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1．団体の理念・ビジョン

理　念

私たちの使命は、民間支援団体のネットワークづくりを通じ、被災者・避難者への支

援、被災地の復旧・復興を図り、日本の「いのち・くらしの再建」に寄与すること―。

設立宣言は、東日本大震災支援全国ネットワークの活動の目的とその存在の理由

を示したものであり、あらゆる活動の根幹をなす「活動理念」です。

2011 年3 月14 日のネットワーク設立日から常に、私たちはこの考え方を基本に

活動を進めています。また、支援団体への情報提供活動にあたっても、被災者・

避難者へのお役に立つことを第一義としてまいりました。

緊急救援、復旧、復興。災害のたびに繰り返される全てのフェーズにおいて、

"被災者のお役に立つ"ネットワークであり続けるために、東日本大震災支援全国ネット

ワークは今後も活動理念に立脚し、新しい未来のために活動を続けてまいります。

ビジョン

私たちは、日本国内最大級の「支援活動の連携を促進するための民間組織・

団体のネットワーク」を目指します。すべての活動の基軸に「ネットワークづくり」を

置き、次世代の人たちのために、支援団体の「つながり」を推進してまいります。

東日本大震災への支援活動には、多くのステークホルダーとあらゆるセクターが

携わっています。私たちは、これらの概念や区分を大切にし、支援活動における

立体的な団体間の連携を促してまいります。

支援活動に携わる団体の個々の活動をより効果的・適切に行えるよう相互の連携・

連絡を図ってまいります。また、被災者の支援、被災地の復興のために活動する

ものであって、組織のあり方や活動の内容は柔軟に見直し、それを実行して

まいります。
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［代表世話人］
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［事 務 局］
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／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
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【組織概要】（2018年03月31日現在）

2．団体概要

図２. JCNの参加団体数の推移（累計）
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■ 2011年度に参加登録された団体数（552団体）

■ 2012年度に参加登録された団体数（167団体）

■ 2013年度に参加登録された団体数（79団体）

図４. JCN参加団体数の地方別内訳
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■2011年度に参加登録された団体数（552団体）

■2012年度に参加登録された団体数（167団体）

■2013年度に参加登録された団体数（79団体）

図３. JCN参加団体数の組織別内訳
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第八条（協力団体）
 

第三章　機関
第九条（機関の種類）
 

第十条（総会）
 

第十一条（世話団体
および世話団体会）
 

 
 

第十二条（チーム）
 

 ※設立時
第十三条（チーム）
 

第十三条（代表）
 

一. 当会に協力団体を置く。
二. 当会の協力団体になろうとする者は、事務局に申し出て、世話団体会（設立時は「常任世
話団体」）の確認を得る。
三. 当会の協力団体になるためには、以下の要件のいずれかに該当していればよい。
1. 電話およびE-mailで連絡がとれること
2. 団体内部の意見を調整できる者を、担当者として一人決めることができる者であること
3. 当会の趣旨に賛同し、なんらかの協力ができる者であること
4. その他世話団体会が特別に認めた者
※設立時は、「企業等の営利団体で法人格を有する」を記載 
四. 協力団体は、事務局に申し出ることで、任意に協力団体を辞することができる。

当会に次の機関を置く。
1. 総会   2. 世話団体会   3. 代表
4. 監事   5. 事務局    設立時は、「常任世話団体」も記載。

一. 当会に会員から構成される総会を置く。
二. 総会は、代表が招集する（代表が複数いる場合は連名）。
三. 総会の定足数は総会員の過半数とし、委任による参加も、総会への出席として認める。委
任状はメールでも構わない。
四. 総会には議長を置く。議長はその都度総会で選任する。
五. 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決する。
六. 総会は以下の決定を行う。
1. 規約の内容および変更
2. 会の解散・合併
3. 会の活動方針の承認
4. 会の決算・事業報告の承認
5. 世話団体、代表、監事の選任・解任（設立時は、「常任世話団体」も記載）
七. 協力団体は、オブザーバーとして総会に出席し、意見を述べることができる。
八. 総会は、会員間の連絡をスムーズに行うために会員・協力団体の連絡担当者からなるメーリ
ングリストを設置する。
九. 世話団体会の承認を得て、メーリングリスト上での決定を総会の決議に代えることができる。

一. 当会に世話団体を置く。
二. 世話団体の数は10団体程度とし、会員から選出する。
三. 世話団体の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
四. 世話団体および代表・事務局長（設立時は、「チーム長」も記載）からなる世話団体会を置く。
五. 世話団体会は代表が招集する（代表が複数いる場合は連名）。
六. 世話団体会は以下の決定を行う。
1. 総会への議案の決定
2. 予算、活動計画の決定・変更
3. チーム長の選任・解任

東日本大震災支援全国ネットワーク　規約  2011年3月30日 制定

3．団体規約

第一章　総則 
第一条（名称）
 

第二条（事務所所在地）
 

第三条（目的）
 

第四条（事業）
 

第五条（行動原則）
 

第二章　会員団体等
第六条（会員団体）
 

第七条（除名）
 

当会は、東日本大震災支援全国ネットワークと称する。英語名は、Japan Civil Network for 
Disaster Relief in the East Japan（略称 JAPAN CIVIL NET または JCN）とする。

当会の事務所は、東京都千代田区大手町2－2－1におく。（設立時は、「東京都千代田区霞ヶ関
3-3-2新霞が関ビル5階」）

当会の目的は、東日本大震災における被災者支援のために活動する全国のボランティア及びボ
ランティア団体・NPO・NGO等の民間非営利団体（以下「被災者支援ボランティア・NPO」と
略）を支援することを目的とする。

当会は上記の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 被災者支援ボランティア・NPO間の情報共有・連携の促進
2. 被災者支援ボランティア・NPOと、政府・自治体・企業・教育機関・国際機関等との協力・連 
　 携の促進
3. 被災者支援ボランティア・NPOが効果的に活動できるための支援
4. その他目的を達成するために必要な事業

会は、以下の原則に則って行動する。
1. 当会は、会員団体個々の活動をより効果的・適切に行えるよう相互の連携・連絡を図るもので 
あって、会員団体個々の活動を制限するものではない。 
2. 当会は、東日本大震災という緊急事態への即応と被災地の復興に活動するものであって、組
織や事業は柔軟に見直していく。
3. 当会は、特定の政党および政治家、特定の個人および団体の利益のために活動するもので
はない。

一. 当会に会員団体（以下「会員」）を置く。
二. 当会の会員になろうとする者は、事務局に申し出て、世話団体会（設立時は「代表」）が確
認する。
三. 以下の要件をすべて備えていれば、どのような団体であっても当会の会員となることができる。
1. 会の規約があり、代表者、構成員があること（設立時は、「構成員が非営利団体であること」）
2. 電話およびE-mailで連絡がとれること
3. 東日本大震災の被災者支援活動を行っている、もしくは行おうとしていること
4. 団体内部の意見を調整できる者を、担当者として一人決めることができる者であること
5. 当会の趣旨に賛同できる者であること
四. 会員となるための費用（会費）は要しない。
五. 会員は、事務局に申し出ることで、任意に退会できる。
六. 総会の招集に応じないなど一定期間連絡がとれない会員については、世話団体会（設立
時は「常任世話団体」）の判断で退会したものとみなすことができる。

会員が次のいずれかに該当するときは、代表は、世話団体会の議決を経て、これを除名することができる。

1. 法令、本会の規約に違反したとき
2. 当会の名誉を毀損し、または当会の目的に反する行為をしたとき
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第八条（協力団体）
 

第三章　機関
第九条（機関の種類）
 

第十条（総会）
 

第十一条（世話団体
および世話団体会）
 

 
 

第十二条（チーム）
 

 ※設立時
第十三条（チーム）
 

第十三条（代表）
 

第十四条（監事）

第十五条（事業年度）

第四章 会計・事業年度
第十六条
（収入・会計等）
 

第十七条
（残余財産の帰属先）
 
第十八条（事務局）
 

第十九条（実施規則）
 

付則

第一章　総則 
第一条（名称）
 

第二条（事務所所在地）
 

第三条（目的）
 

第四条（事業）
 

第五条（行動原則）
 

第二章　会員団体等
第六条（会員団体）
 

第七条（除名）
 

4. その他会の運営に必要な事項
七. 世話団体会は、世話団体間の連絡をスムーズに行うためにメーリングリストを設置する。
八. 代表の承認を得て、世話団体会のメーリングリスト上での決定を世話団体会の決議とするこ
とができる。
九. 世話団体会は、以下のいずれかの場合、総会の議決を経なくとも、代表・監事・事務局長・
世話団体を解任することができる。
1. 職務の執行に堪えない理由があると認めるとき。
2. 職務上の義務違反、その他役職に相応しくない行為があると認められるとき。

一. 当会に監事を2名程度で置く。
二. 監事は、総会で選出する。
三. 監事の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
四. 監事は、以下の業務を行う。
1. 当会の業務執行の状況を監査すること
2. 当会の財産の状況を監査すること
3. 監査の結果を世話団体会、総会に報告すること
五. 監事は、総会、世話団体会に出席し、意見を述べることができる。

一. 当会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
二. 上記の規定に関わらず、2011年3月11日から同年3月31日までの事業は、2011年の事業年
度に含まれるものとする。

一. 当会の事業を実施するためにチームを置くことができる。
二. チーム長は各チームの推薦を経て世話団体会が選任する。

一 当会の事業を実施するために以下のチームを置く。
① 情報チーム：被災者支援ボランティア・ＮＰＯ支援情報の集約と発信 等
② ガイドラインチーム：ボランティアとして活動する人向けのガイドライン作成 等
③ 寄付・募金チーム：被災者支援の寄付の効果的促進 等
④ 制度チーム：被災者支援ボランティア・ＮＰＯの支援の制度・仕組みづくり、政府・自治体等との
連携促進等
⑤ 地域ネットワークチーム：被災者支援の活動を行う各地のネットワークとの情報交換と連携 等
⑥ ユースチーム：青年、学生との連携促進 等
⑦ 国際チーム：国際協力団体との連携促進、海外からの支援団体対応 等 ⑧ 広報チーム：当
会としてのメディア対応 等 二 各チームには責任者となるチーム長を１～２名置く。 三 チーム長
の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 四 代表、チーム長、事務局長からなるチーム長会
議を置く。 五 チーム長会議は、代表が招集する。 六 チーム長会議は、チーム間の活動連携が
適切に行われるよう連絡調整を行う。 七 チーム長会議は、メーリングリストを設置し、日常的な連
絡・情報共有はメーリングリストで行う。
八 チームの構成・募集・活動管理等はチーム長が責任をもって行う。
九 チームの活動で会全体に影響があるものは、代表の了承を得て行う。
十 チーム長会議での決議方法は、その都度担当チーム長が定め、代表が承認することとする。
決議にはメーリングリストを活用することも可能とする。メーリングリストで決議する場合は、原則１
週間で採否を決めるが、 チーム長と代表の判断により短縮することは可能とする。
十一 チーム長は、メーリングリスト等を通じて、チームの動きをできる限り、会員間で共有できる
ように努める。
十二 チーム長以外に、テーマごとに個人の特別担当を置くことができる。特別担当は、チーム長
とみなす。
十三 チームおよびチーム長は、第十条の規定に関わらず、常任世話団体会で新設・改廃、選任・
解任することができる。

一. 当会に代表を置く。
二. 代表の定員は3名程度とする。
三. 代表は総会で決定する。
四. 代表は、当会を代表し、その業務を統括する。
五. 代表の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

一. 当会の収入は、原則として寄付等で賄う。
二. 当会の事業計画および収支予算は、代表が作成し、世話団体会で了承するものとする。
決議された内容は、総会（MLを含む）に報告されなければならない。なお、計画等の基本となる
方針は、総会の承認を得なければならない。
三. 事業報告および決算報告は、代表が事業年度終了後遅滞なく作成し、世話団体会での
了承を得たのち、総会での承認を得なければならない。

当会が解散の際有する残余財産は、総会の決議を経て選任された団体に譲渡することとする。

一. 当会は、事務を処理するために事務局を置く。
二. 事務局を統括するために事務局長を置く。事務局長は代表が任命する。
三. 事務局の組織及び運営に必要な事項は、代表が別に定める。

この規約の運営に必要な規則は、世話団体会の議決を経て、代表が別に定める。

一.当会の設立日を2011年3月14日とする。
二.この規約は2011年3月30日から施行する。
ただし、変更後の規約は、2012年5月29日から施行する。
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4．JCNの沿革（2011～2016年度）

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

9 月

10 月

11 月

12 月

2011年 ●設立総会、暫定ML「higashinihon」を開設、暫定ウェブサイトを開設

●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

●第1回 現地会議 in 宮城（仙台市青葉区）の開催

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

●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

●第1回 JCN全体ミーティング（東京都千代田区）の開催

●広域避難者支援状況リストを公開

●第2回 現地会議 in 岩手（北上市）の開催

●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

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

2012年 ●「復興支援いいね！事例集」を開設

●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

●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
避難者支援意見交換会（東京都千代田区）の開催

●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

●「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

●広域避難者支援ミーティング in 東海（名古屋市）の開催

●「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

●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

●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

●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

●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

●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

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

2013年 ●全国交流会情報を公開

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

●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

●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

●ケース検討会（岩手県・宮城県・福島県）の開始

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12月

2013年 ●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

●第6回 現地会議 in 福島（南相馬市）の開催

●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

●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

●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

●第8回 現地会議 in 岩手（大槌町）の開催

●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

●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

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

2014年 ●第9回 現地会議 in 岩手（北上市）、第2回 関係省庁定期協議（東京都港区）を開催

●第9回 現地会議 in 宮城（松島町）を開催

●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）、第3回 全体ミーティング（中央区）
●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

●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

●東北応援ビレッジ2014（東京都千代田区）を開催

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

●第4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 岩手（北上市）を開催

●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

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

●第9回 現地会議 in 福島（いわき市）を開催

1月

2月

3月

4月

5月

6月

2015年 ●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

●第11回 現地会議 in 宮城（岩沼市）、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

●東北これから会議2015(東京都千代田区)を開催

●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

●ケース検討会議（宮城・仙台市）を開催

●ケース検討会議（福島・福島市）、ケース検討会議（岩手・北上市）を開催



【Ⅶ】資料編

63 64

5．毎年度の財務諸表

経常収入 

　　助成金収入

　　寄付収入

　　事業収入等

　　経常収入　計

管理費 

　　管理費　計

事業費 

　　被災地支援活動

 

　　後方支援活動

　　交流・検証活動

事業費　計

経常収支差額 

　　当期正味財産増加額

　　前期繰越正味財産額

当期正味財産合計

収支計算書  ［税込］（単位：円）

2011年度

※各年度の活動報告書をもとに作成（一部加除修正）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

広域避難者支援活動
（自主事業・助成金）

広域避難者支援事業
（福島県）

広域避難者支援活動
（ろうきん）

広域避難者支援活動
（タケダ赤い羽根）

 22,990,000 

 9,047,958 

 314,156 

 32,352,114 

 6,492,552 

 8,458,102 

 4,540,291 

-

-

-

 4,439,738 

-

 17,438,131 

 0 

 8,421,431 

-

 14,274,260 

  38,935,919 

 6,888,474 

 324,449 

 46,148,842 

 8,121,663 

 13,281,224 

 11,488,252 

-

-

-

 13,665,416 

-

 38,434,892 

△ 407,713

△ 407,713

 8,421,431 

 8,013,718 

  2,038,157 

 31,572,863 

 16,451,858 

 50,062,878 

 5,200,570 

 14,916,945 

 7,034,520 

 16,420,959 

-

-

 7,232,537 

-

 45,604,961 

△ 742,653

△ 742,653

 8,013,718 

 7,271,065 

  47,050,506 

 2,501,032 

 27,211,629 

 76,763,167 

 5,755,352 

 22,763,564 

 3,822,796 

 21,597,464 

 2,183,164 

 271,319 

 13,675,210 

-

 64,313,517 

6,694,298 

 6,694,298 

 7,271,065 

 13,965,363 

  47,469,480 

 1,776,816 

 27,113,225 

 76,693,939 

 6,156,455 

 27,875,018 

 468,412 

 22,609,301 

 321,429 

 4,966 

-

 10,628,836 

 61,907,962 

△8,629,522

△8,629,522

 13,965,363 

 5,335,841 

1月

2月

3月

4月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

2016年 ●ケース検討会議（福島・福島市）を開催

●ケース検討会議（岩手・釜石市）、ケース検討会議（宮城・仙台市）、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（大阪・東京）を開催

●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

●第１回福島ミーティング（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

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

●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

●第2回福島ミーティング（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）、タケダ・広域避難
者支援プログラム研修を開催

●第2回岩手ミーティング（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（自治体・社協）実施

●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実施

●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

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2015年 ●広域避難者支援・ネットワーク推進会議（千代田区）、ケース検討会議（宮城・仙台市）、ケース検討
会議（福島・南相馬市）を開催

●ケース検討会議（岩手・盛岡市）、福島県県外避難者 復興支援員　第1回研修（千代田区）、近畿
避難者支援ミーティング（大阪市）を開催

●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（岡山市）、中国・四国避難者支援ミーティン
グ（岡山市）を開催

●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)、ケース検討会議（福島・福島市）、タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム 第1回
研修（千代田区）、東海避難者支援ミーティング（名古屋市）を開催

●ケース検討会議（岩手・盛岡市）、ケース検討会議（宮城・仙台市）、ケース検討会議（福島・福島市）、
東北避難者支援ミーティング（仙台市）、福島県県外避難者 復興支援員　第2回研修（福島市）

●九州避難者支援ミーティング（福岡市）、第12回 現地会議 in 福島を開催

1月

2月

3月

2017年 ●パンフレット「避難者とのかかわり～支援のカタチ～」を発行

●第3回福島ミーティング（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

●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
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日時：2012年7月13日（金）13:00-17:00
場所：大船渡市民文化会館・市立図書館リアスホールマルチスペース
プログラム：
【開会あいさつ】田尻佳史（JCN代表世話人）／本多平直（内閣総理大臣補佐官）
【情報提供】藤沢烈（復興庁政策調査官）／岩手県復興局生活再建課
【テーマ１】「知る」－県内のセクターを超えた連携取り組み－
[登壇者]有原領一（宮古市社会福祉協議会地域福祉課）／若菜千穂（いわて
地域づくり支援センター事務局)／大関輝一（大船渡アクションネットワーク会議事
務局）[コーディネーター]田尻佳史（JCN）
【テーマ２】「学ぶ」－今後の岩手の道筋を共有するための先進事例－
[登壇者]稲垣文彦（中越防災安全推進機構復興デザインセンター）／丸山由明
（新潟県総務管理部）／池田啓一（都市生活コミュニティセンター）[コーディネー
ター]鹿野順一（いわて連携復興センター）
【テーマ３】「つながる」－ブース形式でのつながりづくり－
[ファシリテーター]小山田聖子（日本ファシリテーション協会）
共催：いわて連携復興センター
協力：日本ファシリテーション協会／アワープラネット・ティービー

日時：2012年11月06日（火）13:00-17:00
場所：アイーナホール
プログラム：
【開会あいさつ】鈴木浩之（岩手県復興局）／青柳光昌（日本財団）
【テーマ１】「ヒトのはなし」－いままでの「人材」とこれからの「人材」について－
[パネリスト]佐藤健（絆プロジェクト三陸）／山内幸治（ETIC.）／寺井良夫（もりお
か復興支援ネットワーク）／菊池亮（釜石市社会福祉協議会）
[コーディネーター]石井布紀子（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議）
【テーマ２】「カネのはなし」－行政のお金、民間のお金などファンドとどのように向き
合えばよいか－
[スピーカー]田尻佳史（日本NPOセンター）／西田紫郎（復興庁）
[パネリスト]坪井七夫（福祉医療機構）／青柳光昌（日本財団）／城千聡（中央共
同募金会）／鈴木祐司（地域創造基金みやぎ）
【閉会あいさつ】鹿野順一（いわて連携復興センター）
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2013年02月25日（月）15:00-18:00
場所：大船渡アーバン
プログラム：
【ディスカッション１】「学生と共生」
[進行]臂徹（おらが大槌夢広場）
[フィッシュ]藤原慧矢さん（岩手大学大学院｜岩手県出身）／多田裕哉さん（立
教大学｜宮城県出身）／岡田勝太さん（法政大学｜東京都出身）／佐藤柊平さ
ん（明治大学｜岩手県出身）／三井俊介さん（既卒｜茨城県出身）
【ディスカッション２】「岩手と若手」
[進行]臂徹（おらが大槌夢広場）
[フィッシュ]佐々木敦代（復興応援隊－花巻市出身）／大久保彩乃（アムダ－大槌
町出身）／黒沢惟人（大船渡仮設住宅支援事業－奥州市出身）／細川星児（岩
手県沿岸広域振興局－大船渡市出身）／山内英嗣（＠リアスNPOサポートセン

ター）／松崎光弘（出藍社）
共催：いわて連携復興センター
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2013年03月08日（金）13:00-17:00
場所：岩手県沿岸広域振興局本局（釜石地区合同庁舎）大会議室
プログラム：
【テーマ１】「知る」－行政との連携事例と付随する課題－
[スピーカー]竹内隼人（共生地域創造財団）／小池幸一（釜石市復興推進本部
仮設住宅運営センター）／熊谷有祐（中央共同募金会）
[進行]葛巻徹（いわて連携復興センター）
【テーマ２】「学ぶ」－行政と民間が連携する意義とあるべき協働のカタチ－
[パネリスト]臂徹（おらが大槌夢広場）／小野仁志（陸前高田まちづくり協働セン
ター）／加藤勝（盛岡市復興推進部事務局（危機管理課））／熊谷正和（岩手
県沿岸広域振興局経営企画部）
[コーディネート]田尻佳史（JCN）
【テーマ３】「報せる」－参加者からの情報提供－
【テーマ４】「つながる」－参加者を交えた意見交換・情報交換－
[進行サポート]日本ファシリテーション協会
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：子どものエンパワメントいわて／日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2013年07月09日（火）13:30-17:00
場所：あえりあ遠野２階「さくら」
プログラム：
【テーマ１】「被災地の今」－今、抱えている課題－
[スピーカー]釘子明（陸前高田被災地語り部・くぎこ屋）／瀬浪仁志（公益社団法
人助けあいジャパン）
【テーマ２】「支援の今」－沿岸・内陸・行政の視点から－
[パネリスト]菊池真吾（さんさんの会）／船橋和花（難民支援協会）／大桐啓三
（いわてゆいっこ花巻）／小國晃也（大槌町復興局復興推進課事業推進班）
[コーディネーター]田尻佳史（JCN代表世話人）
【テーマ３】「岩手でできること」－全国の取り組みをヒントに考える－
[パネリスト]多田一彦（遠野まごころネット）／吉野和也（テラ・ルネッサンス）／本多
智訓（MAKOTO）／伊藤英（SAVETAKATA）
[コーディネーター]田尻佳史（JCN）
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：メディアージ

日時：2013年10月18日（金）13:00-17:00
場所：大槌町中央公民館３階大会議室
プログラム：
【開会あいさつ】栗田暢之（JCN）／佐野淳（岩手県復興局生活再建課）
【プログラム１】「基調講演」－CSRとは－
小川理子（パナソニックCSR・社会文化グループ）
【プログラム２】「事例報告」－企業と地域連携－
[パネリスト]武井伸夫（パソナ復興支援担当）／瀬川典男（川徳営業企画部）／

森由美（SCSKCSR推進部）
[聞き手]田尻佳史（JCN）
【プログラム３】「トークセッション」－企業とNPO－
[パネリスト]小川理子（パナソニックCSR・社会文化グループ）／武井伸夫（パソナ
復興支援担当）／瀬川典男（川徳営業企画部）／森由美（SCSKCSR推進部）
[コーディネーター]鹿野順一（いわて連携復興センター）
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：メディアージ

日時：2014年01月28日（火）13:00-17:00
場所：ブランニューキタカミコンベンションホール
プログラム：
【開会あいさつ】山崎美貴子（JCN）
【テーマ１】「知る」－助成団体からみた現状とこれからの支援－
[スピーカー]坪井七夫（福祉医療機構助成事業部助成計画課）／明城徹也
（ジャパン・プラットフォーム国内事業部）／阿部陽一郎（中央共同募金会企画広
報部）
[コーディネーター]鹿野順一（いわて連携復興センター）
【テーマ２】「学ぶ・その１」－孤立防止の見守りとコミュニティ形成の取り組み－
[パネリスト]井岡仁志（高島市社会福祉協議会地域福祉課）／阿部知幸（もりお
か復興支援センター）
[コーディネーター]田尻佳史（JCN）
【テーマ３】「学ぶ・その２」－過疎化・少子高齢化の取り組み－
[パネリスト]安藤周治（ひろしまね）／酒井聖文（おっちラボ事務局）
[コーディネーター]田尻佳史（JCN）
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：メディアージ／子どものエンパワメントいわて

日時：2014年8月29日（金）13:00-17:00
場所：ブランニューキタカミコンベンションホール
プログラム：
【開会あいさつ】鹿野順一（いわて連携復興センター）
【テーマ１】「理解を深める」－マルチステークホルダー・プロセスとは何か？－
[スピーカー]田尻佳史（日本NPOセンター）
【テーマ２】「事例を知る」－地域課題への取り組み事例を知る－
[パネリスト]東洋平（国境なき子どもたち岩手事務所）／大野覚（茨城NPOセン
ター・コモンズ）
【テーマ３】「ワークショップ」－課題を把握して資源を見極めるプロセスの実践－
[ファシリテーター]尾上昌毅（日本ファシリテーション協会）
【閉会あいさつ】田尻佳史（JCN）
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2015年3月6日（金）13:00-17:00
場所：大船渡市民文化会館リアスホールマルチスペース
プログラム：
【趣旨説明】中野圭（JCN地域駐在員岩手）
【テーマ１】「事例を知る」－必要な人材とは－
[スピーカー]三井俊介（SET）／加藤拓馬（からくわ丸）／横田親（丹波市市議会
議員）
【テーマ２】「ワークショップ」－人材確保へ向けたプランニング－
[テーマ]１．自分の組織のことを考える／２．岩手や地域のことを考える
[ファシリテーター]アットマークリアスNPOサポートセンター／大船渡市市民活動支
援センター

陸前高田まちづくり協働センター／
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2015年10月2日（金）13:00-17:00
場所：岩手県産業会館大ホール
プログラム：
【テーマ1】「災害復興事例から考える」
[報告]定池祐季（東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター特任助
教）
[コーディネーター]田尻佳史（日本NPOセンター常務理事／JCN代表世話人）
【テーマ2】「イマジネーション」テーマ1の事例から、自分たちの地域の未来を考え
る。自分たちの地域の未来から、今後必要となる活動や事業展開について考え
る。
[ファシリテーター]日本ファシリテーション協会
【テーマ3】「災害復興ではない事例から考える」災害事例ではなく、通常の地域
づくりの事例から先を見通すための考え方を学ぶ。
[報告]大江正章（出版社コモンズ代表、ジャーナリスト）
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2016年2月4日（木）13:00-17:00
場所：陸前高田市コミュニティホール大会議室
プログラム：
【テーマ1】「なぜコラボレーションか」企業・NPOの互いの特徴、コラボレーションが
もたらす効果を学ぶ。
[講演者]森浩昭（料亭久里川支配人／広島県就労振興センター副会長）
【テーマ2】「事例を見る」企業、NPOの連携の事例を学ぶ。
[報告者]早川輝（みやっこベース）／菊池新一（遠野山・里・暮らしネットワーク）／
伊藤大介（いわて連携復興センター）
[コーディネーター]田尻佳史（JCN代表世話人）
【テーマ3】「私とコラボレーションしませんか」気仙地区から4事業者に「今」求めて
いるコラボレーションの具体的アイデアを発表。
[報告者]水野孝洋（での園園主）／金野崇（さいとう製菓執行役員総務部長）／
佐々木信秋（SAVETAKATA代表理事）／笠原一城（浜わらす代表理事）
【テーマ4】「ブレインストーミング」
各組織の情報を持ち寄り、セクターを越えたコラボレーションのイメージを膨らませ
る。
共催：いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ／アットマークリアスNPOサポート
センター／大船渡市市民活動支援協議会／陸前高田まちづくり協働センター／
気仙沼NPO/NGO連絡会

１．岩手県

6．現地会議 実施概要（2012～2015年度）
2012年度から4年間、現地会議の開催日時、場所、プログラム等をまとめました。被災地や支援活動の状況にあわせて
企画してきた変遷がわかります。

【2012】第4回 今後の支援・連携の在り方を考える。

【2012】第6回 これからの支援のための行政と
民間の協働のカタチ

【2012】第5回 ヒトのはなし。カネのはなし。

【2013】第7回 今を伝え、これからを考える

【2013】第8回 企業と地域、これからの岩手

【2014】第10回 マルチステークホルダー・
プロセスによる復興とは

【2014】第11回 人材不足に立ち向かうための
工夫とは-担い手はこうして生まれた-

【2015】第12回 先を見通す～これから立ちはだかる壁～

【2015】第13回 組織の成長はコラボレーションからin気仙

【2012】第1回 若手会議－岩手の若手が集う会－

【2013】第9回 フェーズの変化を捉え、社会課題解決に挑む
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日時：2012年08月22日（水）13:00-18:00
場所：エル・パーク仙台スタジオホール
プログラム：
【開会】あいさつ：田尻佳史（JCN代表世話人）
【情報提供】
吉田裕也（みやぎ連携復興センター）
【テーマ１】「知る」－県内各地の支援活動の現状と課題を共有－
[パネリスト]塚本卓（気仙沼復興協会福祉部事務長）／氏家義明（がんばッと！！
玉浦副理事長）／佐藤貞子（七ヶ浜町仮設店舗・七の市商店街・佐藤魚店主）
[コーディネーター]紅邑晶子（みやぎ連携復興センター）
【テーマ２】「学ぶ」－過去の事例から支援のノウハウを共有－
[パネリスト]黒田裕子（阪神高齢者・障害者支援ネットワーク理事長）／稲垣文彦
（中越防災安全推進機構復興デザインセンター長）／浅野泰彦（柏崎市社会福
祉協議会事務局長）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【テーマ３】「つながる」－ブース形式でつながりづくり－
[進行]尾上昌毅（日本ファシリテーション協会）
協力：みやぎ連携復興センター／日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2012年12月04日（火）13:00-17:00（240分）
場所：エル・パーク仙台・ギャラリーホール
プログラム：
【開会あいさつ】大久保朝江（杜の伝言板ゆるる）／福田信章（東京災害ボラン
ティアネットワーク）
【テーマ１】「学ぶ」－活動資源を引き出すコツ－
[発表者]田尻佳史（日本NPOセンター）／長沢恵美子（経団連事業サービス）／
西田紫郎（復興庁）
[進行]尾上昌毅（日本ファシリテーション協会）
【テーマ２】「知る」－活動資源を活用するヒント－
[パネリスト]立岡学（パーソナルサポートセンター）／渡辺日出夫（ADRAJapan）
／渡邊智恵子（アバンティ）／家田えり子（資生堂）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【閉会あいさつ】栗田暢之（JCN）
協力：みやぎ連携復興センター／日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2013年03月21日（木）13:00-17:00
場所：石巻専修大学４号館
プログラム：
開会あいさつ：桑原英文（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議）／阿部由
紀（石巻市社会福祉協議会）
【テーマ１】「知る」－被災者・被災地の視点を知る－
[スピーカー]塚本卓（気仙沼プラス｜気仙沼市）／山崎信哉（石巻仮設住宅自
治連合推進会｜石巻市）／馬場照子（亘理いちごっこ｜亘理町）
【テーマ２】「考える」－必要な支援を共に考える－
[パネリスト]白鳥孝太（公益社団法人シャンティ国際ボランティア会）／中川政治
（みらいサポート石巻）／福田文（一般財団法人地域創造基金みやぎ）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【テーマ３】「深める」
[進行サポート]日本ファシリテーション協会
共催：みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：みらいサポート石巻／日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2013年08月23日（金）12:00-16:00
場所：南三陸ホテル観洋多目的ホール「クイーンエリザベス」
プログラム：
【開会あいさつ】阿部憲子（南三陸ホテル観洋）
【テーマ１】「知る」－復興の場所づくり－
[スピーカー]小野寺寛（すばらしい歌津をつくる協議会）／渡部慶太（石巻復興
支援ネットワーク事務局）
【テーマ２】「学ぶ」－全国の場所づくり－
[パネリスト]宮定章（まち・コミュニケーション）／渡辺裕伸（農事組合法人ファーム
田麦山）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【テーマ３】「つながる」－場所づくりのグループディスカッション－
[ファシリテーター]日本ファシリテーション協会
共催：みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2013年11月29日（金）13:00-17:20
場所：竹駒神社参集殿
プログラム：
【情報提供】高橋伸明（岩沼市建設部復興整備課）／丸山正（復興庁宮城復
興局）
【テーマ１】「知る」－被災地域での取り組み事例から－
[登壇者]須藤美代子（南三陸町社会福祉協議会被災者生活支援センター）／
中川勝義（玉浦西地区まちづくり検討委員／岩沼市相野釜町内会）／山口里
美（RCF復興支援チーム）
【テーマ２】「学ぶ」－移転後に出てくる課題－
[パネリスト]黒田裕子（阪神高齢者・障害者支援ネットワーク）／星野晃男（くらし
サポート越後川口）／須藤美代子（南三陸町社会福祉協議会被災者生活支援
センター）／中川勝義（玉浦西地区まちづくり検討委員／岩沼市相野釜町内
会）／山口里美（RCF復興支援チーム）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【テーマ３】「深める」－課題に対する知恵を深める－
[ファシリテーター]浅羽雄介（日本ファシリテーション協会）
共催：みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2014年02月18日（火）13:30-17:30
場所：花ごころの湯新富亭１階コンベンションホール
プログラム：
【開会あいさつ】山崎美貴子（JCN）
【グループワーク】「課題・対応策を整理する」
[ファシリテーター]日本ファシリテーション協会
【全体会議】「解決策を探る」
[ファシリテーター]杉村郁雄（日本ファシリテーション協会）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
共催：みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2014年10月29日（水）13:00-17:00
場所：気仙沼市役所ワン・テン庁舎大ホール
プログラム：
【基調講演】牧秀一（よろず相談室）／浜上章（宮城県サポートセンター支援事
務所）
【テーマ１】グル―プワーク
1.残される住民のコミュニティ形成の支援（仮設住宅・被災地域の再建）／2.移
転する住民と受け入れ住民とのコミュニティ形成の支援（災害公営住宅・誘導
型防災集団移転）／3.地域全体としての新たなコミュニティの再生支援（みなし
仮設・在宅・自立再建・協議会型防災集団移転）
【テーマ２】パネルディスカッション「社協・NPO・行政の協働の成り立ち」
[パネリスト]鈴木美紀（気仙沼市社会福祉協議会）／白鳥孝太（公益社団法人
シャンティ国際ボランティア会）
【テーマ３】パネルディスカッション「気仙沼の支援者と阪神・淡路の実践者との対話」
[パネリスト]齋藤貴恵（気仙沼市社会福祉協議会）／塚本卓（気仙沼まちづくり
支援センター）／牧秀一（よろず相談室）／浜上章（宮城県サポートセンター支援
事務所）
【閉会あいさつ】菊田忠衞（ボランティアステーションin気仙沼）
共催：気仙沼市社会福祉協議会／気仙沼NPO/NGO連絡会／みやぎ連携復
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
協力：宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所／日本ファ
シリテーション協会／メディアージ
後援：気仙沼市／宮城県／復興庁宮城復興局

日時：2015年2月27日（金）13:00-17:00
場所：岩沼市民会館中ホール
プログラム：
【開会挨拶】栗田暢之（JCN代表世話人）
【趣旨説明】三浦圭一（JCN地域駐在員宮城）
【テーマ1】「知る」県南2市2町の復興状況と社会福祉協議会の取り組み
[報告]新妻一典（岩沼市社会福祉協議会）／沢田充（名取市社会福祉協議会）
／佐藤寛子（亘理町社会福祉協議会）／高橋和子（山元町社会福祉協議会）
【テーマ2】「事例発表」関わりかたで変わる無理なく続くコミュニティ（鳥取県日野町）
[講師]山下弘彦（日野ボランティア・ネットワーク）
【テーマ3】「パネルディスカッション」2市2町のNPOの活動とこれからの支援
[パネリスト]阿部結悟（山元の未来への種まき会議）／若山陽子（名取交流セン
ター）／青木淳（公益社団法人青年海外協力協会里の杜サポートセンター）／
佐藤正乗（曹洞宗東日本大震災災害対策本部復興支援室分室）
【テーマ4】「ワークショップ」地域、セクターを超えて課題と協力のアイデアを考える
[テーマ]仮設住宅に残される住民のコミュニティ形成をささえる／移転する住民
と受け入れる地域住民とのコミュニティ形成をささえる
[ファシリテーター]日本ファシリテーション協会
【閉会挨拶】三浦一朗（岩沼市社会福祉協議会会長）
共催：岩沼市社会福祉協議会／名取市社会福祉協議会／亘理町社会福祉
協議会／山元町社会福祉協議会／みやぎ連携復興センター／災害ボランティ
ア活動支援プロジェクト会議
協力：山元の未来への種まき会議／宮城県サポートセンター支援事務所／宮城
県社会福祉協議会／日本ファシリテーション協会／メディアージ
後援：岩沼市／復興庁宮城復興局

日時：2015年10月20日（火）13:00-17:30
場所：パレス宮城野「はぎの間」
プログラム：
【テーマ1】「地域の活動連携の成果と課題」

地域の行政・社協・NPO／NGOのこれまでの活動連携の成果と今後の課題を
共有する。
[報告]塚本卓（気仙沼NPONGO連絡会／気仙沼まちづくり支援センター）／平
塚信一朗（いしのまき支援連絡会／石巻市社会福祉協議会）／鈴木智弥（名
取市被災者支援連絡会／名取市震災復興部生活再建支援課）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN代表世話人）
【テーマ2】「地域の課題を解消する良いアイデア（分科会）」
グループ1：長期的な支援への移行の仕方／グループ2：（地域）連絡会の役割
／グループ3：住まいの再建からの見守り
[ファシリテーター]日本ファシリテーション協会
【テーマ3】「県域の中間支援団体の今後の在り方」
[報告]石塚直樹（みやぎ連携復興センター）／伊藤浩子（せんだい・みやぎNPO
センター）
大久保朝江（杜の伝言板ゆるる）
[コーディネーター]北川進（宮城県社会福祉協議会）
共催：みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：気仙沼NPO／NGO連絡会／石巻市社会福祉協議会／名取市／宮城
県サポートセンター支援事務所／日本ファシリテーション協会／メディアージ
後援：宮城県社会福祉協議会／宮城県／復興庁宮城復興局

