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2013 年度・第 33回 震災がつなぐ全国ネットワーク 定例会 

日時：2013年 10月 27日（日）13：00～15：00 

場所：名建協 1F会議室（名古屋市東区泉 1-13-34） 

 

■参加者 

震災がつなぐ全国ネットワーク事務局長：松山 

団体会員：ADRA Japan（渡辺）、アレルギー支援

ネットワーク（中西、鹿島）、かながわ 311ネット

ワーク（谷永）、とちぎボランティアネットワーク

（矢野）、被災地 NGO 恊働センター（頼政）、国

際復興支援チーム中越（河内）、ピースボート災害

ボランティアセンター（上島）、レスキューストッ

クヤード（栗田・浦野・加藤・髙木・松永） 

個人会員：金子、菅、津賀、松田 

若手幹事会オブザーバー：明城（JPF） 

 

■挨拶・代表・栗田より 

阪神淡路大震災から続いてきたネットワークが

震つなである。今年は中越地震が起きた 2004 年

と同様に夏の水害が多く緊張状態が続いた。今後

も水害は増加傾向にある状況において、また一方

で東日本大震災の復興は道半ばであり、福島の状

況は深刻化しているという状況において、どのよ

うなネットワークが望ましいかを考えていきたい。 

 

＜報告＞ 

□ 4～9月の事業および予算進捗報告 

1. 移動寺子屋 in 長野（2013 年 5 月 26 日（日）

千曲市総合観光会館） 

東日本大震災翌日の地震により被害を受けた

“忘れられた被災地”栄村について、地元の方に

話をしていただいた。地元からの参加者も多かっ

た。詳細は【資料１】参照。 

2. 若手幹事会合宿（2013 年 7 月 31 日（水）-8

月 1日（木）日本財団ビル） 

水害の発生と重なり欠席者が数名でた。合宿を

経てもまだまだ話が煮詰められておらず、形を示

すことができない。あくまでも途中経過の段階で

ある。詳細は【資料２】参照。 

 

●課題定義（栗田より） 

そもそも震つなは 1995 年の阪神淡路大震災を

きっかけに生まれたネットワークだ。KOBEの課

題を現場と外部から集まった全国各地の団体有志

で考え始めたのが始まりだった。そこからブック

レットが生まれた。ネットワーク重視というより

は、被災地支援・被災者支援に特化して、それぞ

れが出せる利点を共有し合ってきたのが震つなだ

った。 

当時、福祉救援ボランティアと呼んでいた社協

が、2004年の災害多発をきっかけとして変わり始

めた。しかし社協の VC だけでは足りないことも

徐々にわかってきた。震災から 15年の 2010年に

は「災害ボランティア文化」を発行し、15年の検

証を経て、次は市民社会の中で災害ボランティア

が定着していくために何とかしなければ、と言っ

ていた矢先に東日本大震災が発生した。東日本大

震災で日本赤十字が集めた寄付は 600億、赤い羽

根共同募金のボラサポ（災害ボランティア・ＮＰ

Ｏ活動サポート募金）は 40億、JPFは 70億を集

めた。日本赤十字だけ桁が違う。社会の中で、市

民セクターとしてボランティア・NPOの我々がど

んな役割を果たしていけるのかを議論にあげてい

くべきである。そうでなければ今まで通り「趣味

でやっている人がいるな」というような話で終わ

ってしまう。 

若手幹事会で話し合われた結果を見ても、震つ

なの役割が見えない。震つなとして社会にどんな

責任を果たしていくかの柱がでてこないと続けて

いく意味はない。 
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●課題定義（矢野より） 

栗田に同感する。ある意味でリセットしても構

わない。若手幹事会で話合われた内容を見ると、

中長期のビジョンがない。自分たちがすべきこと、

求められる役割は何なのか。もっと仲間を募らな

いとダメだろう。少数制なのか広範囲なのか、そ

のどちらであるかもわからない。お金がなくても

やるかどうか。現状はお金があるからやる、にな

っていないか。やるべき理由が先になければやる

だけ無駄である。また、若手幹事会だけで考える

のではなく、これまで一緒に活動してきたその他

の構成メンバーの意向も聞かないといけない。集

まる機会が年２回なので、このあたりの話は今日

決めないと決まっていかない。 

 

