通じて提案していくこと、④災害支援の最新の

知識・ノウハウが共有できる機会になることをめざしました。 

企画団体からの 

メッセージ 

被災地の避難所等における弱者的立場の方の実際を知り、それらに福祉専門職は

どう向き合い、連携の中でどう対処してきたのかを知ると同時に、今不足しているリソ

ース（ひと・もの・資金・情報等）について、参加者の皆さんとともに考えたいと思って

いました。 

このコロナ災禍も災害対応の新バリエーションと思います。次に集まれる時期に話し

合うべきことは新たに多くあるに違いありません。 

 

企画団体名 JVOAD避難生活改善に関する専門委員会 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑧ 

住民の「参加の機会」を創出する避難生活支援のあり方を考える 

企画内容・目的 

指定避難所外避難を含む避難生活の長期化で、災害関連死や健康被害が発生す

る背景には、①物理的環境の悪化②周囲への遠慮や気兼ねの構造③やることがな

い状態が続き生活が不活発になるなどの課題がある。これを解決するためには、被

災者を、支援を受けるだけの存在にせず、課題を解決するための一員として、積極

的に参加できる機会を、周囲が創出していくことが効果的であると考える。そこで、こ

れまでの災害で、当事者参加型の積極的アプローチを実践した事例を学び、「避難

生活における参加の機会の意義」について、多くの関係機関の皆さんと議論を重

ね、今後の連携の在り方について考えていくことを目的とした。 

企画団体からの 

メッセージ 

私たちは、被災者の中には、「自分でできることは自分でやる」という意思や、「人の

役に立ちたい」という意欲を持つ人が数多くいるものの、それが発揮できる環境を整

える視点や技術を持つ支援者が不足していると感じています。フォーラムを機に、同

じ問題意識を持つ方々と出会い、知恵を共有しながら、課題解決に向けて取り組ん

でいければと思います。 

 

た。市民ソーシャルワーカー育成に向けて、災害支援者の皆さんと意見交換したいと

思います。 

参考資料・URL 

本フォーラムでは、このガイドブックを用いた市民ソーシャルワーカー育成プロジェクト

に参画すると共に、有事の際には、人員派遣などを通して協働していきます。 

プレスリリース参照 

メッセージ\分科会⑥市民 SW育成プロジェクトプレスリリース（参考資料）.pdf 

file:///C:/Users/kozmi/OneDrive/Documents/全国フォーラム/第5回20200603.04/代替策/メッセージ/分科会⑥市民SW育成プロジェクトプレスリリース（参考資料）.pdf


 

企画団体名 国際協力 NGOセンター（JANIC） / ジャパン・プラットフォーム（JPF） 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑫ 

よりより避難生活のために～正しいスフィア基準の使い方～ 

企画内容・目的 

避難所の生活環境改善と支援の質の向上を目的として、その指針の一つとなる

国際基準（スフィア基準、人道支援の必須基準）を学び、スフィアの基礎が正しく

理解されることを目指す。 

被災者を中心とした避難所運営における留意点として、トイレや居住スペース設置の

上での課題、また、ジェンダー配慮や、要配慮者への対応における課題など、支援

の質が問われる問題を、実例をもとに明示する。避難所運営ガイドラインで目指

している「人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送ることができ

ているか」という観点から、スフィア基準をどのように使うのか、また、スフィアを活

用するにあたって、ありがちな誤解や疑問に答える。 

企画団体からの 

メッセージ 

「スフィア基準」が、日本国内でも知られるようになり、どのように使ったらいいのか分

からない、日本には日本の事情があるので、開発途上国や紛争地域での支援経験

から生み出された国際基準は、日本の災害対応にそぐわないのではないか、という

声が聞かれるようになりました。こうした声にお応えして、支援に関わる全ての人に、

スフィア基準の普遍的な考え方と、支援の計画や見直しに活用するヒントをお伝えし

たいと考えました。 

参考資料・URL 

スフィアハンドブック２０１８（日本語版、英語版） 

https://jqan.info/documents/sphere_handbook/ 

 

企画団体名 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑮  多様な主体で運営する災害ボランティアセンター 

～ 同時多発広域被災に対応する地域協働型災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰを目指して ～ 

