東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）
2016 年度 年次報告
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1．はじめに
東日本大震災支援全国ネットワーク（ＪＣＮ）の設立から７年目を迎えました。つまり、東日本大震災か
ら６年の月日が経過したこととなります。いったいＪＣＮは何をしてきたのか？６年が経過した今、改めて
それが問われていると感じています。
被災地では、復興公営住宅の建設ラッシュや本設での商店街の再オープンの様子などがニュースとして流
れる一方で、未だに仮設住宅で生活する人々や避難解除後も避難生活を余儀なくされている人々が数万人を
超えています。この現状の中で、ＪＣＮとして何をするのかの議論を重ねながら活動を進めてきました。
被災３県では日々、現地で活動する団体を訪問し、情報交換をはじめこれからの支援のあり方や復興のあ
るべき姿について語り、課題解決のための“場づくり”を進めてきました。同時に全国各地では、避難者支
援を行う団体と共に、情報共有をはじめ、これからの広域避難者支援のあり方について、定期的に議論して
きました。そして、これらの取り組みを紹介することで、一歩でも解決に近づけようと「ＪＣＮレポート」
をはじめ、数々の発信にも取り組んできました。
これらの取り組みの結果はすぐに出るとは考えてはいません。しかし、被災された地域とそうでない地域
とでは、復興に対する温度差があり、その差が年々広がり始めていることに危機感を持つと共に、日々の取
り組みを丁寧、かつ敏速に、正確に全国に伝えることの必要性を感じてやみません。
今年も一年、ＪＣＮは被災された皆さん、そして支援団体の皆さんと共に歩むことを願っています。
2017 年 6 月
東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)
代表世話人

田尻佳史

2．JCN とは
＜JCN の理念と役割＞
JCN は、民間支援団体の連絡組織です
東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）は、2011 年 3 月に発生した東日本大震災における被災者・避
難者への支援活動に携わる NPO、NGO、企業、ボランティアグループなどが参加する、セクターを越えた民間
支援団体による全国規模の連絡組織です。
発災当初は、主に災害救援を目的に活動する団体の自助的な連絡機能として発足しましたが、今では、保
健・医療・福祉・教育・まちづくり・観光・農漁業・文化・芸術・環境・情報・就労・雇用・提言・助言・
法律等々、様々な分野において被災者・避難者を支援する団体が参加する、災害後における民間支援団体の
総合的な情報受発信組織として認知され、その社会的役割を担うまでになってきました。
つながりづくりで貢献します
JCN は、民間支援団体のネットワークづくりを通じて、被災者・避難者への支援活動の継続と、被災地の
復旧・復興の一端を担い、日本の「いのち・くらしの再建」に寄与していきます。すべての活動の基軸に、
次世代を見据えた「ネットワークづくり」を置き、支援団体間の「つながり」を促進しています。

＜JCN の沿革＞
2011 年
3 月

設立総会、暫定 ML「higashinihon」を開設、暫定ウェブサイトを開設

4 月

公式ウェブサイトを開設、公式メーリングリスト「jcn-main」及び「jcn-negai」の運用を開始
省庁との定例連絡会議を開始、支援状況マップ暫定版、ボランティアバス運行情報を公開、
「ボランティアバスを運行す
るときのポイント 」「東日本大震災・災害ボランティア・活動ガイドライン」を発行

5 月

第 1 回 現地会議 in 宮城（仙台市青葉区）の開催

6 月

第 1 回 現地会議 in 岩手（滝沢町）、第 1 回 現地会議 in 福島（福島市）の開催

7 月

支援状況マップ公式版を公開、
「週刊ボランティアみんなのチカラ」の収録開始（J:COM 協働制作）、
「災害ボランティア
参加者の心のケアポイント集」「災害ボランティア活動における安全衛生のポイント集」発行

9 月

第 1 回 JCN 全体ミーティング（東京都千代田区）の開催

10 月

広域避難者支援状況リストを公開

11 月

第 2 回 現地会議 in 岩手（北上市）の開催

12 月

第 2 回 現地会議 in 福島（郡山市）、第 2 回 現地会議 in 宮城（仙台市青葉区）の開催

1 月

「復興支援いいね！事例集」を開設

2 月

第 3 回 現地会議 in 福島（郡山市）、第 3 回 現地会議 in 宮城（松島町）の開催

3 月

第 3 回 現地会議 in 岩手（大槌町）、第 2 回 JCN 全体ミーティング（東京都千代田区）、第 1 回 広域避難者支援意見交

2012 年

換会（東京都千代田区）の開催

4 月

広域避難者支援団体のネットワークづくりのための活動実態調査の実施、第 2 回 広域避難者支援意見交換会（東京都千
代田区）の開催、「支援にあらたな視点を 〜生活不活発病を知ろう〜」の発行、保養プログラム情報を公開

5 月

「除染作業への参加を考えているボランティアの方に知ってもらいたいこと」の発行
JCN 年次総会（東京都千代田区）の開催

6 月

広域避難者支援ミーティング in 東海（名古屋市）の開催

7 月

「世界防災閣僚会議 in 東北」サイドイベントへ出展、第 4 回 現地会議 in 岩手（大船渡市）、広域避難者支援ミーテ
ィング in 近畿（大阪市）の開催

8 月

第 4 回 現地会議 in 宮城（仙台市）、広域避難者支援ミーティング in 山形（山形市）の開催

9 月

ものづくり情報、被災地支援状況マップをバージョンアップ、保養プログラム情報の公開停止

10 月

英語版ウェブサイトをリニューアル、広域避難者支援ミーティング in 四国（松山市）の開催

11 月

第 5 回 現地会議 in 岩手（盛岡市）、第 4 回 現地会議 in 福島（二本松市）の開催

12 月

第 5 回 現地会議 in 宮城（仙台市）、広域避難者支援ミーティング in 中国（広島市）の開催

2013 年
1 月

全国交流会情報を公開

2 月

第 1 回 若手会議 in 岩手（大船渡市）、広域域避難者支援ミーティング in 九州（福岡市）の開催

3 月

第 6 回 現地会議 in 岩手（釜石市）、第 5 回 現地会議 in 福島（いわき市）、第 6 回 現地会議 in 宮城（石巻市）、広
域避難者支援ミーティング in 東京（新宿区）、広域避難者支援ミーティング in 北信越（新潟市）の開催
東北応援ビレッジの開催