日時：2016年2月29日（月）13:00-17:00
場所：名取市文化会館小ホール
プログラム：
【テーマ1】「基調講演」あったかい我が家ようなまちへ。
[講演]井岡仁志（高島市社会福祉協議会）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN代表世話人）
【テーマ2】「グループワーク」地域に分かれ「住民を主体にした支援」の目線合わ
せをする。
[グループのお題]グループ1：言葉で表す貴方の支援～支援者として大事にして
いる振る舞い方は？／グループ2：地域の中での「これから」
[ファシリテーター]日本ファシリテーション協会
【テーマ3】「2市2町からの報告」2市2町の各地域より、これからを共有する。
共催：みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／
名取市社会福祉協議会／岩沼市社会福祉協議会／亘理町社会福祉協議会
／山元町社会福祉協議会
協力：宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所／山元の
未来の種まき会議／日本ファシリテーション協会／メディアージ
後援：名取市／名取市サポートセンター「どっと.なとり」／宮城県社会福祉協議
会／宮城県

【2012】第5回 支援を継続するためのコツとヒント

【2013】第8回 仮設後のコミュニティ形成を考える

【2013】第9回 4年目以降の被災地の復興を考える
【2012】第6回 3年目の支援を考える

【2014】第10回 恒久住宅移行期における
コミュニティ支援を考える

【2014】第11回 恒久住宅移行期のコミュニティ形成支援を
考える-自助、共助でおこなう地域づくりの支援体制の構築-

【2015】第12回 4年間を振り返り、地域と県域の支援体制
を再構築する

【2015】第13回 それぞれの役割を認め、担い支え合う地域仙

２．宮城県

【2012】第4回 住民と支援者が一緒に歩むためのヒント 【2013】第7回 人が集まり、つながり、元気になる地域づくりト
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日時：2012年11月28日（水）13:00-17:00
場所：二本松市市民交流センター多目的室
プログラム：
【開会あいさつ】山崎美貴子（JCN）
【テーマ１】「知る」－福島県で活動する団体の状況を知る－
[発表者]斉藤道雄（みちのく安達農業協同組合）／小笠原隼人（チャイルドライ
ンこおりやま）／佐々木昇美（福島県社会福祉協議会）／星久美子（ふるさと回
帰支援センター）
[進行]竹内俊之（国際協力NGOセンター）
【テーマ２】「学ぶ」－福島県の団体を支える組織の取り組みから学ぶ－
[パネリスト]菅野正寿（福島県有機農業ネットワーク）／中鉢博之（ふくしま連携復
興センター）／高山弘毅（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【閉会あいさつ】中鉢博之（ふくしま連携復興センター）
共催：うつくしまNPOネットワーク／ふくしま連携復興センター
協力：国際協力NGOセンター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／日
本ファシリテーション協会

日時：2013年03月12日（火）13:00-17:00
場所：いわき産業創造館企画展示ホールA
プログラム：
【テーマ１】「知る」－いわき市の現状－
[スピーカー]長谷川秀雄（3.11被災者を支援するいわき連絡協議会・みんぷく）／
小松豊明（シャプラニール＝市民による海外協力の会）／北爪英子（いわき市社
会福祉協議会）
【テーマ２】「学ぶ」－住民感情に寄り添う支援－
[パネリスト]草野紀恵（楢葉町社会福祉協議会）／吉田恵美子（ザ･ピープル）／
伊藤孝介（フロンティア南相馬）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【テーマ３】「つながる」－参加者を交えた意見交換・情報交換－
[進行サポート]日本ファシリテーション協会

共催：ふくしま連携復興センター／うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議
協力：3.11被災者を支援するいわき連絡協議会／日本ファシリテーション協会／
国際協力NGOセンター（JANIC）／福島県社会福祉協議会

日時：2013年06月21日（金）13:30-17:00
場所：南相馬市民文化会館ゆめはっと多目的ホール
プログラム：
【テーマ１】「知る」－復興の担い手の声－
[スピーカー]近藤能之（走れ南相馬）／原澤慶太郎（南相馬市立総合病院）／
田村早人（南相馬市社会福祉協議会）
【テーマ２】「学ぶ」－次の一歩を考える－
[パネリスト]後藤麻理子（日本ボランティアコーディネーター協会）／吉田恵美子
（いわきおてんとSUN企業組合）／菅野孝明（浪江町ふるさと再生課）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【テーマ３】「つながる」
[進行]尾上昌毅（日本ファシリテーション協会）
共催：ふくしま連携支援センター／うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／国際協力NGOセンター／メディアージ／福
島県社会福祉協議会

日時：2013年9月13日（金）13:30-17:30
場所：会津大学講義棟２階中講義室「Ｍ２」
プログラム：
【開会あいさつ】栗田暢之（JCN）／山口巴（うつくしまNPOネットワーク）
【テーマ１】「知る」－住民と支援組織の地域課題－
[スピーカー]鈴木康（会津若松市社会福祉協議会）／蛭川靖弘（まちづくり喜多
方）／稲村久美（まちづくり会津）
【テーマ２】「学ぶ」－福島の課題と支援のヒント－
[パネリスト]蛭川靖弘（まちづくり喜多方）／菅野雅弘（葛尾村総務課復興対策
係）／尾崎嘉洋（苧麻倶楽部）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【テーマ３】「つながる」－参加者を交えた意見交換・情報交換－
[ファシリテーター]徳田太郎（日本ファシリテーション協会）
共催：うつくしまNPOネットワーク／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
協力：日本ファシリテーション協会／国際協力NGOセンター（JANIC）／メディ
アージ／福島県社会福祉協議会

日時：2013年12月13日（金）13:30-17:00
場所：ビッグパレットふくしま３階中会議室
プログラム：
【開会あいさつ】栗田暢之（JCN）
【テーマ１】「伝える」－中通り・浜通り・会津それぞれの現状－
[スピーカー]岩崎大樹（コースター｜中通り）／蛭川靖弘（まちづくり喜多方｜会
津）／近藤能之（みんな共和国じゃぶじゃぶ池プロジェクト｜南相馬）／戸田光
司（みんな未来センター）／長谷川秀雄（3.11被災者を支援するいわき連絡協議
会｜いわき）／志田篤（昭和横丁）
【テーマ２】「つなげる」－中間支援の連携の視点から－
[パネリスト]深田俊雄（ふくしまNPOネットワークセンター）／丹波史紀（ふくしま連
携復興センター）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN）
【テーマ３】「つながる」－参加者を交えた意見交換・情報交換－
[ファシリテーター]鈴木まり子（日本ファシリテーション協会）
共催：うつくしまNPOネットワーク／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
協力：日本ファシリテーション協会／国際協力NGOセンター（JANIC）／メディ
アージ／福島県社会福祉協議会

日時：2014年11月17日（月）13:30～17:30
場所：いわき産業創造館企画展示ホールA
プログラム：
【開会挨拶】李仁鉄（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議）
【趣旨説明】鈴木亮（JCN地域駐在員福島）
【テーマ１】「課題を知る」－復興住宅のコミュニティづくりの課題とは？－
[報告者]中鉢博之（ふくしま連携復興センター）／鴛海潔（福島県復興局生活拠
点課）／斉藤知道（福島県社会福祉協議会地域福祉課）
【テーマ２】「解決策を考える」－いわき市を事例にアクションを考える－
[パネリスト]山中桂子（いわき市社会福祉協議会生活支援相談員）／渡部千惠
子（大熊町ふるさと応援隊）／藤田大（ふたば商工）／猪瀬絢子（シャプラニー
ル＝市民による海外協力の会）
[コーディネーター]鈴木亮（JCN地域駐在員福島）
【テーマ３】「ワークショップ」－参加者全員で今後のアクションを描く－

[グループテーマ]１.県域の支援ありかた／２.いわきでの支援のありかた／３.省庁
への提言を考える
【閉会挨拶】藤田大（ふたば商工）
共催：ふくしま連携復興センター／3.11被災者を支援するいわき連絡協議会／う
つくしまNPOネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ／福島県社会福祉協議会

日時：2015年2月6日（金）13:30-17:30
場所：南相馬市民情報交流センター・マルチメディアホール
プログラム：
【テーマ1】「状況を知る」福島県全体の復興の現状と制度の活用状況を共有す
る。
[報告者]赤池孝行（3.11被災者を支援するいわき連絡協議会）／関靖男（福島
県社会福祉協議会地域福祉課）
[進行]鈴木亮（JCN地域駐在員福島）
【テーマ2】「解決策を考える」南相馬市の事例からセーフティネットに何が求めら
れているのか考える。
[パネリスト]佐藤清彦（南相馬市社会福祉協議会地域福祉課）／米倉一磨（相
双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会）／小畑瓊子（南相馬市市
民活動サポートセンター）
[コーディネーター]栗田暢之（JCN代表世話人）
【テーマ3】「ワークショップ」参加者全員で今後のアクションを描く。
[ファシリテーター]日本ファシリテーション協会
共催：南相馬市市民活動サポートセンター／ふくしま連携復興センター／うつくし
まNPOネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議
協力：日本ファシリテーション協会／メディアージ／南相馬市社会福祉協議会／
福島県社会福祉協議会

日時：2015年10月14日（水）13:00-17:30
場所：南相馬市民情報交流センター・マルチメディアホール
プログラム：
【テーマ1】「状況を知る」避難解除フェーズの支援課題を共有する。
[報告者]▼南相馬市小高地区の事例：廣畑裕子（小高の未来を応援する会3B
＋1）／鴫原佳奈（ふくしま連携復興センター）▼双葉郡の事例：吉川彰浩
（AFWアプリシエイトフクシマワーカーズ）／平山勉（相双ボランティア／双葉郡
未来会議）
【テーマ2】「課題を整理し解決策を考える」小グループに分かれて何が求められ
ているのか考える。
地元住民の自立的、主体的な活動を生み出す拠点づくり／外部支援団体の連
携・分担の仕組みづくり
[ファシリテーター]日本ファシリテーション協会
【テーマ3】「参加者全員で今後のアクションを描く」
テーマ2で議論し具体化したことをまとめて全員で共有する。
共催：ふくしま連携復興センター／うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議
協力：福島県社会福祉協議会／日本ファシリテーション協会／メディアージ

日時：2015年12月4日（水）13:00-17:30
場所：いわき市労働福祉会館大会議室１
プログラム：
【テーマ1】「福島の復興の現状を知る」複合災害からの復興と創生へのヒントを
探る。
[報告者]福島県避難地域復興局避難者支援課／福島県社会福祉協議会／
ふくしま連携復興センター／3.11被災者を支援するいわき連絡協議会
【テーマ2】「集中復興期間から復興創生期間へ」
復興創生の計画を読み解き、活用法を考える（復興庁福島復興局）

[コーディネーター]栗田暢之（JCN代表世話人）
【テーマ3】「テーマ別に連携分担を考える分科会」
復興創生期間の課題とビジョンについて、緩やかな共通認識と連携分担のポイ
ントを探る。
◎グループ1「こども」（広域避難含む）／◎グループ2「避難解除・双葉郡支援」
共催：ふくしま連携復興センター／うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議
協力：福島県社会福祉協議会／日本ファシリテーション協会／メディアージ

【2012】第4回 ふくしまと共に、ふくしまで考える 【2013】第7回 会津から見える福島の課題

【2012】第5回 複合災害に向き合うための支援のあり方

【2013】第6回 復興の担い手と共に次の一歩を考える

【2014】第9回 復興公営住宅のコミュニティ構築の課題とは

【2015】第12回 復興創生に向けて連携のヒントを探る

【2013】第8回 伝える・つなげる福島の復興
～会津・中通り・浜通りから～

３．福島県

【2015】第11回 地域が支えるセーフティネットづくりの課題とは

【2014】第10回 地域が支えるセーフティネットづくりの課題とは



【Ⅶ】資料編

71 72

ランティア支援センターやまがた）
テーマ２「知る」
渡邉陽（山形県社会福祉協議会）／福田健治（福島の子どもたちを守る法律家ネッ
トワーク・SAFLAN）／城千聡（中央共同募金会）／田澤好一（福島県 避難者支援
課）
テーマ３「つながる」
進行：飯島邦子（ 日本ファシリテーション協会）
共催：復興ボランティア支援センターやまがた
協力：山形県 企画振興部 県民文化課 県民活動プロスポーツ支援室／山形市／
米沢市／山形県社会福祉協議会／最上の元氣研究所・VCを支援する会／ ぼら
んたす／ 日本ファシリテーション協会
広報協力：全国社会福祉協議会
参加数：101団体（141名）

日時：2012年10月24日（水）13:00-16:00
会場：ひめぎんホール 本館 第３会議室
内容： 
第１部「四国の状況」
間章（高知ボランティア・NPO センター）／渡部寛志（ えひめ311）／渡辺さと子（福
島の子どもたち 香川へおいでプロジェクト事務局）／島博司（とくしま母子疎開の会
支援グループ）
第２部「他県の取組み」
中須雅治（近畿ろうきん 地域共生部）／向井忍（愛知県被災者支援センター）
第３部「情報交換会」
進行：栗田暢之（JCN）
協力：日本ファシリテーション協会／有限会社 テレーザ
参加数：20団体（41名）

日時：2012年12月11日（火）13:00-16:30
会場：広島国際会議場 大会議室「ダリア」
内容： 
テーマ１「学ぶ」
大塚愛（子ども未来・愛ネットワーク）／三浦綾（ひろしま避難者の会「アスチカ」）／福
井正樹（とっとり震災支援連絡協議会）／向井忍（愛知県被災者支援センター）／
コーディネーター：鈴川千賀子（広島市被災者支援ボランティア本部）
テーマ２「知る」
大城聡（福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク・SAFLAN）／武井共子（中央
共同募金会）／進行：田尻佳史（JCN）
テーマ３「つながる」
進行：飯島邦子（ 日本ファシリテーション協会）
共催：広島市被災者支援ボランティア本部／ ひろしまNPO センター
協力：岡山NPOセンター／やまぐち県民活動支援センター／ふるさと島根定住財団
／鳥取NPO経営会議／ ANT-Hiroshima／子ども未来・愛ネットワーク／とっとり震
災支援連絡協議会／ひろボラネット／日本ファシリテーション協会
広報協力：全国社会福祉協議会
協賛：中国労働金庫
参加数：71団体（126名）

2012年度

8．広域避難者支援ミーティング 実施概要
2012年度から4年間、主にブロック単位で開催してきた広域避難者支援ミーティングの開催日時、場所、
プログラム等をまとめました。

7．被災地支援関連企業の取り組み

　2015年度は、第２弾と同じ全体テーマで、福島の視察を実施。双葉郡からの
避難者が中心になって活動している団体などの活動現場を視察するとともに、意
見交換を行いました。帰還に向けて重要になる「町外コミュニティ」のあり方や、避
難先に根を下ろしてさまざまな団体と連携して展開している活動について話を聞
きました。

視察参加企業一覧（60社・団体から述べ138名が参加）
旭化成(株)／アサヒグループホールディングス(株)／味の素(株)／アビームコンサ
ルティング(株)／アフラック／アンリツ(株)／イオン(株)／伊藤忠エネクス(株)／(株)
ＮＴＴドコモ／(株)荏原製作所／大阪ガス(株)／花王(株)／キヤノン(株)／キリン
ホールディングス(株)／サノフィ・アベンティス(株)／ＪＸホールディングス(株)／(株)
ジェイテクト／電源開発(株)／信金中央金庫／住友化学(株)／積水化学工業
(株)／損害保険ジャパン(株)、損害保険ジャパン日本興亜(株)／第一三共(株)／
大日本印刷(株)／大日本住友製薬(株)／大和ハウス工業(株)／武田薬品工業
(株)／タマホーム(株)／中外製薬(株)／千代田化工建設(株)／帝人(株)／電源
開発(株)／(株)電通／トヨタ自動車(株)／日産自動車(株)／日清オイリオグループ
(株)／(株)日清製粉グループ本社／日本ハム(株)／日本生命保険(相)／日本た
ばこ産業(株)／(社)日本貿易会／日本郵船(株)／野村ホールディングス(株)／
フィリップ モリス ジャパン(株)／芙蓉総合リース(株)／ブラザー工業(株)／(株)ベ
ネッセホールディングス／本田技研工業(株)／三井化学(株)／三井住友海上火
災保険(株)／三井物産(株)／三菱重工業(株)／三菱商事(株)／三菱食品(株)
／(株)明治／(株)山武／(社福)読売光と愛の事業団／ライオン(株)／(株)ＬＩＸＩ
Ｌ／(株)ルネサンス

■2011年度

■第3弾

みやぎ連携復興センター／せんだい・みやぎＮＰＯセンター／
杜の伝言板ゆるる／宮城県社会福祉協議会／石巻市社会
福祉協議会

意見交換
参加団体

災害ボランティアセンター／ボランティアきずな館（運営：レス
キューストックヤード）／きずな工房／仮設店舗「七の市商店
街」など

活動現場
（七ヶ浜町）

■2014年度

■2014年度

しんせい【障がい者の仕事づくり】
富岡町社会福祉協議会「おだがいさまセンター」【地域福祉】

まちづくりＮＰＯ新町なみえ【まちづくり】
コーヒータイム【障がい者の仕事づくり】
きぼうのたねカンパニー【農業】

ふよう土2100【情報発信】
中之作プロジェクト【古民家再生】
ＪＣＮ現地会議in福島

郡山市

二本松市

いわき市

＜連携の可能性＞

販売（含 マルシェ／食堂）

観光／交流

資金

ボランティア

プロボノ（社員派遣）

コーディネート（仲介）

その他

宮城

９団体

８団体

３団体

４団体

４団体

-

３団体

岩手

4団体

2団体

5団体

3団体

2団体

3団体

1団体

合計

１３団体

１0団体

8団体

7団体

6団体

3団体

4団体

笑顔のお手伝い【外国人支援】
にじいろクレヨン【子ども支援】

石巻市

海の研究所（南三陸ネイチャーセンター友の会）【環境】
南三陸町復興推進ネットワーク【次世代育成】
ウィメンズアイ（ＷＥ）【女性支援】

南三陸町

陸前高田まちづくり協働センター【まちづくり】 陸前高田市

ＪＣＮ現地会議in岩手 北上市

【宮城】2012年2月14日（火）～15日（水）

うつくしまＮＰＯネットワーク／ふくしま連携復興センター／福島
県社会福祉協議会

意見交換
参加団体

被災者のための交流スペース「ぶらっと」＠いわき（運営：シャ
プラニール=市民による海外協力の会）／いわき市高久第1応
急仮設住宅（いわき市）集会所、／楢葉町地域包括支援セン
ター「サポートセンターならは」

活動現場
（いわき市）

【福島】2012年2月23日（木）～24日（金）

釜石市社会福祉協議会生活ご安心センターおよび活動して
いる2ヵ所の仮設住宅

活動現場
（釜石市）

いわて連携復興センター（＠リアスＮＰＯサポートセンター、花
巻市民活動支援センター、風・波デザイン）／岩手県社会福
祉協議会／宮古市生活復興支援センター

意見交換
参加団体

陸前高田・上長部まごころの郷（運営：遠野まごころネット）
活動現場
（陸前高田市）

【岩手】2012年3月5日（月）～6日（火）

コミュニティスペースうみねこ【生きがい・仕事づくり】

さとうみファーム【仕事・地域づくり】

気仙沼復興商店街【町めぐり・地域づくり】
気仙沼市で活動する支援団体との意見交換［気仙沼まち
づくり支援センターによるコーディネート（５団体参加）］

陸前たがだ八起プロジェクト【仮設住宅・仮設支援】

石巻市

女川町

南三陸町

気仙沼市

陸前高田市

みらいサポート石巻【仮設支援・自治会】

＜地域づくりコース＞　2014年6月23日（月）～6月25日（水）

吉里吉里国【林業・環境】
まちづくり ぐるっとおおつち【アンテナショップ・ＦＭ】

釜石商店街「みんなの家かだって」
（運営：＠リアスＮＰＯサポートセンター）【まちづくり・商業復興】

岩手県で活動する支援団体との意見交換会
［いわて連携復興センターによるコーディネート、
6団体によるプレゼンテーション＋13団体参加］

ピースジャム【子育てママの職場】

故郷まちづくりナイン・タウン【地域づくり・特産物】

大槌町

釜石市

大船渡市

気仙沼市

南三陸町

長面浦海人【カキ小屋・漁業】 石巻市

釜石市母と子の虹の架け橋【仮設見学・子育て】

＜仕事づくりコース＞　2014年7月30日（水）～8月1日（金）

＜テーマ別コース＞　2014年8月27日（水）～8月29日（金）

＜ふくしまを知る＞　2015年12月2日（水）～12月4日（金）

日時：2012年6月28日（木）14:00-17:00
会場：名古屋国際センター ホール別棟
内容：
テーマ１「学ぶ」
青木佳史（大阪弁護士会）／佐藤大（NPO団体 はままつ東北交流館）／井川景子
（ゆるりっと会）／瀧川裕康（愛知県被災者支援センター）／進行：向井忍（愛知県被
災者支援センター、コープあいち参与）
テーマ２「知る」
岡田晴道（愛知県 防災局 災害対策課）／馬路充江（福島原発事故損害賠償 愛
知弁護団）／仲本利子（中央共同募金会 企画広報部）／石山和仁（福島県 避難
者支援課）
テーマ３「つながる」
進行：鈴木まり子（ 日本ファシリテーション協会）
共催：愛知県被災者支援センター／ぎふNPOセンター／静岡県社会福祉協議会／
浜松市社会福祉協議会／東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや／
みえ災害ボランティア支援センター
協力： 日本ファシリテーション協会
参加数：76団体（116名）

日時：2012年7月27日（金）13:30-17:00
会場：近畿ろうきん肥後橋ビル 12階メインホール
内容：
テーマ１「学ぶ」
二宮毅行（生きがいしごとサポートセンター阪神南）／井出のり子（滋賀県労働者福
祉協議会 くらしのサポートセンターしが）／影浦弘司（大阪ボランティア協会 企業市
民活動推進センター事務局）／高橋周介（奈良県被災者の会）／コーディネーター：
法橋聡（近畿ろうきん 地域共生推進部）
テーマ２「知る」
近畿の行政の取組：関嘉寛（関西学院大学 准教授）／弁護士会等の取組：青木
佳史（大阪弁護士会）／活動助成金の紹介：武井共子（中央共同募金会）／福島
県の情報提供：石山和仁（福島県 避難者支援課）
テーマ３「つながる」
進行：杉村郁雄（ 日本ファシリテーション協会）
共催：近畿ろうきん／近畿ろうきんNPOパートナーシップ制度
協力：全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済） 大阪府本部／大阪府下避
難者支援団体等連絡協議会
関西学院大学 災害復興制度研究所／大阪労働者福祉協議会／ひょうごボランタ
リープラザ／ 京都災害ボランティアネット／ 日本ファシリテーション協会
広報協力：全国社会福祉協議会
参加数：82団体（126名）

日時：2012年8月23日（木）13:30-17:00
会場：山形市保健センター 霞城セントラル３階 大会議室
内容： 
テーマ１「学ぶ」
稲垣文彦（中越防災安全推進機構 復興デザインセンター長）／佐藤多紀子（ に
こっと 副理事長・酒田市）／高橋裕子（フクシマの子どもの未来を守る家 代表・鶴岡
市）／井上肇（ボランティア山形 代表理事・米沢市））／進行：千川原公彦（復興ボ

広域避難者支援ミーティング in 東海

広域避難者支援ミーティング in 近畿

広域避難者支援ミーティング in 四国

広域避難者支援ミーティング in 中国

広域避難者支援ミーティング in 山形
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北海道NPO被災者支援ネット／みちのく会／ あきたパートナーシップ／子どもたち
を放射能から守る福島ネットワーク／復興ボランティア支援センターやまがた／ やま
がた育児サークルランド／ 山形の公益活動を応援する会・アミル／山形避難者母
の会／ふうあいねっと／『福玉便り』編集委員会／東京災害ボランティアネットワー
ク／東京ボランティア・市民活動センター／ふんばろう福島プロジェクト／かながわ
避難者支援ネット／中越防災安全推進機構／ 新潟NPO協会／ 泉京・垂井／
愛知県被災者支援センター／みえ災害ボランティア支援センター／滋賀県内避難
者の会／ きょうとNPOセンター／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日本
連絡会／とっとり震災支援連絡協議会／うけいれネットワーク ほっと岡山／ ひろし
まNPOセンター／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ 福島の子どもたち香川へおい
でプロジェクト／ えひめ311／香美市社会福祉協議会／東日本大震災被災者支
援ふくおか市民ネットワーク／『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～／福島避難
者のつどい 沖縄じゃんがら会／ とみおか子ども未来ネットワーク／関西学院大学 
災害復興制度研究所／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）
協力：日本ファシリテーション協会（FAJ）／ メディアージ
参加数：76団体（120名）

日時：2013年8月27日（火）13:30-16:45
会場：ひろしまNPOセンター 県民文化センター事務所 会議室
内容： 
1. 話題提供 - 中国5県の避難者支援ネットワークについて
はっとりいくよ（うけいれネットワーク ほっと岡山）／三浦綾（ひろしま避難者の会「ア
スチカ」）
2. 意見交換
進行： 日本ファシリテーション協会
共催：避難者支援中国5県会議 準備会（仮）（とっとり震災支援連絡協議会／うけ
いれネットワーク ほっと岡山／ ひろしまNPOセンター／ひろしま避難者の会「アスチ
カ」）
協力：日本ファシリテーション協会
参加数：20団体（28名）

日時：2013年11月08日（金）13:30-16:30
会場：高知文教会館 会議室 62号室
内容：1. 話題提供
(1) 四国4県の避難者支援の状況／津賀高幸（JCN）／ (2) ネットワークづくりの事
例／はっとりいくよ（うけいれネットワーク ほっと岡山）
2. 意見交換／避難者支援のネットワークの目的、方向性、取り組み等
協力： えひめ311／ 日本ファシリテーション協会
参加数：8団体（14名）
※参加団体
香川こどもといのちを守る会（香川県）／ 福島のこどもたち香川へおいでプロジェク
ト（香川県）／今治NPOサポートセンター（愛媛県）／ えひめ311／えんじょいんと
香美（高知県）／香美市社会福祉協議会（高知県）／ 地域支援さわやか四万十
（高知県）／うけいれネットワーク ほっと岡山（岡山県）

日時：2013年12月17日（火）14:00-17:00
会場：山形市市民活動支援センター 会議室B
内容： 
1. 話題提供
(1) JCNの今後について／橋本慎吾（JCN）
(2) 北海道の避難者支援の状況／本間紀伊子（みちのく会）
2. 意見交換
共催：復興ボランティアセンターやまがた
協力：米沢市避難者支援センター「おいで」／ 日本ファシリテーション協会
参加数：7団体（8名）
※参加団体
酒田市社会福祉協議会（庄内地区）／市民活動交流ひろば「ぷらっと」（最上地
区）／ 山形公益活動を応援する会・アミル（村山地区）／復興ボランティア支援セ
ンターやまがた（村山地区）／山形避難者母の会（村山地区）／米沢市避難者支
援センター「おいで」（置賜地区）／みちのく会（北海道）

日時：2014年3月18日（水）13:30-17:00
会場：TKP大手町ビジネスセンター ホール5A
内容： 
プログラム1「パネルディスカッション」
【テーマ】広域避難者支援の現状と4年目の取組み
【パネリスト】古部真由美（まるっと西日本 東日本大震災圏外避難者西日本連絡会
｜近畿）／福井正樹（中国5県支援ネットワーク会議｜中国）／【コメンテーター】河
崎健一郎（福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN））／【コーディ
ネーター】栗田暢之（JCN）
プログラム2「グループディスカッション」
【進行】 日本ファシリテーション協会（FAJ）
参加者：みちのく会（北海道）／ あきたパートナーシップ（秋田県）／ 山形の公益
活動を応援する会・アミル（山形県）／ やまがた育児サークルランド（山形県）／ ふ
くしま連携復興センター（福島県）／ふうあいねっと（茨城県）／『福玉便り』編集委
員会（埼玉県）／ ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（千葉県）／東京災害ボ
ランティアネットワーク（東京都）／東京ボランティア・市民活動センター（東京都）／
かながわ避難者と共にあゆむ会（神奈川県）／東日本大震災・山梨県内避難者と
支援者を結ぶ会（山梨県）／公益社団法人 中越防災安全推進機構（新潟県）／ 
新潟NPO協会（新潟県）／手をつなぐ信州311（長野県）／愛知県被災者支援セ
ンター（愛知県）／みえとも（三重県）／ みんなの手（京都府）／ 和（なごみ）（京都
府）／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日本連絡会（大阪府）／ サイン
ポスト（兵庫県）／鳥取震災支援連絡協議会（鳥取県）／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）／ 福島の子どもたち
香川へおいでプロジェクト（香川県）／ えひめ311（愛媛県）／ 市民ネット（福岡県）
／『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～（宮崎県）／福島避難者のつどい 沖縄
じゃんがら会（沖縄県）／ とみおか子ども未来ネットワーク／関西学院大学 災害復
興制度研究所／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／中央
共同募金会
協力： 日本ファシリテーション協会（FAJ）／ メディアージ
参加数：47団体（80名）

日時：2013年7月11日（木）14:00-17:00
会場：日本財団ビル 2階 会議室
内容： 
プログラム1「成果報告」
前回の「広域避難者支援ミーティング in 東京」の成果報告（広域避難者支援連
絡会 in 東京）
プログラム2「事例紹介」
福島県被災者同行会／北多摩北部ブロック内避難者家族支援担当者連絡会／
新宿CSRネットワーク／ぐんま暮らし応援会／避難母子を支える会議 in 武蔵野／ 
こどもプロジェクト
プログラム3「情報交換」
進行： 日本ファシリテーション協会
主催：東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／広域避難者支援連絡会 in 東
京（東京ボランティア・市民活動センター／東京災害ボランティネットワーク／さわや
か福祉財団／震災がつなぐ全国ネットワーク／中央労働金庫／災害復興まちづく
り支援機構／荒川区社会福祉協議会／全国労働者共済生活組合連合会／東
京都生活協同組合連合会／いたばし総合ボランティアセンター）
協力：東雲の会／青空会／福島県被災者同行会／コスモス会／ふるさと会／と

みおか子ども未来ネットワーク／日本ファシリテーション協会（FAJ）／ メディアージ
／日本財団
広報協力：全国社会福祉協議会
参加数：72団体（150名）

日時：2013年7月24日（水）14:00-17:30
会場：TKP大手町ビジネスセンター ホール4A
内容： 
プログラム1「パネルディスカッション」
【テーマ】広域避難者支援に関わる団体の各地域におけるネットワークづくり
【パネリスト】はっとりいくよ（うけいれネットワーク ほっと岡山｜岡山県）／本間紀伊
子（みちのく会｜北海道）／福田信章（広域避難者支援連絡会 in 東京｜東京
都）／【コーディネーター】栗田暢之（JCN）
プログラム2「グループディスカッション」
【テーマ】1. 地域ネットワークの必要性／2. 地域ネットワークでできること・できないこ
と／3. リレートークで全体共有
【進行】 日本ファシリテーション協会
参加者：

雲の会／進行：東京災害ボランティアネットワーク
テーマ２「知る」
災害復興まちづくり支援機構／中央共同募金会
テーマ３「つながる」
進行： 日本ファシリテーション協会
主催：東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／広域避難者支援連絡会 in 東
京準備会（災害復興まちづくり支援機構／さわやか福祉財団／震災がつなぐ全国
ネットワーク×日本財団ROADプロジェクト／東京災害ボランティアネットワーク／東
京ボランティア・市民活動センター）
協力：とみおか子ども未来ネットワーク／東雲の会／福島県被災者同行会／人の
輪ネット／日本ファシリテーション協会（FAJ）／ メディアージ
広報協力：全国社会福祉協議会
参加数：90団体（133名）

日時：2013年3月25日（月）14:30-17:30
会場：駅南貸会議室 KENTO
内容： 
第一部「北信越の状況」全国広域避難当事者ネットワーク／ 新潟NPO協会／と
やま311ネット 他
第二部「意見の交換」
協力：日本ファシリテーション協会（FAJ）
参加数：16団体（20名）

2013年度

日時：2013年2月26日（火）13:30-16:30
会場：TKP博多駅前シティセンター カンファレンス２
内容 
第一部「九州の状況」
東日本大震災被災者支援 ふくおか市民ネットワーク／絆プロジェクト北九州会議
／東日本大震災復興支援～絆～プロジェクトおおむた／佐賀から元気を送ろう
キャンペーン／長崎ソカイネットワーク／次の暮らしをつくるローカルメディア ３／大
分県ボランティア・市民活動センター／うみがめのたまご －3.11ネットワーク－／ママ
トコかごしま
第二部「情報の提供」
ひろしまNPOセンター
第三部「意見の交換」
進行： 日本ファシリテーション協会
協力：日本ファシリテーション協会／ メディアージ
参加数：34団体（40名）

日時：2013年3月24日（日）13:00-16:30
会場：飯田橋セントラルプラザ 12階 大会議室
内容 
テーマ１「学ぶ」
荒川区社会福祉協議会／さわやか福祉財団／埼玉県労働者福祉協議会／東

広域避難者支援ミーティング in 九州

広域避難者支援ミーティング in 東京

広域避難者支援ミーティング in 東京2

第1回 広域避難者支援ミーティング・全国版

広域避難者支援ミーティング in 四国2

広域避難者支援ミーティング in 北信越

広域避難者支援ミーティング in 山形2

第2回 広域避難者支援ミーティング・全国版

広域避難者支援ミーティング in 中国2
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【Ⅶ】資料編

日時：2014年04月05日（火）13:30-16:30
会場：オフィスパーク名駅カンファレンスセンター 501
内容：1. 話題提供
(1) JCNの次年度計画について／津賀高幸（JCN）
(2) よりそいホットラインについて／遠藤智子（社会的包摂サポートセンター）
2. 意見交換
【進行】 日本ファシリテーション協会（FAJ）
協力：日本ファシリテーション協会（FAJ）
参加数：23団体（36名）

日時：2014年6月19日（木）13:30-17:00
会場：日本財団ビル 会議室
内容：1. 話題提供
(1) 福島県の避難者支援事業について／豊田吉彦（福島県 生活環境部 避難者
支援課）
(2) 東京都の避難者支援事業について／浜松直人（東京都 総務局 復興支援対
策部 都内避難者支援課）
(3) よりそいホットラインの取組みについて／遠藤智子（ 社会的包摂サポートセン
ター）
【聞き手】福田信章（広域避難者支援連絡会 in 東京）／市村高志（ とみおか子
ども未来ネットワーク）
2. 情報共有・意見交換
【話題提供】武田直樹（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）／君嶋福芳（とちぎ暮らし応援会｜栃木県）／西川正（ぐんま暮らし応援
会｜群馬県）／伊藤千亜（『福玉便り』編集委員会｜埼玉県）／鍋嶋洋子（ちば
市民活動・市民事業サポートクラブ｜千葉県）／安藤建治（広域避難者支援連絡
会in 東京｜東京都）／東尚子（かながわ避難者と共に歩む会｜神奈川県）／藤
原行雄（東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会｜山梨県）【進行】津
賀高幸（JCN）
主催：東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／広域避難者支援連絡会 in 東京
協力：日本財団／ メディアージ
後援：福島県／宮城県／東京都
参加数：99団体（135名）

日時：2014年8月29日（金）13:30-16:30
会場：博多バスターミナル 第1・2ホール
内容：1. 話題提供
避難者支援の現状～これからの支援を考えるために、各地の動向や課題の紹介
～／栗田暢之（愛知県被災者支援センター）
2. 情報共有・意見交換
(1) 自己紹介／ (2) 九州エリアにおける避難者の状況の共有・整理／ (3) 九州エリア
における支援活動の課題の共有・整理／ (4) 今後の方向性やネットワークのあり方
共催： 市民ネット
参加数：11団体（15名）

日時：2014年9月30日（火）13:30-16:45
会場：TKPガーデンシティ大阪梅田F
内容：1. 話題提供
避難者支援の現状～これからの支援を考えるために、各地の動向や課題の紹介
～／栗田暢之（愛知県被災者支援センター）
2. 情報共有・意見交換
(1) 自己紹介／ (2) 近畿エリアにおける避難者の状況の共有・整理／ (3) 近畿エリア

における支援活動の課題の共有・整理／ (4) 今後の方向性やネットワークのあり方
主催：東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）
参加数：22団体（26名）

日時：2014年10月17日（金）13:30-17:00
会場：北農健保会館 ２階エルム
内容： 
開会あいさつ／篠原結城子（北海道 総合政策部 地域づくり支援局 地域政策課 
道外被災地支援グループ）
1. 北海道の状況の把握：話題提供／金栄知子（北海道NPO被災者支援ネット）
／本間紀伊子（みちのく会）
2. これからの取組みについて：福田信章（東京災害ボランティアネットワーク）／意
見交換
閉会あいさつ／本間紀伊子（みちのく会）／北村美恵子（ 北海道NPOサポートセ
ンター）
共催：みちのく会／ 北海道NPOサポートセンター
参加数：21団体（30名）