3. 支援のすき間に支援を届かせるためのワーク

ショップ合宿（2013年 10月 1日-2日・日本財団） 

東日本大震災の活動を振り返って共有するとこ

ろから始めた。震つなの加盟団体だけでなく幅広

い分野で活動しているゲストに来ていただいたこ

とで話が深まり、広がった。次年度事業につなが

る内容の濃いワークショップが実施できた。詳細

は【資料３】参照。 

●意見（栗田より） 

今後は各セクターが協力できるような体制づく

りが必要。書き方・言い方によっては対立関係を

生んでしまうので注意が必要である。市民セクタ

ーが信頼を得ていける社会を作っていくべきだ。 

●質問（菅より） 

とてもよく考えられたワークショップであった

ことが伺えるが、どのように組立てをしたのか。 

→（浦野）チームで作っていった。現場に足を運

んでいる様々な団体に入ってもらったことで、内

容の幅が広がった。 

→（菅）先ほどの栗田さんの発言にあったことに

関して、事例を出しながら社協の弱点などを提示

していけるとより効果的ではないか。 

→（浦野）ただし、社協の特定の人が問題となる

場合もあるから難しい。 

4. 各地緊急救援の報告  

今年の夏は 7 月中旬より水害が続いた。資器

材・スタッフも被災地から被災地へ移動すること

も多かった。それぞれの支援活動の詳細は【資料

４】参照。 

・静岡県西伊豆町水害支援 

・岩手県一関市水害支援 

・山口県（萩市・山口市阿東町）水害支援 

・秋田県鹿角市・大館市水害支援 

・島根県江津市・浜田市水害支援 

・京都府福知山市水害支援 

・福井県若狭町水害支援 

 

5. 今年度の支出および申請状況（初動対応費含） 

初動対応費を除く事業費・管理費ともに予定通

り執行している。 

初動対応費については、昨年度からの繰り越し

が 40万弱あり、西伊豆と山口の水害対応で使い切

ったため 100万円の追加申請を日本財団に提出し、

9 月に振り込みがあった。山口以降の水害対応も

あり、その 100万円も使い切る見込みだったため、

さらに 200 万円を申請して日本財団の理事会で承

認され、近日中に振り込まれる予定。初動対応費

は使い切り都度 100 万円の申請をしてきたが、日

本財団担当者（樋口氏）との協議の結果、200 万

円での申請となった。 

今後の初動対応費は管理費（人件費）も請求で

きる話を日本財団としているので、どのタイミン

グから計上可能かどうかを松山より確認する。詳

細は【資料５】参照。 

 

6. その他 

□ JVOAD構想【別紙・回収済】（栗田より） 

災害時に動ける人材（リエゾン）を育てたい。

災害直後の現場でボランティアが独自で入手する

情報は限られており、結局マスコミ情報に頼る事

になる。現場でやることは山積みなので、訓練さ

れた人が現場に入ってボランティアが共有できる

情報を自ら集めに行く必要性が東日本大震災の経
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験からもよくわかった。平常時から「場づくり→