4 月

社会福祉協議会における広域避難者支援に関わる実態調査の実施

5 月

ケース検討会（岩手県・宮城県・福島県）の開始
第 1 回 ネットワーク推進会議（千代田区）、JCN 年次総会（千代田区）の開催

6 月

第 6 回 現地会議 in 福島（南相馬市）の開催

7 月

第 7 回 現地会議 in 岩手（遠野市）、第 2 回 広域避難者支援ミーティング in 東京（港区）、第 1 回 広域避難者支援ミ
ーティング・全国版（千代田区）の開催

8 月

第 7 回 現地会議 in 宮城（南三陸町）、第 2 回 広域避難者支援ミーティング in 中国（広島市）、第 2 回 ネットワーク
推進会議（千代田区）の開催
社会福祉協議会における広域避難者支援に関わる実態調査報告書の発行

9 月

第 7 回 現地会議 in 福島（会津若松市）、第 1 回 関係省庁定期協議（港区）の開催
ウェブサイト（日本語版）をリニューアル

10 月

第 8 回 現地会議 in 岩手（大槌町）の開催

11 月

第 2 回 広域避難者支援ミーティング in 四国（高知市）、第 3 回 広域避難者支援ミーティング in 東京（中野区）を共
催、第 8 回 現地会議 in 宮城（岩沼市）の開催

12 月

第 8 回 現地会議 in 福島（郡山市）、第 2 回 広域避難者支援ミーティング in 山形（山形市）の開催

2014 年
1月

第 9 回 現地会議 in 岩手（北上市）を開催
第 2 回 関係省庁定期協議（東京都港区）を開催

2月

第 9 回 現地会議 in 宮城（松島町）を開催

3月

第 2 回 広域避難者支援ミーティング・全国版（東京都千代田区）を開催
第 3 回 全体ミーティング（中央区）を開催
東北応援ビレッジ 2014（東京都千代田区）を開催
Walk with 東北 プロジェクトを開始

4月

第 2 回 広域避難者支援ミーティング in 東海（名古屋市）を開催
第 3 回 関係省庁定期協議（東京都港区）を開催

5月

東北応援ビレッジ 2014（東京都千代田区）を開催

6月

広域避難者支援ミーティング in 関東（東京都港区）を開催
広域避難者支援ミーティング in 九州（福岡市博多区）を開催
JCN 年次総会（東京都千代田区）を開催

7月

第 4 回 関係省庁定期協議（東京都港区）を開催

8月

第 10 回 現地会議 in 岩手（北上市）を開催

9月

ウェブサイト（日本語版・英語版）をリニューアル
ボランティアバス運行情報の公開停止

10 月

広域避難者支援ミーティング in 北海道（札幌市中央区）を開催
第 5 回 関係省庁定期協議（東京都港区）を開催
第 10 回 現地会議 in 宮城（気仙沼市）を開催

11 月

第 9 回 現地会議 in 福島（いわき市）を開催

2015 年
1月

第 10 回 現地会議 in 福島（南相馬市）を開催
第 3 回 広域避難者支援ミーティング・全国版（東京都千代田区）を開催

2月

第 11 回 現地会議 in 宮城（岩沼市）を開催
第 3 回 広域避難者支援ミーティング 全国版（東京都千代田区）を開催

3月

東北これから会議 2015(東京都千代田区)を開催

4月

タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム キックオフ・ミーティングを開催

5月

ケース検討会議（宮城）於：仙台市を開催

6月

ケース検討会議（福島）於：福島市、ケース検討会議（岩手）於：北上市を開催。

7月

広域避難者支援・ネットワーク推進会議（千代田区）を開催。ケース検討会議（宮城）於：仙台市、ケース検討会議（福
島）於：南相馬市を開催。

8月

ケース検討会議（岩手）於：盛岡市を開催。福島県県外避難者 復興支援員
者支援ミーティング

9月

JCN REPORT Vol.4 『生活再建』を発刊。タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム 第 1 回研修
中国・四国避難者支援ミーティング

10 月

第 1 回研修（千代田区）を開催。近畿避難

於：大阪市

第 12 回 現地会議 in 岩手(盛岡市)、第 11 回 現地会議 in 福島(南相馬)、第 12 回 現地会議 in 宮城(仙台市)を開催。。
ケース検討会議（福島）於：福島市を開催。タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム 第 1 回研修
東海避難者支援ミーティング

11 月
12 月

於：岡山を開催。

於：岡山市を開催。
於：東京を開催。

於：名古屋市

ケース検討会議（岩手）於：盛岡市、ケース検討会議（宮城）於：仙台市、ケース検討会議（福島）於：福島市を開催。
東北避難者支援ミーティング

於：仙台市を開催。福島県県外避難者 復興支援員

九州避難者支援ミーティング

於：福岡市を開催。第 12 回 現地会議 in 福島を開催

第 2 回研修（福島市）

2016 年
1月

ケース検討会議（福島）於：福島市を開催

2月

ケース検討会議（岩手）於：釜石市、ケース検討会議（宮城）於：仙台市を開催。第 13 回 現地会議 in 岩手(陸前高田
市)、第 13 回 現地会議 in 宮城(名取市)。タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム 第 2 回研修

於：大阪・東京

を開催

3月

JCN REPORT Vol.5 『東北から生まれる新しいチャレンジ』を発刊。福島県県外避難者 復興支援員 第 3 回研修（千代田
区）、第 4 回全国広域避難者支援ミーティング（千代田区）を開催

4月

第１回福島ミーティングを開催（福島市）。タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム報告会＆キックオフミーティン
グ（千代田区）、広域避難者地域活動サポート助成報告会（千代田区）を開催

5月
6月

2016 年度年次総会開催。第１回岩手ミーティングを開催（大槌町）第 1 回定期連絡会（千代田区）開催。

7月

関東避難者支援ミーティング（中央区）、沖縄避難者支援ミーティング（那覇市）、北海道避難者支援ミーティング（札
幌市）を開催

8月

第 2 回福島ミーティングを開催（南相馬市）。JCN REPORT Vol.6 『つながりを活かす』を発刊。北陸避難者支援ミーテ
ィング（金沢）、中・四国避難者支援ミーティング（岡山市）を開催。タケダ・広域避難者支援プログラム研修に参加。

9月

第 2 回岩手ミーティングを開催（大船渡市）。九州避難者支援ミーティング（熊本市）、東海避難者支援ミーティング（名
古屋市）、東北避難者支援ミーティング（仙台）を開催。これからの広域避難者と支援に関するアンケート調査（自治体・
社協）実施。