日時：2015年2月17日（火）13:00-17:00
会場：TKP大手町ビジネスセンター ホール4A
内容： 
プログラム1「話題提供」
【テーマ】よりそいホットラインの事例から／【話題提供者】遠藤智子（社会的包摂
サポートセンター 事務局長）
プログラム2「パネルディスカッション」
【テーマ】広域避難者支援の現状と4年目の取組み／【パネリスト】澤上幸子（ えひ
め311）／古田ひろみ（『うみがめのたまご』～3.11 ネットワーク～）／藤本昭則（みち
くの会 /北海道広域避難アシスト協会）
【コメンテーター】遠藤智子（社会的包摂サポートセンター 事務局長）
【コーディネーター】栗田暢之（JCN）
プログラム3「意見交換」
【テーマ】ワールドカフェを取り入れながら、意見交換を通じて、交流を深める／【進
行】JCN
参加者： 
みちのく会／ 北海道広域避難アシスト協会／ あきたパートナーシップ（秋田県）／
せんだいファミリーサポート・ネットワーク／ 山形の公益活動を応援する会・アミル
（山形県）／山形避難者母の会（山形県）／ふくしま連携復興センター（福島県）／
ふうあいねっと（茨城県）／『福玉便り』編集委員会（埼玉県）／ ちば市民活動・市
民事業サポートクラブ（千葉県）／広域避難者支援連絡会 in 東京（東京都）／ 
とみおか子ども未来ネットワーク（東京都）／東京医療ネットワーク支援センター（東
京都）／東雲会（東京都）／かながわ避難者と共にあゆむ会（神奈川県）／ぐんま
暮らし応援会（群馬県）／とちぎ暮らし応援会（栃木県）／東日本大震災・山梨県
内避難者と支援者を結ぶ会（山梨県）／FLIP（新潟県）／愛知県被災者支援セ
ンター（愛知県）／みえとも（311みえネット）（三重県）／滋賀県内避難者の会（滋
賀県）／みんなの手（京都府）／ 和（なごみ）（京都府）／まるっと西日本 東日本大
震災県外避難者西日本連絡会（大阪府）／奈良県避難者の会（奈良県）／わか
やま避難者のWA（和歌山県）／とっとり震災支援連絡協議会（鳥取県）／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）／ 
福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト（香川県）／ えひめ311（愛媛県）／市
民ネット（福岡県）／『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～（宮崎県）／福島避難
者のつどい 沖縄じゃんがら会（沖縄県）／大熊町復興支援員／双葉町復興支援
員（ふたさぽ）／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN） 日本
NPOセンター／関西学院大学災害復興制度研究所／中央共同募金会／福島
県避難者支援課／
協力：メディアージ
参加数：46団体（68名）

2015年度2014年度

広域避難者支援ミーティング in 東海2

広域避難者支援ミーティング in 東海2

広域避難者支援ミーティング in 九州2

広域避難者支援ミーティング in 近畿2

広域避難者支援ミーティング in 北海道

第3回 広域避難者支援ミーティング・全国版

※近畿～九州ミーティングは基本的に同じプログラムで実施した
【第1部】
目的：避難者の置かれている立場や状況、将来における不安やその要因、また県
に対する期待や要望について避難者と福島県が意見交換を行う。
1.　開会：挨拶（JCN、福島県）、趣旨説明、福島県からの情報提供　
2.　意見交換：避難者の置かれている状況や課題の整理／課題に対する期待や
要望について意見交換

【第2部】
目的：近畿における避難者の状況、避難者支援活動について参加者間で共有す
るとともに、今後の支援について意見交換する機会とする。
1.　開会：挨拶（JCN、福島県）、趣旨説明、福島県からの情報提供　
2.　情報共有　
3.　意見交換：グループに分かれて、戸別訪問等支援のあり方について話し合う

日時：平成27年8月28日（金）12:30-16:30
会場：AP梅田大阪　CDルーム（大阪市北区曽根崎新地2-3-21 axビル4Ｆ）
参加者：第1部20名、第2部36名

日時：平成27年9月29日（火）12:00-16:30
会場：きらめきプラザ岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館内（岡山県岡山市
北区南方2丁目13-1）
参加者：第1部27名、第2部62名

日時：平成27年10月30日（金）12:30-16:30
会場：TKPガーデンシティ名古屋新幹線口（愛知県名古屋市中村区椿町1-16井門
名古屋ビル）
参加者：第1部21名、第2部53名

日時：平成27年11月11日（水）12:00-16：30
会場：TKP仙台カンファレンスセンター（宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3　ソララ
ガーデンオフィス3F）
参加者：第1部24名、第2部38名

日時：平成27年12月4日（金）13:00-16:30
会場：JR博多シティ会議室9階大会議室3（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１）
参加者：38名

日時：2016年3月22日（火）13:30-16:00
会場：大手町サンスカイルーム D室
（千代田区大手町2丁目6番1号 朝日生命大手町ビル27階）
内容： 
プログラム1「パネルディスカッション」
【テーマ】環境が大きく変化する避難者支援のこれからを考える【パネリスト】桜井野亜
（福島避難者のつどい 沖縄じゃんがら会）／吉田千亜（福玉編集便り編集委員会）
【コーディネーター】栗田暢之（JCN）
プログラム2「情報交換会」
【テーマ1】各地の避難者の現状などについて【テーマ2】支援団体が抱える課題や避
難者支援のこれからについて【進行】杉村郁雄（JCN）
プログラム3「全体共有」
参加者： 
みちのく会（北海道）／あきたパートナーシップ（秋田県）／みやぎ連携復興センター（宮
城県）／復興ボランティア支援センターやまがた（山形県）／やまがた絆の架け橋ネット
ワーク（山形県）／ふくしま連携復興センター（福島県）／福島県 避難者支援課（福島
県）／ふうあいねっと（茨城県）／ぐんま暮らし応援会（群馬県）／福玉便り編集委員
会（埼玉県）／ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（千葉県）／広域避難者支援
連絡会 in 東京（東京都）／社会的包摂サポートセンター（東京都）／中央労働金庫
（東京都）／とみおか子ども未来ネットワーク（東京都）／日本NPOセンター（東京都）
／かながわ避難者と共にあゆむ会（神奈川県）／東日本大震災・山梨県内避難者と
支援者を結ぶ会（山梨県）／中越防災安全推進機構復興デザインセンター（新潟県）
／新潟NPO協会（新潟県）／FLIP（新潟県）／石川県災害ボランティア協会（石川
県）／原発事故被害者支えあいの会「あゆみ R.P.Net」／コープあいち（愛知県）／
東日本大震災滋賀県内避難者の会（滋賀県）／和（なごみ）（京都府）／みんなの手
（京都府）／大阪市社会福祉協議会（大阪府）／まるっと西日本 東日本大震災県外
避難者西日本連絡会（大阪府）／とっとり震災支援連絡協議会（鳥取県）／中国5県
ネットワーク会議 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）／えひめ311（愛媛県）／市民ネット（福岡県）／『うみがめのたまご』～
3.11ネットワーク～（宮崎県）／福島避難者のつどい 沖縄じゃんがら会（沖縄県）／大
熊町復興支援員／双葉町復興支援員（ふたさぽ）／福島の子どもたちを守る法律家
ネットワーク（SAFLAN）／日本NPOセンター／関西学院大学災害復興制度研究所
／中央共同募金会／福島県避難者支援課
参加数：36団体（52名）

東海ミーティング（東海避難者支援ミーティング）

東北ミーティング（東北避難者支援ミーティング）

九州ミーティング（九州避難者支援ミーティング）

第4回 広域避難者支援ミーティング・全国版

広域避難者支援ミーティング in 北海道

中国・四国ミーティング（中国・四国避難者支援ミーティング）
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【Ⅶ】資料編

9．関わった団体・個人一覧
［ 2011年度 ］

［ 2012年度 ］

（1）メーリングリスト・ウェブサイト等での情報発信

（3）震災ボランティア・NPO と各省庁との定例連絡会議

（2）活動ガイドライン

サマリー作成
サーバ構築
ウェブサイト運営

活動事例集
英語サイト・翻訳
システム関連
海外向けメッセージ作成

ガイドライン

学生向けガイドサイト「もしボラ」
災害時におけるジェンダー／
多様性分野の課題と対策
生活不活発病予防
ボランティア活動研究会

：
：
：

：
：
：
：

：

：
：

：
：

大野沙知子/藤田ゆうき
志賀慶一/浅川倫之
大野沙知子/青木直美/中塚久美子/藤田ゆうき/白石草/梅田洋介/井之上昭/蓮本浩介/干川剛史/松山晶/平野隆章/草刈良充/高木
祥衣/田中滋/小野実/岡田直子/森生文乃/中川和之/池本修吾/吉田建治/川島悟一/渡辺裕一/鈴木亮/小杉春菜/高澤亜美/北野里
実/鈴木祐司/小村隆史
松山文紀/松田曜子/頼政良太/法化図知子
小村隆史/寺村ミシェル/レイナルセンコ/Nokuhewage Asha/岡田直子/黒田かをり/今田克司/阿部早織/松山晶/Sarajean Rossitto
アイデアマンズ 株式会社/アルファサード 有限会社/シックス・アパート 株式会社/ソフトバンクテレコム 株式会社/独立行政法人 防災科学技術研究所
NPO 法人 国際協力NGO センター/認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム

尾島俊之/吉村雄之介/澤野次郎/岡野谷純/山本康史/加納佑一/渡辺元/丸谷浩明/大関輝一/中川和之/青木章男/菅磨志保/室
崎益輝/津賀高幸
加藤一紀/平田泰之
丹羽雅代/浅野幸子

大川弥生/工藤美奈子/野崎吉康/澤野次郎/加納佑一/徳田太郎/飯島邦子/法化図知子/浦野愛/加藤一紀/平田泰之
福島によりそう円卓会議/環境パートナーシップ会議/日本ボランティアコーディネーター協会/福島の野菜を食べる会/持続可能な社会を
つくる元気ネット/CSO ネットワーク

（4）現地会議
企画・運営

現地会議 in 岩手
現地会議 in 宮城

現地会議 in 福島

：

：
：

：

NPO 法人 日本ファシリテーション協会/NPO 法人 アワープラネット・ティービー/社会福祉法人 中央共同募金会/認定NPO 法人 ジャパン・プ
ラットフォーム/一般社団法人 経団連事業サービス/認定NPO 法人 日本NPO センター/復興庁
NPO 法人 いわて連携復興センター/社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会/岩手県立大学/北上市商工会議所/大槌町役場
みやぎ連携復興センター/社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会/せんだいメディアテーク/被災地をメディアでつなぐプロジェクト：笑顔
311/NPO みちのく復興の会/仙台国際センター/TKP ガーデンシティ仙台/花ごころの湯「新富亭」
ふくしま被災者支援ネットワーク（絆ネット）/NPO 法人 うつくしまNPO ネットワーク/社会福祉法人 福島県社会福祉協議会/ホテルプリシード郡
山/郡山市福祉事業団

中村あずさ/天寺純香/光永尚生/菅磨志保/永松伸吾/五辻活/田所功/吉村雄之介/松原明/加藤俊也/脇坂誠也/小村隆史/関口宏聡/小林淳郎/岩村義雄/徳田
太郎/水谷衣里/杉村郁雄/篠塚恭一/NPO 法人 日本ファシリテーション協会/NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会/公益社団法人 日本青年会議所/
内閣官房 震災ボランティア連携室/内閣府/厚生労働省/国土交通省/外務省/総務省/気象庁/警察庁/経済産業省/防衛省

（6）メディアをつかった情報発信
鈴木賀津彦/早坂まき子/筑波君枝/橋本笙子/中垣真紀子/木村光/松川幸司/東樹康雅/新村繭子/植山利昭/鎌倉幸子/阿部陽一郎/大矢中子/松本恭幸/村田
禮三/井出留美/坪倉良和/石川淳哉/吉田建治/友廣裕一/福田信章/中田樹里/堀内木の実/光永尚生/木村雅子/中山弘/株式会社 ジュピターテレコム

（7）広域避難者支援
小野実（日本YMCA 同盟）/山根一毅（日本YMCA 同盟）/山際淳（日本生活協同組合連合会）/齋藤直人（日本生活協同組合連合会）/福岡和敏（さいたまコープ）/
阿部陽一郎（中央共同募金会）/津久井進（日本弁護士連合会）/青木佳史（広域避難者支援ネットワーク）/山川幸生（東京災害支援ネット:とすねっと）/河崎健一郎（福
島の子どもたちを守る法律家ネットワーク:SAFLAN）/吉野裕之（放射能からいのちを守る全国サミット）/疋田香澄（放射能からいのちを守る全国サミット）/服部育代（子
どもたちを放射能から守る全国ネットワーク）/和田秀子（子どもたちを放射能から守る全国ネットワーク）/東田秀美（東日本大震災市民支援ネットワーク・札幌『むすびば』）
/田島誠（国際協力NGO センター）/向井忍（愛知県被災者支援センター）/細貝和司（新潟県広域支援対策課）/稲垣文彦（中越防災安全推進機構復興デザインセン
ター）/塩見俊夫（福島県災害対策本部県外避難者支援チーム）/豊田吉彦（福島県災害対策本部県外避難者支援チーム）/石井英世（福島県災害対策本部県外避
難者支援チーム）/天野和彦（福島県仮設住宅等支援連絡調整会議）/山中茂樹（関西学院大学復興制度研究所）/丹波史紀（ふくしま連携復興センター）/鎌田千瑛
美（ふくしま連携復興センター）/葛巻徹（いわて連携復興センター）/紅邑晶子（みやぎ連携復興センター）/明城徹也（みやぎ連携復興センター）/徳田太郎（日本ファシリ
テーション協会）/鈴木まり子（日本ファシリテーション協会）

■被災地支援活動

第４回 現地会議 in 岩手●本多平直氏（内閣総理大臣 補佐官）／藤沢烈氏（復
興庁）／岩手県 復興局 生活再建課／有原領一氏（社会福祉法人宮古市社会福
祉協議会）／若菜千穂氏（NPO 法人 いわて地域づくり支援センター 事務局) ／大
関輝一氏（大船渡アクションネットワーク会議 事務局）／鹿野順一氏（いわて連携復
興センター）／稲垣文彦氏（社団法人 中越防災安全推進機構 復興デザインセン
ター）／丸山由明氏（新潟県 総務管理部）／池田啓一氏（NPO 法人 都市生活コ
ミュニティセンター）／小山田聖子氏（NPO 法人日本ファシリテーション協会）／ NPO
法人 いわて連携復興センター／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO法
人 アワープラネット・ティービー　
第４回 現地会議 in 宮城●吉田裕也氏（みやぎ連携復興センター）／塚本卓氏（一
般社団法人 気仙沼復興協会 福祉部）氏家義明氏（NPO 法人 がんばッと！！玉浦）
／佐藤貞子氏（七ヶ浜町仮設店舗・七の市商店街・佐藤魚店）／紅邑晶子氏（みや
ぎ連携復興センター）／黒田裕子氏（NPO 法人 阪神高齢者・障害者支援ネットワー
ク）／稲垣文彦氏（社団法人 中越防災安全推進機構 復興デザインセンター）／浅
野泰彦氏（社会福祉法人 柏崎市社会福祉協議会）／尾上昌毅氏（NPO 法人 日本
ファシリテーション協会）／みやぎ連携復興センター／ NPO法人 日本ファシリテーショ
ン協会／ NPO 法人 メディアージ　
第５回 現地会議 in 岩手●鈴木浩之氏（岩手県 復興局）／青柳光昌氏（公益財
団法人 日本財団）／佐藤健氏（NPO 法人 絆プロジェクト三陸）／山内幸治氏
（NPO 法人 ETIC.）／寺井良夫氏（もりおか復興支援ネットワーク）／菊池亮氏（社
会福祉法人 釜石市社会福祉協議会）／石井布紀子氏（災害ボランティア活動支援
プロジェクト会議）／田尻佳史氏（認定NPO 法人 日本NPOセンター）／西田紫郎氏
（復興庁）／坪井七夫氏（独立行政法人 福祉医療機構）／青柳光昌氏（公益財団
法人 日本財団）／城千聡氏（社会福祉法人 中央共同募金会）／鈴木祐司氏（一般
財団法人 地域創造基金みやぎ）／鹿野順一氏（NPO法人 いわて連携復興セン
ター）／ NPO法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト
会議／NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ
第４回 現地会議 in 福島●斉藤道雄氏（みちのく安達農業協同組合）／小笠原隼
人氏（チャイルドラインこおりやま）／佐々木昇美氏（社会福祉法人 福島県社会福祉
協議会）／星久美子氏（認定NPO 法人 ふるさと回帰支援センター）／竹内俊之氏
（NPO 法人 国際協力NGO センター）／菅野正寿氏（NPO法人 福島県有機農業
ネットワーク）／中鉢博之氏（一般社団法人 ふくしま連携復興センター）／高山弘毅氏
（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議運営支援者）／中鉢博之氏（一般社団
法人 ふくしま連携復興センター）／ NPO法人 うつくしまNPO ネットワーク／一般社団
法人 ふくしま連携復興センター／ NPO 法人 国際協力NGO センター／災害ボラン
ティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会　
第５回 現地会議 in 宮城●大久保朝江氏（NPO 法人 杜の伝言板ゆるる）／福
田信章氏（東京災害ボランティアネットワーク）／田尻佳史氏（認定NPO 法人 日本
NPO センター）／長沢恵美子氏（一般社団法人 経団連事業サービス）／西田紫
郎氏（復興庁）／尾上昌毅氏（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）／立岡学氏
（一般社団法人パーソナルサポートセンター）／渡辺日出夫氏（NPO 法人 ADRA 
Japan） ／ 渡邊智恵子氏（株式会社 アバンティ）／家田えり子氏（株式会社 資生
堂）／みやぎ連携復興センター／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 
法人 メディアージ
第１回 若手会議 in 岩手●臂徹氏（一般社団法人 おらが大槌夢広場）／藤原慧
矢さん（岩手大学大学院）／多田裕哉さん（立教大学）／岡田勝太さん（法政大学）
／佐藤柊平さん（明治大学）／三井俊介さん／佐々木敦代氏（復興応援隊）／大久
保彩乃氏（NPO 法人アムダ）／黒沢惟人氏（大船渡仮設住宅支援事業）／細川星
児氏（岩手県 沿岸広域振興局）／山内英嗣氏（NPO 法人＠リアスNPO サポートセ
ンター）／松崎光弘氏（株式会社 出藍社）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／ 
NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ　
第６回 現地会議 in 岩手●竹内隼人氏（公益財団法人 共生地域創造財団）／小
池幸一氏（釜石市 復興推進本部 仮設住宅運営センター）／熊谷有祐氏（社会福祉
法人 中央共同募金会）／葛巻徹氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）／臂徹
氏（一般社団法人 おらが大槌夢広場）／小野仁志氏（陸前高田まちづくり協働セン
ター）／加藤勝氏（盛岡市 復興推進部事務局（危機管理課））／熊谷正和氏（岩手
県 沿岸広域振興局 経営企画部）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／災害ボ
ランティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ 
NPO 法人メディアージ　
第５回 現地会議 in 福島●長谷川秀雄氏（3.11 被災者を支援するいわき連絡協議

会・みんぷく）／小松豊明氏（認定NPO 法人 シャプラニール＝市民による海外協力の
会）／北爪英子氏（社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会）／草野紀恵氏（社会
福祉法人楢葉町社会福祉協議会）／吉田恵美子氏（NPO 法人 ザ･ピープル）／伊
藤孝介氏（NPO 法人 フロンティア南相馬）／一般社団法人 ふくしま連携復興セン
ター／ NPO 法人 うつくしまNPO ネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェク
ト会議／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会／ NPO 法人日本ファシリテー
ション協会／ NPO 法人国際協力NGO センター／社会福祉法人 福島県社会福祉
協議会　
第６回 現地会議 in 宮城●桑原英文氏（災害ボランティア活動支援プロジェクト会
議）／阿部由紀氏（社会福祉法人 石巻市社会福祉協議会）／塚本卓氏（気仙沼プ
ラス）／山崎信哉氏（石巻仮設住宅自治連合推進会）／馬場照子氏（NPO 法人 亘
理いちごっこ）／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）／中川政
治氏（一般社団法人 みらいサポート石巻）／福田文氏（一般財団法人 地域創造基
金みやぎ）／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／
一般社団法人 みらいサポート石巻／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO
法人 メディアージ　
地域コーディネーター団体訪問活動●311 受入全国協議会／ 311 被災者を支援
するいわき連絡協議会／ AmeriCares／ Art Revival Connection TOHOKU 
／EN project Japan 実行委員会事務局／hangout place MINATO ／ i- くさの
ねプロジェクト／ Japan Hope ／ MS&ADインシュアランス グループ ホールディング
ス 株式会社／ NPO法人 マザーリンク・ジャパン／ NPO 法人 ADRA Japan ／
NPO 法人 CRMS 市民放射能測定所 福島／ NPO 法人 ETIC. ／ NPO 法人 
JACSES／ NPO 法人 NPO 事業サポートセンター／ NPO 法人 SET ／ NPO 
法人 うつくしまNPO ネットワーク／ NPO 法人 カタリバ／ NPO 法人 かまいしリンク
／ NPO法人 がんばッと！！玉浦／ NPO 法人 がんばろう福島農業者等の会／ NPO 
法人キッズドア／ NPO 法人 ザ・ピープル／NPO 法人 さんさんの会／ NPO 法人 
ジャパン・プラットフォーム／ NPO 法人シャローム／ NPO 法人 スマイルシード／ 
NPO 法人 センター123 ／ NPO 法人せんだい・みやぎNPO センター／ NPO法人 
ネットワークオレンジ／ NPO 法人ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン／ NPO 
法人 ピースジャム／NPO 法人 ビーンズふくしま／ NPO 法人ヒューマンソーシャル
ハーモニー研究所／ NPO 法人 ふうどばんく東北AGAIN／ NPO 法人 ふくしま
NPO ネットワークセンター／ NPO 法人 ふよう土／ NPO法人 ホープ・インターナショ
ナル開発機構／ NPO 法人 ボランティアインフォ／ NPO 法人 まぁむたかた／ NPO 
法人みちのくふる里ネットワーク／ NPO 法人 ゆうきの里東和 ふるさとづくり協議会／ 
NPO 法人 リグリーン／ NPO 法人リンク／ NPO 法人 ワーカーズコープ／NPO 法
人 ワンファミリー仙台／ NPO法人 浦戸福祉会／ NPO 法人 遠野まごころネット／ 
NPO 法人 応援のしっぽ／NPO 法人 吉里吉里国／ NPO 法人 居場所創造プロ
ジェクト／ NPO 法人 元気になろう福島／ NPO 法人 国際協力NGOセンター／ 
NPO 法人 再生の里ヤルキタウン／ NPO 法人 桜ライン311 ／ NPO法人 笑顔の
お手伝い／ NPO 法人 水・環境ネット東北／ NPO 法人 石巻復興支援ネットワーク
／ NPO 法人 全国コミュニティライフサポートセンター／ NPO法人 杜の伝言板ゆる
る／ NPO 法人 東北華僑華人協会／ NPO 法人 働くお母さんと子どもを支援する
会／ NPO 法人 南茶和／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 福
島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会／ NPO 法人 福島県有機農業ネッ
トワーク／ NPO法人 福島農業復興ネットワーク／ NPO法人 明るい社会づくり運動 
みやぎ明社／ NPO 法人 勿来まちづくりサポートセンター／ NPO 法人 陸前高田市
支援連絡協議会 Aid TAKATA ／ NPO 法人 亘理いちごっこ／ NPO 法人 絆
プロジェクト三陸／ ReRoots ／ WATALIS ／ Youth forOfunato ／あおばサ
ポート／イオン 株式会社／いしのまきカフェ「　」／いわき・まごころ双葉会／いわき食
彩館 株式会社／いわて生活協同組合／おてら災害ボランティアセンター／おやこの
広場 きらりんきっず／ガーネットみやぎ／株式会社 ASTRAKHAN ／株式会社 ア
ストロ・テック／株式会社 光鰐舎／ギフトホープ／コマツリフト 株式会社／社会福祉
法人 気仙沼市社会福祉協議会／社会福祉法人 山元町社会福祉協議会／すばら
しい歌津をつくる協議会／チャイルドラインこおりやま／つながり・ぬくもりプロジェクト／
にこにこサポート／ホープラザ奥州／みちのく安達 農業協同組合／みやぎジョネット
／みやぎ連携復興センター／やまもと復興応援センター／ゆいっこ花巻／ユナイテッ
ド・アース／ワタママスマイル／わたりグリーンベルトプロジェクト運営委員会／一般財
団法人 共生地域創造財団／一般財団法人 地域創造基金みやぎ／一般社団法人 
MMIX Lab／一般社団法人 OPENJAPAN ／一般社団法人 SAVE IWATE 
／一般社団法人 SAVE TAKTA ／一般社団法人 チーム王冠／一般社団法人 
パーソナルサポートセンター／一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター／

笑顔プロジェクト／あさひプロボノ事務所／社会福祉法人足立区社会福祉協議会／
社会福祉法人荒川区社会福祉協議会／いたばし災害ボランティア会／いたばし総合
ボランティアセンター／かながわ避難者と共にあゆむ会／カルチュラル・ニュース日本支
局／きらきら星ネット／ぐんま暮らし応援会／コスモス会／じゃぁまいいかねっと・ふうあ
いママの会／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／上智社会福祉専門学校／ち
ば市民活動・市民事業サポートクラブ／社会福祉法人調布市社会福祉協議会／とち
ぎ暮らし応援会／とみおか子ども未来ネットワーク／西都保健生活協同組合／ニバル
レキレ† I amspecial! †／パルシステム生活協同組合連合会／ふうあいねっと／み
ちのくまほろば会／むさしのスマイル／わかば「お茶っこ」しよう会／一般社団法人ふくし
ま連携復興センター一般社団法人社会的包括サポートセンター一般社団法人東北圏
地域づくりコンソーシアム一歩会／岩手もりおか復興ステーション／宮城県東京事務所
／公益財団法人みちのく未来基金／広域避難者支援連絡会in 東京／社会福祉法
人荒川区社会福祉協議会／社会福祉法人狛江市社会福祉協議会／鷺宮都営住
宅自治会／市民キャビネット/ 災害支援団体ネットワーク／社会福祉法人小平市社会
福祉協議会／守りたい･子ども未来プロジェクト／小金井ボランティア・市民活動セン
ター／真如苑救援ボランティアSeRV ／震災がつなぐ全国ネットワーク／人の輪ネット
／成蹊大学ボランティア支援センター／生活協同組合パルシステム東京／社会福祉
法人西東京市社会福祉協議会／全国労働者共済生活協同組合連合会東日本事業
本部／全国労働者共済生活協同組合連合会本部／想い／早稲田大学総合人文科
学研究センター／足立区新田ふるさと会／中・福の会事務局（鷺ノ宮都営住宅）／社
会福祉法人中央共同募金会／中央区内の被災避難者を支援するシニアの会／中央
労働金庫／町屋6 丁目ミニサロン／島根県東京事務所しまね定住サテライト東京／東
雲の会／東京ボランティア・市民活動センター／東京災害ボランティアネットワーク／一
般社団法人東京都医療社会事業協会／社会福祉法人東京都社会福祉協議会／
東京都生活協同組合連合会／東京都生協連COOP 災害ボランティアネットワーク／
東京都総務局復興支援対策部都内避難者支援課／東京臨床心理士会3.11 震災
支援プロジェクト／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／東北の絆　
サロンFMI 会／ NPO 法人　日本国際ボランティアセンター／ NPO 法人こどもプロ
ジェクト／読売光と愛の事業団／認定NPO 法人日本NPO センター／日本社会事業
大学　社会事業研究所／公益社団法人日本社会福祉事業協会／日本生活協同組
合連合会／日本赤十字社救護福祉部／避難・支援ネットかながわ／百人町青空会
／社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会／復興ボランティア支援センターやま
がた／福玉便り編集委員会／福島県生活環境部避難者支援課／福島県被災者同
行会／立川・東日本大震災避難者を支援する会／大山自治会／社会福祉法人練
馬区社会福祉協議会ボランティア・地域福祉推進センター／浪江町役場生活支援課
千葉県駐在／獨協医科大学国際疫学研究室福島分室
九州2●一般社団法人市民ネット／ NPO 法人抱樸／東日本大震災復興支援～絆
～プロジェクトおおむた～／ NPO 法人ふくおかNPO センター／大分県ボランティア
市民活動センター／西九州大学／宮城県人会さが／うみがめのたまご～ 3.11 ネット
ワーク／ソカイネット／福島県人会「うつくしま、福島の会」／福島県避難者支援課
近畿2●滋賀県内避難者の会／ NPO 法人 しがＮＰＯセンター／一般社団法人 滋
賀県労働者福祉協議会／ NPO 法人 和（なごみ）／東日本大震災県外避難者西日
本連絡会（まるっと西日本）／社会福祉法人 大阪ボランティア協会／避難ママのお茶
ベリ会／ NPO 法人 全日本企業福祉協会／一般社団法人 産業カウンセラー協会
関西支部／クレオ大阪中央　総合相談課／公益財団法人 神戸YMCA ／県外ひ
なん者交流会ひょうご　ぷらっとホーム／ NPO 法人 市民活動センター神戸／べっこ
こMaMa ／神戸ぽけっとNet. ／兵庫県民主医療機関連合会／　社会福祉法人 
兵庫県社会福祉協議会／奈良県被災者の会／ NPO法人奈良NPO センター／ 
NPO 法人わかやまNPO センター／福島県大阪事務所／関西学院大学 復興制度
研究所／ NPO 法人えひめ311
北海道●うけいれ隊リフレッシュ託児／ NPO 法人大沼・駒ケ岳ふるさとづくりセン
ター／自治会　桜会／札幌弁護士会／東京大学大学院／函館・むすびば／ NPO 
法人北海道NPOサポートセンター／北海道NPO 被災者支援ネット／ NPO 法人北
海道NPO ファンド／一般社団法人北海道広域避難アシスト協会／公益財団法人 
北海道新聞社会福祉振興基金／北海道大学　大学院工学研究室／みちのく応援
団／みちのく会／みちのくキッズ／NPO 法人みみをすますプロジェクト／北海道総合
政策部地域づくり支援局地域政策課道外被災地支援グループ／札幌市市民まちづ
くり局　市民自治推進室　市民活動推進担当課／公益財団法人 みちのく未来基金
／広域避難者支援連絡会in 東京
第3 回広域避難者支援ミーティング全国版●みちのく会/ 一般社団法人 北海道
広域避難アシスト協会／北海道NPO サポートセンター／ NPO 法人あきたパートナー
シップ／ NPO 法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク／ NPO 法人 山形の公
益活動を応援する会・アミル／山形県避難者母の会／一般社団法人ふくしま連携復

の家／ NPO 法人ホームひなたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／認定NPO 法
人やまぼうし／ NPO 法人MM サポートセンター／公益社団法人青年海外協力協
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協会岩沼／一般社団法人BIGUP 石巻
福島●NPO 法人福島ライフエイド／かつらおむら村創造協議会／一般社団法人ふ
くしま会議／公益財団法人トヨタ財団／認定NPO 法人ふくしまＮＰＯネットワークセン
ター／おてんとＳＵＮ企業組合／小名浜ボランティアセンター／ NPO 法人3.11 被災
者を支援するいわき連絡協議会( みんぷく) ／シャプラニール「ぶらっとスペース」／ス
カイストア（サロン「ひだまり」）／豊間復興協議会／薄磯復興委員会／ NPO 法人都
市まちづくり研究会／三菱総研 福島県自主避難者情報支援事業／ NPO 法人福
島県有機農業ネットワーク／ＦｏＥジャパン／浪江二本松連携復興支援センター／ 
NPO 法人SORA アニマルシェルター／ＬＹＳＴＡ／福島県の児童養護施設の子ども
の健康を考える会／浪江きてほしいＴシャツプロジェクト／かーちゃんの力プロジェクト
／ NPO 法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO 法人コースター／田村市復興応
援隊／ NPO 法人元気になろう福島／楢葉町 宮里仮設自治会( 会津美里) ／コ
ミュニティ結ドットコム／まちづくり会津／ Tokyo Crazy Kawaii Project ／福島土
壌スクリーニング・プロジェクト／ふくしま地域活動団体サポートセンター／大熊町ふる
さと応援隊／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／一般社団法人ふくしま連携復興
センター／ NPO 法人シャローム／ YWCA ／カーロふくしま／南相馬いちばん星／
「ここふくマルシェ」実行委員会／ふくしま復興支援フォーラム／相双ボランティア／ 
Wendy ～ウェンディいわき～／ NPO 法人支え合う21 世紀の会／ NPO 法人昭
和横丁／福島移住女性支援ネットワーク(EIWAN) ／除染情報プラザ／ NPO 法
人寺子屋方丈舎／ NPO 法人風の谷委員会／ FUKU-FUKU プロジェクト／ 
NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／未来会議in いわき／社会福祉法
人福島県社会福祉協議会／フクシマ環境未来基地／社会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／社会福祉法人いわき市社会福祉協議会／ふたば商工株式会社／ 
NPO 法人ザ・ピープル／ NPO 法人まちづくりＮＰＯ新町なみえ／一般社団法人えこ
えね南相馬／キッチンガーデン協議会／ NPO 法人ＪＥＮ／ふくしまオーガニックフェ
スタ実行委員会／ NPO法人青空保育たけの子／子どもたちを放射能から守る福島
ネットワーク／ NPO 法人うつくしまＮＰＯネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事
業ネット／ NPO 法人TATAKIAGE Japan ／社会福祉法人大熊町社会福祉協
議会／ NPO 法人市民公益活動パートナーズ／ NPO 法人楢葉コンピュファーム／ 
NPO 法人福島県会津市民生活支援センター／一般社団法人Br idge  f o r  
Fukushima ／一般社団法人ならはみらい／生活協同組合コープふくしま／南相馬
市市民活動サポートセンター／ NPO 法人中之作プロジェクト／みんなのとなり組／
ふくしま心のケアセンター／相双に保健医療福祉システムを作る会／みんな共和国／ 
37 カフェ／認定NPO 法人フロンティア南相馬／大熊町復興支援員／認定NPO 
法人日本国際ボランティアセンター／小高ワーカーズベース／ NPO 法人ふくしま30 
年プロジェクト／ Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船の里／つ
ながっぺ南相馬／南相馬ダイアローグ／ NPO 法人ウェッブストーリー／防災団体
bousaring ／ふくしまオルガン堂下北沢／ふうあいネット／震災支援ネットワーク埼玉
／ひろしま避難者の会 アスチカ／ NPO 法人ふれあいネットまつど／東日本大震災・
山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／ NPO 法人おぢや元気プロジェクト／公益社
団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO 法人しんぐるまざぁふぉーらむ／原発
対話の会／アプリシエイトフクシマワーカーズ／夢ふたば人／なこそ復興プロジェクト
／社会福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ンター／川
内村N P O  協働センター／曹洞宗復興支援分室／  S M A R T C I T Y  
FUKUSHIMA MOVE ／東北支援学生団体 JoyStudy ／放射能測定センター・
南相馬（とどけ鳥）
■広域避難者支援ミーティング

東海2●NPO 法人KI プロジェクト／ NPO 法人いびがわミズみずエコステーション／
光の帯ネットワーク／岐阜キッズな( 絆) 支援室／ NPO 法人泉京・垂井／ＳＡＶＥＩＷ
ＡＴＥしずおか／ NPO 法人地域づくりサポートネット／はままつ東北交流館／社会福
祉法人静岡県社会福祉協議会／社会福祉法人浜松市社会福祉協議会／一般社
団法人aichikara ／おいでん福島っこ（新城）／生活協同組合コープあいち／社会福
祉法人愛知県社会福祉協議会／母子疎開ネットワーク「hahako」／支援ねっと＠みえ
きた／みえとも（311 みえネット）／社会福祉法人三重県社会福祉協議会／静岡県被
災者受入担当／ NPO 法人レスキューストックヤード
関東●一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会／福玉便り編集部／「広がれボラン
ティアの輪」連絡会議／ NPO 法人フォトボイスプロジェクト／ NPO 法人日本ヒマラヤ
ン・アドベンチャー・トラスト／ NPO 法人まちづくりぜぇね／ NPO 法人日本国際ボラン
ティアセンター／ NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会／ NPO 法人

イン311 ／公益財団法人さわやか福祉財団／ NPO 法人サンガ岩手／ NPO 法
人参画プランニング・いわて／ NPO 法人さんりくWELLNESS ／一般社団法人三
陸ひとつなぎ自然学校／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／一般社団
法人SAVE TAKATA ／公益社団法人助けあいジャパン／社会福祉法人田野
畑村社会福祉協議会／田野畑村復興対策課／社会福祉法人中央共同募金会／
つどい／ NPO 法人テラ・ルネッサンス／ NPO 法人遠野まごころネット／NPO 法
人遠野山里暮らしネットワーク／ NPO 法人難民を助ける会（AAR）／ NPO 法人
日本リザルツ／社会福祉法人野田村社会福祉協議会／ NPO 法人のんのりのだ
物語／株式会社パソナ／ NPO 法人母と子の虹の架け橋／ NPO 法人ハビタット・
フォー・ヒューマニティ・ジャパン／社会福祉法人洋野町社会福祉協議会／洋野町
特定課題対策室／社会福祉法人普代村社会福祉協議会／ NPO 法人ふれあ
いステーション・あい／まぁむたかた／ NPO 法人まちづくり・ぐるっとおおつち／松
原町町内会／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／ NPO 法人みやこラボ／
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会／やまだ復興応援隊／社会福祉法人山
田町社会福祉協議会／ゆいっこ花巻／ユースみやっこベース／ NPO 法人夢
ネット大船渡／陸前高田市仮設住宅連絡会／社会福祉法人陸前高田市社会福
祉協議会／陸前高田市被災者支援室／ NPO 法人陸前高田八起プロジェクト
／陸前高田まちづくり協働センター／ワーカーズコープ／ NPO 法人和と輪会／
一般社団法人和RING-PROJECT ／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／
岩手大学三陸復興推進機構／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／大船渡
市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／ NPO 法人東北開墾／陸前
高田まちづくり協働センター
宮城●亘理町復興語り部の会／ NPO 法人亘理いちごっこ／雄勝町の雄勝地区を
考える会／門脇ハウス／社会福祉法人名取市社会福祉協議会／ NPO 法人暮らし
づくりネットワーク北芝／株式会社博報堂／ NPO 法人日本冒険遊び場づくり協会／ 
NPO 法人日本国際ボランティアセンター(JVC) ／ NPO 法人日本ファシリテーション協
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／中核支えあいセンター／中央労働金庫／認定NPO 法人地
星社／ NPO 法人地球のステージ／公益財団法人地域創造基金みやぎ／社会福
祉法人太白区社会福祉協議会／多賀城市市民活動サポートセンター／ NPO 法人
全国移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サポートセンター
（CLC) ／仙台中央タクシー株式会社／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社
会福祉法人石巻市社会福祉協議会／
石巻仮設住宅自治連合推進会／神戸市／ NPO 法人神戸まちづくり研究所／社会
福祉法人七ヶ浜町社会福祉協議会／七ヶ浜ビーチフェスティバル実行委員会／支
援者のための支援センター TOMONY ／阪神・淡路大震災記念 人と防災未来セ
ンター／荒浜再生を願う会／公益財団法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／宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団法人気仙
沼復興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援センター／社会福祉法人岩沼市社会
福祉協議会／ NPO 法人応援のしっぽ／ NPO 法人移動支援Rera ／ NPO 法
人レスキューストックヤード／ユースサポートカレッジ石巻NOTE ／一般社団法人みら
いサポート石巻／みやぎ連携復興センター／みやぎ生活協同組合／宮城県震災復
興推進課／認定NPO 法人まち・コミュニケーション／一般社団法人ボランティアス
テーションin 気仙沼／一般社団法人ふらっとーほく／グリーンベルトプロジェクト／復
興庁宮城復興局／ NPO 法人ピースジャム／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国際ボランティ
ア会（SVA）／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人シーズ= 
市民活動を支える制度をつくる会／ NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸／
からくわ丸／NPO 法人ガーネットみやぎ／ NPO 法人ウィメンズアイ／一般社団法人
WATALIS ／ 1％（ワンパーセント）クラブ／亘理町社会福祉協議会／亘理・曹洞
宗／連合宮城石巻地区協議会／ゆりあげ港朝市協同組合／山元の未来への種ま
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協議会／南蒲生復興部／ひまわりキッズ／東松島
復興協議会／社会福祉法人東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／ NPO 法人せんだいファミ
リーサポート・ネットワーク／ NPO 法人せんだい・みやぎNPO センター／山元町共同
作業所（工房地球村）／気仙沼NGP/NPO 連絡会／傾聴の会／岩沼市被災者生
活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市市民活動支援センター／岩沼みんな