人材育成→訓練」を繰り返す必要がある。 

内閣府も何とかしないといけないという動きが

あり、問題は誰が担うのかというところである。

これまで静岡で行われてきた図上訓練を参考にし

た動きもでてきている。 

民を中心として、そこに産官学などの他機関も

関わってほしいと考えている。これまでに 4 回ほ

ど準備会を行ってきた。今は各団体の持ち出しで

行っている状況で、徐々に組織決定をした上でメ

ンバーを増やしていく。支援 P からも正式に参加

の返事があった。 

●補足（明城より） 

アメリカの例を参考にする理由としては、政府

機関（アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁

（Federal Emergency Management Agency of 

the United States、略称：FEMA））と NVOAD

（National Voluntary Organizations Active in 

Disaster）が協定を結んだ連携体制ができている

からである。しかし実用的であるかどうかはまだ

よくわからない。日本でも内閣府と協定を結べる

かどうかが重要になる。民間だけでは限界がある

ので、公の機関の「お墨付き」が必要。仲間内だ

けの調整ではない組織を作っていきたい。 

●質問（松田より） 

なぜあれだけ大規模な動きができるのかが疑問

である。スポンサーシップが上手くできているか

らなのか。JVOAD の目的はお金集めのプラット

フォームづくりなのか、それともネットワークづ

くりなのか。 

→（明城）最終的にはお金集めの調整もしていか

ないといけない。将来的には日本赤十字以外の災

害時の寄付窓口となることを考えていきたい。ま

ずは調整機関として立ち上げて、次に資金につい

ても考えていく。 

→（菅）現段階で政府は民間セクターとしてしか

NPO を見ていないが、NPO はプロ集団であり、

もっとそれを頼っていくべきである。その関係性

づくりは今後の巨大災害を考えると必須である。

NVOAD 以外にも海外にはモデルとなるケースが

ある。国土庁の外郭団体が過去に調査もしている。

日本における災害ボランティア活動の特徴は、初

めてのボランティアでも現場に直接行って活動で

きる点である。海外では難しいケースがほとんど

で、個人は団体に属し、団体間での連携が基本に

なっている。アメリカでの政府と民間の連携につ

いては、柏木宏さんが詳しい本を書いている。 

●震つなとしてこの構想に松山を参加させること

を合意した。 

 

□ 真如苑の助成金について（栗田より） 

審査員を務めることになった真如苑の助成金につ

いて、震つな加盟団体に紹介したい。防災・減災

の活動で上限 50万円、設立 10年以内、前年度決

算 3,000万円以内の団体に限る。 

 

＜協議事項＞ 

□ 今年度下半期の事業について 

移動寺子屋進捗状況の報告と今後の計画について 

（1）被害軽減 in 浜松（2013年 11月 16 日（土）

大昌寺）企画、まとめは SVA、震つなからは被災

地 NGO恊働センター頼政が協力する。 

（2）被害抑止 in東京（日時・場所未定） 

東京災害ボランティアネットワーク福田さん中心

に企画予定。昨年度 3 月に東京で行った防災・減

災の取り組みについて意見交換した会と同様に行

う。調整は松山が担当。 

●提案（津賀より） 

支援のすき間に支援を届かせるためのワークシ

ョップ合宿で話されたことも含めて実施できると

よいのではないか。 

●提案（栗田より） 

日程調整について、特に年度末は様々な行事と

重なっているので注意が必要である。 

 

□ 東京大学被災地支援ネットワークとの連携 

東京大学被災地支援ネットワークとの連携で、

今年度は日本財団の助成金がとれなかった心のガ
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イドブックを来年度事業として申請する。 

この準備として動く場合は、震つなにいただい

た寄付を使いたい。 

→（津賀）これまでの動き、年度内の動きをきち

んとまとめて報告してもらえないと、寄付金を使

ってよいかどうかの判断もできないのでは。 

→（栗田）使わせていただくことにして、今後は

きちんと共有していくということにするべき。 

 

□ 次年度事業計画について 

詳細は別紙【資料７】参照。 

●補足（松田より） 

足湯ボランティアのその後について、今年度か

ら現地に行ってヒヤリングを開始する。 

→（栗田）現場に負担をかけないように。深いと

ころまで掘り下げるのは難しいので、2013年度の

状況はどうなっているのか、というレベルでいい

のではないか。また、事業計画全体としては、震

つなとしての柱がなくて、事業に走っている。 

→（渡辺）腹をくくれていない。とりあえず来年

度の申請を優先し、ビジョンを優先できなかった。 

→（津賀）話合っていないわけではない。議論は

したが、まとめきれなかった。 

→（菅）これまでの震つなは課題に対して何をす

るのかを考えてやってきた。今は体制や事業のこ

とばかりになりがちであることは確かである。 

→（矢野）東日本大震災の検証をした方がいい、

という話を昨年も言ってきた。検証しないと何が

課題なのかも見えてこない。まずは課題を出さな

いと何もでてこない。 

→（栗田）中越地震から 10年、阪神淡路大震災か

ら 20 年の企画は寺子屋ではなく別枠でしっかり

やった方がよい。 

→（津賀）各事業の予算根拠をだしてほしい。 

→（栗田）事務局長の給料をどうするのか。 

→（松山）期日までに日本財団へ申請後の変更可

能範囲を確認して申請する。 

 

 

□ 役員人事 

詳細は【資料８】参照。 

●意見（矢野より） 

震つなの今後を考える際、若手幹事会から幅を

広げる必要性がある。 

 

□ 2014年度総会 

2014年 5月 24日（土）・25日（日）を予定 

 

 

 

 

 