10 月

近畿避難者支援ミーティング（大阪市）を開催。これからの広域避難者と支援に関するアンケート調査（避難者）実施。

11 月

復興支援員研修（福島市）を開催。タケダ・広域避難者支援プログラム研修に参加。

12 月
2017 年
1月

パンフレット「避難者とのかかわり〜支援のカタチ〜」を発行。

2月

第 3 回福島ミーティングを開催（福島市）
タケダ・広域避難者支援プログラム研修に参加。

3月

第 3 回岩手ミーティングを開催（盛岡市）
復興支援員研修（千代田区）、定期連絡会（第 2 回、第 3 回）、第 5 回全国避難者支援ミーティング（千代田区）を開催

4月

【組織概要】
（2017 年 03 月 31 日現在）
組織名称
東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）
Japan Civil Network for Disaster Relief in the East Japan
参加団体数
578 団体（うち参加団体 378 団体）
代表世話人
栗田暢之（NPO 法人 レスキューストックヤード）
田尻佳史（認定 NPO 法人 日本 NPO センター）
山崎美貴子（東京災害ボランティアネットワーク／「広がれボランティアの輪」連絡会議）
世話団体
認定 NPO 法人 国際協力 NGO センター／NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／社
会福祉法人 中央共同募金会／東京災害ボランティアネットワーク／認定 NPO 法人 日本 NPO セ
ンター／公益財団法人 日本財団／日本生活協同組合連合会／公益社団法人 日本青年会議所／日
本赤十字社／公益財団法人 日本 YMCA 同盟／「広がれボランティアの輪」連絡会議／一般社団法
人 ユニバーサル志縁社会創造センター／認定 NPO 法人 レスキューストックヤード
監事
齊藤誠（齊藤弁護士事務所）／脇坂誠也（脇坂税務会計事務所）
事務局
東京都千代田区大手町 2-1-1 新大手町ビル 245 JNPOC 気付
TEL.03-3277-3636

FAX.03-6701-7332

URL.http://www.jpn-civil.net/

3．被災地支援活動の実施状況
【2016 年度当初の活動の方向性】
• 地域の団体との連携や地域巡回を強化し、現地ニーズを再発掘する。
• 地域の団体と協働型で課題を解決する場をつくる。
• 現地の課題を可視化し、不足する資源や知見を全国から発掘し、つなぐ。
→各県で求められる独自性を事業内容に盛り込み活動を県域中間支援組織と協働で展開する。

（1）心のかよう関係づくりネットワークづくり／ニーズ把握（団体・会議巡回）
JCN では、岩手県、宮城県、福島県の主要被災 3 県に地域駐在員を設置し、支援団体、社会福祉協議会、
行政機関への訪問、各地の連絡・調整会議等への出席等を通して、各地の支援状況の把握を行っています。
2016 年度の団体訪問件数はのべ 642 団体（岩手県 251 件、宮城県 191 件、福島県 200 件）、会議参加件数
はのべ 280 件（岩手県 88 件、宮城県 102 件、福島県 90 件）でした。
一定頻度以上で顔を合わせる機会を創出することで、支援活動をする上で欠かせない団体との信頼関係構
築に寄与しています。この地道な活動を通して JCN の強みである他地域の資源・情報を細やかに地域に還元
することを可能としてきました。
図 1．2016 年度の団体訪問件数の状況

図 2．2016 年度の会議参加の状況

（2）地域協働企画型ケース検討会議（岩手・宮城・福島ミーティング）
JCN では各地の状況に応じた且つニーズに即した課題解決の場づくりとして 2016 年度「地域協働企画型ケ
ース検討会議（通称 JCN 地域ミーティング）を直接支援者および県域の中間支援組織とともに、実施しまし
た。
2016 年度計画では 9 回開催を目指していましたが、岩手で 3 回、福島で 3 回の実施となり、宮城県は地元
団体との協議の結果、既存の中間支援組織の会議体への参画をするにとどまりました。
表 1．2016 年度の地域ミーティングの実施状況
日付
2016 年 4 月

テーマ
第１回福島ミーティング

場所

参加者数

福島県福島市

9 団体 15 名

岩手県大槌町

10 団体 20 名

福島県南相馬市

10 団体 16 名

岩手県大船渡市

10 団体 20 名

福島県福島市

13 団体 20 名

岩手県盛岡市

6 団体 10 名

「子ども支援」の今の課題に向き合う

2016 年 6 月

第１回岩手ミーティング
コミュニティビジネスってなんだ？

2016 年 8 月

第 2 回福島ミーティング
「避難自治体のフェーズごとの課題」に向き合う

2016 年 9 月

第 2 回岩手ミーティング
地域に仕事を創出する –地域人材資源の活用-

2017 年 2 月

第 3 回福島ミーティング
双葉郡に必要な市民活動サポートセンターのあり方とは

2017 年 3 月

第 3 回岩手ミーティング
コミュニティビジネスをコラボレーションする–子育てと仕事-

のべ 6 回、58 団体、101 名

（3）応援者への情報提供／資源発掘／価値創造（JCN Report）
JCN レポートは「岩手・宮城・福島のいま」を「可視化」し、
「風化防止」につなげると共に、企業、助成
団体、行政、メディア等の（支援）事業と被災地域の「ニーズをつなぐ」ことを目的として発行しています。
JCN 参加団体をはじめメディア各社、被災地で活動する団体（行政、社協、NPO 等）、全国の中間支援団体
などをターゲットとして 2000 部余を発行・配布しています。2016 年計画は 2 回発行を目指していましたが、
編集体制の縮小もあり、1 回は 2017 年度にまたいでの発行となりました。
表 2．2016 年度の JCN レポートの発行
発行月
8月

テーマ・内容
Vol.6 『つながりをいかす』

部数
2,200 部

[特集]
・県域のつながりを地域に活かす-3 県に誕生した「連携復興センター」・地元企業と地元 NPO のコラボ-「有限会社すがた」×「みやっこベース」・地域の中のながりを支える-「山元の未来への種まき会議」・はなれていても、おとなりさん-「双葉郡未来会議」に学ぶ連携のヒント[データ]
・被災 3 県ネットワーク・中間支援機能一覧
[リスト]

活動団体リスト

[特派員レポート]
岩手：「為せば成る」。宮城：東日本大震災後の NPO のつながり。福島：やんわり・ゆっく
り・よりあって-半世紀後へのバトン-

【編集・発行体制】
・地域駐在員岩手／地域駐在員宮城／地域駐在員福島
地域駐在員統括／後方支援担当
・編集：
yukikazet（東京都渋谷区）
・デザイン・印刷：
ハリウコミュニケーションズ株式会社（仙台市）