（宮城県サポートセンター支援事務所）／菊田忠衞 氏（ボランティアステーションin 気
仙沼）／社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会／気仙沼NPO/NGO 連絡会／
みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／社会福祉法
人 宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所／ NPO 法人 日
本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ／気仙沼市／宮城県／復興庁
宮城復興局　
第9 回 現地会議 in 福島●須賀明弘氏（福島県企画調整部避難地域復興局生活
拠点課）／斉藤知道氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会 地域福祉課）／山
中桂子氏（社会福祉法人いわき市社会福祉協議会 生活支援相談員）／渡部千惠
子氏・本田紀生氏（大熊町ふるさと応援隊）／藤田大氏（ふたば商工株式会社）／
猪瀬絢子氏（NPO 法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会）／一般社団法
人ふくしま連携復興センター／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会／ NPO 
法人うつくしまNPO ネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 
法人 メディアージ／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 福島
県社会福祉協議会／いわき産業創造館
第10 回 現地会議 in 福島●赤池孝行氏（NPO 法人3.11 被災者を支援するいわ
き連絡協議会）／関靖男氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会地域福祉課）／
佐藤清彦氏（社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会地域福祉課）／米倉一磨氏
（相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会）／小畑瓊子氏（南相馬市
市民活動サポートセンター）／南相馬市市民活動サポートセンター／一般社団法人
ふくしま連携復興センター／ NPO 法人うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人メ
ディアージ／社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会／社会福祉法人福島県社会
福祉協議会／南相馬市民情報交流センター
第11 回 現地会議 in 宮城●新妻一典氏（社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議
会）／沢田　充氏（社会福祉法人 名取市社会福祉協議会）／佐藤寛子氏（社会福
祉法人 亘理町社会福祉協議会）／高橋和子氏（社会福祉法人 山元町社会福祉
協議会）／山下弘彦氏（日野ボランティア・ネットワーク）／阿部結悟氏（山元の未来へ
の種まき会議）／若山陽子氏（名取交流センター）／青木淳氏（公益社団法人 青年
海外協力協会 里の杜サポートセンター）／佐藤正乗氏（曹洞宗 東日本大震災 災害
対策本部 復興支援室分室）／社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会／社会福祉
法人名取市社会福祉協議会／社会福祉法人亘理町社会福祉協議会／社会福祉
法人山元町社会福祉協議会／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／山元の未来への種まき会議／宮城県サポートセンター支援事務
所／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／ NPO 法人日本ファシリテーション協
会／ NPO法人 メディアージ／岩沼市／復興庁宮城復興局
第11 回 現地会議 in 岩手●三井俊介氏（NPO 法人SET）／
加藤拓馬氏（からくわ丸）／横田親氏（丹波市市議会議員）／ NPO 法人アットマー
クリアスNPO サポートセンター／大船渡市市民活動支援センター／陸前高田まちづく
り協働センター／東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／ NPO 法人いわて連
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／NPO 法人メディアー
ジ／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／大船渡市民文化会館リアスホール
■第３回 全体ミーティング

岩手●認定NPO 法人アムダ／ NPO 法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン
／ NPO法人ETIC. ／公益財団法人国際開発救援財団／ FM ねまらいん／認定
NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人国境なき子どもたち／ RCF イ
ノベーション東北／一般社団法人SAVE IWATE ／ NPO 法人SET ／公益社団
法人シャンティ国際ボランティア会／独立行政法人都市再生機構／あすからのくらし
相談室・宮古／ NPO 法人アットマークリアスNPO サポートセンター／一般社団法人
子どものエンパワメントいわて／社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会／岩泉町復
興課／社会福祉法人岩手県社会福祉協議会／岩手大学三陸復興推進機構／ヴィ
ヴレ・ママン／うましか／ NPO 法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA 
／社会福祉法人大槌町社会福祉協議会／大槌町商工観光課／大槌町復興局／
大船渡共生まちづくりの会／大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援セン
ター／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会／大船渡市地域福祉課／大船渡
市復興局／大船渡地域振興センター／尾崎100 年学舎／一般社団法人おらが大
槌夢広場／かけあしの会／認定NPO 法人カタリバ／ NPO 法人神奈川災害ボラン
ティアネットワーク／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／釡石市地域づくり推進
課／ NPO法人かまいしリンク／からくわ丸／ NPO 法人カリタス釡石／公益社団法
人共生地域創造財団／ NPO 法人吉里吉里国／吉里吉里地域復興協議会／社
会福祉法人久慈市社会福祉協議会／ NPO 法人こそだてシップ／ NPO 法人桜ラ

（5）全体ミーティング
NPO 法人 日本ファシリテーション協会/NPO 法人 アワープラネット・ティービー/在日本韓国アジアYMCA 青少年センター/公益財団法人 日本YMCA 同盟/復興庁

一般社団法人 ひと・企業未来創造リンク／一般社団法人 ふくしま会議／一般社団
法人 ふくしま連携復興センター／一般社団法人 ふらっとーほく／一般社団法人 ボラ
ンティアステーションin気仙沼／一般社団法人 みらいサポート石巻／一般社団法人 
ワカツク／一般社団法人 鵜住居まちづくりセンター／一般社団法人 気仙沼鹿折復
幸マルシェ／一般社団法人 気仙沼復興協会／一般社団法人 社会的包摂サポート
センター／一般社団法人 全国心理業連合会／一般社団法人 東松島復興協議会
／一般社団法人 日本カーシェアリング協会／一般社団法人 和 RING-PROJECT 
／華為技術日本 株式会社／株式会社 ジャパンクリエイト／株式会社 ジャパンリカバ
リー／株式会社 リベスト／株式会社 釜石ヒカリフーズ／株式会社 陸前高田手焼き
せんべい／気楽会／気仙沼NPO/NGO 連絡会／気仙沼プラス事務局／気仙沼
市／公益財団法人 さわやか福祉財団／公益財団法人 みちのく未来基金／公益財
団法人 日本ユニセフ協会／公益社団法人シャンティ国際ボランティア会／公益社団
法人 日本フィランソロピー協会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／在宅・
みなし支援者ネットワーク／三井住友海上火災保険 株式会社／三陸ひとつなぎ自然
学校／志津川中学校仮設自治会／志津川復興支援団／社会福祉法人 山元町社
会福祉協議会／社会福祉法人 石巻市社会福祉協議会／社会福祉法人 仙台市
社会福祉協議会／社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会／社会福祉法人 中
央共同募金会／社会福祉法人 楢葉町社会福祉協議会／社会福祉法人 福島県
社会福祉協議会／社団法人 おがるスターズ／女川おちゃっこクラブ／女川町復興
サポート REALeYE ／小渕浜通信／心のさろん／石巻医療圏 健康・生活復興協
議会／石巻仮設住宅自治連合会／全国訪問ボランティアナースの会 キャンナス／
大船渡市役所／大畠青果／地星社／東松島青年有志会 インパルス／東北フュー
チャーネットワーク／南三陸 de お買い物／南三陸ネイチャーセンター友の会／南三
陸ふっこう青年会／南三陸復興ダコの会／南相馬市小高地区の農業・生活再建支
援の会／日本セルチャーチ宣教ネットワーク／認定NPO 法人 100 万人のふるさと回
帰・循環運動推進・支援センター／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定
NPO法人 シャプラニール= 市民による海外協力の会／認定NPO 法人 日本NPO 
センター／被災者をNPO とつないで支える合同プロジェクト（つなプロ）／復興まちづ
くり推進力！ラムズ／復興支援団体 プラスネオ／福島県生活協同組合連合会／法テ
ラス東松島／万石浦漁業協同組合／民宿あたご荘／有限会社 大久保工業／陸
前高田市／陸前高田市仮設住宅連絡会／陸前高田市復興サポートステーション／
陸前高田未来商店街
■広域避難者支援活動

東海●青木佳史氏（大阪弁護士会）／佐藤大氏（NPO 団体 はままつ東北交流館）
／井川景子氏（ゆるりっと会）／瀧川裕康氏（愛知県被災者支援センター）／向井忍
氏（愛知県被災者支援センター、コープあいち参与）／岡田晴道氏（愛知県 防災局 
災害対策課）／馬路充江氏（福島原発事故損害賠償 愛知弁護団）／仲本利子氏
（中央共同募金会企画広報部）／石山和仁 氏（福島県 避難者支援課）／鈴木まり
子氏（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）／愛知県被災者支援センター／ NPO 
法人 ぎふNPO センター／社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会／社会福祉法人 
浜松市社会福祉協議会／東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや／み
え災害ボランティア支援センター／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会近畿●二
宮毅行氏（生きがいしごとサポートセンター 阪神南）／井出のり子氏（滋賀県労働者
福祉協議会 くらしのサポートセンターしが）／影浦弘司氏（大阪ボランティア協会 企
業市民活動推進センター 事務局）／高橋周介氏（奈良県被災者の会）／関嘉寛氏
（関西学院大学 准教授）／青木佳史氏（大阪弁護士会）／武井共子氏（社会福祉
法人 中央共同募金会）／石山和仁氏（福島県 避難者支援課）／杉村郁雄氏
（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）／近畿ろうきん／近畿ろうきんNPO パート
ナーシップ制度／全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済） 大阪府本部／
大阪府下避難者支援団体等連絡協議会／関西学院大学 災害復興制度研究所／
大阪労働者福祉協議会／ひょうごボランタリープラザ／ NPO 法人 京都災害ボラン
ティアネット／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 全国社会福
祉協議会
山形●稲垣文彦氏（社団法人 中越防災安全推進機構 復興デザインセンター）／佐
藤多紀子氏（NPO 法人 にこっと）／高橋裕子氏（フクシマの子どもの未来を守る家）
／井上肇氏（ボランティア山形）／千川原公彦氏（復興ボランティア支援センターやま
がた）／渡邉陽氏（社会福祉法人 山形県社会福祉協議会）／福田健治氏（福島の
子どもたちを守る法律家ネットワーク・SAFLAN）／城千聡氏（社
会福祉法人 中央共同募金会）／田澤好一氏（福島県 避難者支援課）／飯島邦子
氏（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）復興ボランティア支援センターやまがた／
山形県 企画振興部 県民文化課 県民活動プロスポーツ支援室／山形市／米沢市

／社会福祉法人 山形県社会福祉協議会／最上の元氣研究所・VC を支援する会
／ NPO 法人 ぼらんたす／NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 
全国社会福祉協議会
四国●間章氏（高知ボランティア・NPO センター）／渡部寛志氏（NPO 法人 えひめ
311）／渡辺さと子氏（福島の子どもたち 香川へおいでプロジェクト事務局）／島博司
氏（とくしま母子疎開の会支援グループ）／中須雅治氏（近畿ろうきん地域共生部）／
向井忍氏（愛知県被災者支援センター）／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／
有限会社 テレーザ
中国●大塚愛氏（子ども未来・愛ネットワーク）／三浦綾氏（ひろしま避難者の会「アス
チカ」）／福井正樹氏（とっとり震災支援連絡協議会）／向井忍氏（愛知県被災者支
援センター）／鈴川千賀子氏（広島市被災者支援ボランティア本部）／大城聡氏（福
島の子どもたちを守る法律家ネットワーク・SAFLAN）／武井共子氏（社会福祉法人 
中央共同募金会）／飯島邦子氏（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）／広島市
被災者支援ボランティア本部／ NPO 法人 ひろしまNPO センター／ NPO 法人 岡
山NPO センター／やまぐち県民活動支援センター／公益財団法人ふるさと島根定住
財団／鳥取NPO 経営会議／ NPO 法人 ANTHiroshima／子ども未来・愛ネット
ワーク／とっとり震災支援連絡協議会／ひろボラネット／ NPO 法人 日本ファシリテー
ション協会／社会福祉法人 全国社会福祉協議会／中国労働金庫
九州●東日本大震災被災者支援 ふくおか市民ネットワーク／絆プロジェクト北九州会
議／東日本大震災復興支援～絆～プロジェクトおおむた／佐賀から元気を送ろうキャ
ンペーン／長崎ソカイネットワーク／次の暮らしをつくるローカルメディア ３／大分県ボ
ランティア・市民活動センター／うみがめのたまご －3.11 ネットワーク－／ママトコかご
しま／ NPO 法人 ひろしまNPO センター／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会
／ NPO 法人 メディアージ
東京●社会福祉法人 荒川区社会福祉協議会／公益財団法人 さわやか福祉財団
／一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会／東雲の会／東京災害ボランティアネッ
トワーク／災害復興まちづくり支援機構／社会福祉法人 中央共同募金会／ NPO 法
人 日本ファシリテーション協会／広域避難者支援連絡会 in 東京準備会／震災がつ
なぐ全国ネットワーク×日本財団ROAD プロジェクト／東京ボランティア・市民活動セン
ター／とみおか子ども未来ネットワーク／福島県被災者同行会／人の輪ネット／ NPO 
法人 メディアージ／社会福祉法人 全国社会福祉協議会
北信越●全国広域避難当事者ネットワーク／NPO 法人 新潟NPO 協会／とやま
311ネット／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会
活動実態調査●NPO 活動交流センター／あいちNPO 交流プラザ／ NPO 法人 
あきたパートナーシップ／ NPO 法人 旭川NPO サポートセンター／ NPO 法人 有
田町どっとこむ／安城市民活動センター／伊勢原市 市民生活部 市民協働課／い
ちのせき市民活動センター／ NPO 法人 磐田まちづくりネットワーク／大分市市民活
動・消費生活センター／岡山県ボランティア・NPO 活動支援センター／小山市ボラン
ティア支援センター／かごしま県民交流センター／春日井市市民活動支援センター／
関西学院大学 災害復興制度研究所／県民ボランティア活動支援センター／子ども
たちを放射能から守る全国ネットワーク／子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク
／認定NPO 法人 市民活動センター神戸／社会福祉法人 全国社会福祉協議会
／茅ヶ崎市民活動サポートセンター／社会福祉法人 中央共同募金会／とちぎ市民
活動推進センターくらら／長野NPO センター／長野県 県民協働・NPO 課／認定
NPO 法人 日本NPOセンター／公益財団法人 日本YMCA 同盟／日本生活協同
組合連合会／八王子市市民活動支援センター／福岡県NPO・ボランティアセンター
／福島市市民活動サポートセンター／ふじのくにNPO活動センター／ふじみ野市立
市民活動支援センター／公益財団法人 ふるさと島根定住財団／北海道NPO 被災
者支援ネット／前橋市市民活動支援センター／ NPO 法人 まち創り／松阪市市民
活動センター／まつやまNPO サポートセンター／三鷹市市民協働センター／わかやま
NPO センター
関係者会議●関西学院大学 災害復興制度研究所／田並尚恵氏（川崎医療福祉
大学 医療福祉学部 医療福祉学科 准教授）／河崎健一郎氏（福島の子どもたちを
守る法律家ネットワーク・SAFLAN）／水沢泰正氏（新潟県 県民生活・環境部 震災
復興支援課）／高橋征仁氏（山口大学 人文学部人文社会学科 社会学講座）／栗
林令子氏（東京保険医協会 研究部担当事務局）／山中茂樹氏（関西学院大学 災
害復興制度研究所）／玉川啓氏（浪江町 復興推進課）
■後方支援活動　

関連省庁との連携●復興庁・内閣府・厚生労働省・国土交通省　企業等との連携
●中央労働金庫／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／１％（ワンパーセント）
クラブ／一般社団法人 経団連事業サービス／株式会社電通／一般社団法人汐留

地区街づくり連合協議会／日本たばこ産業 株式会社／ジェイティ物流 株式会社／
日本アイ・ビー・エム株式会社／株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ／旭化成グループ／
パナソニック 株式会社／三菱自動車工業 株式会社／日産自動車 株式会社／三井
化学 株式会社／花王 株式会社／日清製粉グループ／富士通 株式会社／株式会
社 損害保険ジャパン／住友三井オートサービス 株式会社／アビームコンサルティン
グ 株式会社／ＳＭＢＣ日興証券 株式会社／株式会社 資生堂／株式会社 電通
テック／三菱地所 株式会社／株式会社日立ハイテクノロジーズ／株式会社 日立製
作所／日立コンピュータ機器 株式会社／幸洋商事 株式会社／法政大学／清泉
YMCA／わたしの図書館 ミルキーウェイ／「広がれボランティアの輪」連絡会議／
NPO 法人 NPO 事業サポートセンター／認定NPO 法人 国際協力NGO センター
／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／ NPO法人 
レスキューストックヤード／ NPO法人 国際ボランティア学生協会／日本テレビ放送網
株式会社／東京都 交通局／復興庁

情報の収集と発信●大野沙知子／藤田ゆうき／志賀慶一／株式会社 電通／株
式会社 博報堂／シックス・アパート 株式会社／ソフトバンクテレコム 株式会社／ 
NPO 法人 メディアージ／認定NPO 法人 国際協力NGOセンター／おおつちさい
がいエフエム／一般社団法人 共同通信社／株式会社IBC 岩手放送／株式会社 
エフエム岩手／株式会社 ケーブルテレビ山形／株式会社 テレビユー山形／株式
会社 テレビ愛媛／株式会社 テレビ新広島／株式会社フジテレビジョン／株式会社 
リエゾンパブリッシング／株式会社 河北新報社／株式会社 岩手めんこいテレビ／
株式会社 金曜日／株式会社 山陰中央新報社／株式会社 山形テレビ／株式会社 
山形新聞社／株式会社 時事通信社／株式会社 新潟日報社／株式会社 神戸新
聞社／株式会社 中国新聞社／株式会社 中日新聞社／株式会社 朝日新聞社／
株式会社東海新報社／株式会社 読売新聞グループ本社／株式会社 日本経済新
聞社／株式会社 福祉新聞社／株式会社 福島中央テレビ／株式会社 福島民報
社／株式会社 毎日新聞社／株式会社 岩手日報社／公明党 公明新聞／中京テレ
ビ放送 株式会社／日本テレビ放送網 株式会社／日本放送協会／福島民友新聞
社 株式会社／有限会社 盛岡タイムス社／讀賣テレビ放送 株式会社

■被災地支援活動

第10 回 現地会議 in 岩手●鹿野順一 氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）
／東洋平 氏（認定NPO 法人 国境なき子どもたち 岩手事務所）／大野覚 氏（認定
NPO 法人 茨城NPO センター・コモンズ）／尾上昌毅 氏（NPO 法人 日本ファシリ
テーション協会）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディ

アージ／ブランニュー北上　
第10 回 現地会議 in 宮城●牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏
（宮城県サポートセンター支援事務所）／鈴木美紀 氏（社会福祉法人 気仙沼市社
会福祉協議会）／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）／齋藤
貴恵 氏（社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会）／塚本卓 氏（NPO 法人 気
仙沼まちづくり支援センター）／牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏

興センター／ふうあいねっと／福玉便り編集委員会／ NPO法人ちば市民活動・市民
事業サポートクラブ／広域避難者支援連絡会in 東京／ NPO 法人とみおか子ども
未来ネットワーク／東京医療ネットワーク支援センター／東雲会／かながわ避難者と共
にあゆむ会／ぐんま暮らし応援会／とちぎ暮らし応援会／東日本大震災・山梨県内避
難者と支援者を結ぶ会／一般社団法人FLIP ／愛知県被災者支援センター／ 
NPO 法人泉京・垂井／みえとも（311 みえネット）／滋賀県内避難者の会／一般社
団法人みんなの手／ NPO 法人 和／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日
本連絡会／奈良県避難者の会／わかやま避難者のWA ／とっとり震災支援連絡協
議会／311ご縁つなぎネットワーク　わっかラボしまね／うけいれネットワークほっと岡山
／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ NPO 法人福島の子どもたち香川へおいでプロ
ジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／一般社団法人 市民ネット／『うみがめのたまご』
～ 3.11 ネットワーク～／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／大熊町復興支援員
／双葉町復興支援員（ふたさぽ）／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／認定NPO 法人日本NPO センター／関西学院大学災害復興制度研
究所／社会福祉法人中央共同募金会／福島県避難者支援課
■ネットワーク推進会議

第１回●とみおか子ども未来ネットワーク／うけいれネットワークほっと岡山／公益社団法
人中越安全防災推進機構／広域避難者支援連絡会in 東京／福島県庁避難者支援
課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／社会福祉法人全国社会
福祉協議会
第２回●とみおか子ども未来ネットワーク／公益社団法人中越安全防災推進機構／福
島県庁避難者支援課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN） ／社会
福祉法人全国社会福祉協議会／うけいれネットワークほっと岡山／広域避難者支援連
絡会in 東京
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第３回●NPO 法人 ウェッブストーリー／世界に繋げる魔法の
輪／ NPO 法人 全国移動サービスネットワーク／一般社団法人 チーム王冠／どろん
こキャラバン☆たんば／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／福岡県民主医療機
関連合会／ NPO 法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 ボ
ランティア活動推進国際協議会 日本／ NPO 法人 街づくり支援協会／復興庁（ボラ
ンティア・公益的民間連携班／法制班／被災者支援班）文部科学省（スポーツ・青少
年局 青少年課）厚生労働省（官房総務課／雇用均等・児童家庭局／社会・援護局 
地域福祉課／老健局 振興課）国土交通省（道路局 高速道路課／自動車局 旅客
課）環境省（環境保健部）農林水産省（農村振興局 農村政策部都市農村交流課 都
市農業室）NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／認定NPO 法人 
ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター
第４回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）要配慮者担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（生涯学習
政策局 生涯学習推進課／スポーツ・青少年局 青少年課）／厚生労働省／国土交
通省／環境省／消防庁／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／認定
NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター／日本生
活協同組合連合会／公益財団法人 日本YMCA 同盟／いわて障がい福祉復興支
援センター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
第５回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）被災者行政担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（スポーツ・青
少年局 青少年課）／厚生労働省（職業安定局 地域雇用対策室／雇用均等・児童
家庭局／社会・援護局 地域福祉課／老健局）／経済産業省（地域資源産業室）／
環境省（総合環境政策局 環境保健部 放射線健康管理担当参事官室）／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／認定NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO セン
ター／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／一般
社団法人 ユニバーサル志縁社会創造センター／いわて障がい福祉復興支援セン
ター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
■Walk with 東北プロジェクト

株式会社電通／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／株式会社 博報堂／ 1%
（ワンパーセント）クラブ／チームともす東北／中央労働金庫／社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／西荻デザイン／ふうせん
／寿交通株式会社／多賀城市 地域活動支援センター「コスモスホール」／みちのく会
／有限会社 ローカルプランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■東北応援ビレッジ2014

いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会／ NPO 法人いわて連携復興セ
ンター／ Walk with 東北 実行委員会／株式会社ＮＴＴデータ／大船渡水産振
興センター／花王カスタマーマーケティング株式会社／花王株式会社／株式会社ク
ライトレーベル／有限会社クリエーターゼロ／気仙沼市／郡山市／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議（支援 P）／株式会社資生堂／ JAL グループ／住商機
電貿易株式会社／住友商事株式会社／セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン遠野事務
所／株式会社損害保険ジャパン／株式会社ダイナックス都市環境研究所／地域活
動支援センター「コスモスホール」／中央労働金庫／株式会社電通／東京駅周辺
防災隣組／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
／日本航空株式会社／日本生活協同組合連合会／ NPO 法人日本セルプセンター
／日本たばこ産業株式会社／公益財団法人日本 YMCA同盟／株式会社博報堂
／東松島市／「広がれボランティアの輪」連絡会議／福島県会津振興局／福島県
観光交流課／一般社団法人福島市観光コンベンション協会／復興庁／みちのく会
／三井住友海上火災保険株式会社／三菱地所株式会社／三菱地所プロパティマ
ネジメント株式会社／三菱自動車工業株式会社／三菱電機株式会社／ NPO 法
人みやぎセルプ協働受注センター／宮古市／山田町子どもまちづくりクラブ／ルーデ
ンス株式会社／有限会社 ローカルプランニング／ 1%（ワンパーセント）クラブ
■東北これから会議2015

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／「広がれボランティアの輪」連絡会議
／復興庁／ 1%（ワンパーセント）クラブ／三菱地所プロパティマネジメント株式会社
／ルーデンス株式会社／株式会社ダスキン／ kameyama Candle house ／東京
駅周辺防災隣組／株式会社東京国際フォーラム／株式会社 博報堂／株式会社 
博報堂プロダクツ／株式会社博報堂DY トータルサポート／チームともす東北／新井
川美千枝氏（富岡町立富岡第一小学校 校長）／吉田隆見氏（富岡町立富岡第一
中学校 校長）／今宿裕昭氏（一般社団法人ウェブベルマーク協会 常務理事）／石
井布紀子氏（NPO 法人さくらネット 代表理事）／三浦英和氏（一般社団法人大船
渡青年会議所 理事長）／佐々木美貴子氏・新沼恵美子氏（大船渡市市民活動支
援センター）／加村真美氏（東北これからアンバサダー）／大本雄一氏（公益社団法
人日本青年会議所の真の復興委員会委員長）／二瓶明美氏（南蒲生町内会復興
部）／佐々木秀之氏（せんだい・みやぎNPO センター／南蒲生住民）／早坂まき子
氏（ローカルドリームプロダクション）／渡瀬あつ子／Quinka,with a Yawn
■情報の収集と発信

大野沙知子／シブヤグラフ（事務局運営・ウェブサイト制作）／株式会社 電通（広報
デザイン）／西荻デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報堂（広報プランニング・
制作）／ふうせん（ウェブサーバー管理）／ yukikazet（JCN レポート編集）／ハリウ
コミュニケーションズ株式会社／ NPO 法人メディアージ／日本放送協会／一般社団
法人 共同通信社／フォーチュン宮城編集部／株式会社東日本放送／北海道新聞
社／三陸新報社／東海新報社／東洋経済新報社／岩手日日新聞社／福島民友
新聞社／有限会社いまあじゅ／福島民報社／読売新聞東京本社／日本経済新聞
社／朝日新聞社／株式会社 福島放送／株式会社いわき市民コミュニティ放送
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【Ⅶ】資料編

［ 2012年度 ］

［ 2013年度 ］

■被災地支援活動

第４回 現地会議 in 岩手●本多平直氏（内閣総理大臣 補佐官）／藤沢烈氏（復
興庁）／岩手県 復興局 生活再建課／有原領一氏（社会福祉法人宮古市社会福
祉協議会）／若菜千穂氏（NPO 法人 いわて地域づくり支援センター 事務局) ／大
関輝一氏（大船渡アクションネットワーク会議 事務局）／鹿野順一氏（いわて連携復
興センター）／稲垣文彦氏（社団法人 中越防災安全推進機構 復興デザインセン
ター）／丸山由明氏（新潟県 総務管理部）／池田啓一氏（NPO 法人 都市生活コ
ミュニティセンター）／小山田聖子氏（NPO 法人日本ファシリテーション協会）／ NPO
法人 いわて連携復興センター／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO法
人 アワープラネット・ティービー　
第４回 現地会議 in 宮城●吉田裕也氏（みやぎ連携復興センター）／塚本卓氏（一
般社団法人 気仙沼復興協会 福祉部）氏家義明氏（NPO 法人 がんばッと！！玉浦）
／佐藤貞子氏（七ヶ浜町仮設店舗・七の市商店街・佐藤魚店）／紅邑晶子氏（みや
ぎ連携復興センター）／黒田裕子氏（NPO 法人 阪神高齢者・障害者支援ネットワー
ク）／稲垣文彦氏（社団法人 中越防災安全推進機構 復興デザインセンター）／浅
野泰彦氏（社会福祉法人 柏崎市社会福祉協議会）／尾上昌毅氏（NPO 法人 日本
ファシリテーション協会）／みやぎ連携復興センター／ NPO法人 日本ファシリテーショ
ン協会／ NPO 法人 メディアージ　
第５回 現地会議 in 岩手●鈴木浩之氏（岩手県 復興局）／青柳光昌氏（公益財
団法人 日本財団）／佐藤健氏（NPO 法人 絆プロジェクト三陸）／山内幸治氏
（NPO 法人 ETIC.）／寺井良夫氏（もりおか復興支援ネットワーク）／菊池亮氏（社
会福祉法人 釜石市社会福祉協議会）／石井布紀子氏（災害ボランティア活動支援
プロジェクト会議）／田尻佳史氏（認定NPO 法人 日本NPOセンター）／西田紫郎氏
（復興庁）／坪井七夫氏（独立行政法人 福祉医療機構）／青柳光昌氏（公益財団
法人 日本財団）／城千聡氏（社会福祉法人 中央共同募金会）／鈴木祐司氏（一般
財団法人 地域創造基金みやぎ）／鹿野順一氏（NPO法人 いわて連携復興セン
ター）／ NPO法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト
会議／NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ
第４回 現地会議 in 福島●斉藤道雄氏（みちのく安達農業協同組合）／小笠原隼
人氏（チャイルドラインこおりやま）／佐々木昇美氏（社会福祉法人 福島県社会福祉
協議会）／星久美子氏（認定NPO 法人 ふるさと回帰支援センター）／竹内俊之氏
（NPO 法人 国際協力NGO センター）／菅野正寿氏（NPO法人 福島県有機農業
ネットワーク）／中鉢博之氏（一般社団法人 ふくしま連携復興センター）／高山弘毅氏
（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議運営支援者）／中鉢博之氏（一般社団
法人 ふくしま連携復興センター）／ NPO法人 うつくしまNPO ネットワーク／一般社団
法人 ふくしま連携復興センター／ NPO 法人 国際協力NGO センター／災害ボラン
ティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会　
第５回 現地会議 in 宮城●大久保朝江氏（NPO 法人 杜の伝言板ゆるる）／福
田信章氏（東京災害ボランティアネットワーク）／田尻佳史氏（認定NPO 法人 日本
NPO センター）／長沢恵美子氏（一般社団法人 経団連事業サービス）／西田紫
郎氏（復興庁）／尾上昌毅氏（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）／立岡学氏
（一般社団法人パーソナルサポートセンター）／渡辺日出夫氏（NPO 法人 ADRA 
Japan） ／ 渡邊智恵子氏（株式会社 アバンティ）／家田えり子氏（株式会社 資生
堂）／みやぎ連携復興センター／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 
法人 メディアージ
第１回 若手会議 in 岩手●臂徹氏（一般社団法人 おらが大槌夢広場）／藤原慧
矢さん（岩手大学大学院）／多田裕哉さん（立教大学）／岡田勝太さん（法政大学）
／佐藤柊平さん（明治大学）／三井俊介さん／佐々木敦代氏（復興応援隊）／大久
保彩乃氏（NPO 法人アムダ）／黒沢惟人氏（大船渡仮設住宅支援事業）／細川星
児氏（岩手県 沿岸広域振興局）／山内英嗣氏（NPO 法人＠リアスNPO サポートセ
ンター）／松崎光弘氏（株式会社 出藍社）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／ 
NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ　
第６回 現地会議 in 岩手●竹内隼人氏（公益財団法人 共生地域創造財団）／小
池幸一氏（釜石市 復興推進本部 仮設住宅運営センター）／熊谷有祐氏（社会福祉
法人 中央共同募金会）／葛巻徹氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）／臂徹
氏（一般社団法人 おらが大槌夢広場）／小野仁志氏（陸前高田まちづくり協働セン
ター）／加藤勝氏（盛岡市 復興推進部事務局（危機管理課））／熊谷正和氏（岩手
県 沿岸広域振興局 経営企画部）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／災害ボ
ランティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ 
NPO 法人メディアージ　
第５回 現地会議 in 福島●長谷川秀雄氏（3.11 被災者を支援するいわき連絡協議

会・みんぷく）／小松豊明氏（認定NPO 法人 シャプラニール＝市民による海外協力の
会）／北爪英子氏（社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会）／草野紀恵氏（社会
福祉法人楢葉町社会福祉協議会）／吉田恵美子氏（NPO 法人 ザ･ピープル）／伊
藤孝介氏（NPO 法人 フロンティア南相馬）／一般社団法人 ふくしま連携復興セン
ター／ NPO 法人 うつくしまNPO ネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェク
ト会議／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会／ NPO 法人日本ファシリテー
ション協会／ NPO 法人国際協力NGO センター／社会福祉法人 福島県社会福祉
協議会　
第６回 現地会議 in 宮城●桑原英文氏（災害ボランティア活動支援プロジェクト会
議）／阿部由紀氏（社会福祉法人 石巻市社会福祉協議会）／塚本卓氏（気仙沼プ
ラス）／山崎信哉氏（石巻仮設住宅自治連合推進会）／馬場照子氏（NPO 法人 亘
理いちごっこ）／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）／中川政
治氏（一般社団法人 みらいサポート石巻）／福田文氏（一般財団法人 地域創造基
金みやぎ）／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／
一般社団法人 みらいサポート石巻／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO
法人 メディアージ　
地域コーディネーター団体訪問活動●311 受入全国協議会／ 311 被災者を支援
するいわき連絡協議会／ AmeriCares／ Art Revival Connection TOHOKU 
／EN project Japan 実行委員会事務局／hangout place MINATO ／ i- くさの
ねプロジェクト／ Japan Hope ／ MS&ADインシュアランス グループ ホールディング
ス 株式会社／ NPO法人 マザーリンク・ジャパン／ NPO 法人 ADRA Japan ／
NPO 法人 CRMS 市民放射能測定所 福島／ NPO 法人 ETIC. ／ NPO 法人 
JACSES／ NPO 法人 NPO 事業サポートセンター／ NPO 法人 SET ／ NPO 
法人 うつくしまNPO ネットワーク／ NPO 法人 カタリバ／ NPO 法人 かまいしリンク
／ NPO法人 がんばッと！！玉浦／ NPO 法人 がんばろう福島農業者等の会／ NPO 
法人キッズドア／ NPO 法人 ザ・ピープル／NPO 法人 さんさんの会／ NPO 法人 
ジャパン・プラットフォーム／ NPO 法人シャローム／ NPO 法人 スマイルシード／ 
NPO 法人 センター123 ／ NPO 法人せんだい・みやぎNPO センター／ NPO法人 
ネットワークオレンジ／ NPO 法人ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン／ NPO 
法人 ピースジャム／NPO 法人 ビーンズふくしま／ NPO 法人ヒューマンソーシャル
ハーモニー研究所／ NPO 法人 ふうどばんく東北AGAIN／ NPO 法人 ふくしま
NPO ネットワークセンター／ NPO 法人 ふよう土／ NPO法人 ホープ・インターナショ
ナル開発機構／ NPO 法人 ボランティアインフォ／ NPO 法人 まぁむたかた／ NPO 
法人みちのくふる里ネットワーク／ NPO 法人 ゆうきの里東和 ふるさとづくり協議会／ 
NPO 法人 リグリーン／ NPO 法人リンク／ NPO 法人 ワーカーズコープ／NPO 法
人 ワンファミリー仙台／ NPO法人 浦戸福祉会／ NPO 法人 遠野まごころネット／ 
NPO 法人 応援のしっぽ／NPO 法人 吉里吉里国／ NPO 法人 居場所創造プロ
ジェクト／ NPO 法人 元気になろう福島／ NPO 法人 国際協力NGOセンター／ 
NPO 法人 再生の里ヤルキタウン／ NPO 法人 桜ライン311 ／ NPO法人 笑顔の
お手伝い／ NPO 法人 水・環境ネット東北／ NPO 法人 石巻復興支援ネットワーク
／ NPO 法人 全国コミュニティライフサポートセンター／ NPO法人 杜の伝言板ゆる
る／ NPO 法人 東北華僑華人協会／ NPO 法人 働くお母さんと子どもを支援する
会／ NPO 法人 南茶和／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 福
島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会／ NPO 法人 福島県有機農業ネッ
トワーク／ NPO法人 福島農業復興ネットワーク／ NPO法人 明るい社会づくり運動 
みやぎ明社／ NPO 法人 勿来まちづくりサポートセンター／ NPO 法人 陸前高田市
支援連絡協議会 Aid TAKATA ／ NPO 法人 亘理いちごっこ／ NPO 法人 絆
プロジェクト三陸／ ReRoots ／ WATALIS ／ Youth forOfunato ／あおばサ
ポート／イオン 株式会社／いしのまきカフェ「　」／いわき・まごころ双葉会／いわき食
彩館 株式会社／いわて生活協同組合／おてら災害ボランティアセンター／おやこの
広場 きらりんきっず／ガーネットみやぎ／株式会社 ASTRAKHAN ／株式会社 ア
ストロ・テック／株式会社 光鰐舎／ギフトホープ／コマツリフト 株式会社／社会福祉
法人 気仙沼市社会福祉協議会／社会福祉法人 山元町社会福祉協議会／すばら
しい歌津をつくる協議会／チャイルドラインこおりやま／つながり・ぬくもりプロジェクト／
にこにこサポート／ホープラザ奥州／みちのく安達 農業協同組合／みやぎジョネット
／みやぎ連携復興センター／やまもと復興応援センター／ゆいっこ花巻／ユナイテッ
ド・アース／ワタママスマイル／わたりグリーンベルトプロジェクト運営委員会／一般財
団法人 共生地域創造財団／一般財団法人 地域創造基金みやぎ／一般社団法人 
MMIX Lab／一般社団法人 OPENJAPAN ／一般社団法人 SAVE IWATE 
／一般社団法人 SAVE TAKTA ／一般社団法人 チーム王冠／一般社団法人 
パーソナルサポートセンター／一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター／