企画内容・目的 

大阪北部地震、平成 30 年 7 月豪雨、北海道胆振東部地震、台風 19 号など、大

規模で広域被災の災害が続いています。 

災害発生時に被災地の社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターは、

被災者中心・地元主体・協働の 3 原則により運営されますが、被災経験のない地

域も多く、経験のある NPOや全国から派遣された社協職員の支援に頼ることも少

なくありません。 

南海トラフ地震、首都直下型地震など大型災害発生時には、外部支援の不足が

懸念されることから、被災地中心・多者連携による災害対応をどのように進めるか

を考える必要があります。 

企画団体からの 

メッセージ 

最近は多様な組織・団体等の連携・協働による災害対応が進んできていますが、

非常時に機能する関係性づくりは平時からのつながりづくりが重要です。フォーラ

ムの場での出会いに期待するだけでなく、地域で災害時に連携・協働したい組織・

団体に声をかけて、是非一緒に次回のフォーラムに参加してください。きっと大き

な一歩になります。 

 

 

 

https://jqan.info/documents/sphere_handbook/


 

企画団体名 JVOAD技術系専門委員会 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑯  

１）行政と企業との連携 / ２）支援の担い手不足への対応 

企画内容・目的 

１）では、台風 19 号により被害を受けた宮城県丸森町において、役場と重機メーカ

ーとの連携により、宅地等の土砂撤去を NPO が担った事例を。２）では、台風 15 号

による屋根の被害への対応（主に屋根へのシート張り）ができる人材が圧倒的に不足

している現状に対する取り組みとして、技術系 NPO による自衛隊や消防士や地元

NPO との連携による講習会開催事例を取り上げ、「連携」について話し合う機会とし、

次の災害への備えを進めることを目的とする。 

企画団体からの 

メッセージ 

被災後の生活復旧は、技術系の活動なしには成り立たない状況が増えてきていま

す。技術系 NPOの多くは、十分な活動資金もない中、多様なセクターと連携すること

で被災者の生活復旧・再建を後押ししています。 

特定の NPO だけではなく、多くの関係者が思いを同じくすることで復旧を早めることが

できます。 こころひとつに ONE TEAMで乗り越えていきましょう。 

 

 

企画団体名 一般財団法人自治体国際化協会・市民国際プラザ / 難民支援協会 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑰ 

災害時の外国人支援 ～様々な連携と今後の課題～ 

企画内容・目的 

日本の災害事情や防災知識を知らない外国人住民等が増加傾向にある

中、近年、多発する地震や台風などの災害により外国人も被災者となる場

面が増えています。 

災害時の外国人支援については、自治体、地域国際化協会等において、

様々な取組が推進されてきていますが、この分科会ではそれら取組等を

踏まえて、今後に向けた課題や取組の方向性について考える機会としま

す。 

企画団体からの 

メッセージ 

これまで災害時の外国人支援は自治体や地域国際化協会、外国人支援団体等

を中心に行われてきましたが十分とは言えません。「外国人」は同時に、子ど

も、女性、障害者、高齢者でもあります。災害時に迅速な対応を行うために

も、福祉や医療など様々な分野で日頃から連携を図り、必要性について再確

認し、実際の行動に変えていきましょう。 

参考資料・URL 

災害時の多言語支援に関する資料 

http://dis.clair.or.jp 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/saigai.html 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/shiryou/shinsai.html 

 

 

 

 

 

 

http://dis.clair.or.jp/
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/saigai.html
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/shiryou/shinsai.html


 

企画団体名 
環境省 ／（一般財団）自然環境研究センター ／ NPO 法人 ANICE ／ 

（公益財団）日本 YMCA 同盟 

予定していた 

分科会タイトル 

分科会⑲ 

人とペットの災害対策 -ボランティアの役割から考える- 

企画内容・目的 

災害時のペットへの支援には多くの団体や個人が取り組みつつも、それぞれ

の動物観による「独自のやり方」が先行してしまい、JVAOD が掲げる三者（行

政・NPO・ボランティア）連携・協働については未整備な状況である。環境省

の『人とペットの災害対策ガイドライン』（平成 30 年 3 月）と『ボランティ

アの活動と規範』（令和 2 年 3 月）を軸に、ボランティアの役割と三者連携

について、参加者とこれまでの対応経験を共有しつつ、今後のペット飼養者

への支援の在り方について考える。 

企画団体からの 

メッセージ 

災害時の支援活動は、飼い主である「人への対策」と切り離さず考えていく

ことが必要であり、さらに、平時の動物に対する飼い主の姿勢も含めた包括

的な整理が必要です。災害時のペットと飼い主への支援全体を、総合的な視

点で整理分析する機会として位置付けることで、災害支援活動の効果的な取

り組みへの一助となると考えました。 

参考資料・URL 

『人とペットの災害対策ガイドライン』 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002.html 

『ボランティアの活動と規範』 

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0204a.html 

 

以 上 

 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0204a.html