4．広域避難者支援活動の実施状況
【2016 年度当初の活動の方向性】
広域避難者支援活動の可視化と場づくりの継続、活動のサポート
6 年目を迎えるにあたり、各地域の広域避難者支援の動向把握を行い、広域避難者の課題や取組状況を
可視化し、広く発信する。また、引き続き、地域ならびに全国で共有する場を設け、活動を支えることを
目指す。

（1）自主事業
全国の支援関係者が一堂に会する全国ミーティングを開催
全国各地で避難者支援に関わる人たちが一堂に会し、各地の避難者支援の現状、課題、支援の方向性など
を共有しする「全国避難者支援ミーティング」を開催しました。
（通算 5 回目、2017 年 3 月 18 日、東京都内）

（2）福島県「県外避難者支援事業運営業務」
全国 9 箇所で避難者支援ミーティングを開催
JCN では、2012 年度から、広域避難者を支援する団体や避難当事者団体等のつながりづくりの一環として、
各地で支援団体が集まる場「広域避難者支援ミーティング」を定期的に開催してきました。
2016 年度は福島県委託事業の一環で、福島県の避難者支援事業の動向を踏まえて、各地の避難者支援活動
の方向性や民間の支援団体や行政等の役割を考える機会と位置づけ、各地でミーティングを開催しました。
表＊．2016 年度「避難者支援ミーティング」開催状況
開催日

地域

開催地

対象地域

2016/07/08

関東

中央区

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨

2016/07/15

沖縄

那覇市

沖縄

2016/07/22

北海道

札幌市

北海道

2016/08/03

北陸

金沢市

富山、石川、福井

2016/08/08

中・四国

岡山市

鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、徳島、香川、高知

2016/09/15

九州

熊本市

大分、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島

2016/09/21

東海

名古屋市

三重、岐阜、静岡、愛知

2016/09/29

東北

仙台市

青森、秋田、岩手、宮城、山形

2016/10/20

近畿

大阪市

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、福井

ミーティングでの意見交換を通じて、今後避難者の置かれる状況や抱えている課題の可視化を行い、研修
や会議等で紹介しました。
復興支援員等への研修の実施
11 都県に配置している県外避難者への個別訪問等を実施する復興支援員を対象に、活動状況に係る情報
交換、全国の優良対応事例の紹介などの研修を２回実施しました。
開催日
2016/11/29

開催地

内容

福島市

話題提供「避難者の今後の動向について」。「避難者の置かれている状況と
その対応」に関する意見交換、全体での共有

2017/03/01

福島市

平成 29 年度の福島県の避難者支援の取組について情報共有、各復興支援員
の今年度の取組内容についての情報共有・意見交換

避難者支援活動の可視化（パンフレット作成）
避難者支援活動の概況、事例などをまとめ、避難先行政担当者、専門職（社協等）に読んでもらうことを
想定したパンフレット「避難者とのかかわり〜支援のカタチ〜」を発行し、全国の都道府県・政令指定都市
およびその社会福祉協議会、専門組織、各地の支援団体等に配布しました。

情報発信（ブログ更新、パンフレットウェブサイト掲載）
ウェブサイト「避難されている方々へ」において、平成 28 年（2016 年）の 7 月以降、毎週月曜日更新で
各地の避難者支援の状況等をブログで発信しました（のべ 42 記事）。また、可視化のために作成したパンフ
レットを広く周知するために、ウェブサイト上でも閲覧できるようにしました、

（3）中央ろうきん「広域避難者地域活動サポート助成制度」
「広域避難者地域活動サポート助成制度」は、2014 年度から単年度助成として、2016 年度まで 3 年間に渡
り、避難当事者団体に助成してきました。助成金額は、1 団体あたり 10 万円を上限とした小口助成です。
特徴として、①応募期間（毎年 6 月〜11 月まで）の間であればいつでも応募が可能であるため、思い立っ
たら、応募できる。②応募用紙や報告書も簡単であるため、助成金未経験者でも応募することが容易にでき
る。③サロン活動、交流会、懇親会、趣味の活動、旅行・観光、勉強会など幅広いコミュニティ活動が対象
であるため、様々なコミュニティの形態に応じて応募ができることです。
◯助成実績

助成年度

受付件数

採択件数

助成額

2014 年度

38 件

26 件

260 万円

2015 年度

35 件

31 件

300 万円

2016 年度

31 件

28 件

254.7 万円

合計

104 件

85 件

814.7 万円

地域
茨城県

団体名
ルピナスの会／すまいるカフェつくば／しゃべってお

団体数
学ぼう会／じゃぁまい

4 団体

ひまわり／あゆみの会／くまがや結の会／おあがんな

6 団体

いかねっと
埼玉県

東日本大震災に咲く会

んしょ交流会実行委員会／食育の会／双葉町新元気農園
群馬県

遊ぶ・ゆう

1 団体

栃木県

ふくしままあじさい会／鹿沼地区福島震災会

2 団体

東京都

まほろば会 コスモス部会／東京ふれあい双葉会／とみおか会実行委員会／ぐる

12 団体

ぐるユニット／東北の絆・サロン FMI 会／白鷺キッズプロジェクト／なじょして
いる／成増団体自治会 コスモス会／町屋六丁目ミニサロン／むさしのスマイル
／Nicomama の会／避難の共同センター
千葉県

ともにいきる会／千葉ひまわり会／千葉のくらしを楽しみたい（おちゃっ子しよ

4 団体

う会）／自主避難を語り合う会
山梨県

フレンチ・ブルドッグの会

合計

1 団体
28 団体

（4）タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム
中央共同募金会が実施する「タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム」に日本 NPO センターとともに、
プロジェクトチームとしてプログラム全体のサポートに関わりました。
2015 年度は、プロジェクトチームで助成先を検討し、21 団体の選出に関わり、個別訪問や研修の実施など
を行いました。また 2017 年度以降の助成事業を検討するために、全国の自治体、社会福祉協議会を対象とし
たアンケート調査を実施しました。また、助成団体の協力を得て、避難者のアンケート調査も実施しました。
調査結果などを踏まえて、2017 年度以降の助成プログラムの検討を行ったほか、公募にあたって、各地の
団体への情報提供などを行いました。