笑顔プロジェクト／あさひプロボノ事務所／社会福祉法人足立区社会福祉協議会／
社会福祉法人荒川区社会福祉協議会／いたばし災害ボランティア会／いたばし総合
ボランティアセンター／かながわ避難者と共にあゆむ会／カルチュラル・ニュース日本支
局／きらきら星ネット／ぐんま暮らし応援会／コスモス会／じゃぁまいいかねっと・ふうあ
いママの会／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／上智社会福祉専門学校／ち
ば市民活動・市民事業サポートクラブ／社会福祉法人調布市社会福祉協議会／とち
ぎ暮らし応援会／とみおか子ども未来ネットワーク／西都保健生活協同組合／ニバル
レキレ† I amspecial! †／パルシステム生活協同組合連合会／ふうあいねっと／み
ちのくまほろば会／むさしのスマイル／わかば「お茶っこ」しよう会／一般社団法人ふくし
ま連携復興センター一般社団法人社会的包括サポートセンター一般社団法人東北圏
地域づくりコンソーシアム一歩会／岩手もりおか復興ステーション／宮城県東京事務所
／公益財団法人みちのく未来基金／広域避難者支援連絡会in 東京／社会福祉法
人荒川区社会福祉協議会／社会福祉法人狛江市社会福祉協議会／鷺宮都営住
宅自治会／市民キャビネット/ 災害支援団体ネットワーク／社会福祉法人小平市社会
福祉協議会／守りたい･子ども未来プロジェクト／小金井ボランティア・市民活動セン
ター／真如苑救援ボランティアSeRV ／震災がつなぐ全国ネットワーク／人の輪ネット
／成蹊大学ボランティア支援センター／生活協同組合パルシステム東京／社会福祉
法人西東京市社会福祉協議会／全国労働者共済生活協同組合連合会東日本事業
本部／全国労働者共済生活協同組合連合会本部／想い／早稲田大学総合人文科
学研究センター／足立区新田ふるさと会／中・福の会事務局（鷺ノ宮都営住宅）／社
会福祉法人中央共同募金会／中央区内の被災避難者を支援するシニアの会／中央
労働金庫／町屋6 丁目ミニサロン／島根県東京事務所しまね定住サテライト東京／東
雲の会／東京ボランティア・市民活動センター／東京災害ボランティアネットワーク／一
般社団法人東京都医療社会事業協会／社会福祉法人東京都社会福祉協議会／
東京都生活協同組合連合会／東京都生協連COOP 災害ボランティアネットワーク／
東京都総務局復興支援対策部都内避難者支援課／東京臨床心理士会3.11 震災
支援プロジェクト／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／東北の絆　
サロンFMI 会／ NPO 法人　日本国際ボランティアセンター／ NPO 法人こどもプロ
ジェクト／読売光と愛の事業団／認定NPO 法人日本NPO センター／日本社会事業
大学　社会事業研究所／公益社団法人日本社会福祉事業協会／日本生活協同組
合連合会／日本赤十字社救護福祉部／避難・支援ネットかながわ／百人町青空会
／社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会／復興ボランティア支援センターやま
がた／福玉便り編集委員会／福島県生活環境部避難者支援課／福島県被災者同
行会／立川・東日本大震災避難者を支援する会／大山自治会／社会福祉法人練
馬区社会福祉協議会ボランティア・地域福祉推進センター／浪江町役場生活支援課
千葉県駐在／獨協医科大学国際疫学研究室福島分室
九州2●一般社団法人市民ネット／ NPO 法人抱樸／東日本大震災復興支援～絆
～プロジェクトおおむた～／ NPO 法人ふくおかNPO センター／大分県ボランティア
市民活動センター／西九州大学／宮城県人会さが／うみがめのたまご～ 3.11 ネット
ワーク／ソカイネット／福島県人会「うつくしま、福島の会」／福島県避難者支援課
近畿2●滋賀県内避難者の会／ NPO 法人 しがＮＰＯセンター／一般社団法人 滋
賀県労働者福祉協議会／ NPO 法人 和（なごみ）／東日本大震災県外避難者西日
本連絡会（まるっと西日本）／社会福祉法人 大阪ボランティア協会／避難ママのお茶
ベリ会／ NPO 法人 全日本企業福祉協会／一般社団法人 産業カウンセラー協会
関西支部／クレオ大阪中央　総合相談課／公益財団法人 神戸YMCA ／県外ひ
なん者交流会ひょうご　ぷらっとホーム／ NPO 法人 市民活動センター神戸／べっこ
こMaMa ／神戸ぽけっとNet. ／兵庫県民主医療機関連合会／　社会福祉法人 
兵庫県社会福祉協議会／奈良県被災者の会／ NPO法人奈良NPO センター／ 
NPO 法人わかやまNPO センター／福島県大阪事務所／関西学院大学 復興制度
研究所／ NPO 法人えひめ311
北海道●うけいれ隊リフレッシュ託児／ NPO 法人大沼・駒ケ岳ふるさとづくりセン
ター／自治会　桜会／札幌弁護士会／東京大学大学院／函館・むすびば／ NPO 
法人北海道NPOサポートセンター／北海道NPO 被災者支援ネット／ NPO 法人北
海道NPO ファンド／一般社団法人北海道広域避難アシスト協会／公益財団法人 
北海道新聞社会福祉振興基金／北海道大学　大学院工学研究室／みちのく応援
団／みちのく会／みちのくキッズ／NPO 法人みみをすますプロジェクト／北海道総合
政策部地域づくり支援局地域政策課道外被災地支援グループ／札幌市市民まちづ
くり局　市民自治推進室　市民活動推進担当課／公益財団法人 みちのく未来基金
／広域避難者支援連絡会in 東京
第3 回広域避難者支援ミーティング全国版●みちのく会/ 一般社団法人 北海道
広域避難アシスト協会／北海道NPO サポートセンター／ NPO 法人あきたパートナー
シップ／ NPO 法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク／ NPO 法人 山形の公
益活動を応援する会・アミル／山形県避難者母の会／一般社団法人ふくしま連携復

の家／ NPO 法人ホームひなたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／認定NPO 法
人やまぼうし／ NPO 法人MM サポートセンター／公益社団法人青年海外協力協
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協会岩沼／一般社団法人BIGUP 石巻
福島●NPO 法人福島ライフエイド／かつらおむら村創造協議会／一般社団法人ふ
くしま会議／公益財団法人トヨタ財団／認定NPO 法人ふくしまＮＰＯネットワークセン
ター／おてんとＳＵＮ企業組合／小名浜ボランティアセンター／ NPO 法人3.11 被災
者を支援するいわき連絡協議会( みんぷく) ／シャプラニール「ぶらっとスペース」／ス
カイストア（サロン「ひだまり」）／豊間復興協議会／薄磯復興委員会／ NPO 法人都
市まちづくり研究会／三菱総研 福島県自主避難者情報支援事業／ NPO 法人福
島県有機農業ネットワーク／ＦｏＥジャパン／浪江二本松連携復興支援センター／ 
NPO 法人SORA アニマルシェルター／ＬＹＳＴＡ／福島県の児童養護施設の子ども
の健康を考える会／浪江きてほしいＴシャツプロジェクト／かーちゃんの力プロジェクト
／ NPO 法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO 法人コースター／田村市復興応
援隊／ NPO 法人元気になろう福島／楢葉町 宮里仮設自治会( 会津美里) ／コ
ミュニティ結ドットコム／まちづくり会津／ Tokyo Crazy Kawaii Project ／福島土
壌スクリーニング・プロジェクト／ふくしま地域活動団体サポートセンター／大熊町ふる
さと応援隊／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／一般社団法人ふくしま連携復興
センター／ NPO 法人シャローム／ YWCA ／カーロふくしま／南相馬いちばん星／
「ここふくマルシェ」実行委員会／ふくしま復興支援フォーラム／相双ボランティア／ 
Wendy ～ウェンディいわき～／ NPO 法人支え合う21 世紀の会／ NPO 法人昭
和横丁／福島移住女性支援ネットワーク(EIWAN) ／除染情報プラザ／ NPO 法
人寺子屋方丈舎／ NPO 法人風の谷委員会／ FUKU-FUKU プロジェクト／ 
NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／未来会議in いわき／社会福祉法
人福島県社会福祉協議会／フクシマ環境未来基地／社会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／社会福祉法人いわき市社会福祉協議会／ふたば商工株式会社／ 
NPO 法人ザ・ピープル／ NPO 法人まちづくりＮＰＯ新町なみえ／一般社団法人えこ
えね南相馬／キッチンガーデン協議会／ NPO 法人ＪＥＮ／ふくしまオーガニックフェ
スタ実行委員会／ NPO法人青空保育たけの子／子どもたちを放射能から守る福島
ネットワーク／ NPO 法人うつくしまＮＰＯネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事
業ネット／ NPO 法人TATAKIAGE Japan ／社会福祉法人大熊町社会福祉協
議会／ NPO 法人市民公益活動パートナーズ／ NPO 法人楢葉コンピュファーム／ 
NPO 法人福島県会津市民生活支援センター／一般社団法人Br idge  f o r  
Fukushima ／一般社団法人ならはみらい／生活協同組合コープふくしま／南相馬
市市民活動サポートセンター／ NPO 法人中之作プロジェクト／みんなのとなり組／
ふくしま心のケアセンター／相双に保健医療福祉システムを作る会／みんな共和国／ 
37 カフェ／認定NPO 法人フロンティア南相馬／大熊町復興支援員／認定NPO 
法人日本国際ボランティアセンター／小高ワーカーズベース／ NPO 法人ふくしま30 
年プロジェクト／ Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船の里／つ
ながっぺ南相馬／南相馬ダイアローグ／ NPO 法人ウェッブストーリー／防災団体
bousaring ／ふくしまオルガン堂下北沢／ふうあいネット／震災支援ネットワーク埼玉
／ひろしま避難者の会 アスチカ／ NPO 法人ふれあいネットまつど／東日本大震災・
山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／ NPO 法人おぢや元気プロジェクト／公益社
団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO 法人しんぐるまざぁふぉーらむ／原発
対話の会／アプリシエイトフクシマワーカーズ／夢ふたば人／なこそ復興プロジェクト
／社会福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ンター／川
内村N P O  協働センター／曹洞宗復興支援分室／  S M A R T C I T Y  
FUKUSHIMA MOVE ／東北支援学生団体 JoyStudy ／放射能測定センター・
南相馬（とどけ鳥）
■広域避難者支援ミーティング

東海2●NPO 法人KI プロジェクト／ NPO 法人いびがわミズみずエコステーション／
光の帯ネットワーク／岐阜キッズな( 絆) 支援室／ NPO 法人泉京・垂井／ＳＡＶＥＩＷ
ＡＴＥしずおか／ NPO 法人地域づくりサポートネット／はままつ東北交流館／社会福
祉法人静岡県社会福祉協議会／社会福祉法人浜松市社会福祉協議会／一般社
団法人aichikara ／おいでん福島っこ（新城）／生活協同組合コープあいち／社会福
祉法人愛知県社会福祉協議会／母子疎開ネットワーク「hahako」／支援ねっと＠みえ
きた／みえとも（311 みえネット）／社会福祉法人三重県社会福祉協議会／静岡県被
災者受入担当／ NPO 法人レスキューストックヤード
関東●一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会／福玉便り編集部／「広がれボラン
ティアの輪」連絡会議／ NPO 法人フォトボイスプロジェクト／ NPO 法人日本ヒマラヤ
ン・アドベンチャー・トラスト／ NPO 法人まちづくりぜぇね／ NPO 法人日本国際ボラン
ティアセンター／ NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会／ NPO 法人

イン311 ／公益財団法人さわやか福祉財団／ NPO 法人サンガ岩手／ NPO 法
人参画プランニング・いわて／ NPO 法人さんりくWELLNESS ／一般社団法人三
陸ひとつなぎ自然学校／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／一般社団
法人SAVE TAKATA ／公益社団法人助けあいジャパン／社会福祉法人田野
畑村社会福祉協議会／田野畑村復興対策課／社会福祉法人中央共同募金会／
つどい／ NPO 法人テラ・ルネッサンス／ NPO 法人遠野まごころネット／NPO 法
人遠野山里暮らしネットワーク／ NPO 法人難民を助ける会（AAR）／ NPO 法人
日本リザルツ／社会福祉法人野田村社会福祉協議会／ NPO 法人のんのりのだ
物語／株式会社パソナ／ NPO 法人母と子の虹の架け橋／ NPO 法人ハビタット・
フォー・ヒューマニティ・ジャパン／社会福祉法人洋野町社会福祉協議会／洋野町
特定課題対策室／社会福祉法人普代村社会福祉協議会／ NPO 法人ふれあ
いステーション・あい／まぁむたかた／ NPO 法人まちづくり・ぐるっとおおつち／松
原町町内会／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／ NPO 法人みやこラボ／
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会／やまだ復興応援隊／社会福祉法人山
田町社会福祉協議会／ゆいっこ花巻／ユースみやっこベース／ NPO 法人夢
ネット大船渡／陸前高田市仮設住宅連絡会／社会福祉法人陸前高田市社会福
祉協議会／陸前高田市被災者支援室／ NPO 法人陸前高田八起プロジェクト
／陸前高田まちづくり協働センター／ワーカーズコープ／ NPO 法人和と輪会／
一般社団法人和RING-PROJECT ／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／
岩手大学三陸復興推進機構／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／大船渡
市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／ NPO 法人東北開墾／陸前
高田まちづくり協働センター
宮城●亘理町復興語り部の会／ NPO 法人亘理いちごっこ／雄勝町の雄勝地区を
考える会／門脇ハウス／社会福祉法人名取市社会福祉協議会／ NPO 法人暮らし
づくりネットワーク北芝／株式会社博報堂／ NPO 法人日本冒険遊び場づくり協会／ 
NPO 法人日本国際ボランティアセンター(JVC) ／ NPO 法人日本ファシリテーション協
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／中核支えあいセンター／中央労働金庫／認定NPO 法人地
星社／ NPO 法人地球のステージ／公益財団法人地域創造基金みやぎ／社会福
祉法人太白区社会福祉協議会／多賀城市市民活動サポートセンター／ NPO 法人
全国移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サポートセンター
（CLC) ／仙台中央タクシー株式会社／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社
会福祉法人石巻市社会福祉協議会／
石巻仮設住宅自治連合推進会／神戸市／ NPO 法人神戸まちづくり研究所／社会
福祉法人七ヶ浜町社会福祉協議会／七ヶ浜ビーチフェスティバル実行委員会／支
援者のための支援センター TOMONY ／阪神・淡路大震災記念 人と防災未来セ
ンター／荒浜再生を願う会／公益財団法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／宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団法人気仙
沼復興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援センター／社会福祉法人岩沼市社会
福祉協議会／ NPO 法人応援のしっぽ／ NPO 法人移動支援Rera ／ NPO 法
人レスキューストックヤード／ユースサポートカレッジ石巻NOTE ／一般社団法人みら
いサポート石巻／みやぎ連携復興センター／みやぎ生活協同組合／宮城県震災復
興推進課／認定NPO 法人まち・コミュニケーション／一般社団法人ボランティアス
テーションin 気仙沼／一般社団法人ふらっとーほく／グリーンベルトプロジェクト／復
興庁宮城復興局／ NPO 法人ピースジャム／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国際ボランティ
ア会（SVA）／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人シーズ= 
市民活動を支える制度をつくる会／ NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸／
からくわ丸／NPO 法人ガーネットみやぎ／ NPO 法人ウィメンズアイ／一般社団法人
WATALIS ／ 1％（ワンパーセント）クラブ／亘理町社会福祉協議会／亘理・曹洞
宗／連合宮城石巻地区協議会／ゆりあげ港朝市協同組合／山元の未来への種ま
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協議会／南蒲生復興部／ひまわりキッズ／東松島
復興協議会／社会福祉法人東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／ NPO 法人せんだいファミ
リーサポート・ネットワーク／ NPO 法人せんだい・みやぎNPO センター／山元町共同
作業所（工房地球村）／気仙沼NGP/NPO 連絡会／傾聴の会／岩沼市被災者生
活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市市民活動支援センター／岩沼みんな

（宮城県サポートセンター支援事務所）／菊田忠衞 氏（ボランティアステーションin 気
仙沼）／社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会／気仙沼NPO/NGO 連絡会／
みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／社会福祉法
人 宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所／ NPO 法人 日
本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ／気仙沼市／宮城県／復興庁
宮城復興局　
第9 回 現地会議 in 福島●須賀明弘氏（福島県企画調整部避難地域復興局生活
拠点課）／斉藤知道氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会 地域福祉課）／山
中桂子氏（社会福祉法人いわき市社会福祉協議会 生活支援相談員）／渡部千惠
子氏・本田紀生氏（大熊町ふるさと応援隊）／藤田大氏（ふたば商工株式会社）／
猪瀬絢子氏（NPO 法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会）／一般社団法
人ふくしま連携復興センター／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会／ NPO 
法人うつくしまNPO ネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 
法人 メディアージ／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 福島
県社会福祉協議会／いわき産業創造館
第10 回 現地会議 in 福島●赤池孝行氏（NPO 法人3.11 被災者を支援するいわ
き連絡協議会）／関靖男氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会地域福祉課）／
佐藤清彦氏（社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会地域福祉課）／米倉一磨氏
（相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会）／小畑瓊子氏（南相馬市
市民活動サポートセンター）／南相馬市市民活動サポートセンター／一般社団法人
ふくしま連携復興センター／ NPO 法人うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人メ
ディアージ／社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会／社会福祉法人福島県社会
福祉協議会／南相馬市民情報交流センター
第11 回 現地会議 in 宮城●新妻一典氏（社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議
会）／沢田　充氏（社会福祉法人 名取市社会福祉協議会）／佐藤寛子氏（社会福
祉法人 亘理町社会福祉協議会）／高橋和子氏（社会福祉法人 山元町社会福祉
協議会）／山下弘彦氏（日野ボランティア・ネットワーク）／阿部結悟氏（山元の未来へ
の種まき会議）／若山陽子氏（名取交流センター）／青木淳氏（公益社団法人 青年
海外協力協会 里の杜サポートセンター）／佐藤正乗氏（曹洞宗 東日本大震災 災害
対策本部 復興支援室分室）／社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会／社会福祉
法人名取市社会福祉協議会／社会福祉法人亘理町社会福祉協議会／社会福祉
法人山元町社会福祉協議会／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／山元の未来への種まき会議／宮城県サポートセンター支援事務
所／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／ NPO 法人日本ファシリテーション協
会／ NPO法人 メディアージ／岩沼市／復興庁宮城復興局
第11 回 現地会議 in 岩手●三井俊介氏（NPO 法人SET）／
加藤拓馬氏（からくわ丸）／横田親氏（丹波市市議会議員）／ NPO 法人アットマー
クリアスNPO サポートセンター／大船渡市市民活動支援センター／陸前高田まちづく
り協働センター／東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／ NPO 法人いわて連
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／NPO 法人メディアー
ジ／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／大船渡市民文化会館リアスホール

■第３回 全体ミーティング

岩手●認定NPO 法人アムダ／ NPO 法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン
／ NPO法人ETIC. ／公益財団法人国際開発救援財団／ FM ねまらいん／認定
NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人国境なき子どもたち／ RCF イ
ノベーション東北／一般社団法人SAVE IWATE ／ NPO 法人SET ／公益社団
法人シャンティ国際ボランティア会／独立行政法人都市再生機構／あすからのくらし
相談室・宮古／ NPO 法人アットマークリアスNPO サポートセンター／一般社団法人
子どものエンパワメントいわて／社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会／岩泉町復
興課／社会福祉法人岩手県社会福祉協議会／岩手大学三陸復興推進機構／ヴィ
ヴレ・ママン／うましか／ NPO 法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA 
／社会福祉法人大槌町社会福祉協議会／大槌町商工観光課／大槌町復興局／
大船渡共生まちづくりの会／大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援セン
ター／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会／大船渡市地域福祉課／大船渡
市復興局／大船渡地域振興センター／尾崎100 年学舎／一般社団法人おらが大
槌夢広場／かけあしの会／認定NPO 法人カタリバ／ NPO 法人神奈川災害ボラン
ティアネットワーク／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／釡石市地域づくり推進
課／ NPO法人かまいしリンク／からくわ丸／ NPO 法人カリタス釡石／公益社団法
人共生地域創造財団／ NPO 法人吉里吉里国／吉里吉里地域復興協議会／社
会福祉法人久慈市社会福祉協議会／ NPO 法人こそだてシップ／ NPO 法人桜ラ

一般社団法人 ひと・企業未来創造リンク／一般社団法人 ふくしま会議／一般社団
法人 ふくしま連携復興センター／一般社団法人 ふらっとーほく／一般社団法人 ボラ
ンティアステーションin気仙沼／一般社団法人 みらいサポート石巻／一般社団法人 
ワカツク／一般社団法人 鵜住居まちづくりセンター／一般社団法人 気仙沼鹿折復
幸マルシェ／一般社団法人 気仙沼復興協会／一般社団法人 社会的包摂サポート
センター／一般社団法人 全国心理業連合会／一般社団法人 東松島復興協議会
／一般社団法人 日本カーシェアリング協会／一般社団法人 和 RING-PROJECT 
／華為技術日本 株式会社／株式会社 ジャパンクリエイト／株式会社 ジャパンリカバ
リー／株式会社 リベスト／株式会社 釜石ヒカリフーズ／株式会社 陸前高田手焼き
せんべい／気楽会／気仙沼NPO/NGO 連絡会／気仙沼プラス事務局／気仙沼
市／公益財団法人 さわやか福祉財団／公益財団法人 みちのく未来基金／公益財
団法人 日本ユニセフ協会／公益社団法人シャンティ国際ボランティア会／公益社団
法人 日本フィランソロピー協会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／在宅・
みなし支援者ネットワーク／三井住友海上火災保険 株式会社／三陸ひとつなぎ自然
学校／志津川中学校仮設自治会／志津川復興支援団／社会福祉法人 山元町社
会福祉協議会／社会福祉法人 石巻市社会福祉協議会／社会福祉法人 仙台市
社会福祉協議会／社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会／社会福祉法人 中
央共同募金会／社会福祉法人 楢葉町社会福祉協議会／社会福祉法人 福島県
社会福祉協議会／社団法人 おがるスターズ／女川おちゃっこクラブ／女川町復興
サポート REALeYE ／小渕浜通信／心のさろん／石巻医療圏 健康・生活復興協
議会／石巻仮設住宅自治連合会／全国訪問ボランティアナースの会 キャンナス／
大船渡市役所／大畠青果／地星社／東松島青年有志会 インパルス／東北フュー
チャーネットワーク／南三陸 de お買い物／南三陸ネイチャーセンター友の会／南三
陸ふっこう青年会／南三陸復興ダコの会／南相馬市小高地区の農業・生活再建支
援の会／日本セルチャーチ宣教ネットワーク／認定NPO 法人 100 万人のふるさと回
帰・循環運動推進・支援センター／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定
NPO法人 シャプラニール= 市民による海外協力の会／認定NPO 法人 日本NPO 
センター／被災者をNPO とつないで支える合同プロジェクト（つなプロ）／復興まちづ
くり推進力！ラムズ／復興支援団体 プラスネオ／福島県生活協同組合連合会／法テ
ラス東松島／万石浦漁業協同組合／民宿あたご荘／有限会社 大久保工業／陸
前高田市／陸前高田市仮設住宅連絡会／陸前高田市復興サポートステーション／
陸前高田未来商店街
■広域避難者支援活動

東海●青木佳史氏（大阪弁護士会）／佐藤大氏（NPO 団体 はままつ東北交流館）
／井川景子氏（ゆるりっと会）／瀧川裕康氏（愛知県被災者支援センター）／向井忍
氏（愛知県被災者支援センター、コープあいち参与）／岡田晴道氏（愛知県 防災局 
災害対策課）／馬路充江氏（福島原発事故損害賠償 愛知弁護団）／仲本利子氏
（中央共同募金会企画広報部）／石山和仁 氏（福島県 避難者支援課）／鈴木まり
子氏（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）／愛知県被災者支援センター／ NPO 
法人 ぎふNPO センター／社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会／社会福祉法人 
浜松市社会福祉協議会／東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや／み
え災害ボランティア支援センター／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会近畿●二
宮毅行氏（生きがいしごとサポートセンター 阪神南）／井出のり子氏（滋賀県労働者
福祉協議会 くらしのサポートセンターしが）／影浦弘司氏（大阪ボランティア協会 企
業市民活動推進センター 事務局）／高橋周介氏（奈良県被災者の会）／関嘉寛氏
（関西学院大学 准教授）／青木佳史氏（大阪弁護士会）／武井共子氏（社会福祉
法人 中央共同募金会）／石山和仁氏（福島県 避難者支援課）／杉村郁雄氏
（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）／近畿ろうきん／近畿ろうきんNPO パート
ナーシップ制度／全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済） 大阪府本部／
大阪府下避難者支援団体等連絡協議会／関西学院大学 災害復興制度研究所／
大阪労働者福祉協議会／ひょうごボランタリープラザ／ NPO 法人 京都災害ボラン
ティアネット／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 全国社会福
祉協議会
山形●稲垣文彦氏（社団法人 中越防災安全推進機構 復興デザインセンター）／佐
藤多紀子氏（NPO 法人 にこっと）／高橋裕子氏（フクシマの子どもの未来を守る家）
／井上肇氏（ボランティア山形）／千川原公彦氏（復興ボランティア支援センターやま
がた）／渡邉陽氏（社会福祉法人 山形県社会福祉協議会）／福田健治氏（福島の
子どもたちを守る法律家ネットワーク・SAFLAN）／城千聡氏（社
会福祉法人 中央共同募金会）／田澤好一氏（福島県 避難者支援課）／飯島邦子
氏（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）復興ボランティア支援センターやまがた／
山形県 企画振興部 県民文化課 県民活動プロスポーツ支援室／山形市／米沢市

／社会福祉法人 山形県社会福祉協議会／最上の元氣研究所・VC を支援する会
／ NPO 法人 ぼらんたす／NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 
全国社会福祉協議会
四国●間章氏（高知ボランティア・NPO センター）／渡部寛志氏（NPO 法人 えひめ
311）／渡辺さと子氏（福島の子どもたち 香川へおいでプロジェクト事務局）／島博司
氏（とくしま母子疎開の会支援グループ）／中須雅治氏（近畿ろうきん地域共生部）／
向井忍氏（愛知県被災者支援センター）／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／
有限会社 テレーザ
中国●大塚愛氏（子ども未来・愛ネットワーク）／三浦綾氏（ひろしま避難者の会「アス
チカ」）／福井正樹氏（とっとり震災支援連絡協議会）／向井忍氏（愛知県被災者支
援センター）／鈴川千賀子氏（広島市被災者支援ボランティア本部）／大城聡氏（福
島の子どもたちを守る法律家ネットワーク・SAFLAN）／武井共子氏（社会福祉法人 
中央共同募金会）／飯島邦子氏（NPO 法人 日本ファシリテーション協会）／広島市
被災者支援ボランティア本部／ NPO 法人 ひろしまNPO センター／ NPO 法人 岡
山NPO センター／やまぐち県民活動支援センター／公益財団法人ふるさと島根定住
財団／鳥取NPO 経営会議／ NPO 法人 ANTHiroshima／子ども未来・愛ネット
ワーク／とっとり震災支援連絡協議会／ひろボラネット／ NPO 法人 日本ファシリテー
ション協会／社会福祉法人 全国社会福祉協議会／中国労働金庫
九州●東日本大震災被災者支援 ふくおか市民ネットワーク／絆プロジェクト北九州会
議／東日本大震災復興支援～絆～プロジェクトおおむた／佐賀から元気を送ろうキャ
ンペーン／長崎ソカイネットワーク／次の暮らしをつくるローカルメディア ３／大分県ボ
ランティア・市民活動センター／うみがめのたまご －3.11 ネットワーク－／ママトコかご
しま／ NPO 法人 ひろしまNPO センター／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会
／ NPO 法人 メディアージ
東京●社会福祉法人 荒川区社会福祉協議会／公益財団法人 さわやか福祉財団
／一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会／東雲の会／東京災害ボランティアネッ
トワーク／災害復興まちづくり支援機構／社会福祉法人 中央共同募金会／ NPO 法
人 日本ファシリテーション協会／広域避難者支援連絡会 in 東京準備会／震災がつ
なぐ全国ネットワーク×日本財団ROAD プロジェクト／東京ボランティア・市民活動セン
ター／とみおか子ども未来ネットワーク／福島県被災者同行会／人の輪ネット／ NPO 
法人 メディアージ／社会福祉法人 全国社会福祉協議会
北信越●全国広域避難当事者ネットワーク／NPO 法人 新潟NPO 協会／とやま
311ネット／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会
活動実態調査●NPO 活動交流センター／あいちNPO 交流プラザ／ NPO 法人 
あきたパートナーシップ／ NPO 法人 旭川NPO サポートセンター／ NPO 法人 有
田町どっとこむ／安城市民活動センター／伊勢原市 市民生活部 市民協働課／い
ちのせき市民活動センター／ NPO 法人 磐田まちづくりネットワーク／大分市市民活
動・消費生活センター／岡山県ボランティア・NPO 活動支援センター／小山市ボラン
ティア支援センター／かごしま県民交流センター／春日井市市民活動支援センター／
関西学院大学 災害復興制度研究所／県民ボランティア活動支援センター／子ども
たちを放射能から守る全国ネットワーク／子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク
／認定NPO 法人 市民活動センター神戸／社会福祉法人 全国社会福祉協議会
／茅ヶ崎市民活動サポートセンター／社会福祉法人 中央共同募金会／とちぎ市民
活動推進センターくらら／長野NPO センター／長野県 県民協働・NPO 課／認定
NPO 法人 日本NPOセンター／公益財団法人 日本YMCA 同盟／日本生活協同
組合連合会／八王子市市民活動支援センター／福岡県NPO・ボランティアセンター
／福島市市民活動サポートセンター／ふじのくにNPO活動センター／ふじみ野市立
市民活動支援センター／公益財団法人 ふるさと島根定住財団／北海道NPO 被災
者支援ネット／前橋市市民活動支援センター／ NPO 法人 まち創り／松阪市市民
活動センター／まつやまNPO サポートセンター／三鷹市市民協働センター／わかやま
NPO センター
関係者会議●関西学院大学 災害復興制度研究所／田並尚恵氏（川崎医療福祉
大学 医療福祉学部 医療福祉学科 准教授）／河崎健一郎氏（福島の子どもたちを
守る法律家ネットワーク・SAFLAN）／水沢泰正氏（新潟県 県民生活・環境部 震災
復興支援課）／高橋征仁氏（山口大学 人文学部人文社会学科 社会学講座）／栗
林令子氏（東京保険医協会 研究部担当事務局）／山中茂樹氏（関西学院大学 災
害復興制度研究所）／玉川啓氏（浪江町 復興推進課）
■後方支援活動　

関連省庁との連携●復興庁・内閣府・厚生労働省・国土交通省　企業等との連携
●中央労働金庫／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／１％（ワンパーセント）
クラブ／一般社団法人 経団連事業サービス／株式会社電通／一般社団法人汐留

地区街づくり連合協議会／日本たばこ産業 株式会社／ジェイティ物流 株式会社／
日本アイ・ビー・エム株式会社／株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ／旭化成グループ／
パナソニック 株式会社／三菱自動車工業 株式会社／日産自動車 株式会社／三井
化学 株式会社／花王 株式会社／日清製粉グループ／富士通 株式会社／株式会
社 損害保険ジャパン／住友三井オートサービス 株式会社／アビームコンサルティン
グ 株式会社／ＳＭＢＣ日興証券 株式会社／株式会社 資生堂／株式会社 電通
テック／三菱地所 株式会社／株式会社日立ハイテクノロジーズ／株式会社 日立製
作所／日立コンピュータ機器 株式会社／幸洋商事 株式会社／法政大学／清泉
YMCA／わたしの図書館 ミルキーウェイ／「広がれボランティアの輪」連絡会議／
NPO 法人 NPO 事業サポートセンター／認定NPO 法人 国際協力NGO センター
／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／ NPO法人 
レスキューストックヤード／ NPO法人 国際ボランティア学生協会／日本テレビ放送網
株式会社／東京都 交通局／復興庁

情報の収集と発信●大野沙知子／藤田ゆうき／志賀慶一／株式会社 電通／株
式会社 博報堂／シックス・アパート 株式会社／ソフトバンクテレコム 株式会社／ 
NPO 法人 メディアージ／認定NPO 法人 国際協力NGOセンター／おおつちさい
がいエフエム／一般社団法人 共同通信社／株式会社IBC 岩手放送／株式会社 
エフエム岩手／株式会社 ケーブルテレビ山形／株式会社 テレビユー山形／株式
会社 テレビ愛媛／株式会社 テレビ新広島／株式会社フジテレビジョン／株式会社 
リエゾンパブリッシング／株式会社 河北新報社／株式会社 岩手めんこいテレビ／
株式会社 金曜日／株式会社 山陰中央新報社／株式会社 山形テレビ／株式会社 
山形新聞社／株式会社 時事通信社／株式会社 新潟日報社／株式会社 神戸新
聞社／株式会社 中国新聞社／株式会社 中日新聞社／株式会社 朝日新聞社／
株式会社東海新報社／株式会社 読売新聞グループ本社／株式会社 日本経済新
聞社／株式会社 福祉新聞社／株式会社 福島中央テレビ／株式会社 福島民報
社／株式会社 毎日新聞社／株式会社 岩手日報社／公明党 公明新聞／中京テレ
ビ放送 株式会社／日本テレビ放送網 株式会社／日本放送協会／福島民友新聞
社 株式会社／有限会社 盛岡タイムス社／讀賣テレビ放送 株式会社

■被災地支援活動

第10 回 現地会議 in 岩手●鹿野順一 氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）
／東洋平 氏（認定NPO 法人 国境なき子どもたち 岩手事務所）／大野覚 氏（認定
NPO 法人 茨城NPO センター・コモンズ）／尾上昌毅 氏（NPO 法人 日本ファシリ
テーション協会）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディ

アージ／ブランニュー北上　
第10 回 現地会議 in 宮城●牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏
（宮城県サポートセンター支援事務所）／鈴木美紀 氏（社会福祉法人 気仙沼市社
会福祉協議会）／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）／齋藤
貴恵 氏（社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会）／塚本卓 氏（NPO 法人 気
仙沼まちづくり支援センター）／牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏

興センター／ふうあいねっと／福玉便り編集委員会／ NPO法人ちば市民活動・市民
事業サポートクラブ／広域避難者支援連絡会in 東京／ NPO 法人とみおか子ども
未来ネットワーク／東京医療ネットワーク支援センター／東雲会／かながわ避難者と共
にあゆむ会／ぐんま暮らし応援会／とちぎ暮らし応援会／東日本大震災・山梨県内避
難者と支援者を結ぶ会／一般社団法人FLIP ／愛知県被災者支援センター／ 
NPO 法人泉京・垂井／みえとも（311 みえネット）／滋賀県内避難者の会／一般社
団法人みんなの手／ NPO 法人 和／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日
本連絡会／奈良県避難者の会／わかやま避難者のWA ／とっとり震災支援連絡協
議会／311ご縁つなぎネットワーク　わっかラボしまね／うけいれネットワークほっと岡山
／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ NPO 法人福島の子どもたち香川へおいでプロ
ジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／一般社団法人 市民ネット／『うみがめのたまご』
～ 3.11 ネットワーク～／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／大熊町復興支援員
／双葉町復興支援員（ふたさぽ）／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／認定NPO 法人日本NPO センター／関西学院大学災害復興制度研
究所／社会福祉法人中央共同募金会／福島県避難者支援課
■ネットワーク推進会議

第１回●とみおか子ども未来ネットワーク／うけいれネットワークほっと岡山／公益社団法
人中越安全防災推進機構／広域避難者支援連絡会in 東京／福島県庁避難者支援
課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／社会福祉法人全国社会
福祉協議会
第２回●とみおか子ども未来ネットワーク／公益社団法人中越安全防災推進機構／福
島県庁避難者支援課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN） ／社会
福祉法人全国社会福祉協議会／うけいれネットワークほっと岡山／広域避難者支援連
絡会in 東京
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第３回●NPO 法人 ウェッブストーリー／世界に繋げる魔法の
輪／ NPO 法人 全国移動サービスネットワーク／一般社団法人 チーム王冠／どろん
こキャラバン☆たんば／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／福岡県民主医療機
関連合会／ NPO 法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 ボ
ランティア活動推進国際協議会 日本／ NPO 法人 街づくり支援協会／復興庁（ボラ
ンティア・公益的民間連携班／法制班／被災者支援班）文部科学省（スポーツ・青少
年局 青少年課）厚生労働省（官房総務課／雇用均等・児童家庭局／社会・援護局 
地域福祉課／老健局 振興課）国土交通省（道路局 高速道路課／自動車局 旅客
課）環境省（環境保健部）農林水産省（農村振興局 農村政策部都市農村交流課 都
市農業室）NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／認定NPO 法人 
ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター
第４回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）要配慮者担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（生涯学習
政策局 生涯学習推進課／スポーツ・青少年局 青少年課）／厚生労働省／国土交
通省／環境省／消防庁／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／認定
NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター／日本生
活協同組合連合会／公益財団法人 日本YMCA 同盟／いわて障がい福祉復興支
援センター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
第５回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）被災者行政担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（スポーツ・青
少年局 青少年課）／厚生労働省（職業安定局 地域雇用対策室／雇用均等・児童
家庭局／社会・援護局 地域福祉課／老健局）／経済産業省（地域資源産業室）／
環境省（総合環境政策局 環境保健部 放射線健康管理担当参事官室）／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／認定NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO セン
ター／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／一般
社団法人 ユニバーサル志縁社会創造センター／いわて障がい福祉復興支援セン
ター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
■Walk with 東北プロジェクト

株式会社電通／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／株式会社 博報堂／ 1%
（ワンパーセント）クラブ／チームともす東北／中央労働金庫／社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／西荻デザイン／ふうせん
／寿交通株式会社／多賀城市 地域活動支援センター「コスモスホール」／みちのく会
／有限会社 ローカルプランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■東北応援ビレッジ2014

いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会／ NPO 法人いわて連携復興セ
ンター／ Walk with 東北 実行委員会／株式会社ＮＴＴデータ／大船渡水産振
興センター／花王カスタマーマーケティング株式会社／花王株式会社／株式会社ク
ライトレーベル／有限会社クリエーターゼロ／気仙沼市／郡山市／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議（支援 P）／株式会社資生堂／ JAL グループ／住商機
電貿易株式会社／住友商事株式会社／セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン遠野事務
所／株式会社損害保険ジャパン／株式会社ダイナックス都市環境研究所／地域活
動支援センター「コスモスホール」／中央労働金庫／株式会社電通／東京駅周辺
防災隣組／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
／日本航空株式会社／日本生活協同組合連合会／ NPO 法人日本セルプセンター
／日本たばこ産業株式会社／公益財団法人日本 YMCA同盟／株式会社博報堂
／東松島市／「広がれボランティアの輪」連絡会議／福島県会津振興局／福島県
観光交流課／一般社団法人福島市観光コンベンション協会／復興庁／みちのく会
／三井住友海上火災保険株式会社／三菱地所株式会社／三菱地所プロパティマ
ネジメント株式会社／三菱自動車工業株式会社／三菱電機株式会社／ NPO 法
人みやぎセルプ協働受注センター／宮古市／山田町子どもまちづくりクラブ／ルーデ
ンス株式会社／有限会社 ローカルプランニング／ 1%（ワンパーセント）クラブ
■東北これから会議2015