タケダ赤い羽根広域避難者支援プログラム 2016 年度助成団体一覧】
団体名（（）ないは所在地）

みちのく会（北海道）
茨城県内への避難者・支援者ネットワーク

ふうあいねっと（茨城県）

特定非営利活動法人埼玉広域避難者支援センター（埼玉県）
広域避難者支援連絡会ｉｎ東京（東京都）
特定非営利活動法人とみおか子ども未来ネットワーク（東京都）
むさしのスマイル（東京都）
共に育ち合い(愛)サロンむげん（新潟県）
原発事故被害者支えあいの会「あゆみ R.P.Net」（愛知県）
特定非営利活動法人レスキューストックヤード（愛知県）
東日本大震災滋賀県内避難者の会（滋賀県）
京都発?ママ達による福島こども応援プロジェクト「ミンナソラノシタ」（京都府）
一般社団法人みんなの手（京都府）
東日本大震災避難者の会

Thanks&Dream（大阪府）

東日本大震災県外避難者西日本連絡会（まるっと西日本）（大阪府）
奈良県被災者の会（奈良県）
とっとり震災支援連絡協議会（鳥取県）
311 ご縁つなぎネットワーク

わっかラボしまね（島根県）

うけいれネットワークほっと岡山（岡山県）
ひろしま避難者の会「アスチカ」（広島県）
定非営利活動法人かごしま NPO 支援センター（鹿児島県）
福島避難者のつどい

沖縄じゃんがら会（沖縄県）

5．交流・検証活動の実施状況
（1）東日本大震災における JCN 検証と大規模災害に向けた中間支援機能の検討
大震災から６年が経過し、これまで JCN が果たした役割・機能を検証し、今後の大規模災害における中間
支援、ネットワーク機能の有効性、望ましい事業や体制、ロードマップなどを検討し、整理することに着手
しました。
JCN の事業ごとに、①資料、②記録（写真、議事録等）、③記事・文献を整理し、研究者、JCN 世話団体等
５名により構成する委員会で、検証の方向性や経過の報告を行いました。
被災 3 県において、関係者からのインタビューを通じて整理し、JCN が果たした役割・成果と課題の整理
を行いました。インタビュー実施においては、
※赤い羽根福祉基金の助成により実施

地域
岩手県

実施概要
・実施日時：2017 年 3 月 28 日（火）13:00〜15：30

参加者
12 名

・場所：あえりあ遠野
宮城県

・実施日時：2017 年 3 月 13 日（月）13:00〜16：00
・場所：みらいサポート石巻

福島県

12 名

震災伝承つなぐ館

・実施日時：2017 年 3 月 29 日（水）13:00〜15：30

11 名

・場所：コラッセふくしま

2016 年度計画では、 被災地のいまを直接伝えるために JCN レポートに登場する被災地の活動者＆現地
駐在員が報告する機会を設ける予定でした。
今後の事業展開と資金調達などの方向性が定まらなかったため、予定していた事業は見送ることにしま
した。

6．事務局運営の実施状況
6-1

目的

①事務局機能の効率化をはかりつつ、これまでの機能を継続する
②事業の後方支援（被災地支援・広域避難者支援のバックアップ）を行い、総合的な情報発信を行う。

6-2

実施事業

①参加団体の入退会を手続きする（通年）
②ウェブページを更新する（通年）
③メーリングリストを維持する
④総会を開催する（年１回）
⑤世話団体会を開催する（年５回程度）
⑥会計

6-3

事業成果

・事務局機能を維持による、ネットワークの維持

6−4

体制

事務局 1 名程度（広域避難者支援担当と兼務）

7．助成・寄付者一覧
下記の団体、企業、個人の皆様から助成・寄付を頂戴いたしました。ご支援に対し、改めて感謝を申し上
げます。※ 2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日までにご協力いただいた方々を掲載しています。
【助成】
社会福祉法人 中央共同募金会 赤い羽根福祉基金 様
【寄付者】
ウメダヨウスケ 様
フジカワタカシ 様

8．ご協力いただいた団体・個人のみなさま
所属は当時のものです。

被災地支援活動
JCN 地域ミーティング

興応援隊／NPO 法人母と子の虹の架け橋／NPO 法人いわて地域
づくり支援センター／認定 NPO 法人カタリバ／子ども夢ハウ
スおおつち／一般社団法人槌音プロジェクト／カリタス大槌

【岩手】

ベース／大槌町コミュニティ総合支援室／大槌コミュニティ

＜第 1 回 JCN 岩手ミーティング＞

プレイス／釜石市広聴広報課／釜援隊／認定 NPO 法人カリタ

佐藤賢（NPO 法人ピースジャム代表理事）

ス釜石／釜石市総務課／釜石市地域づくり推進課／認定 NPO

＜第 2 回 JCN 岩手ミーティング＞

法人ジャパン・プラットフォーム／いわて三陸復興のかけ橋

澤田駿介（株式会社チャレンジドジャパン常務取締役）／大

／岩手県復興局／カダル／株式会社日本政策金融公庫／NPO

船渡市市民活動支援センター

法人ふれあいステーション・あい／一般社団法人いっぽいっ

＜第 3 回 JCN 岩手ミーティング＞

ぽ岩手／ママハピ／NPO 法人さんりく WELLNESS／一般社団法

鷲見英利（株式会社ママスクエア執行役員／地域開発本部部

人 SUMICA／一般社団法人邑サポート／NPO 法人 wiz／NPO 法人

長）／臂徹（株式会社 NCI 代表取締役）／株式会社 NCI

おはなしころりん／陸前高田市復興支援連絡会／NPO 法人み

【福島】

やこラボ／NPO 法人立ち上がれ！宮古市田老／NPO 法人こそだ

＜第 1 回 JCN 福島ミーティング＞

てシップ／株式会社邑計画／岩手大学／NPO 法人いなほ／NPO

ふくしま 30 年プロジェクト、ビーンズふくしま、チャイルド

法人遠野まごころネット／NPO 法人未来図書館／山田町ゾン

ラインふくしま、セーブザチルドレンジャパン

タハウス／復興！船越地域協議会／一般社団法人 SAVE IWATE

＜第 2 回 JCN 福島ミーティング＞

／山田町オランダ島ハウス／NPO 法人ヤルキタウン／NPO 法人

小高を応援する会 3B＋1、ふくしま連携復興センター、3.11

サンガ岩手／NPO 法人はまゆり復元保存会／NPO 法人まちづく

被災者を支援するいわき連絡協議会（みんぷく）

り・ぐるっとおおつち／ままりば／NPO 法人りくカフェ／NPO

＜第 3 回 JCN 福島ミーティング＞

法人マザーリンク・ジャパン／株式会社資生堂／NPO 法人 SET

相双ボランティア、南相馬市市民活動サポートセンター、日

／一般社団法人マルゴト陸前高田／NPO 法人神奈川災害ボラ

本国際ボランティアセンター

ンティアネットワーク／認定 NPO 法人かはがわ 311 ネットワ
ーク／NPO 法人日本リザルツ

地域駐在員団体訪問活動
【岩手】

【宮城】

NPO 法人まちづくり協働センター／一般社団法人 SAVE TAKATA

社会福祉法人名取市社会福祉協議会／NPO 法人日本国際ボラ

／認定 NPO 法人桜ライン 311／大船渡市市民活動支援センター

ンティアセンター(JVC)／NPO 法人日本ファシリテーション協

／NPO 法人いわて NPO-NET サポート／NPO 法人夢ネット大船渡

会／一般社団法人日本カーシェアリング協会／一般社団法人

／NPO 法人アットマークリアス NPO サポートセンター／NPO 法

南三陸復興推進ネットワーク／社会福祉法人南三陸町社会福

人吉里吉里国／陸前高田市復興推進課／大船渡市企画調整課

祉協議会／社会福祉法人東松島市社会福祉協議会／東松島市

／大船渡市復興政策課／大船渡市住宅公園課／岩手県沿岸振

／中核支えあいセンター／中央労働金庫／認定 NPO 法人地星

興局大船渡地域振興センター／一般社団法人 Tsubomi／NPO 法

社／NPO 法人地球のステージ／公益財団法人地域創造基金み

人みやっこベース／社会福祉法人釜石市社会福祉協議会／一

やぎ／多賀城市市民活動サポートセンター／NPO 法人全国移

般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校／一般社団法人三陸駒舎

動サービスネットワーク／NPO 法人全国コミュニティライフ

／NPO 法人つどい／一般社団法人おらが大槌夢広場／大槌復

サポートセンター（CLC)／社会福祉法人仙台市社会福祉協議

興刺し子プロジェクト／一般社団法人 KAI OTSUCHI／NPO 法人

会／社会福祉法人石巻市社会福祉協議会／石巻仮設住宅自治

フードバンク岩手／大船渡市応急仮設住宅支援協議会／NPO

連合推進会／一般社団法人石巻じちれん/社会福祉法人七ヶ

法人パクト／NPO 法人まぁむたかた／NPO 法人点空社／NPO 法

浜町社会福祉協議会／支援者のための支援センター TOMONY

人国際開発救援財団（FIDR）／山田町復興推進課／山田町農

／阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター／公益財団法

林課／NPO 法人かまいしリンク／NPO 法人ワーカーズコープ／

人共生地域創造財団／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／

株式会社アールヨンジュウゴデザイン／認定 NPO 法人みやぎ

宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団法人気仙沼復

発達障害サポートネット／NPO 法人愛ネット高田／社会福祉

興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙

法人山田町社会福祉協議会／NPO 法人居場所創造プロジェク

沼市社会福祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援セン

ト／社会福祉法人大槌町社会福祉協議会／NPO 法人陸前たが

ター／社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会／NPO 法人応援の

だ八起プロジェクト／社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議

しっぽ／NPO 法人移動支援 Rera／NPO 法人レスキューストック

会／NPO 法人のんのりのだ物語／NPO 法人やませデザイン会議

ヤード／ユースサポートカレッジ石巻 NOTE／一般社団法人み

／久慈市観光交流課／立教大学／いわてゆいっこ花巻／公益

らいサポート石巻／みやぎ連携復興センター／みやぎ生活協

財団法人共生地域創造財団／NPO 法人インクルいわて／社会

同組合／宮城県震災復興推進課／一般社団法人ボランティア

福祉法人北上市社会福祉協議会／社会福祉法人奥州市社会福

ステーション in 気仙沼／一般社団法人ふらっとーほく／グリ

祉協議会／社会福祉法人岩手県社会福祉協議会／NPO 法人子

ーンベルトプロジェクト／復興庁宮城復興局／NPO 法人ピー

どものエンパワメントいわて／NPO 法人うれし野こども図書

スジャム／ハリウコミュニケーションズ株式会社／一般社団

室／社会福祉法人一関市社会福祉協議会／NPO 法人エムジョ

法人パーソナルサポートセンター／公益社団法人シャンティ

イ／もりおか復興支援センター／NPO 法人大船渡共生まちづ

国際ボランティア会（SVA）／認定 NPO 法人ジャパン・プラッ

くりの会／NPO 法人いわて GINGA-NET／社会福祉法人花巻市社

トフォーム／認定 NPO 法人シーズ=市民活動を支える制度をつ

会福祉協議会／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／田野畑

くる会／NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸／から

村復興対策課／岩泉町復興課／やまだくじら大学／やまだ復

くわ丸／NPO 法人ガーネットみやぎ／NPO 法人ウィメンズアイ

／1％（ワンパーセント）クラブ／亘理町社会福祉協議会／亘

財団法人トヨタ財団／認定 NPO 法人ふくしま NPO ネットワー

理・曹洞宗／連合宮城／ゆりあげ港朝市協同組合／山元の未

クセンター・ふくしま地域活動団体サポートセンター・福島

来への種まき会議／社会福祉法人山元町社会福祉協議会／宮

市市民活動サポートセンター・ふくサポ／おてんと SUN 企業

城大学山元復興ステーション／社会福祉法人宮城県社会福祉

組合／小名浜ボランティアセンター／ NPO 法人 3.11 被災者を