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／「広がれボランティアの輪」連絡会議
／復興庁／ 1%（ワンパーセント）クラブ／三菱地所プロパティマネジメント株式会社
／ルーデンス株式会社／株式会社ダスキン／ kameyama Candle house ／東京
駅周辺防災隣組／株式会社東京国際フォーラム／株式会社 博報堂／株式会社 
博報堂プロダクツ／株式会社博報堂DY トータルサポート／チームともす東北／新井
川美千枝氏（富岡町立富岡第一小学校 校長）／吉田隆見氏（富岡町立富岡第一
中学校 校長）／今宿裕昭氏（一般社団法人ウェブベルマーク協会 常務理事）／石
井布紀子氏（NPO 法人さくらネット 代表理事）／三浦英和氏（一般社団法人大船
渡青年会議所 理事長）／佐々木美貴子氏・新沼恵美子氏（大船渡市市民活動支
援センター）／加村真美氏（東北これからアンバサダー）／大本雄一氏（公益社団法
人日本青年会議所の真の復興委員会委員長）／二瓶明美氏（南蒲生町内会復興
部）／佐々木秀之氏（せんだい・みやぎNPO センター／南蒲生住民）／早坂まき子
氏（ローカルドリームプロダクション）／渡瀬あつ子／Quinka,with a Yawn
■情報の収集と発信

大野沙知子／シブヤグラフ（事務局運営・ウェブサイト制作）／株式会社 電通（広報
デザイン）／西荻デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報堂（広報プランニング・
制作）／ふうせん（ウェブサーバー管理）／ yukikazet（JCN レポート編集）／ハリウ
コミュニケーションズ株式会社／ NPO 法人メディアージ／日本放送協会／一般社団
法人 共同通信社／フォーチュン宮城編集部／株式会社東日本放送／北海道新聞
社／三陸新報社／東海新報社／東洋経済新報社／岩手日日新聞社／福島民友
新聞社／有限会社いまあじゅ／福島民報社／読売新聞東京本社／日本経済新聞
社／朝日新聞社／株式会社 福島放送／株式会社いわき市民コミュニティ放送

ア活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO法人 
メディアージ
第８回 現地会議 in 福島●岩崎大樹氏（NPO 法人 コースター）／蛭川靖弘氏
（NPO 法人まちづくり喜多方）／近藤能之氏（みんな共和国）／戸田光司氏（一般社
団法人 みんな未来センター）／長谷川秀雄氏（NPO 法人 3.11 被災者を支援するい
わき連絡協議会）／志田篤氏（NPO 法人昭和横丁）／深田俊雄氏（NPO 法人 ふく
しまNPO ネットワークセンター）／丹波史紀氏（一般社団法人 ふくしま連携復興セン
ター）／ NPO 法人 うつくしまNPO ネットワーク／一般社団法人 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／ NPO 法人 日本ファシリテー
ション協会／認定NPO 法人 国際協力NGO センター（JANIC）／ NPO 法人 メディ
アージ／社会福祉法人 福島県社会福祉協議会
第９回 現地会議 in 岩手●坪井七夫氏（独立行政法人 福祉医療機構 助成事業
部 助成計画課）／明城徹也氏（認定NPO 法人 ジャパン・プラットフォーム 国内事業
部）／阿部陽一郎氏（社会福祉法人 中央共同募金会 企画広報部）／鹿野順一氏
（NPO 法人 いわて連携復興センター）／井岡仁志氏（社会福祉法人 高島市社会福
祉協議会 地域福祉課）／阿部知幸氏（もりおか復興支援センター）／安藤周治氏（ 
NPO法人 ひろしまね）／酒井聖文氏（ おっちラボ事務局）／ NPO 法人 いわて連携
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／ NPO 法人 メディアージ
■地域駐在員団体訪問活動

「山元の未来への種まき会議」事務局／ 3.11 ルワンダふくしまプロジェクト実行委員
会／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会（みんぷく）／ 3 人が笑顔で伝える
戸倉めぐり／ AmeriCares ／ CCMN 東北チーム／ CRMS 市民放射能測定所
／ FM ねまらいん／ NPO 法人 ＠リアスNPO サポートセンター／NPO 法人 
ETIC. ／ NPO 法人 NPO 笑顔のお手伝い／ NPO 法人 カリタス釜石／ NPO 
法人 こそだてシップ／ NPO 法人 さんさんの会／ NPO 法人 ハビタット・フォー・
ヒューマニティ・ジャパン／ NPO 法人 み・らいず／ NPO 法人 移動支援 Rera ／ 
NPO 法人 応援のしっぽ／ NPO 法人 桜ライン311／ NPO 法人 市民公益活動
パートナーズ／ NPO 法人 相双NPO センター／ NPO 法人 夢ネット大船渡／ 
NPO 法人 陸前たがだ八起プロジェクト／ NPO 法人 亘理いちごっこ／NPO 法
人「居場所」創造プロジェクト／ NPO 法人FUKUSHIMA いのちの水／ NPO 法
人JAPANHOPE ／ NPO 法人JEN 石巻／ NPO 法人SET ／ NPO 法人あす
わ／ NPO 法人いわき緊急サポートセンター／ NPO 法人いわてNPO － NET サ
ポート／ NPO 法人ウェッブストーリー／ NPO 法人うつくしまNPO ネットワーク／ 
NPO 法人ガーネットみやぎ／ NPO 法人グリーンバレー／ NPO 法人そのつ森／ 
NPO 法人テラ・ルネッサンス／NPO 法人ネットワークオレンジ ／ NPO 法人はらま
ちクラブ／ NPO 法人ビーンズふくしま／ NPO 法人ふくしまNPO ネットワークセン
ター／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／ NPO 法人まちづくりNPO 新町なみえ
／ NPO 法人まちづくり喜多方／ NPO 法人みちのくふる里ネットワーク／ NPO 法
人ゆうきの里東和 ふるさとづくり協議会／ NPO法人レスキューストックヤード／ 
NPO 法人ワールド・ビジョン・ジャパン／ NPO 法人遠野まごころネット／ NPO 法人
元気になろう福島／ NPO 法人三陸情報局／ NPO 法人昭和横丁／ NPO 法人
障碍児と共に歩む会／ NPO 法人川内村NPO 協働センター／ NPO法人川内村
NPO 協働センター／ NPO 法人地球のステージ／ NPO 法人地星社／ NPO法
人東北開墾／ NPO 法人日本ファシリテーション協会災害復興支援室／ NPO 法

■被災地支援活動

第６回 現地会議 in 福島●近藤能之氏（走れ南相馬）／原澤慶太郎氏（南相馬市
立総合病院 内科）／田村早人氏（社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会）／後
藤麻理子氏（NPO 法人日本ボランティアコーディネーター協会）／吉田恵美子氏（い
わきおてんとSUN 企業組合）／菅野孝明氏（浪江町ふるさと再生課）／一般社団法
人ふくしま連携復興センター／ NPO 法人うつくしまNPO ネットワーク／災害ボラン
ティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／認定
NPO 法人国際協力NGO センター／ NPO 法人メディアージ／社会福祉法人福島
県社会福祉協議會
第７回 現地会議 in 岩手●釘子明氏（陸前高田被災地語り部・くぎこ屋）／瀬浪仁
志氏（公益社団法人 助けあいジャパン）／菊池真吾氏（NPO法人さんさんの会）／
船橋和花氏（認定NPO法人難民支援協会）／大桐啓三氏（いわてゆいっこ花巻）／
小國晃也氏（大槌町 復興局 復興推進課 事業推進班）／ NPO 法人 いわて連携
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／ NPO 法人メディアージ
第７回 現地会議 in 宮城●阿部憲子氏（南三陸ホテル観洋）／小野寺寛氏（すば
らしい歌津をつくる協議会）／渡部慶太氏（NPO 法人 石巻復興支援ネットワーク 事
務局）／宮定章氏（NPO 法人 まち・コミュニケーション）／渡辺裕伸氏（農事組合法
人 ファーム田麦山）／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェ
クト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ
第７回 現地会議 in 福島●山口巴氏（NPO 法人 うつくしまNPO ネットワーク）／鈴
木康氏（社会福祉法人 会津若松市社会福祉協議会）／蛭川靖弘氏（NPO 法人ま
ちづくり喜多方）／稲村久美氏（株式会社 まちづくり会津）／蛭川靖弘氏（NPO 法
人まちづくり喜多方　代表理事）／菅野雅弘氏（葛尾村 総務課 復興対策係長）／
尾崎嘉洋氏（NPO 法人 苧麻倶楽部 事務局長）／徳田 太郎氏（NPO 法人 日本
ファシリテーション協会）／ NPO 法人 うつくしまNPOネットワーク／一般社団法人 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／ NPO 法人 
日本ファシリテーション協会／認定NPO 法人 国際協力NGO センター（JANIC）／ 
NPO 法人 メディアージ
第８回 現地会議 in 岩手●佐野淳氏（岩手県復興局生活再建課 総括課長）／小
川理子氏（パナソニック 株式会社　CSR・社会文化グループ）／武井伸夫氏（株式
会社 パソナ　復興支援担当）／瀬川典男氏（株式会社 川徳　営業企画部）／森
由美氏（SCSK 株式会社　CSR 推進部 部長）／小川理子氏（パナソニック 株式会
社　CSR・社会文化グループ）／武井伸夫氏（株式会社 パソナ復興支援担当）／瀬
川典男氏（株式会社 川徳　営業企画部）／森由美氏（SCSK 株式会社　CSR 推
進部 部長）／鹿野順一氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）／ NPO 法人 い
わて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／NPO 法人 メ
ディアージ
第８回 現地会議 in 宮城●高橋伸明氏（岩沼市 建設部 復興整備課）／丸山正
氏（復興庁 宮城復興局）／須藤美代子氏（社会福祉法人 南三陸町社会福祉協
議会 被災者生活支援センター）／中川勝義氏（玉浦西地区まちづくり検討委員／
岩沼市相野釜町町内会）山口里美氏（一般社団法人RCF 復興支援チーム）／黒
田裕子氏（NPO 法人 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク）／星野晃男氏（NPO 
法人 くらしサポート越後川口）／須藤美代子氏（社会福祉法人 南三陸町社会福
祉協議会 被災者生活支援センター）／みやぎ連携復興センター／災害ボランティ

NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人国際協力NGO センター／認
定NPO 法人難民支援協会／認定NPO 法人日本NPO センター／農を変えたい東
北集会in 福島実行委員会／富士通株式会社／復興まちづくり推進力！ラムズ／復
興支援団体プラスネオ／復興庁宮城復興局／復興庁福島復興局地域班／福島県
男女共生センター「女と男の未来館」／福島県中地域NPO ネットワーク” なかねっ
と” ／福島県復興公営住宅入居支援センター／福島県文化スポーツ振興局／福島
県弁護士会／福島子ども保養プロジェクト( コヨット) ／夢のみずうみ村おおつち・こど
も夢ハウスおおつち／明日華／雄勝町の雄勝地区を考える会／陸前高田まちづくり
協働センター／陸前高田市まちづくりプラットフォーム／陸前高田市仮設住宅連絡会
／陸前高田市被災者支援室／陸前高田市未来商店街／立命館大学／和みサロ
ン「眞こころ」／亘理町AKB- 荒浜・かもめ・ブラザーズ広益社団法人 シャンティ国際
ボランティア会／中央労働金庫／一般社団法人東京都医療社会事業協会／公益
財団法人東京YWCA ／日本生活協同組合連合会／町屋6 丁目ミニサロン／松
戸・東北交流プロジェクト／東日本大震災復興支援～絆～プロジェクトおおむた／福
島県避難者支援課／ NPO 法人メディアージ／ NPO 法人日本ファシリテーション
協会
■広域避難者支援活動

広域避難者支援ミーティング【東京２】

福島県被災者同行会／北多摩北部ブロック内避難者家族支援担当者連絡会／新
宿CSRネットワーク／ぐんま暮らし応援会／避難母子を支える会議 in 武蔵野／ 
NPO 法人 こどもプロジェクト／広域避難者支援連絡会 in 東京（東京ボランティア・
市民活動センター／東京災害ボランティネットワーク／公益財団法人 さわやか福祉
財団／震災がつなぐ全国ネットワーク／中央労働金庫／災害復興まちづくり支援機
構／社会福祉法人 荒川区社会福祉協議会／全国労働者共済生活組合連合会／
東京都生活協同組合連合会／いたばし総合ボランティアセンター）東雲の会／青空
会／福島県被災者同行会／コスモス会／ふるさと会／とみおか子ども未来ネットワー
ク／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会（FAJ）／ NPO 法人 メディアージ／公
益財団法人 日本財団／社会福祉法人 全国社会福祉協議会
【第１回広域避難者支援ミーティング全国版】

うけいれネットワーク ほっと岡山／みちのく会／広域避難者支援連絡会 in 東京／北
海道NPO 被災者支援ネット／ NPO 法人 あきたパートナーシップ／子どもたちを放
射能から守る福島ネットワーク／復興ボランティア支援センターやまがた／ NPO 法人 
やまがた育児サークルランド／ NPO 法人 山形の公益活動を応援する会・アミル／
山形避難者母の会／ふうあいねっと／『福玉便り』編集委員会／東京災害ボランティ
アネットワーク／東京ボランティア・市民活動センター／ふんばろう福島プロジェクト／
かながわ避難者支援ネット／公益社団法人 中越防災安全推進機構／ NPO 法人 
新潟NPO 協会／NPO 法人 泉京・垂井／愛知県被災者支援センター／みえ災害
ボランティア支援センター／滋賀県内避難者の会／ NPO 法人 きょうとNPO セン
ター／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日本連絡会／とっとり震災支援連
絡協議会／ NPO 法人 ひろしまNPOセンター／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ 
NPO 法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／
社会福祉法人 香美市社会福祉協議会／東日本大震災被災者支援ふくおか市民
ネットワーク／『うみがめのたまご』～ 3.11 ネットワーク～／福島避難者のつどい 沖縄
じゃんがら会／ NPO 法人 とみおか子ども未来ネットワーク／関西学院大学 災害復
興制度研究所／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN) ／ NPO 
法人 日本ファシリテーション協会（FAJ）／ NPO 法人 メディアージ
【中国２】

うけいれネットワーク ほっと岡山／ひろしま避難者の会「アスチカ」／とっとり震災支援
連絡協議会／うけいれネットワーク ほっと岡山／ NPO 法人 ひろしまNPO センター
／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会
【四国２】

うけいれネットワーク ほっと岡山／香川こどもといのちを守る会／ NPO 法人 福島の
こどもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 今治ＮＰＯサポートセンター／ 
NPO 法人 えひめ311 ／えんじょいんと香美／社会福祉法人 香美市社会福祉協議
会／ NPO 法人 地域支援さわやか四万十／うけいれネットワーク ほっと岡山／ 
NPO 法人 日本ファシリテーション協会（FAJ）
【山形２】

みちのく会／社会福祉法人 酒田市社会福祉協議会／市民活動交流ひろば「ぷらっ
と」／ NPO 法人 山形公益活動を応援する会・アミル／復興ボランティア支援セン
ターやまがた／山形避難者母の会／米沢市避難者支援センター「おいで」／ NPO 
法人 日本ファシリテーション協会（FAJ）

人福島県有機農業ネットワーク／ NPO 法人母と子の虹の架け橋／ NPO 法人萌
友／ TEDIC ／WORK FOR 東北／ Youth for Ofunato ／アクセンチュア株
式会社　福島イノベーションセンター／あしなが育英会／いわきCERS ネット／かむ
り川絆の会／からくわ丸／カリタス・ジャパン原町ベース／がんばってっちゃ牡鹿プロ
ジェクト／がんばろう福島、農業者等の会／きゅうりょう工房／グリーンタウンやもと仮
設住宅自治会／ぐるぐる応援団／ぐるっと湖南伝承会／コミューナ・トランスレーショ
ン・デザイン有限責任事業組合／サポートみさと（会津美里町町民活動支援センター
準備室）／さんりくさんぽ ～本吉のある風景～／すとう農産／すばらしい歌津をつくり
協議会／スマイルガーデン／スローフード福島／ソーシャルベンチャー・パートナーズ
東京／たみこの海パック／チャイルドラインふくしま／つながっぺ南相馬／なつかしい
未来創造株式会社／なでしこ会／なみえ絆いわき会／ハネウェル居場所ハウス／ヒ
カリフーズ株式会社／ひまわり工房／ふくしまオーガニックフェスタ実行委員会／ふく
しまネットワークフォーラム／ふくしま復興支援フォーラム／ふらっとーほく／ふんばろう
宮城プロジェクト／ベテランママの会／ホールアース自然学校福島校／ママサポー
ターズ／まゆ工房　彩（いろどり）／まるごと陸前高田協議会／みやぎジョネット みや
ぎ女性復興支援ネットワーク／みやぎ生活協同組合／みやぎ連携復興センター／み
やこラボ／ものづくり交流会／もりおか復興支援センター／やきとりなっちゃん／やまも
と応援センター／ゆりあげ・名取活性協議会／リグリーン／伊達ルネッサンス事務局
／一般財団法人 共生地域創造財団／一般財団法人CSO ネットワーク／一般社
団法人 Bridge for Fukushima ／一般社団法人 ReRoots ／一般社団法人 お
がるスターズ／一般社団法人 ふくしま会議／一般社団法人 みんな未来センター／
一般社団法人 子どものエンパワメントいわて／一般社団法人「陸前高田被災地語り
部」くぎこ屋／一般社団法人SAVE IWATE ／一般社団法人WATALIS ／一
般社団法人おらが大槌夢広場／一般社団法人グリーンオイルプロジェクト／一般社
団法人パーソナルサポートセンター／一般社団法人ピースボート災害ボランティアセン
ター／一般社団法人ふくしま連携復興センター／一般社団法人みらいサポート石巻
／一般社団法人南三陸町復興推進ネットワーク／映画を届けようプロジェクト／会津
電力株式会社／葛尾村村創造協議会／株式会社　巡の環／株式会社NTT 
データ／株式会社シオン／株式会社ジャパンクリエイト／株式会社まちづくり会津／
株式会社メキメキ／株式会社丸井グループ／株式会社富士通　東日本復興・新生
支援本部／釜援隊／釜石市仮設住宅運営センター／釜石市生活環境課／釜石
市地域づくり推進課／岩手県生活再建課／岩手大学／岩手大学復興推進機構／
岩沼市相野釜町町内会／岩沼市復興支援センタースマイル／岩沼市復興整備課
／気仙沼NPO/NGO 連絡会／気仙沼まちづくり支援センター／吉備野工房みちみ
／宮城県サポートセンター支援事務所／協力隊OV 有志による震災支援の会／玉
浦西まちづくり検討委員会／結の会／健康麻雀協会／県内自主避難連絡会／古
民家再生IBUKI プロジェクト／公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会／公益
社団法人 シャンティ国際ボランティア会　気仙沼事務所／公益社団法人　セーブ
･ザ･チルドレン・ジャパン／公益社団法人 青年海外協力協会　里の杜サポートセン
ター／公益社団法人助けあいジャパン／高校生がつくるいしのまきカフェ「 」（かぎ
かっこ）／高田大隅つどいの丘商店街／国際公共政策研究センター／山元いちご
農園株式会社／山元町被災者支援室／山元復興ステーション／山内鮮魚店／子
ども福島（子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク）／支援者のための支援セン
ター TOMONY ／社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会／社会福祉法人岩沼市
社会福祉協議会／社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会ボランティアセンター／
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／社会福祉法人石巻市社会福祉協議会／
社会福祉法人大熊町社会福祉協議会／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会
／社会福祉法人登米市社会福祉協議会／社会福祉法人南三陸町社会福祉協議
会被災地支援センター／社会福祉法人福島県社会福祉協議会／社会福祉法人北
上市社会福祉協議会／社団法人 石巻観光協会／就労継続支援B 型事業所 あ
すなろホーム／女川町地域医療センター／石巻2.0 ／石巻仮設住宅自治連合推進
会／仙台フィンランド健康福祉センター／仙台傾聴の会／相双ボランティア準備室
／大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／大船渡市住宅公園課
／大船渡市地域振興センター／大船渡市地域福祉課／大槌町被災者支援室／大
槌復興 刺し子プロジェクト／大島青果／中央労働金庫／登米市民活動プラザ／東
松島市 矢本運動公園仮設住宅「 とんぼの会」／東松島復興協議会／東日本大震
災復興支援 大根コンプロジェクト／東北学院大学災害ボランティアステーション／独
立行政法人産業産業技術総合研究所／読書ボランティアおはなしころりん／楢葉町
宮里応急仮設住宅 自治会／楢葉町宮里仮設住宅自治会／南三陸まなびの里・い
りやど／南三陸町保健福祉課／日本YMCA カーロふくしま／日本生活協同組合連
合会／日本労働者協同組合連合会／認定NPO 法人NPO 高知市民会議／認定

カリタスジャパン
関係省庁定期協議のための準備会●NPO 法人 アースウォーカーズ／ NPO 法人 
ウェッブストーリー／公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO 法人 日本
病院ボランティア協会／ひろボラネット／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／一般社団法人 復興開発支援機構／ NPO 法人 南茶和
第２回●内閣府（男女共同参画局 総務課／防災担当）復興庁（ボランティア・公益
的民間連携班／法制班／予算・会計班）文部科学省（初等中等教育局 教育課程
課／スポーツ・青少年局 青少年課）厚生労働省（医政局 総務課／健康局 がん対
策健康増進課／職業安定局 地域雇用対策室／雇用均等・児童家庭局 雇用均等
政策課／雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課／雇用均等・児童家庭局 育成環境
課／社会・援護局 地域福祉課／老健局 振興課）国土交通省（総合政策局 公共
交通政策部 交通支援課／道路局 高速道路課／自動車局 旅客課）NPO 法人 桜
ライン311 ／ NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／認定NPO 法
人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 難民を助ける会／認定NPO 法人 日
本NPO センター／ NPO 法人 あきたパートナーシップ／ NPO 法人 アースウォー
カーズ／いわて障がい福祉復興支援センター／公益財団法人 さわやか福祉財団／ 
NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／ NPO 法人 女性と子ども支
援センターウィメンズネット・こうべ／公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ 
NPO 法人 全国移動サービスネットワーク／全国訪問ボランティアナースの会 キャン
ナス／とっとり震災支援連絡協議会／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／東日
本大震災女性支援ネットワーク／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会
／ひろボラネット／福岡県民主医療機関連合会／一般社団法人 復興支援士業ネッ
トワーク／みちのく会／ NPO 法人 和と輪会
■第３回 全体ミーティング

渡邊洋子 氏（七ヶ浜町婦人防火クラブ連合会）／小野寺浩樹 氏（陸前高田市まち
づくり協働センター）／岩崎大樹 氏（NPO 法人 コースター）／本間紀伊子 氏（みち
のく会）／青柳光昌 氏（公益財団法人 日本財団）／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部(CSR)）／岡本全勝 氏（復興庁 統括
官）／阿部陽一郎氏（社会福祉法人 中央共同募金会）／大久保朝江 氏（NPO 法
人 杜の伝言板ゆるる）
■Walk with 東北プロジェクト

株式会社 電通／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／株式会社 博報堂
／ NPO 法人 レスキューストックヤード／ 1%（ワンパーセント）クラブ／チームともす東
北／中央労働金庫／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／西荻デザイン／
ふうせん／寿交通株式会社／多賀城市 地域活動支援センター「コスモスホール」／
みちのく会／有限会社 ローカルプランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■情報の収集と発信

大野沙知子／藤田ゆうき／シブヤグラフ（事務局運営・ウェブサイト制作）／株式会社
スパーズ（ウェブサイト制作）／株式会社 電通（広報デザイン・イベント運営）／西荻
デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報堂（広報プランニング・制作）／ふうせん
（ウェブサーバー管理）／渥美哲（日本放送協会解説委員）／筑波君枝／株式会社 
朝日新聞社／日本放送協会／株式会社 読売新聞グループ本社／株式会社 福祉
新聞社／一般社団法人 共同通信社／株式会社 毎日新聞社／株式会社 日本経
済新聞社／株式会社 フジテレビジョン／株式会社 河北新報社／株式会社 産業経
済新聞社／株式会社 時事通信社／株式会社 消費生活新報社／株式会社 西日
本新聞社／株式会社 東海新報社／日本テレビ放送網 株式会社／株式会社 福島
中央テレビ／株式会社 福島民報社／福島民友新聞社 株式会社／株式会社 新潟
日報社／南相馬ひばりエフエム／株式会社 中国新聞社／株式会社 テレビ愛媛／
宮崎日日新聞社／株式会社 北海道新聞社／日本BS 放送株式会社／株式会社東
京ビッグサイト

【第２回広域避難者支援ミーティング全国版】

みちくの会／ NPO 法人あきたパートナーシップ／ NPO 法人 山形の公益活動を応
援する会・アミル／ NPO 法人 やまがた育児サークルランド／一般社団法人ふくしま
連携復興センター／ふうあいねっと／『福玉便り』編集部・埼玉県労働者福祉協議会
／立正大学／ NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ／東京災害ボラン
ティアネットワーク／東京ボランティア・市民活動センター／かながわ避難者と共にあゆ
む会／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／公益社団法人 中越防
災安全推進機構／ NPO 法人 新潟NPO 協会／手をつなごう311 ／愛知県被災
者支援センター／みえとも／一般社団法人みんなの手／ＮＰＯ法人　和（なごみ）／
まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日本連絡会／サインポスト／とっとり震災
支援連絡協議会／うけいれネットワークほっと岡山／ひろしま避難者の会「アスチカ」
／福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／東日本大
震災被災者支援ふくおか市民ネットワーク／『うみがめのたまご』～ 3.11 ネットワーク～
／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／福島の子どもたちを守る法律家ネットワー
ク（SAFLAN）／ NPO 法人とみおか子ども未来ネットワーク／関西学院大学災害復
興制度研究所／社会福祉法人中央共同募金会／ NPO 法人 OurPlanetTV ／
いたばし総合ボランティアセンター鎌倉女子大学／ NPO 法人子ども全国ネット／認
定NPO 法人 ジャパン・プラットフォーム／公益社団法人 シャンティ国際ボランティア
会／中央労働金庫／一般社団法人東京都医療社会事業協会／公益財団法人東
京YWCA ／日本生活協同組合連合会／町屋6 丁目ミニサロン／松戸・東北交流
プロジェクト／東日本大震災復興支援～絆～プロジェクトおおむた／福島県避難者支
援課／ NPO 法人メディアージ／ NPO 法人日本ファシリテーション協会
■ネットワーク推進会議 

第１回●とみおか子ども未来ネットワーク／ 311 受入全国協議会／社団法人 中越
防災安全推進機構 復興デザインセンター／関西学院大学 災害復興制度研究所／
社会福祉法人 中央共同募金会／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク・
SAFLAN ／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会
第2回●とみおか子ども未来ネットワーク／ 311 受入全国協議会／社団法人 中越
防災安全推進機構 復興デザインセンター／関西学院大学 災害復興制度研究所／
福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク・SAFLAN
第３回●とみおか子ども未来ネットワーク／ 311 受入全国協議会／みちのく会／山
形避難者母の会／東日本大震災県外避難者西日本連絡会 まるっと西日本／
公益社団法人 中越防災安全推進機構／東京災害ボランティアネットワーク／関西
学院大学 災害復興制度研究所／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／社会福祉法人 中央共同募金会
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第１回●内閣府（原子力災害対策本部 原子力被災者生活
支援チーム／経済社会システム担当／防災担当 防災計画担当／防災担当 国際
協力担当／防災担当 法制担当）復興庁（総合政策班／法制班／ボランティア・公
益的民間連携班／帰還支援班／予算会計班）文部科学省（初等中等教育局 教育
課程課／初等中等教育局 児童生徒課／スポーツ・青少年局／原子力損害賠償対
策室）厚生労働省（医政局 指導課／雇用均等・児童家庭局 虐待防止対策室／雇
用均等・児童家庭局 育成環境課）農林水産省（大臣官房 食料安全保障課）経済
産業省（資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力損害対応室）国土交通省（港
湾局）／ NPO 法人 桜ライン311 ／公益財団法人 さわやか福祉財団／認定NPO 
法人ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 難民支援協会／認定NPO 法人 日
本NPO センター／ NPO 法人 日本子守唄協会／日本生活協同組合連合会／一
般社団法人 復興開発支援機構／NPO法人 レスキューストックヤード／手をつなぐ
3.11信州／NPO法人 アースウォーカーズ／パルシステム連合会／福岡県民主医療
機関連合会／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／ひろボラネッ
ト／認定NPO 法人 FoEJapan／ NPO 法人 ウェッブストーリー／ NPO 法人 南
茶和／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレ
ン・ジャパン／一般社団法人 復興開発支援機構／宗教法人 カトリック中央協議会 



81 82

【Ⅶ】資料編

笑顔プロジェクト／あさひプロボノ事務所／社会福祉法人足立区社会福祉協議会／
社会福祉法人荒川区社会福祉協議会／いたばし災害ボランティア会／いたばし総合
ボランティアセンター／かながわ避難者と共にあゆむ会／カルチュラル・ニュース日本支
局／きらきら星ネット／ぐんま暮らし応援会／コスモス会／じゃぁまいいかねっと・ふうあ
いママの会／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／上智社会福祉専門学校／ち
ば市民活動・市民事業サポートクラブ／社会福祉法人調布市社会福祉協議会／とち
ぎ暮らし応援会／とみおか子ども未来ネットワーク／西都保健生活協同組合／ニバル
レキレ† I amspecial! †／パルシステム生活協同組合連合会／ふうあいねっと／み
ちのくまほろば会／むさしのスマイル／わかば「お茶っこ」しよう会／一般社団法人ふくし
ま連携復興センター一般社団法人社会的包括サポートセンター一般社団法人東北圏
地域づくりコンソーシアム一歩会／岩手もりおか復興ステーション／宮城県東京事務所
／公益財団法人みちのく未来基金／広域避難者支援連絡会in 東京／社会福祉法
人荒川区社会福祉協議会／社会福祉法人狛江市社会福祉協議会／鷺宮都営住
宅自治会／市民キャビネット/ 災害支援団体ネットワーク／社会福祉法人小平市社会
福祉協議会／守りたい･子ども未来プロジェクト／小金井ボランティア・市民活動セン
ター／真如苑救援ボランティアSeRV ／震災がつなぐ全国ネットワーク／人の輪ネット
／成蹊大学ボランティア支援センター／生活協同組合パルシステム東京／社会福祉
法人西東京市社会福祉協議会／全国労働者共済生活協同組合連合会東日本事業
本部／全国労働者共済生活協同組合連合会本部／想い／早稲田大学総合人文科
学研究センター／足立区新田ふるさと会／中・福の会事務局（鷺ノ宮都営住宅）／社
会福祉法人中央共同募金会／中央区内の被災避難者を支援するシニアの会／中央
労働金庫／町屋6 丁目ミニサロン／島根県東京事務所しまね定住サテライト東京／東
雲の会／東京ボランティア・市民活動センター／東京災害ボランティアネットワーク／一
般社団法人東京都医療社会事業協会／社会福祉法人東京都社会福祉協議会／
東京都生活協同組合連合会／東京都生協連COOP 災害ボランティアネットワーク／
東京都総務局復興支援対策部都内避難者支援課／東京臨床心理士会3.11 震災
支援プロジェクト／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／東北の絆　
サロンFMI 会／ NPO 法人　日本国際ボランティアセンター／ NPO 法人こどもプロ
ジェクト／読売光と愛の事業団／認定NPO 法人日本NPO センター／日本社会事業
大学　社会事業研究所／公益社団法人日本社会福祉事業協会／日本生活協同組
合連合会／日本赤十字社救護福祉部／避難・支援ネットかながわ／百人町青空会
／社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会／復興ボランティア支援センターやま
がた／福玉便り編集委員会／福島県生活環境部避難者支援課／福島県被災者同
行会／立川・東日本大震災避難者を支援する会／大山自治会／社会福祉法人練
馬区社会福祉協議会ボランティア・地域福祉推進センター／浪江町役場生活支援課
千葉県駐在／獨協医科大学国際疫学研究室福島分室
九州2●一般社団法人市民ネット／ NPO 法人抱樸／東日本大震災復興支援～絆
～プロジェクトおおむた～／ NPO 法人ふくおかNPO センター／大分県ボランティア
市民活動センター／西九州大学／宮城県人会さが／うみがめのたまご～ 3.11 ネット
ワーク／ソカイネット／福島県人会「うつくしま、福島の会」／福島県避難者支援課
近畿2●滋賀県内避難者の会／ NPO 法人 しがＮＰＯセンター／一般社団法人 滋
賀県労働者福祉協議会／ NPO 法人 和（なごみ）／東日本大震災県外避難者西日
本連絡会（まるっと西日本）／社会福祉法人 大阪ボランティア協会／避難ママのお茶
ベリ会／ NPO 法人 全日本企業福祉協会／一般社団法人 産業カウンセラー協会
関西支部／クレオ大阪中央　総合相談課／公益財団法人 神戸YMCA ／県外ひ
なん者交流会ひょうご　ぷらっとホーム／ NPO 法人 市民活動センター神戸／べっこ
こMaMa ／神戸ぽけっとNet. ／兵庫県民主医療機関連合会／　社会福祉法人 
兵庫県社会福祉協議会／奈良県被災者の会／ NPO法人奈良NPO センター／ 
NPO 法人わかやまNPO センター／福島県大阪事務所／関西学院大学 復興制度
研究所／ NPO 法人えひめ311
北海道●うけいれ隊リフレッシュ託児／ NPO 法人大沼・駒ケ岳ふるさとづくりセン
ター／自治会　桜会／札幌弁護士会／東京大学大学院／函館・むすびば／ NPO 
法人北海道NPOサポートセンター／北海道NPO 被災者支援ネット／ NPO 法人北
海道NPO ファンド／一般社団法人北海道広域避難アシスト協会／公益財団法人 
北海道新聞社会福祉振興基金／北海道大学　大学院工学研究室／みちのく応援
団／みちのく会／みちのくキッズ／NPO 法人みみをすますプロジェクト／北海道総合
政策部地域づくり支援局地域政策課道外被災地支援グループ／札幌市市民まちづ
くり局　市民自治推進室　市民活動推進担当課／公益財団法人 みちのく未来基金
／広域避難者支援連絡会in 東京
第3 回広域避難者支援ミーティング全国版●みちのく会/ 一般社団法人 北海道
広域避難アシスト協会／北海道NPO サポートセンター／ NPO 法人あきたパートナー
シップ／ NPO 法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク／ NPO 法人 山形の公
益活動を応援する会・アミル／山形県避難者母の会／一般社団法人ふくしま連携復

の家／ NPO 法人ホームひなたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／認定NPO 法
人やまぼうし／ NPO 法人MM サポートセンター／公益社団法人青年海外協力協
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協会岩沼／一般社団法人BIGUP 石巻
福島●NPO 法人福島ライフエイド／かつらおむら村創造協議会／一般社団法人ふ
くしま会議／公益財団法人トヨタ財団／認定NPO 法人ふくしまＮＰＯネットワークセン
ター／おてんとＳＵＮ企業組合／小名浜ボランティアセンター／ NPO 法人3.11 被災
者を支援するいわき連絡協議会( みんぷく) ／シャプラニール「ぶらっとスペース」／ス
カイストア（サロン「ひだまり」）／豊間復興協議会／薄磯復興委員会／ NPO 法人都
市まちづくり研究会／三菱総研 福島県自主避難者情報支援事業／ NPO 法人福
島県有機農業ネットワーク／ＦｏＥジャパン／浪江二本松連携復興支援センター／ 
NPO 法人SORA アニマルシェルター／ＬＹＳＴＡ／福島県の児童養護施設の子ども
の健康を考える会／浪江きてほしいＴシャツプロジェクト／かーちゃんの力プロジェクト
／ NPO 法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO 法人コースター／田村市復興応
援隊／ NPO 法人元気になろう福島／楢葉町 宮里仮設自治会( 会津美里) ／コ
ミュニティ結ドットコム／まちづくり会津／ Tokyo Crazy Kawaii Project ／福島土
壌スクリーニング・プロジェクト／ふくしま地域活動団体サポートセンター／大熊町ふる
さと応援隊／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／一般社団法人ふくしま連携復興
センター／ NPO 法人シャローム／ YWCA ／カーロふくしま／南相馬いちばん星／
「ここふくマルシェ」実行委員会／ふくしま復興支援フォーラム／相双ボランティア／ 
Wendy ～ウェンディいわき～／ NPO 法人支え合う21 世紀の会／ NPO 法人昭
和横丁／福島移住女性支援ネットワーク(EIWAN) ／除染情報プラザ／ NPO 法
人寺子屋方丈舎／ NPO 法人風の谷委員会／ FUKU-FUKU プロジェクト／ 
NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／未来会議in いわき／社会福祉法
人福島県社会福祉協議会／フクシマ環境未来基地／社会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／社会福祉法人いわき市社会福祉協議会／ふたば商工株式会社／ 
NPO 法人ザ・ピープル／ NPO 法人まちづくりＮＰＯ新町なみえ／一般社団法人えこ
えね南相馬／キッチンガーデン協議会／ NPO 法人ＪＥＮ／ふくしまオーガニックフェ
スタ実行委員会／ NPO法人青空保育たけの子／子どもたちを放射能から守る福島
ネットワーク／ NPO 法人うつくしまＮＰＯネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事
業ネット／ NPO 法人TATAKIAGE Japan ／社会福祉法人大熊町社会福祉協
議会／ NPO 法人市民公益活動パートナーズ／ NPO 法人楢葉コンピュファーム／ 
NPO 法人福島県会津市民生活支援センター／一般社団法人Br idge  f o r  
Fukushima ／一般社団法人ならはみらい／生活協同組合コープふくしま／南相馬
市市民活動サポートセンター／ NPO 法人中之作プロジェクト／みんなのとなり組／
ふくしま心のケアセンター／相双に保健医療福祉システムを作る会／みんな共和国／ 
37 カフェ／認定NPO 法人フロンティア南相馬／大熊町復興支援員／認定NPO 
法人日本国際ボランティアセンター／小高ワーカーズベース／ NPO 法人ふくしま30 
年プロジェクト／ Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船の里／つ
ながっぺ南相馬／南相馬ダイアローグ／ NPO 法人ウェッブストーリー／防災団体
bousaring ／ふくしまオルガン堂下北沢／ふうあいネット／震災支援ネットワーク埼玉
／ひろしま避難者の会 アスチカ／ NPO 法人ふれあいネットまつど／東日本大震災・
山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／ NPO 法人おぢや元気プロジェクト／公益社
団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO 法人しんぐるまざぁふぉーらむ／原発
対話の会／アプリシエイトフクシマワーカーズ／夢ふたば人／なこそ復興プロジェクト
／社会福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ンター／川
内村N P O  協働センター／曹洞宗復興支援分室／  S M A R T C I T Y  
FUKUSHIMA MOVE ／東北支援学生団体 JoyStudy ／放射能測定センター・
南相馬（とどけ鳥）
■広域避難者支援ミーティング