協議会／南蒲生復興部／東松島復興協議会／社会福祉法人東

支援するいわき連絡協議会（みんぷく）／こどもあいネット

松島社会福祉協議会／西本願寺／なとり復興支援センターひ

／スカイストア（いわきオリーブプロジェクト）／ NPO 法人

より／名取市被災者支援連絡会／社会福祉法人名取市社会福

福島県有機農業ネットワーク／ NPO 法人リーフ／ NPO 法人福

祉協議会／名取交流センター／東北の造形作家を支援する会

島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会／ NPO 法人

／NPO 法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク／NPO

Jin ／かーちゃんの力プロジェクト／飯舘電力株式会社／

法人せんだい・みやぎ NPO センター／気仙沼 NGP/NPO 連絡会

NPO 法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO 法人コースター／

／岩沼市被災者生活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市

田村市復興応援隊／NPO 法人元気になろう福島／コミュニテ

市民活動支援センター／岩沼みんなの家／NPO 法人ホームひ

ィ結ドットコム／まちづくり会津／ NPO 法人まちづくり喜多

なたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／公益社団法人青年

方／福島土壌スクリーニング・プロジェクト／NPO 法人大熊町

海外協力協会どっとなとり美田園サロン／公益社団法人青年

ふるさと応援隊／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／一般社

海外協力協会サポートセンター／公益社団法人青年海外協力

団法人ふくしま連携復興センター／NPO 法人シャローム／公

隊 JOCA 岩 沼 ／ 一 般 社 団 法 人 BIGUP 石 巻 /ReRoots/藍 工 房

益財団法人 YWCA・カーロふくしま／一般社団法人南相馬いち

OCEANBLUE/公益社団法人宮城県精神保健福祉協会心のケアセ

ばん星／双葉郡未来会議／相双ボランティア／ Wendy いわき

ンター/コミュニティ・４チルドレン/社会福祉法人高島市社

／いわき海洋調べ隊「うみラボ」／NPO 法人昭和横丁／福島移

会福祉協議会/株式会社八葉水産/NPO 法人 Azuma_re/栗原市市

住女性支援ネットワーク（EIWAN）／除染情報プラザ／ NPO 法

民活動支援センター/認定 NPO 法人杜の伝言板ゆるる/名取市

人寺子屋方丈舎／ NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協

市民活動支援センター/尚絅学院大学/ベビースマイル石巻/

議会／未来会議／社会福祉法人福島県社会福祉協議会／社会

石巻復興支援ネットワーク

福祉法人南相馬市社会福祉協議会／社会福祉法人新地町社会
福祉協議会／社会福祉法人相馬市社会福祉協議会／社会福祉

【福島】

法人いわき市社会福祉協議会／ふたば商工株式会社／社会福

みんぷく支援者会議／いわき～ふたばネット／おだかぷらっ

祉法人富岡町社会福祉協議会 生活復興支援おだがいさまセ

とほーむ定例会、双葉郡未来会議、未来会議、ふくしま地域

ンター／ NPO 法人ザ・ピープル／NPO 法人ふよう土 2100／NPO

活動団体情報交換会／ふくしま NPO のつどい、浪江まちづく

法人まちづくり NPO 新町なみえ／一般社団法人えこえね南相

りシンポジウム／ワークショップ／福島復興の集い・結イレ

馬／ふくしまオーガニックフェスタ実行委員会／NPO 法人う

ブン／福島復興支援フォーラム／F パパプロジェクト／南相

つくしま NPO ネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事

馬避難 20mSv 基準撤回訴訟の会／ふくしま 30 年プロジェク

業ネット／NPO 法人市民公益活動パートナーズ／一般社団法

ト・ふくしま暮らす交流会／ほよ～ん相談会／ICRP ダイアロ

人 Bridge for Fukushima ／南相馬市市民活動サポートセンタ

ーグセミナー／ふたばの明日を考える会／ふくしま連携復興

ー／みんなのとなり組／ふくしま心のケアセンター／ NPO 法

センター県外避難者支援交流会/一般社団法人相双復興準備

人相双に新しい精神科医療保健福祉システムを作る会／大熊

機構(相双復興官民合同チーム)／ベテランママの会／一般社

町復興支援員／認定 NPO 法人日本国際ボランティアセンター

団法人ふくしま自然エネルギー基金／浪江復興塾／行健除染

／小高ワーカーズベース／ NPO 法人ふくしま 30 年プロジェク

／エスク／一般社団法人日本シングルマザー支援協会／小高

ト／Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船

有機農業映画祭／NPO 法人南相馬サイエンスラボ／ふくしま

の里／つながっぺ南相馬／ NPO 法人アースウォーカーズ／震

オーガニックコットンプロジェクト／NPO 法人ふくしま市民

災支援ネットワーク埼玉／ひろしま避難者の会 アスチカ／

発電／希望の牧場／きぼうのたねカンパニー／一般社団法

NPO 法人ふれあいネットまつど／公益社団法人セーブ・ザ・チ

人・葛力創造舎／一般社団法人かつらおむら村創造協議会／

ルドレン・ジャパン／NPO 法人しんぐるまざぁふぉーらむ／原

株式会社三義漆器／ふんばろう福島／ふくしま子ども支援八

発対話の会／一般社団法人 AFW／なこそ復興プロジェクト／

王子／NPO 法人・オックスファム東北トレイルウォーカー／い

曹洞宗復興支援分室・チャイルドラインふくしま・こおりや

いたてまでぃの会／いわき子ども食堂「みらいのたね」／NPO

ま／放射能測定センター・南相馬（とどけ鳥）／おだかぷら

法人みんな共和国・37 カフェ／シェアラブチャリティの会／

っとほーむ・小高を応援する会 3B+1／グリーンオイルプロジ

ふるさと回帰支援センター／福島大学うつくしまふくしま未

ェクト／

来支援センター(FURE)／神戸国際志縁機構／宗教法人 カト

広域避難者支援活動

リック中央協議会 カリタスジャパン・カトリック仙台教・カ
リタス南相馬ベース／TEAM 二本松／女子の暮らしの研究所／
内閣府ボランティア班／福島県有機農業ネットワーク・ふく

広域避難者支援ミーティング

しまオーガニックフェスティバル／大熊町ふるさと応援隊／

○関東

一般社団法人ならはみらい／ふるさと未来創造会議／楢葉木

ふうあいねっと／とちぎボランティアネットワーク／栃木県

戸古民家再生プロジェクト／広野わいわいプロジェクト／と

庁／ぐんま暮らし応援会／群馬県／埼玉広域避難者支援セン

みおかプラス／川内村もりあげっ課／ナラノハ／びゅーまに

ター／埼玉県労働者福祉協議会／埼玉県／ちば市民活動・市

あ福島・チャレンジドジャパン／あすびと福島／パルシステ

民事業サポートクラブ／千葉県社会福祉協議会／千葉県／広

ム・スポーツクラブ／J ヴィレッジ復興プロジェクト／かなが

域避難者支援連絡会 in 東京／東京社会福祉士会／医療ネット

わ「福島応援」プロジェクト／認定 NPO 法人かながわ 311 ネ

ワーク支援センター／東京都／かながわ避難者と共にあゆむ

ットワーク／NPO 法人あさがお／NPO 法人 Tatakiage Japan・

会／神奈川県臨床心理士会／神奈川県／東日本大震災・山梨

浜魂／一般社団法人関西浜通り交流会／一般社団法人富岡復

県内避難者と支援者を結ぶ会／山梨県／福島県避難者支援課

興ソーラー／小高工房ゼロワン／福島の子どもたちを守る法

／とみおか子ども未来ネットワーク

律家ネットワーク・SAFLAN／NPO 法人福島ライフエイド／公益

○沖縄
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浦添市社会福祉協議会／まちなか研究所わくわく／沖縄弁護