東海2●NPO 法人KI プロジェクト／ NPO 法人いびがわミズみずエコステーション／
光の帯ネットワーク／岐阜キッズな( 絆) 支援室／ NPO 法人泉京・垂井／ＳＡＶＥＩＷ
ＡＴＥしずおか／ NPO 法人地域づくりサポートネット／はままつ東北交流館／社会福
祉法人静岡県社会福祉協議会／社会福祉法人浜松市社会福祉協議会／一般社
団法人aichikara ／おいでん福島っこ（新城）／生活協同組合コープあいち／社会福
祉法人愛知県社会福祉協議会／母子疎開ネットワーク「hahako」／支援ねっと＠みえ
きた／みえとも（311 みえネット）／社会福祉法人三重県社会福祉協議会／静岡県被
災者受入担当／ NPO 法人レスキューストックヤード
関東●一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会／福玉便り編集部／「広がれボラン
ティアの輪」連絡会議／ NPO 法人フォトボイスプロジェクト／ NPO 法人日本ヒマラヤ
ン・アドベンチャー・トラスト／ NPO 法人まちづくりぜぇね／ NPO 法人日本国際ボラン
ティアセンター／ NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会／ NPO 法人

イン311 ／公益財団法人さわやか福祉財団／ NPO 法人サンガ岩手／ NPO 法
人参画プランニング・いわて／ NPO 法人さんりくWELLNESS ／一般社団法人三
陸ひとつなぎ自然学校／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／一般社団
法人SAVE TAKATA ／公益社団法人助けあいジャパン／社会福祉法人田野
畑村社会福祉協議会／田野畑村復興対策課／社会福祉法人中央共同募金会／
つどい／ NPO 法人テラ・ルネッサンス／ NPO 法人遠野まごころネット／NPO 法
人遠野山里暮らしネットワーク／ NPO 法人難民を助ける会（AAR）／ NPO 法人
日本リザルツ／社会福祉法人野田村社会福祉協議会／ NPO 法人のんのりのだ
物語／株式会社パソナ／ NPO 法人母と子の虹の架け橋／ NPO 法人ハビタット・
フォー・ヒューマニティ・ジャパン／社会福祉法人洋野町社会福祉協議会／洋野町
特定課題対策室／社会福祉法人普代村社会福祉協議会／ NPO 法人ふれあ
いステーション・あい／まぁむたかた／ NPO 法人まちづくり・ぐるっとおおつち／松
原町町内会／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／ NPO 法人みやこラボ／
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会／やまだ復興応援隊／社会福祉法人山
田町社会福祉協議会／ゆいっこ花巻／ユースみやっこベース／ NPO 法人夢
ネット大船渡／陸前高田市仮設住宅連絡会／社会福祉法人陸前高田市社会福
祉協議会／陸前高田市被災者支援室／ NPO 法人陸前高田八起プロジェクト
／陸前高田まちづくり協働センター／ワーカーズコープ／ NPO 法人和と輪会／
一般社団法人和RING-PROJECT ／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／
岩手大学三陸復興推進機構／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／大船渡
市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／ NPO 法人東北開墾／陸前
高田まちづくり協働センター
宮城●亘理町復興語り部の会／ NPO 法人亘理いちごっこ／雄勝町の雄勝地区を
考える会／門脇ハウス／社会福祉法人名取市社会福祉協議会／ NPO 法人暮らし
づくりネットワーク北芝／株式会社博報堂／ NPO 法人日本冒険遊び場づくり協会／ 
NPO 法人日本国際ボランティアセンター(JVC) ／ NPO 法人日本ファシリテーション協
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／中核支えあいセンター／中央労働金庫／認定NPO 法人地
星社／ NPO 法人地球のステージ／公益財団法人地域創造基金みやぎ／社会福
祉法人太白区社会福祉協議会／多賀城市市民活動サポートセンター／ NPO 法人
全国移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サポートセンター
（CLC) ／仙台中央タクシー株式会社／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社
会福祉法人石巻市社会福祉協議会／
石巻仮設住宅自治連合推進会／神戸市／ NPO 法人神戸まちづくり研究所／社会
福祉法人七ヶ浜町社会福祉協議会／七ヶ浜ビーチフェスティバル実行委員会／支
援者のための支援センター TOMONY ／阪神・淡路大震災記念 人と防災未来セ
ンター／荒浜再生を願う会／公益財団法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／宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団法人気仙
沼復興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援センター／社会福祉法人岩沼市社会
福祉協議会／ NPO 法人応援のしっぽ／ NPO 法人移動支援Rera ／ NPO 法
人レスキューストックヤード／ユースサポートカレッジ石巻NOTE ／一般社団法人みら
いサポート石巻／みやぎ連携復興センター／みやぎ生活協同組合／宮城県震災復
興推進課／認定NPO 法人まち・コミュニケーション／一般社団法人ボランティアス
テーションin 気仙沼／一般社団法人ふらっとーほく／グリーンベルトプロジェクト／復
興庁宮城復興局／ NPO 法人ピースジャム／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国際ボランティ
ア会（SVA）／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人シーズ= 
市民活動を支える制度をつくる会／ NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸／
からくわ丸／NPO 法人ガーネットみやぎ／ NPO 法人ウィメンズアイ／一般社団法人
WATALIS ／ 1％（ワンパーセント）クラブ／亘理町社会福祉協議会／亘理・曹洞
宗／連合宮城石巻地区協議会／ゆりあげ港朝市協同組合／山元の未来への種ま
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協議会／南蒲生復興部／ひまわりキッズ／東松島
復興協議会／社会福祉法人東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／ NPO 法人せんだいファミ
リーサポート・ネットワーク／ NPO 法人せんだい・みやぎNPO センター／山元町共同
作業所（工房地球村）／気仙沼NGP/NPO 連絡会／傾聴の会／岩沼市被災者生
活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市市民活動支援センター／岩沼みんな

（宮城県サポートセンター支援事務所）／菊田忠衞 氏（ボランティアステーションin 気
仙沼）／社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会／気仙沼NPO/NGO 連絡会／
みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／社会福祉法
人 宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所／ NPO 法人 日
本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ／気仙沼市／宮城県／復興庁
宮城復興局　
第9 回 現地会議 in 福島●須賀明弘氏（福島県企画調整部避難地域復興局生活
拠点課）／斉藤知道氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会 地域福祉課）／山
中桂子氏（社会福祉法人いわき市社会福祉協議会 生活支援相談員）／渡部千惠
子氏・本田紀生氏（大熊町ふるさと応援隊）／藤田大氏（ふたば商工株式会社）／
猪瀬絢子氏（NPO 法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会）／一般社団法
人ふくしま連携復興センター／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会／ NPO 
法人うつくしまNPO ネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 
法人 メディアージ／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 福島
県社会福祉協議会／いわき産業創造館
第10 回 現地会議 in 福島●赤池孝行氏（NPO 法人3.11 被災者を支援するいわ
き連絡協議会）／関靖男氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会地域福祉課）／
佐藤清彦氏（社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会地域福祉課）／米倉一磨氏
（相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会）／小畑瓊子氏（南相馬市
市民活動サポートセンター）／南相馬市市民活動サポートセンター／一般社団法人
ふくしま連携復興センター／ NPO 法人うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人メ
ディアージ／社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会／社会福祉法人福島県社会
福祉協議会／南相馬市民情報交流センター
第11 回 現地会議 in 宮城●新妻一典氏（社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議
会）／沢田　充氏（社会福祉法人 名取市社会福祉協議会）／佐藤寛子氏（社会福
祉法人 亘理町社会福祉協議会）／高橋和子氏（社会福祉法人 山元町社会福祉
協議会）／山下弘彦氏（日野ボランティア・ネットワーク）／阿部結悟氏（山元の未来へ
の種まき会議）／若山陽子氏（名取交流センター）／青木淳氏（公益社団法人 青年
海外協力協会 里の杜サポートセンター）／佐藤正乗氏（曹洞宗 東日本大震災 災害
対策本部 復興支援室分室）／社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会／社会福祉
法人名取市社会福祉協議会／社会福祉法人亘理町社会福祉協議会／社会福祉
法人山元町社会福祉協議会／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／山元の未来への種まき会議／宮城県サポートセンター支援事務
所／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／ NPO 法人日本ファシリテーション協
会／ NPO法人 メディアージ／岩沼市／復興庁宮城復興局
第11 回 現地会議 in 岩手●三井俊介氏（NPO 法人SET）／
加藤拓馬氏（からくわ丸）／横田親氏（丹波市市議会議員）／ NPO 法人アットマー
クリアスNPO サポートセンター／大船渡市市民活動支援センター／陸前高田まちづく
り協働センター／東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／ NPO 法人いわて連
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／NPO 法人メディアー
ジ／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／大船渡市民文化会館リアスホール
■第３回 全体ミーティング

岩手●認定NPO 法人アムダ／ NPO 法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン
／ NPO法人ETIC. ／公益財団法人国際開発救援財団／ FM ねまらいん／認定
NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人国境なき子どもたち／ RCF イ
ノベーション東北／一般社団法人SAVE IWATE ／ NPO 法人SET ／公益社団
法人シャンティ国際ボランティア会／独立行政法人都市再生機構／あすからのくらし
相談室・宮古／ NPO 法人アットマークリアスNPO サポートセンター／一般社団法人
子どものエンパワメントいわて／社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会／岩泉町復
興課／社会福祉法人岩手県社会福祉協議会／岩手大学三陸復興推進機構／ヴィ
ヴレ・ママン／うましか／ NPO 法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA 
／社会福祉法人大槌町社会福祉協議会／大槌町商工観光課／大槌町復興局／
大船渡共生まちづくりの会／大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援セン
ター／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会／大船渡市地域福祉課／大船渡
市復興局／大船渡地域振興センター／尾崎100 年学舎／一般社団法人おらが大
槌夢広場／かけあしの会／認定NPO 法人カタリバ／ NPO 法人神奈川災害ボラン
ティアネットワーク／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／釡石市地域づくり推進
課／ NPO法人かまいしリンク／からくわ丸／ NPO 法人カリタス釡石／公益社団法
人共生地域創造財団／ NPO 法人吉里吉里国／吉里吉里地域復興協議会／社
会福祉法人久慈市社会福祉協議会／ NPO 法人こそだてシップ／ NPO 法人桜ラ

［ 2014年度 ］

■被災地支援活動

第10 回 現地会議 in 岩手●鹿野順一 氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）
／東洋平 氏（認定NPO 法人 国境なき子どもたち 岩手事務所）／大野覚 氏（認定
NPO 法人 茨城NPO センター・コモンズ）／尾上昌毅 氏（NPO 法人 日本ファシリ
テーション協会）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディ

アージ／ブランニュー北上　
第10 回 現地会議 in 宮城●牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏
（宮城県サポートセンター支援事務所）／鈴木美紀 氏（社会福祉法人 気仙沼市社
会福祉協議会）／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）／齋藤
貴恵 氏（社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会）／塚本卓 氏（NPO 法人 気
仙沼まちづくり支援センター）／牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏

興センター／ふうあいねっと／福玉便り編集委員会／ NPO法人ちば市民活動・市民
事業サポートクラブ／広域避難者支援連絡会in 東京／ NPO 法人とみおか子ども
未来ネットワーク／東京医療ネットワーク支援センター／東雲会／かながわ避難者と共
にあゆむ会／ぐんま暮らし応援会／とちぎ暮らし応援会／東日本大震災・山梨県内避
難者と支援者を結ぶ会／一般社団法人FLIP ／愛知県被災者支援センター／ 
NPO 法人泉京・垂井／みえとも（311 みえネット）／滋賀県内避難者の会／一般社
団法人みんなの手／ NPO 法人 和／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日
本連絡会／奈良県避難者の会／わかやま避難者のWA ／とっとり震災支援連絡協
議会／311ご縁つなぎネットワーク　わっかラボしまね／うけいれネットワークほっと岡山
／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ NPO 法人福島の子どもたち香川へおいでプロ
ジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／一般社団法人 市民ネット／『うみがめのたまご』
～ 3.11 ネットワーク～／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／大熊町復興支援員
／双葉町復興支援員（ふたさぽ）／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／認定NPO 法人日本NPO センター／関西学院大学災害復興制度研
究所／社会福祉法人中央共同募金会／福島県避難者支援課
■ネットワーク推進会議

第１回●とみおか子ども未来ネットワーク／うけいれネットワークほっと岡山／公益社団法
人中越安全防災推進機構／広域避難者支援連絡会in 東京／福島県庁避難者支援
課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／社会福祉法人全国社会
福祉協議会
第２回●とみおか子ども未来ネットワーク／公益社団法人中越安全防災推進機構／福
島県庁避難者支援課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN） ／社会
福祉法人全国社会福祉協議会／うけいれネットワークほっと岡山／広域避難者支援連
絡会in 東京
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第３回●NPO 法人 ウェッブストーリー／世界に繋げる魔法の
輪／ NPO 法人 全国移動サービスネットワーク／一般社団法人 チーム王冠／どろん
こキャラバン☆たんば／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／福岡県民主医療機
関連合会／ NPO 法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 ボ
ランティア活動推進国際協議会 日本／ NPO 法人 街づくり支援協会／復興庁（ボラ
ンティア・公益的民間連携班／法制班／被災者支援班）文部科学省（スポーツ・青少
年局 青少年課）厚生労働省（官房総務課／雇用均等・児童家庭局／社会・援護局 
地域福祉課／老健局 振興課）国土交通省（道路局 高速道路課／自動車局 旅客
課）環境省（環境保健部）農林水産省（農村振興局 農村政策部都市農村交流課 都
市農業室）NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／認定NPO 法人 
ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター
第４回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）要配慮者担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（生涯学習
政策局 生涯学習推進課／スポーツ・青少年局 青少年課）／厚生労働省／国土交
通省／環境省／消防庁／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／認定
NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター／日本生
活協同組合連合会／公益財団法人 日本YMCA 同盟／いわて障がい福祉復興支
援センター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
第５回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）被災者行政担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（スポーツ・青
少年局 青少年課）／厚生労働省（職業安定局 地域雇用対策室／雇用均等・児童
家庭局／社会・援護局 地域福祉課／老健局）／経済産業省（地域資源産業室）／
環境省（総合環境政策局 環境保健部 放射線健康管理担当参事官室）／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／認定NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO セン
ター／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／一般
社団法人 ユニバーサル志縁社会創造センター／いわて障がい福祉復興支援セン
ター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
■Walk with 東北プロジェクト

株式会社電通／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／株式会社 博報堂／ 1%
（ワンパーセント）クラブ／チームともす東北／中央労働金庫／社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／西荻デザイン／ふうせん
／寿交通株式会社／多賀城市 地域活動支援センター「コスモスホール」／みちのく会
／有限会社 ローカルプランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■東北応援ビレッジ2014

いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会／ NPO 法人いわて連携復興セ
ンター／ Walk with 東北 実行委員会／株式会社ＮＴＴデータ／大船渡水産振
興センター／花王カスタマーマーケティング株式会社／花王株式会社／株式会社ク
ライトレーベル／有限会社クリエーターゼロ／気仙沼市／郡山市／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議（支援 P）／株式会社資生堂／ JAL グループ／住商機
電貿易株式会社／住友商事株式会社／セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン遠野事務
所／株式会社損害保険ジャパン／株式会社ダイナックス都市環境研究所／地域活
動支援センター「コスモスホール」／中央労働金庫／株式会社電通／東京駅周辺
防災隣組／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
／日本航空株式会社／日本生活協同組合連合会／ NPO 法人日本セルプセンター
／日本たばこ産業株式会社／公益財団法人日本 YMCA同盟／株式会社博報堂
／東松島市／「広がれボランティアの輪」連絡会議／福島県会津振興局／福島県
観光交流課／一般社団法人福島市観光コンベンション協会／復興庁／みちのく会
／三井住友海上火災保険株式会社／三菱地所株式会社／三菱地所プロパティマ
ネジメント株式会社／三菱自動車工業株式会社／三菱電機株式会社／ NPO 法
人みやぎセルプ協働受注センター／宮古市／山田町子どもまちづくりクラブ／ルーデ
ンス株式会社／有限会社 ローカルプランニング／ 1%（ワンパーセント）クラブ
■東北これから会議2015

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／「広がれボランティアの輪」連絡会議
／復興庁／ 1%（ワンパーセント）クラブ／三菱地所プロパティマネジメント株式会社
／ルーデンス株式会社／株式会社ダスキン／ kameyama Candle house ／東京
駅周辺防災隣組／株式会社東京国際フォーラム／株式会社 博報堂／株式会社 
博報堂プロダクツ／株式会社博報堂DY トータルサポート／チームともす東北／新井
川美千枝氏（富岡町立富岡第一小学校 校長）／吉田隆見氏（富岡町立富岡第一
中学校 校長）／今宿裕昭氏（一般社団法人ウェブベルマーク協会 常務理事）／石
井布紀子氏（NPO 法人さくらネット 代表理事）／三浦英和氏（一般社団法人大船
渡青年会議所 理事長）／佐々木美貴子氏・新沼恵美子氏（大船渡市市民活動支
援センター）／加村真美氏（東北これからアンバサダー）／大本雄一氏（公益社団法
人日本青年会議所の真の復興委員会委員長）／二瓶明美氏（南蒲生町内会復興
部）／佐々木秀之氏（せんだい・みやぎNPO センター／南蒲生住民）／早坂まき子
氏（ローカルドリームプロダクション）／渡瀬あつ子／Quinka,with a Yawn
■情報の収集と発信

大野沙知子／シブヤグラフ（事務局運営・ウェブサイト制作）／株式会社 電通（広報
デザイン）／西荻デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報堂（広報プランニング・
制作）／ふうせん（ウェブサーバー管理）／ yukikazet（JCN レポート編集）／ハリウ
コミュニケーションズ株式会社／ NPO 法人メディアージ／日本放送協会／一般社団
法人 共同通信社／フォーチュン宮城編集部／株式会社東日本放送／北海道新聞
社／三陸新報社／東海新報社／東洋経済新報社／岩手日日新聞社／福島民友
新聞社／有限会社いまあじゅ／福島民報社／読売新聞東京本社／日本経済新聞
社／朝日新聞社／株式会社 福島放送／株式会社いわき市民コミュニティ放送

［ 2013年度 ］

ア活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO法人 
メディアージ
第８回 現地会議 in 福島●岩崎大樹氏（NPO 法人 コースター）／蛭川靖弘氏
（NPO 法人まちづくり喜多方）／近藤能之氏（みんな共和国）／戸田光司氏（一般社
団法人 みんな未来センター）／長谷川秀雄氏（NPO 法人 3.11 被災者を支援するい
わき連絡協議会）／志田篤氏（NPO 法人昭和横丁）／深田俊雄氏（NPO 法人 ふく
しまNPO ネットワークセンター）／丹波史紀氏（一般社団法人 ふくしま連携復興セン
ター）／ NPO 法人 うつくしまNPO ネットワーク／一般社団法人 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／ NPO 法人 日本ファシリテー
ション協会／認定NPO 法人 国際協力NGO センター（JANIC）／ NPO 法人 メディ
アージ／社会福祉法人 福島県社会福祉協議会
第９回 現地会議 in 岩手●坪井七夫氏（独立行政法人 福祉医療機構 助成事業
部 助成計画課）／明城徹也氏（認定NPO 法人 ジャパン・プラットフォーム 国内事業
部）／阿部陽一郎氏（社会福祉法人 中央共同募金会 企画広報部）／鹿野順一氏
（NPO 法人 いわて連携復興センター）／井岡仁志氏（社会福祉法人 高島市社会福
祉協議会 地域福祉課）／阿部知幸氏（もりおか復興支援センター）／安藤周治氏（ 
NPO法人 ひろしまね）／酒井聖文氏（ おっちラボ事務局）／ NPO 法人 いわて連携
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／ NPO 法人 メディアージ
■地域駐在員団体訪問活動

「山元の未来への種まき会議」事務局／ 3.11 ルワンダふくしまプロジェクト実行委員
会／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会（みんぷく）／ 3 人が笑顔で伝える
戸倉めぐり／ AmeriCares ／ CCMN 東北チーム／ CRMS 市民放射能測定所
／ FM ねまらいん／ NPO 法人 ＠リアスNPO サポートセンター／NPO 法人 
ETIC. ／ NPO 法人 NPO 笑顔のお手伝い／ NPO 法人 カリタス釜石／ NPO 
法人 こそだてシップ／ NPO 法人 さんさんの会／ NPO 法人 ハビタット・フォー・
ヒューマニティ・ジャパン／ NPO 法人 み・らいず／ NPO 法人 移動支援 Rera ／ 
NPO 法人 応援のしっぽ／ NPO 法人 桜ライン311／ NPO 法人 市民公益活動
パートナーズ／ NPO 法人 相双NPO センター／ NPO 法人 夢ネット大船渡／ 
NPO 法人 陸前たがだ八起プロジェクト／ NPO 法人 亘理いちごっこ／NPO 法
人「居場所」創造プロジェクト／ NPO 法人FUKUSHIMA いのちの水／ NPO 法
人JAPANHOPE ／ NPO 法人JEN 石巻／ NPO 法人SET ／ NPO 法人あす
わ／ NPO 法人いわき緊急サポートセンター／ NPO 法人いわてNPO － NET サ
ポート／ NPO 法人ウェッブストーリー／ NPO 法人うつくしまNPO ネットワーク／ 
NPO 法人ガーネットみやぎ／ NPO 法人グリーンバレー／ NPO 法人そのつ森／ 
NPO 法人テラ・ルネッサンス／NPO 法人ネットワークオレンジ ／ NPO 法人はらま
ちクラブ／ NPO 法人ビーンズふくしま／ NPO 法人ふくしまNPO ネットワークセン
ター／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／ NPO 法人まちづくりNPO 新町なみえ
／ NPO 法人まちづくり喜多方／ NPO 法人みちのくふる里ネットワーク／ NPO 法
人ゆうきの里東和 ふるさとづくり協議会／ NPO法人レスキューストックヤード／ 
NPO 法人ワールド・ビジョン・ジャパン／ NPO 法人遠野まごころネット／ NPO 法人
元気になろう福島／ NPO 法人三陸情報局／ NPO 法人昭和横丁／ NPO 法人
障碍児と共に歩む会／ NPO 法人川内村NPO 協働センター／ NPO法人川内村
NPO 協働センター／ NPO 法人地球のステージ／ NPO 法人地星社／ NPO法
人東北開墾／ NPO 法人日本ファシリテーション協会災害復興支援室／ NPO 法

■被災地支援活動

第６回 現地会議 in 福島●近藤能之氏（走れ南相馬）／原澤慶太郎氏（南相馬市
立総合病院 内科）／田村早人氏（社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会）／後
藤麻理子氏（NPO 法人日本ボランティアコーディネーター協会）／吉田恵美子氏（い
わきおてんとSUN 企業組合）／菅野孝明氏（浪江町ふるさと再生課）／一般社団法
人ふくしま連携復興センター／ NPO 法人うつくしまNPO ネットワーク／災害ボラン
ティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／認定
NPO 法人国際協力NGO センター／ NPO 法人メディアージ／社会福祉法人福島
県社会福祉協議會
第７回 現地会議 in 岩手●釘子明氏（陸前高田被災地語り部・くぎこ屋）／瀬浪仁
志氏（公益社団法人 助けあいジャパン）／菊池真吾氏（NPO法人さんさんの会）／
船橋和花氏（認定NPO法人難民支援協会）／大桐啓三氏（いわてゆいっこ花巻）／
小國晃也氏（大槌町 復興局 復興推進課 事業推進班）／ NPO 法人 いわて連携
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／ NPO 法人メディアージ
第７回 現地会議 in 宮城●阿部憲子氏（南三陸ホテル観洋）／小野寺寛氏（すば
らしい歌津をつくる協議会）／渡部慶太氏（NPO 法人 石巻復興支援ネットワーク 事
務局）／宮定章氏（NPO 法人 まち・コミュニケーション）／渡辺裕伸氏（農事組合法
人 ファーム田麦山）／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェ
クト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ
第７回 現地会議 in 福島●山口巴氏（NPO 法人 うつくしまNPO ネットワーク）／鈴
木康氏（社会福祉法人 会津若松市社会福祉協議会）／蛭川靖弘氏（NPO 法人ま
ちづくり喜多方）／稲村久美氏（株式会社 まちづくり会津）／蛭川靖弘氏（NPO 法
人まちづくり喜多方　代表理事）／菅野雅弘氏（葛尾村 総務課 復興対策係長）／
尾崎嘉洋氏（NPO 法人 苧麻倶楽部 事務局長）／徳田 太郎氏（NPO 法人 日本
ファシリテーション協会）／ NPO 法人 うつくしまNPOネットワーク／一般社団法人 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／ NPO 法人 
日本ファシリテーション協会／認定NPO 法人 国際協力NGO センター（JANIC）／ 
NPO 法人 メディアージ
第８回 現地会議 in 岩手●佐野淳氏（岩手県復興局生活再建課 総括課長）／小
川理子氏（パナソニック 株式会社　CSR・社会文化グループ）／武井伸夫氏（株式
会社 パソナ　復興支援担当）／瀬川典男氏（株式会社 川徳　営業企画部）／森
由美氏（SCSK 株式会社　CSR 推進部 部長）／小川理子氏（パナソニック 株式会
社　CSR・社会文化グループ）／武井伸夫氏（株式会社 パソナ復興支援担当）／瀬
川典男氏（株式会社 川徳　営業企画部）／森由美氏（SCSK 株式会社　CSR 推
進部 部長）／鹿野順一氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）／ NPO 法人 い
わて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／NPO 法人 メ
ディアージ
第８回 現地会議 in 宮城●高橋伸明氏（岩沼市 建設部 復興整備課）／丸山正
氏（復興庁 宮城復興局）／須藤美代子氏（社会福祉法人 南三陸町社会福祉協
議会 被災者生活支援センター）／中川勝義氏（玉浦西地区まちづくり検討委員／
岩沼市相野釜町町内会）山口里美氏（一般社団法人RCF 復興支援チーム）／黒
田裕子氏（NPO 法人 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク）／星野晃男氏（NPO 
法人 くらしサポート越後川口）／須藤美代子氏（社会福祉法人 南三陸町社会福
祉協議会 被災者生活支援センター）／みやぎ連携復興センター／災害ボランティ

NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人国際協力NGO センター／認
定NPO 法人難民支援協会／認定NPO 法人日本NPO センター／農を変えたい東
北集会in 福島実行委員会／富士通株式会社／復興まちづくり推進力！ラムズ／復
興支援団体プラスネオ／復興庁宮城復興局／復興庁福島復興局地域班／福島県
男女共生センター「女と男の未来館」／福島県中地域NPO ネットワーク” なかねっ
と” ／福島県復興公営住宅入居支援センター／福島県文化スポーツ振興局／福島
県弁護士会／福島子ども保養プロジェクト( コヨット) ／夢のみずうみ村おおつち・こど
も夢ハウスおおつち／明日華／雄勝町の雄勝地区を考える会／陸前高田まちづくり
協働センター／陸前高田市まちづくりプラットフォーム／陸前高田市仮設住宅連絡会
／陸前高田市被災者支援室／陸前高田市未来商店街／立命館大学／和みサロ
ン「眞こころ」／亘理町AKB- 荒浜・かもめ・ブラザーズ広益社団法人 シャンティ国際
ボランティア会／中央労働金庫／一般社団法人東京都医療社会事業協会／公益
財団法人東京YWCA ／日本生活協同組合連合会／町屋6 丁目ミニサロン／松
戸・東北交流プロジェクト／東日本大震災復興支援～絆～プロジェクトおおむた／福
島県避難者支援課／ NPO 法人メディアージ／ NPO 法人日本ファシリテーション
協会
■広域避難者支援活動

広域避難者支援ミーティング【東京２】

福島県被災者同行会／北多摩北部ブロック内避難者家族支援担当者連絡会／新
宿CSRネットワーク／ぐんま暮らし応援会／避難母子を支える会議 in 武蔵野／ 
NPO 法人 こどもプロジェクト／広域避難者支援連絡会 in 東京（東京ボランティア・
市民活動センター／東京災害ボランティネットワーク／公益財団法人 さわやか福祉
財団／震災がつなぐ全国ネットワーク／中央労働金庫／災害復興まちづくり支援機
構／社会福祉法人 荒川区社会福祉協議会／全国労働者共済生活組合連合会／
東京都生活協同組合連合会／いたばし総合ボランティアセンター）東雲の会／青空
会／福島県被災者同行会／コスモス会／ふるさと会／とみおか子ども未来ネットワー
ク／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会（FAJ）／ NPO 法人 メディアージ／公
益財団法人 日本財団／社会福祉法人 全国社会福祉協議会
【第１回広域避難者支援ミーティング全国版】

うけいれネットワーク ほっと岡山／みちのく会／広域避難者支援連絡会 in 東京／北
海道NPO 被災者支援ネット／ NPO 法人 あきたパートナーシップ／子どもたちを放
射能から守る福島ネットワーク／復興ボランティア支援センターやまがた／ NPO 法人 
やまがた育児サークルランド／ NPO 法人 山形の公益活動を応援する会・アミル／
山形避難者母の会／ふうあいねっと／『福玉便り』編集委員会／東京災害ボランティ
アネットワーク／東京ボランティア・市民活動センター／ふんばろう福島プロジェクト／
かながわ避難者支援ネット／公益社団法人 中越防災安全推進機構／ NPO 法人 
新潟NPO 協会／NPO 法人 泉京・垂井／愛知県被災者支援センター／みえ災害
ボランティア支援センター／滋賀県内避難者の会／ NPO 法人 きょうとNPO セン
ター／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日本連絡会／とっとり震災支援連
絡協議会／ NPO 法人 ひろしまNPOセンター／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ 
NPO 法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／
社会福祉法人 香美市社会福祉協議会／東日本大震災被災者支援ふくおか市民
ネットワーク／『うみがめのたまご』～ 3.11 ネットワーク～／福島避難者のつどい 沖縄
じゃんがら会／ NPO 法人 とみおか子ども未来ネットワーク／関西学院大学 災害復
興制度研究所／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN) ／ NPO 
法人 日本ファシリテーション協会（FAJ）／ NPO 法人 メディアージ
【中国２】

うけいれネットワーク ほっと岡山／ひろしま避難者の会「アスチカ」／とっとり震災支援
連絡協議会／うけいれネットワーク ほっと岡山／ NPO 法人 ひろしまNPO センター
／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会
【四国２】

うけいれネットワーク ほっと岡山／香川こどもといのちを守る会／ NPO 法人 福島の
こどもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 今治ＮＰＯサポートセンター／ 
NPO 法人 えひめ311 ／えんじょいんと香美／社会福祉法人 香美市社会福祉協議
会／ NPO 法人 地域支援さわやか四万十／うけいれネットワーク ほっと岡山／ 
NPO 法人 日本ファシリテーション協会（FAJ）
【山形２】

みちのく会／社会福祉法人 酒田市社会福祉協議会／市民活動交流ひろば「ぷらっ
と」／ NPO 法人 山形公益活動を応援する会・アミル／復興ボランティア支援セン
ターやまがた／山形避難者母の会／米沢市避難者支援センター「おいで」／ NPO 
法人 日本ファシリテーション協会（FAJ）

人福島県有機農業ネットワーク／ NPO 法人母と子の虹の架け橋／ NPO 法人萌
友／ TEDIC ／WORK FOR 東北／ Youth for Ofunato ／アクセンチュア株
式会社　福島イノベーションセンター／あしなが育英会／いわきCERS ネット／かむ
り川絆の会／からくわ丸／カリタス・ジャパン原町ベース／がんばってっちゃ牡鹿プロ
ジェクト／がんばろう福島、農業者等の会／きゅうりょう工房／グリーンタウンやもと仮
設住宅自治会／ぐるぐる応援団／ぐるっと湖南伝承会／コミューナ・トランスレーショ
ン・デザイン有限責任事業組合／サポートみさと（会津美里町町民活動支援センター
準備室）／さんりくさんぽ ～本吉のある風景～／すとう農産／すばらしい歌津をつくり
協議会／スマイルガーデン／スローフード福島／ソーシャルベンチャー・パートナーズ
東京／たみこの海パック／チャイルドラインふくしま／つながっぺ南相馬／なつかしい
未来創造株式会社／なでしこ会／なみえ絆いわき会／ハネウェル居場所ハウス／ヒ
カリフーズ株式会社／ひまわり工房／ふくしまオーガニックフェスタ実行委員会／ふく
しまネットワークフォーラム／ふくしま復興支援フォーラム／ふらっとーほく／ふんばろう
宮城プロジェクト／ベテランママの会／ホールアース自然学校福島校／ママサポー
ターズ／まゆ工房　彩（いろどり）／まるごと陸前高田協議会／みやぎジョネット みや
ぎ女性復興支援ネットワーク／みやぎ生活協同組合／みやぎ連携復興センター／み
やこラボ／ものづくり交流会／もりおか復興支援センター／やきとりなっちゃん／やまも
と応援センター／ゆりあげ・名取活性協議会／リグリーン／伊達ルネッサンス事務局
／一般財団法人 共生地域創造財団／一般財団法人CSO ネットワーク／一般社
団法人 Bridge for Fukushima ／一般社団法人 ReRoots ／一般社団法人 お
がるスターズ／一般社団法人 ふくしま会議／一般社団法人 みんな未来センター／
一般社団法人 子どものエンパワメントいわて／一般社団法人「陸前高田被災地語り
部」くぎこ屋／一般社団法人SAVE IWATE ／一般社団法人WATALIS ／一
般社団法人おらが大槌夢広場／一般社団法人グリーンオイルプロジェクト／一般社
団法人パーソナルサポートセンター／一般社団法人ピースボート災害ボランティアセン
ター／一般社団法人ふくしま連携復興センター／一般社団法人みらいサポート石巻
／一般社団法人南三陸町復興推進ネットワーク／映画を届けようプロジェクト／会津
電力株式会社／葛尾村村創造協議会／株式会社　巡の環／株式会社NTT 
データ／株式会社シオン／株式会社ジャパンクリエイト／株式会社まちづくり会津／
株式会社メキメキ／株式会社丸井グループ／株式会社富士通　東日本復興・新生
支援本部／釜援隊／釜石市仮設住宅運営センター／釜石市生活環境課／釜石
市地域づくり推進課／岩手県生活再建課／岩手大学／岩手大学復興推進機構／
岩沼市相野釜町町内会／岩沼市復興支援センタースマイル／岩沼市復興整備課
／気仙沼NPO/NGO 連絡会／気仙沼まちづくり支援センター／吉備野工房みちみ
／宮城県サポートセンター支援事務所／協力隊OV 有志による震災支援の会／玉
浦西まちづくり検討委員会／結の会／健康麻雀協会／県内自主避難連絡会／古
民家再生IBUKI プロジェクト／公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会／公益
社団法人 シャンティ国際ボランティア会　気仙沼事務所／公益社団法人　セーブ
･ザ･チルドレン・ジャパン／公益社団法人 青年海外協力協会　里の杜サポートセン
ター／公益社団法人助けあいジャパン／高校生がつくるいしのまきカフェ「 」（かぎ
かっこ）／高田大隅つどいの丘商店街／国際公共政策研究センター／山元いちご
農園株式会社／山元町被災者支援室／山元復興ステーション／山内鮮魚店／子
ども福島（子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク）／支援者のための支援セン
ター TOMONY ／社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会／社会福祉法人岩沼市
社会福祉協議会／社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会ボランティアセンター／
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／社会福祉法人石巻市社会福祉協議会／
社会福祉法人大熊町社会福祉協議会／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会
／社会福祉法人登米市社会福祉協議会／社会福祉法人南三陸町社会福祉協議
会被災地支援センター／社会福祉法人福島県社会福祉協議会／社会福祉法人北
上市社会福祉協議会／社団法人 石巻観光協会／就労継続支援B 型事業所 あ
すなろホーム／女川町地域医療センター／石巻2.0 ／石巻仮設住宅自治連合推進
会／仙台フィンランド健康福祉センター／仙台傾聴の会／相双ボランティア準備室
／大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／大船渡市住宅公園課
／大船渡市地域振興センター／大船渡市地域福祉課／大槌町被災者支援室／大
槌復興 刺し子プロジェクト／大島青果／中央労働金庫／登米市民活動プラザ／東
松島市 矢本運動公園仮設住宅「 とんぼの会」／東松島復興協議会／東日本大震
災復興支援 大根コンプロジェクト／東北学院大学災害ボランティアステーション／独
立行政法人産業産業技術総合研究所／読書ボランティアおはなしころりん／楢葉町
宮里応急仮設住宅 自治会／楢葉町宮里仮設住宅自治会／南三陸まなびの里・い
りやど／南三陸町保健福祉課／日本YMCA カーロふくしま／日本生活協同組合連
合会／日本労働者協同組合連合会／認定NPO 法人NPO 高知市民会議／認定