福祉協議会／東京社会福祉士会／東京臨床心理士会／神奈川

士会／福島避難者のつどい

沖縄じゃんがら会／宜野湾市／

県臨床心理士会／新潟県社会福祉協議会／ふくしま連携復興

西原町／沖縄県／ふくしま連携復興センター／レスキュース

センター／みちのく会／NPO 法人とみおか子ども未来ネット

トックヤード

ワーク／NPO 法人レスキューストックヤード／広域避難者支

○北海道

援連絡会 in 東京

みちのく会／みちのく会（胆振支部）／北海道広域避難アシ
スト協会／みちのく応援団／みちのく Kids／北海道 NPO サポ

避難者とのかかわり〜支援のカタチ〜

ートセンター／リフレッシュ託児．うけいれ隊／北海道 NPO

埼玉広域避難者支援センター（福玉センター）／まるっと西

被災者支援ネット／みみをすますプロジェクト／北海道ふる

日本／みちのく会／アスチカ／『うみがめのたまご』～3.11

さと回帰支援センター／北海道精神保健福祉士協会／札幌弁

ネットワーク～／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／レ

護士会／北海道

スキューストックヤード／広域避難者連絡会 in 東京／復興支

○北陸

援ボランティアセンターやまがた／あきたパートナーシップ

富山県社会福祉協議会／富山県／北陸避難者の会／石川県災

／ほっと岡山／えひめ 311

害ボランティア協会／石川県／ひとりじゃないよプロジェク

澤上幸子（NPO 法人えひめ 311 事務局長／よりそいホットライ

ト／ふくしま連携復興センター／中国５県支援ネットワーク

ン被災者専門ラインコーディネーター）／岩村真奈美（中央

会議

労働金庫総合企画部 CSR 企画チーフマネージャー）／福田健

○中・四国

治（福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）

鳥取県／とっとり震災支援連絡協議会／島根県／岡山県／岡

共同代表）

山ＮＰＯセンター／ほっと岡山／若者活動サポートセンター

福島県避難者支援課／一般社団法人ふくしま連携復興センタ

あおぞら／ひろしま避難者の会 アスチカ／山口県避難移住

ー／一般社団法人社会的包摂サポートセンター／株式会社

者の会／香川県／えひめ 311／愛媛県／高知県／川崎医療福

yukikazet／株式会社 takecomai／西荻デザイン

祉大学／日本 NPO センター
○九州

ブログ発信

ふくおか市民ネットワーク／福岡県／福岡市／佐賀県／より
そいホットライン熊本センター／『うみがめのたまご』～3.11

みちのく会／NPO 法人あきたパートナーシップ／NPO 法人とみ

ネットワーク～／宮崎県／かごしまＮＰＯ支援センター／ふ

おか子ども未来ネットワーク／NPO 法人レスキューストック

くしま連携復興センター／／福島避難者のつどい

ヤード／まるっと西日本／NPO 法人えひめ 311／中国 5 県支援

沖縄じゃ

ネットワーク会議／福島避難者のつどい

んがら会／福島大学 子どものメンタルヘルス支援事業推進
室
○東海

交流・検証活動

3.11 支援ネットワーク・ぎふ／生活協同組合コープぎふ／特

検証委員会

定非営利活動法人地域づくりサポートネット／福島県県外避

沖縄じゃんがら会

池本 修吾（一般社団法人 ユニバーサル志縁社会創造センタ

難者相談センター（静岡県臨床心理士会）／静岡県／愛知県

ー 専務理事）／菅野 道生（岩手県立大学 福祉経営学科 講

司法書士会／レスキューストックヤード／福島のみんな！あ

師）／長澤 恵美子（１％クラブコーディネーター /一般社団

そびにおいでんプロジェクト／震災・原発事故による県外避

法人 経団連事業サービス研修グループ長）／松田 曜子（震

難者自主グループめぐりあいの会／コープあいち／愛知県被

災がつなぐ全国ネットワーク 共同代表／長岡技術科学大学

災者支援センター／小牧市社会福祉協議会／愛知県／311 み

准教授）／山崎 美貴子（JCN 代表世話人／「広がれボランテ

えネット／特定非営利活動法人えひめ 311／東日本大震災県

ィアの輪」連絡会議）

外避難者西日本連絡会（まるっと西日本）／ふくしま連携復

大野 沙知子氏（名古屋大学 未来社会創造機構特任准教授）

興センター

／菅 磨志保氏（関西大学社会安全学部准教授）

○東北
青森県／インクルいわて いわて内陸避難者支援センター／
一般社団法人 SAVE IWATE・もりおか復興支援センター

被災 3 県グループインタビュー

特定非営利活動法人 秋田県北 NPO 支援センター／特定非営利

NPO 法人いわて連携復興センター／岩手県社会福祉協議会／

活動法人 法人あきたパートナーシップ／秋田県／宮城県社

NPO 法人明日育／NPO 法人アットマークリアス NPO サポートセ

会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所

ンター／NPO 法人フードバンク岩手／公益財団法人共生地域

○近畿
一般社団法人

創造財団／NPO 法人陸前高田まちづくり恊働センター／大船
みんなの手／特定非営利活動法人

和／大阪

渡市社会福祉協議会／大船渡市市民活動支援センター

府下避難者支援団体等連絡協議会

宮城県社会福祉協議／石巻市社会福祉協議会／亘理町社会福

大阪ボランティア協会／東日本大震災避難者の会 Thanks ＆

祉協議会／NPO 法人せんだい・みやぎ NPO センター／公益社団

Dream／関西広域避難者支援センター／まるっと西日本／べ

法人みらいサポート石巻／NPO 法人日本国際ボランティアセ

こっこＭａＭａ／おひさまカフェ／奈良県避難者の会

のま

ンター／一般社団法人ボランティアステーション in 気仙沼／

はら／ツキイチカフェ／わかやま NPO センター／中国 5 県支

一般社団法人キャンナス東北／認定 NPO 法人ジャパン・プラ

援ネットワーク会議／えひめ３１１／一般社団法人

ットフォーム

ふくし

ま連携復興センター

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（にいがた災害
ボランティアネットワーク）／ふくしまＮＰＯネットワーク

復興支援員研修

センター／コースター／福島県有機農業ネットワーク／ふく

山形県社会福祉協議会／茨城県社会福祉協議会／とちぎボラ

しま連携復興センター／葛力創造舎／新町なみえ／福島県社

ンティアネットワーク／ぐんま暮らし応援会／埼玉県労働者

会福祉協議会／みんぷく／NPO 法人日本ファシリテーション

福祉協議会（福島県復興支援員

協会

埼玉事務所）／千葉県社会
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