カリタスジャパン
関係省庁定期協議のための準備会●NPO 法人 アースウォーカーズ／ NPO 法人 
ウェッブストーリー／公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO 法人 日本
病院ボランティア協会／ひろボラネット／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／一般社団法人 復興開発支援機構／ NPO 法人 南茶和
第２回●内閣府（男女共同参画局 総務課／防災担当）復興庁（ボランティア・公益
的民間連携班／法制班／予算・会計班）文部科学省（初等中等教育局 教育課程
課／スポーツ・青少年局 青少年課）厚生労働省（医政局 総務課／健康局 がん対
策健康増進課／職業安定局 地域雇用対策室／雇用均等・児童家庭局 雇用均等
政策課／雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課／雇用均等・児童家庭局 育成環境
課／社会・援護局 地域福祉課／老健局 振興課）国土交通省（総合政策局 公共
交通政策部 交通支援課／道路局 高速道路課／自動車局 旅客課）NPO 法人 桜
ライン311 ／ NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／認定NPO 法
人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 難民を助ける会／認定NPO 法人 日
本NPO センター／ NPO 法人 あきたパートナーシップ／ NPO 法人 アースウォー
カーズ／いわて障がい福祉復興支援センター／公益財団法人 さわやか福祉財団／ 
NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／ NPO 法人 女性と子ども支
援センターウィメンズネット・こうべ／公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ 
NPO 法人 全国移動サービスネットワーク／全国訪問ボランティアナースの会 キャン
ナス／とっとり震災支援連絡協議会／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／東日
本大震災女性支援ネットワーク／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会
／ひろボラネット／福岡県民主医療機関連合会／一般社団法人 復興支援士業ネッ
トワーク／みちのく会／ NPO 法人 和と輪会
■第３回 全体ミーティング

渡邊洋子 氏（七ヶ浜町婦人防火クラブ連合会）／小野寺浩樹 氏（陸前高田市まち
づくり協働センター）／岩崎大樹 氏（NPO 法人 コースター）／本間紀伊子 氏（みち
のく会）／青柳光昌 氏（公益財団法人 日本財団）／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部(CSR)）／岡本全勝 氏（復興庁 統括
官）／阿部陽一郎氏（社会福祉法人 中央共同募金会）／大久保朝江 氏（NPO 法
人 杜の伝言板ゆるる）
■Walk with 東北プロジェクト

株式会社 電通／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／株式会社 博報堂
／ NPO 法人 レスキューストックヤード／ 1%（ワンパーセント）クラブ／チームともす東
北／中央労働金庫／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／西荻デザイン／
ふうせん／寿交通株式会社／多賀城市 地域活動支援センター「コスモスホール」／
みちのく会／有限会社 ローカルプランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■情報の収集と発信

大野沙知子／藤田ゆうき／シブヤグラフ（事務局運営・ウェブサイト制作）／株式会社
スパーズ（ウェブサイト制作）／株式会社 電通（広報デザイン・イベント運営）／西荻
デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報堂（広報プランニング・制作）／ふうせん
（ウェブサーバー管理）／渥美哲（日本放送協会解説委員）／筑波君枝／株式会社 
朝日新聞社／日本放送協会／株式会社 読売新聞グループ本社／株式会社 福祉
新聞社／一般社団法人 共同通信社／株式会社 毎日新聞社／株式会社 日本経
済新聞社／株式会社 フジテレビジョン／株式会社 河北新報社／株式会社 産業経
済新聞社／株式会社 時事通信社／株式会社 消費生活新報社／株式会社 西日
本新聞社／株式会社 東海新報社／日本テレビ放送網 株式会社／株式会社 福島
中央テレビ／株式会社 福島民報社／福島民友新聞社 株式会社／株式会社 新潟
日報社／南相馬ひばりエフエム／株式会社 中国新聞社／株式会社 テレビ愛媛／
宮崎日日新聞社／株式会社 北海道新聞社／日本BS 放送株式会社／株式会社東
京ビッグサイト

【第２回広域避難者支援ミーティング全国版】

みちくの会／ NPO 法人あきたパートナーシップ／ NPO 法人 山形の公益活動を応
援する会・アミル／ NPO 法人 やまがた育児サークルランド／一般社団法人ふくしま
連携復興センター／ふうあいねっと／『福玉便り』編集部・埼玉県労働者福祉協議会
／立正大学／ NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ／東京災害ボラン
ティアネットワーク／東京ボランティア・市民活動センター／かながわ避難者と共にあゆ
む会／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／公益社団法人 中越防
災安全推進機構／ NPO 法人 新潟NPO 協会／手をつなごう311 ／愛知県被災
者支援センター／みえとも／一般社団法人みんなの手／ＮＰＯ法人　和（なごみ）／
まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日本連絡会／サインポスト／とっとり震災
支援連絡協議会／うけいれネットワークほっと岡山／ひろしま避難者の会「アスチカ」
／福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／東日本大
震災被災者支援ふくおか市民ネットワーク／『うみがめのたまご』～ 3.11 ネットワーク～
／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／福島の子どもたちを守る法律家ネットワー
ク（SAFLAN）／ NPO 法人とみおか子ども未来ネットワーク／関西学院大学災害復
興制度研究所／社会福祉法人中央共同募金会／ NPO 法人 OurPlanetTV ／
いたばし総合ボランティアセンター鎌倉女子大学／ NPO 法人子ども全国ネット／認
定NPO 法人 ジャパン・プラットフォーム／公益社団法人 シャンティ国際ボランティア
会／中央労働金庫／一般社団法人東京都医療社会事業協会／公益財団法人東
京YWCA ／日本生活協同組合連合会／町屋6 丁目ミニサロン／松戸・東北交流
プロジェクト／東日本大震災復興支援～絆～プロジェクトおおむた／福島県避難者支
援課／ NPO 法人メディアージ／ NPO 法人日本ファシリテーション協会
■ネットワーク推進会議 

第１回●とみおか子ども未来ネットワーク／ 311 受入全国協議会／社団法人 中越
防災安全推進機構 復興デザインセンター／関西学院大学 災害復興制度研究所／
社会福祉法人 中央共同募金会／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク・
SAFLAN ／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会
第2回●とみおか子ども未来ネットワーク／ 311 受入全国協議会／社団法人 中越
防災安全推進機構 復興デザインセンター／関西学院大学 災害復興制度研究所／
福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク・SAFLAN
第３回●とみおか子ども未来ネットワーク／ 311 受入全国協議会／みちのく会／山
形避難者母の会／東日本大震災県外避難者西日本連絡会 まるっと西日本／
公益社団法人 中越防災安全推進機構／東京災害ボランティアネットワーク／関西
学院大学 災害復興制度研究所／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／社会福祉法人 中央共同募金会
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第１回●内閣府（原子力災害対策本部 原子力被災者生活
支援チーム／経済社会システム担当／防災担当 防災計画担当／防災担当 国際
協力担当／防災担当 法制担当）復興庁（総合政策班／法制班／ボランティア・公
益的民間連携班／帰還支援班／予算会計班）文部科学省（初等中等教育局 教育
課程課／初等中等教育局 児童生徒課／スポーツ・青少年局／原子力損害賠償対
策室）厚生労働省（医政局 指導課／雇用均等・児童家庭局 虐待防止対策室／雇
用均等・児童家庭局 育成環境課）農林水産省（大臣官房 食料安全保障課）経済
産業省（資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力損害対応室）国土交通省（港
湾局）／ NPO 法人 桜ライン311 ／公益財団法人 さわやか福祉財団／認定NPO 
法人ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 難民支援協会／認定NPO 法人 日
本NPO センター／ NPO 法人 日本子守唄協会／日本生活協同組合連合会／一
般社団法人 復興開発支援機構／NPO法人 レスキューストックヤード／手をつなぐ
3.11信州／NPO法人 アースウォーカーズ／パルシステム連合会／福岡県民主医療
機関連合会／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／ひろボラネッ
ト／認定NPO 法人 FoEJapan／ NPO 法人 ウェッブストーリー／ NPO 法人 南
茶和／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレ
ン・ジャパン／一般社団法人 復興開発支援機構／宗教法人 カトリック中央協議会 
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笑顔プロジェクト／あさひプロボノ事務所／社会福祉法人足立区社会福祉協議会／
社会福祉法人荒川区社会福祉協議会／いたばし災害ボランティア会／いたばし総合
ボランティアセンター／かながわ避難者と共にあゆむ会／カルチュラル・ニュース日本支
局／きらきら星ネット／ぐんま暮らし応援会／コスモス会／じゃぁまいいかねっと・ふうあ
いママの会／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／上智社会福祉専門学校／ち
ば市民活動・市民事業サポートクラブ／社会福祉法人調布市社会福祉協議会／とち
ぎ暮らし応援会／とみおか子ども未来ネットワーク／西都保健生活協同組合／ニバル
レキレ† I amspecial! †／パルシステム生活協同組合連合会／ふうあいねっと／み
ちのくまほろば会／むさしのスマイル／わかば「お茶っこ」しよう会／一般社団法人ふくし
ま連携復興センター一般社団法人社会的包括サポートセンター一般社団法人東北圏
地域づくりコンソーシアム一歩会／岩手もりおか復興ステーション／宮城県東京事務所
／公益財団法人みちのく未来基金／広域避難者支援連絡会in 東京／社会福祉法
人荒川区社会福祉協議会／社会福祉法人狛江市社会福祉協議会／鷺宮都営住
宅自治会／市民キャビネット/ 災害支援団体ネットワーク／社会福祉法人小平市社会
福祉協議会／守りたい･子ども未来プロジェクト／小金井ボランティア・市民活動セン
ター／真如苑救援ボランティアSeRV ／震災がつなぐ全国ネットワーク／人の輪ネット
／成蹊大学ボランティア支援センター／生活協同組合パルシステム東京／社会福祉
法人西東京市社会福祉協議会／全国労働者共済生活協同組合連合会東日本事業
本部／全国労働者共済生活協同組合連合会本部／想い／早稲田大学総合人文科
学研究センター／足立区新田ふるさと会／中・福の会事務局（鷺ノ宮都営住宅）／社
会福祉法人中央共同募金会／中央区内の被災避難者を支援するシニアの会／中央
労働金庫／町屋6 丁目ミニサロン／島根県東京事務所しまね定住サテライト東京／東
雲の会／東京ボランティア・市民活動センター／東京災害ボランティアネットワーク／一
般社団法人東京都医療社会事業協会／社会福祉法人東京都社会福祉協議会／
東京都生活協同組合連合会／東京都生協連COOP 災害ボランティアネットワーク／
東京都総務局復興支援対策部都内避難者支援課／東京臨床心理士会3.11 震災
支援プロジェクト／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／東北の絆　
サロンFMI 会／ NPO 法人　日本国際ボランティアセンター／ NPO 法人こどもプロ
ジェクト／読売光と愛の事業団／認定NPO 法人日本NPO センター／日本社会事業
大学　社会事業研究所／公益社団法人日本社会福祉事業協会／日本生活協同組
合連合会／日本赤十字社救護福祉部／避難・支援ネットかながわ／百人町青空会
／社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会／復興ボランティア支援センターやま
がた／福玉便り編集委員会／福島県生活環境部避難者支援課／福島県被災者同
行会／立川・東日本大震災避難者を支援する会／大山自治会／社会福祉法人練
馬区社会福祉協議会ボランティア・地域福祉推進センター／浪江町役場生活支援課
千葉県駐在／獨協医科大学国際疫学研究室福島分室
九州2●一般社団法人市民ネット／ NPO 法人抱樸／東日本大震災復興支援～絆
～プロジェクトおおむた～／ NPO 法人ふくおかNPO センター／大分県ボランティア
市民活動センター／西九州大学／宮城県人会さが／うみがめのたまご～ 3.11 ネット
ワーク／ソカイネット／福島県人会「うつくしま、福島の会」／福島県避難者支援課
近畿2●滋賀県内避難者の会／ NPO 法人 しがＮＰＯセンター／一般社団法人 滋
賀県労働者福祉協議会／ NPO 法人 和（なごみ）／東日本大震災県外避難者西日
本連絡会（まるっと西日本）／社会福祉法人 大阪ボランティア協会／避難ママのお茶
ベリ会／ NPO 法人 全日本企業福祉協会／一般社団法人 産業カウンセラー協会
関西支部／クレオ大阪中央　総合相談課／公益財団法人 神戸YMCA ／県外ひ
なん者交流会ひょうご　ぷらっとホーム／ NPO 法人 市民活動センター神戸／べっこ
こMaMa ／神戸ぽけっとNet. ／兵庫県民主医療機関連合会／　社会福祉法人 
兵庫県社会福祉協議会／奈良県被災者の会／ NPO法人奈良NPO センター／ 
NPO 法人わかやまNPO センター／福島県大阪事務所／関西学院大学 復興制度
研究所／ NPO 法人えひめ311
北海道●うけいれ隊リフレッシュ託児／ NPO 法人大沼・駒ケ岳ふるさとづくりセン
ター／自治会　桜会／札幌弁護士会／東京大学大学院／函館・むすびば／ NPO 
法人北海道NPOサポートセンター／北海道NPO 被災者支援ネット／ NPO 法人北
海道NPO ファンド／一般社団法人北海道広域避難アシスト協会／公益財団法人 
北海道新聞社会福祉振興基金／北海道大学　大学院工学研究室／みちのく応援
団／みちのく会／みちのくキッズ／NPO 法人みみをすますプロジェクト／北海道総合
政策部地域づくり支援局地域政策課道外被災地支援グループ／札幌市市民まちづ
くり局　市民自治推進室　市民活動推進担当課／公益財団法人 みちのく未来基金
／広域避難者支援連絡会in 東京
第3 回広域避難者支援ミーティング全国版●みちのく会/ 一般社団法人 北海道
広域避難アシスト協会／北海道NPO サポートセンター／ NPO 法人あきたパートナー
シップ／ NPO 法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク／ NPO 法人 山形の公
益活動を応援する会・アミル／山形県避難者母の会／一般社団法人ふくしま連携復

の家／ NPO 法人ホームひなたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／認定NPO 法
人やまぼうし／ NPO 法人MM サポートセンター／公益社団法人青年海外協力協
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協会岩沼／一般社団法人BIGUP 石巻
福島●NPO 法人福島ライフエイド／かつらおむら村創造協議会／一般社団法人ふ
くしま会議／公益財団法人トヨタ財団／認定NPO 法人ふくしまＮＰＯネットワークセン
ター／おてんとＳＵＮ企業組合／小名浜ボランティアセンター／ NPO 法人3.11 被災
者を支援するいわき連絡協議会( みんぷく) ／シャプラニール「ぶらっとスペース」／ス
カイストア（サロン「ひだまり」）／豊間復興協議会／薄磯復興委員会／ NPO 法人都
市まちづくり研究会／三菱総研 福島県自主避難者情報支援事業／ NPO 法人福
島県有機農業ネットワーク／ＦｏＥジャパン／浪江二本松連携復興支援センター／ 
NPO 法人SORA アニマルシェルター／ＬＹＳＴＡ／福島県の児童養護施設の子ども
の健康を考える会／浪江きてほしいＴシャツプロジェクト／かーちゃんの力プロジェクト
／ NPO 法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO 法人コースター／田村市復興応
援隊／ NPO 法人元気になろう福島／楢葉町 宮里仮設自治会( 会津美里) ／コ
ミュニティ結ドットコム／まちづくり会津／ Tokyo Crazy Kawaii Project ／福島土
壌スクリーニング・プロジェクト／ふくしま地域活動団体サポートセンター／大熊町ふる
さと応援隊／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／一般社団法人ふくしま連携復興
センター／ NPO 法人シャローム／ YWCA ／カーロふくしま／南相馬いちばん星／
「ここふくマルシェ」実行委員会／ふくしま復興支援フォーラム／相双ボランティア／ 
Wendy ～ウェンディいわき～／ NPO 法人支え合う21 世紀の会／ NPO 法人昭
和横丁／福島移住女性支援ネットワーク(EIWAN) ／除染情報プラザ／ NPO 法
人寺子屋方丈舎／ NPO 法人風の谷委員会／ FUKU-FUKU プロジェクト／ 
NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／未来会議in いわき／社会福祉法
人福島県社会福祉協議会／フクシマ環境未来基地／社会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／社会福祉法人いわき市社会福祉協議会／ふたば商工株式会社／ 
NPO 法人ザ・ピープル／ NPO 法人まちづくりＮＰＯ新町なみえ／一般社団法人えこ
えね南相馬／キッチンガーデン協議会／ NPO 法人ＪＥＮ／ふくしまオーガニックフェ
スタ実行委員会／ NPO法人青空保育たけの子／子どもたちを放射能から守る福島
ネットワーク／ NPO 法人うつくしまＮＰＯネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事
業ネット／ NPO 法人TATAKIAGE Japan ／社会福祉法人大熊町社会福祉協
議会／ NPO 法人市民公益活動パートナーズ／ NPO 法人楢葉コンピュファーム／ 
NPO 法人福島県会津市民生活支援センター／一般社団法人Br idge  f o r  
Fukushima ／一般社団法人ならはみらい／生活協同組合コープふくしま／南相馬
市市民活動サポートセンター／ NPO 法人中之作プロジェクト／みんなのとなり組／
ふくしま心のケアセンター／相双に保健医療福祉システムを作る会／みんな共和国／ 
37 カフェ／認定NPO 法人フロンティア南相馬／大熊町復興支援員／認定NPO 
法人日本国際ボランティアセンター／小高ワーカーズベース／ NPO 法人ふくしま30 
年プロジェクト／ Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船の里／つ
ながっぺ南相馬／南相馬ダイアローグ／ NPO 法人ウェッブストーリー／防災団体
bousaring ／ふくしまオルガン堂下北沢／ふうあいネット／震災支援ネットワーク埼玉
／ひろしま避難者の会 アスチカ／ NPO 法人ふれあいネットまつど／東日本大震災・
山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／ NPO 法人おぢや元気プロジェクト／公益社
団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO 法人しんぐるまざぁふぉーらむ／原発
対話の会／アプリシエイトフクシマワーカーズ／夢ふたば人／なこそ復興プロジェクト
／社会福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ンター／川
内村N P O  協働センター／曹洞宗復興支援分室／  S M A R T C I T Y  
FUKUSHIMA MOVE ／東北支援学生団体 JoyStudy ／放射能測定センター・
南相馬（とどけ鳥）
■広域避難者支援ミーティング

東海2●NPO 法人KI プロジェクト／ NPO 法人いびがわミズみずエコステーション／
光の帯ネットワーク／岐阜キッズな( 絆) 支援室／ NPO 法人泉京・垂井／ＳＡＶＥＩＷ
ＡＴＥしずおか／ NPO 法人地域づくりサポートネット／はままつ東北交流館／社会福
祉法人静岡県社会福祉協議会／社会福祉法人浜松市社会福祉協議会／一般社
団法人aichikara ／おいでん福島っこ（新城）／生活協同組合コープあいち／社会福
祉法人愛知県社会福祉協議会／母子疎開ネットワーク「hahako」／支援ねっと＠みえ
きた／みえとも（311 みえネット）／社会福祉法人三重県社会福祉協議会／静岡県被
災者受入担当／ NPO 法人レスキューストックヤード
関東●一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会／福玉便り編集部／「広がれボラン
ティアの輪」連絡会議／ NPO 法人フォトボイスプロジェクト／ NPO 法人日本ヒマラヤ
ン・アドベンチャー・トラスト／ NPO 法人まちづくりぜぇね／ NPO 法人日本国際ボラン
ティアセンター／ NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会／ NPO 法人

イン311 ／公益財団法人さわやか福祉財団／ NPO 法人サンガ岩手／ NPO 法
人参画プランニング・いわて／ NPO 法人さんりくWELLNESS ／一般社団法人三
陸ひとつなぎ自然学校／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／一般社団
法人SAVE TAKATA ／公益社団法人助けあいジャパン／社会福祉法人田野
畑村社会福祉協議会／田野畑村復興対策課／社会福祉法人中央共同募金会／
つどい／ NPO 法人テラ・ルネッサンス／ NPO 法人遠野まごころネット／NPO 法
人遠野山里暮らしネットワーク／ NPO 法人難民を助ける会（AAR）／ NPO 法人
日本リザルツ／社会福祉法人野田村社会福祉協議会／ NPO 法人のんのりのだ
物語／株式会社パソナ／ NPO 法人母と子の虹の架け橋／ NPO 法人ハビタット・
フォー・ヒューマニティ・ジャパン／社会福祉法人洋野町社会福祉協議会／洋野町
特定課題対策室／社会福祉法人普代村社会福祉協議会／ NPO 法人ふれあ
いステーション・あい／まぁむたかた／ NPO 法人まちづくり・ぐるっとおおつち／松
原町町内会／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／ NPO 法人みやこラボ／
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会／やまだ復興応援隊／社会福祉法人山
田町社会福祉協議会／ゆいっこ花巻／ユースみやっこベース／ NPO 法人夢
ネット大船渡／陸前高田市仮設住宅連絡会／社会福祉法人陸前高田市社会福
祉協議会／陸前高田市被災者支援室／ NPO 法人陸前高田八起プロジェクト
／陸前高田まちづくり協働センター／ワーカーズコープ／ NPO 法人和と輪会／
一般社団法人和RING-PROJECT ／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／
岩手大学三陸復興推進機構／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／大船渡
市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／ NPO 法人東北開墾／陸前
高田まちづくり協働センター
宮城●亘理町復興語り部の会／ NPO 法人亘理いちごっこ／雄勝町の雄勝地区を
考える会／門脇ハウス／社会福祉法人名取市社会福祉協議会／ NPO 法人暮らし
づくりネットワーク北芝／株式会社博報堂／ NPO 法人日本冒険遊び場づくり協会／ 
NPO 法人日本国際ボランティアセンター(JVC) ／ NPO 法人日本ファシリテーション協
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／中核支えあいセンター／中央労働金庫／認定NPO 法人地
星社／ NPO 法人地球のステージ／公益財団法人地域創造基金みやぎ／社会福
祉法人太白区社会福祉協議会／多賀城市市民活動サポートセンター／ NPO 法人
全国移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サポートセンター
（CLC) ／仙台中央タクシー株式会社／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社
会福祉法人石巻市社会福祉協議会／
石巻仮設住宅自治連合推進会／神戸市／ NPO 法人神戸まちづくり研究所／社会
福祉法人七ヶ浜町社会福祉協議会／七ヶ浜ビーチフェスティバル実行委員会／支
援者のための支援センター TOMONY ／阪神・淡路大震災記念 人と防災未来セ
ンター／荒浜再生を願う会／公益財団法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／宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団法人気仙
沼復興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援センター／社会福祉法人岩沼市社会
福祉協議会／ NPO 法人応援のしっぽ／ NPO 法人移動支援Rera ／ NPO 法
人レスキューストックヤード／ユースサポートカレッジ石巻NOTE ／一般社団法人みら
いサポート石巻／みやぎ連携復興センター／みやぎ生活協同組合／宮城県震災復
興推進課／認定NPO 法人まち・コミュニケーション／一般社団法人ボランティアス
テーションin 気仙沼／一般社団法人ふらっとーほく／グリーンベルトプロジェクト／復
興庁宮城復興局／ NPO 法人ピースジャム／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国際ボランティ
ア会（SVA）／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人シーズ= 
市民活動を支える制度をつくる会／ NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸／
からくわ丸／NPO 法人ガーネットみやぎ／ NPO 法人ウィメンズアイ／一般社団法人
WATALIS ／ 1％（ワンパーセント）クラブ／亘理町社会福祉協議会／亘理・曹洞
宗／連合宮城石巻地区協議会／ゆりあげ港朝市協同組合／山元の未来への種ま
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協議会／南蒲生復興部／ひまわりキッズ／東松島
復興協議会／社会福祉法人東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／ NPO 法人せんだいファミ
リーサポート・ネットワーク／ NPO 法人せんだい・みやぎNPO センター／山元町共同
作業所（工房地球村）／気仙沼NGP/NPO 連絡会／傾聴の会／岩沼市被災者生
活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市市民活動支援センター／岩沼みんな

（宮城県サポートセンター支援事務所）／菊田忠衞 氏（ボランティアステーションin 気
仙沼）／社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会／気仙沼NPO/NGO 連絡会／
みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／社会福祉法
人 宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所／ NPO 法人 日
本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ／気仙沼市／宮城県／復興庁
宮城復興局　
第9 回 現地会議 in 福島●須賀明弘氏（福島県企画調整部避難地域復興局生活
拠点課）／斉藤知道氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会 地域福祉課）／山
中桂子氏（社会福祉法人いわき市社会福祉協議会 生活支援相談員）／渡部千惠
子氏・本田紀生氏（大熊町ふるさと応援隊）／藤田大氏（ふたば商工株式会社）／
猪瀬絢子氏（NPO 法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会）／一般社団法
人ふくしま連携復興センター／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会／ NPO 
法人うつくしまNPO ネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 
法人 メディアージ／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 福島
県社会福祉協議会／いわき産業創造館
第10 回 現地会議 in 福島●赤池孝行氏（NPO 法人3.11 被災者を支援するいわ
き連絡協議会）／関靖男氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会地域福祉課）／
佐藤清彦氏（社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会地域福祉課）／米倉一磨氏
（相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会）／小畑瓊子氏（南相馬市
市民活動サポートセンター）／南相馬市市民活動サポートセンター／一般社団法人
ふくしま連携復興センター／ NPO 法人うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人メ
ディアージ／社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会／社会福祉法人福島県社会
福祉協議会／南相馬市民情報交流センター
第11 回 現地会議 in 宮城●新妻一典氏（社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議
会）／沢田　充氏（社会福祉法人 名取市社会福祉協議会）／佐藤寛子氏（社会福
祉法人 亘理町社会福祉協議会）／高橋和子氏（社会福祉法人 山元町社会福祉
協議会）／山下弘彦氏（日野ボランティア・ネットワーク）／阿部結悟氏（山元の未来へ
の種まき会議）／若山陽子氏（名取交流センター）／青木淳氏（公益社団法人 青年
海外協力協会 里の杜サポートセンター）／佐藤正乗氏（曹洞宗 東日本大震災 災害
対策本部 復興支援室分室）／社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会／社会福祉
法人名取市社会福祉協議会／社会福祉法人亘理町社会福祉協議会／社会福祉
法人山元町社会福祉協議会／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／山元の未来への種まき会議／宮城県サポートセンター支援事務
所／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／ NPO 法人日本ファシリテーション協
会／ NPO法人 メディアージ／岩沼市／復興庁宮城復興局
第11 回 現地会議 in 岩手●三井俊介氏（NPO 法人SET）／
加藤拓馬氏（からくわ丸）／横田親氏（丹波市市議会議員）／ NPO 法人アットマー
クリアスNPO サポートセンター／大船渡市市民活動支援センター／陸前高田まちづく
り協働センター／東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／ NPO 法人いわて連
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／NPO 法人メディアー
ジ／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／大船渡市民文化会館リアスホール
■第３回 全体ミーティング

岩手●認定NPO 法人アムダ／ NPO 法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン
／ NPO法人ETIC. ／公益財団法人国際開発救援財団／ FM ねまらいん／認定
NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人国境なき子どもたち／ RCF イ
ノベーション東北／一般社団法人SAVE IWATE ／ NPO 法人SET ／公益社団
法人シャンティ国際ボランティア会／独立行政法人都市再生機構／あすからのくらし
相談室・宮古／ NPO 法人アットマークリアスNPO サポートセンター／一般社団法人
子どものエンパワメントいわて／社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会／岩泉町復
興課／社会福祉法人岩手県社会福祉協議会／岩手大学三陸復興推進機構／ヴィ
ヴレ・ママン／うましか／ NPO 法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA 
／社会福祉法人大槌町社会福祉協議会／大槌町商工観光課／大槌町復興局／
大船渡共生まちづくりの会／大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援セン
ター／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会／大船渡市地域福祉課／大船渡
市復興局／大船渡地域振興センター／尾崎100 年学舎／一般社団法人おらが大
槌夢広場／かけあしの会／認定NPO 法人カタリバ／ NPO 法人神奈川災害ボラン
ティアネットワーク／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／釡石市地域づくり推進
課／ NPO法人かまいしリンク／からくわ丸／ NPO 法人カリタス釡石／公益社団法
人共生地域創造財団／ NPO 法人吉里吉里国／吉里吉里地域復興協議会／社
会福祉法人久慈市社会福祉協議会／ NPO 法人こそだてシップ／ NPO 法人桜ラ

■被災地支援活動

第10 回 現地会議 in 岩手●鹿野順一 氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）
／東洋平 氏（認定NPO 法人 国境なき子どもたち 岩手事務所）／大野覚 氏（認定
NPO 法人 茨城NPO センター・コモンズ）／尾上昌毅 氏（NPO 法人 日本ファシリ
テーション協会）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディ

アージ／ブランニュー北上　
第10 回 現地会議 in 宮城●牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏
（宮城県サポートセンター支援事務所）／鈴木美紀 氏（社会福祉法人 気仙沼市社
会福祉協議会）／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）／齋藤
貴恵 氏（社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会）／塚本卓 氏（NPO 法人 気
仙沼まちづくり支援センター）／牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏

興センター／ふうあいねっと／福玉便り編集委員会／ NPO法人ちば市民活動・市民
事業サポートクラブ／広域避難者支援連絡会in 東京／ NPO 法人とみおか子ども
未来ネットワーク／東京医療ネットワーク支援センター／東雲会／かながわ避難者と共
にあゆむ会／ぐんま暮らし応援会／とちぎ暮らし応援会／東日本大震災・山梨県内避
難者と支援者を結ぶ会／一般社団法人FLIP ／愛知県被災者支援センター／ 
NPO 法人泉京・垂井／みえとも（311 みえネット）／滋賀県内避難者の会／一般社
団法人みんなの手／ NPO 法人 和／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日
本連絡会／奈良県避難者の会／わかやま避難者のWA ／とっとり震災支援連絡協
議会／311ご縁つなぎネットワーク　わっかラボしまね／うけいれネットワークほっと岡山
／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ NPO 法人福島の子どもたち香川へおいでプロ
ジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／一般社団法人 市民ネット／『うみがめのたまご』
～ 3.11 ネットワーク～／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／大熊町復興支援員
／双葉町復興支援員（ふたさぽ）／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／認定NPO 法人日本NPO センター／関西学院大学災害復興制度研
究所／社会福祉法人中央共同募金会／福島県避難者支援課
■ネットワーク推進会議

第１回●とみおか子ども未来ネットワーク／うけいれネットワークほっと岡山／公益社団法
人中越安全防災推進機構／広域避難者支援連絡会in 東京／福島県庁避難者支援
課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／社会福祉法人全国社会
福祉協議会
第２回●とみおか子ども未来ネットワーク／公益社団法人中越安全防災推進機構／福
島県庁避難者支援課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN） ／社会
福祉法人全国社会福祉協議会／うけいれネットワークほっと岡山／広域避難者支援連
絡会in 東京
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第３回●NPO 法人 ウェッブストーリー／世界に繋げる魔法の
輪／ NPO 法人 全国移動サービスネットワーク／一般社団法人 チーム王冠／どろん
こキャラバン☆たんば／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／福岡県民主医療機
関連合会／ NPO 法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 ボ
ランティア活動推進国際協議会 日本／ NPO 法人 街づくり支援協会／復興庁（ボラ
ンティア・公益的民間連携班／法制班／被災者支援班）文部科学省（スポーツ・青少
年局 青少年課）厚生労働省（官房総務課／雇用均等・児童家庭局／社会・援護局 
地域福祉課／老健局 振興課）国土交通省（道路局 高速道路課／自動車局 旅客
課）環境省（環境保健部）農林水産省（農村振興局 農村政策部都市農村交流課 都
市農業室）NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／認定NPO 法人 
ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター
第４回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）要配慮者担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（生涯学習
政策局 生涯学習推進課／スポーツ・青少年局 青少年課）／厚生労働省／国土交
通省／環境省／消防庁／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／認定
NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター／日本生
活協同組合連合会／公益財団法人 日本YMCA 同盟／いわて障がい福祉復興支
援センター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
第５回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）被災者行政担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（スポーツ・青
少年局 青少年課）／厚生労働省（職業安定局 地域雇用対策室／雇用均等・児童
家庭局／社会・援護局 地域福祉課／老健局）／経済産業省（地域資源産業室）／
環境省（総合環境政策局 環境保健部 放射線健康管理担当参事官室）／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／認定NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO セン
ター／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／一般
社団法人 ユニバーサル志縁社会創造センター／いわて障がい福祉復興支援セン
ター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
■Walk with 東北プロジェクト

株式会社電通／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／株式会社 博報堂／ 1%
（ワンパーセント）クラブ／チームともす東北／中央労働金庫／社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／西荻デザイン／ふうせん
／寿交通株式会社／多賀城市 地域活動支援センター「コスモスホール」／みちのく会
／有限会社 ローカルプランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■東北応援ビレッジ2014

いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会／ NPO 法人いわて連携復興セ
ンター／ Walk with 東北 実行委員会／株式会社ＮＴＴデータ／大船渡水産振
興センター／花王カスタマーマーケティング株式会社／花王株式会社／株式会社ク
ライトレーベル／有限会社クリエーターゼロ／気仙沼市／郡山市／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議（支援 P）／株式会社資生堂／ JAL グループ／住商機
電貿易株式会社／住友商事株式会社／セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン遠野事務
所／株式会社損害保険ジャパン／株式会社ダイナックス都市環境研究所／地域活
動支援センター「コスモスホール」／中央労働金庫／株式会社電通／東京駅周辺
防災隣組／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
／日本航空株式会社／日本生活協同組合連合会／ NPO 法人日本セルプセンター
／日本たばこ産業株式会社／公益財団法人日本 YMCA同盟／株式会社博報堂
／東松島市／「広がれボランティアの輪」連絡会議／福島県会津振興局／福島県
観光交流課／一般社団法人福島市観光コンベンション協会／復興庁／みちのく会
／三井住友海上火災保険株式会社／三菱地所株式会社／三菱地所プロパティマ
ネジメント株式会社／三菱自動車工業株式会社／三菱電機株式会社／ NPO 法
人みやぎセルプ協働受注センター／宮古市／山田町子どもまちづくりクラブ／ルーデ
ンス株式会社／有限会社 ローカルプランニング／ 1%（ワンパーセント）クラブ
■東北これから会議2015

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／「広がれボランティアの輪」連絡会議
／復興庁／ 1%（ワンパーセント）クラブ／三菱地所プロパティマネジメント株式会社
／ルーデンス株式会社／株式会社ダスキン／ kameyama Candle house ／東京
駅周辺防災隣組／株式会社東京国際フォーラム／株式会社 博報堂／株式会社 
博報堂プロダクツ／株式会社博報堂DY トータルサポート／チームともす東北／新井
川美千枝氏（富岡町立富岡第一小学校 校長）／吉田隆見氏（富岡町立富岡第一
中学校 校長）／今宿裕昭氏（一般社団法人ウェブベルマーク協会 常務理事）／石
井布紀子氏（NPO 法人さくらネット 代表理事）／三浦英和氏（一般社団法人大船
渡青年会議所 理事長）／佐々木美貴子氏・新沼恵美子氏（大船渡市市民活動支
援センター）／加村真美氏（東北これからアンバサダー）／大本雄一氏（公益社団法
人日本青年会議所の真の復興委員会委員長）／二瓶明美氏（南蒲生町内会復興
部）／佐々木秀之氏（せんだい・みやぎNPO センター／南蒲生住民）／早坂まき子
氏（ローカルドリームプロダクション）／渡瀬あつ子／Quinka,with a Yawn
■情報の収集と発信

大野沙知子／シブヤグラフ（事務局運営・ウェブサイト制作）／株式会社 電通（広報
デザイン）／西荻デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報堂（広報プランニング・
制作）／ふうせん（ウェブサーバー管理）／ yukikazet（JCN レポート編集）／ハリウ
コミュニケーションズ株式会社／ NPO 法人メディアージ／日本放送協会／一般社団
法人 共同通信社／フォーチュン宮城編集部／株式会社東日本放送／北海道新聞
社／三陸新報社／東海新報社／東洋経済新報社／岩手日日新聞社／福島民友
新聞社／有限会社いまあじゅ／福島民報社／読売新聞東京本社／日本経済新聞
社／朝日新聞社／株式会社 福島放送／株式会社いわき市民コミュニティ放送

［ 2014年度 ］
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援センターやまがた／山形県危機管理課復興・避難者支援室／あきたパートナーシッ
プ／市民ネット／ふくしま連携復興センター／福島県 企画調整部 避難地域復興局 
避難者支援課
九州避難者支援ミーティング（2015/12/04）●福岡県立大学／福岡県弁護士
会　災害対策委員会／アカツキ／浪江町復興支援員サポート事業拠点／ふくおか
NPOセンター／福岡県 福祉総務課／福岡県 住宅計画課／西九州大学／佐賀大
学　看護学科／佐賀県　統括本部政策監グループ／市民テーブルくまもと／くま・と
も・ねっと／熊本県　危機管理防災課／『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～／
市民ネット／ FLIP ／ふくしま連携復興センター／福島県 企画調整部 避難地域復
興局 避難者支援課
第3回広域避難者支援ミーティング全国版●あきたパートナーシップ／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／石川県災害ボランティア協会／『うみ
がめのたまご』～3.11ネットワーク～／えひめ311／大阪市社会福祉協議会／かなが
わ避難者と共にあゆむ会／ぐんま暮らし応援会／原発事故被害者支えあいの会「あ
ゆみR.P.Net」／市民ネット／社会的包摂サポートセンター／生活協同組合 コープあ
いち／中央労働金庫／中央共同募金会／中国5県支援ネットワーク会議（うけいれ
ネットワークほっと岡山）／中越防災安全推進機構復興デザインセンター／ちば市民
活動・市民事業サポートクラブ（NPOクラブ）／とみおか子ども未来ネットワーク／広域
避難者支援連絡会in東京／とっとり震災支援連絡協議会／和（なごみ）／新潟
NPO協会／日本NPOセンター／東日本大震災県外避難者連絡会（まるっと西日本）
／東日本大震災滋賀県内避難者の会／ひろしま避難者の会「アスチカ」／東日本大
震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／ FLIP ／福島県 避難者支援課／福島
避難者のつどい 沖縄じゃんがら会／福玉便り編集委員会／ふくしま連携復興セン
ター／復興ボランティア支援センターやまがた／みちのく会／みんなの手／みやぎ連
携復興センター／やまがた絆の架け橋ネットワーク
■ネットワーク推進会議　 

第1回●とみおか子ども未来ネットワーク／広域避難者支援連絡会in東京／毎日新
聞社／福玉便り編集委員会／関西学院大学災害復興制度研究所／ SAFLAN
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第６回●DPI（障害者インターナショナル）日本会議／全国移
動サービスネットワーク／シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／復興庁／内閣
府／環境省／文部科学省／総務省／厚生労働省／国土交通省
■Walk with 東北プロジェクト　 

株式会社電通／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／公益財団法人 日本YMCA同盟／株式会社 博報堂／ 1％
（ワンパーセント）クラブ／チームともす東北／中央労働金庫／災害ボランティア活動
支援プロジェクト会議／西荻デザイン／ふうせん／みちのく会／有限会社ローカルプ
ランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■東北応援ビレッジ2015

Walk with 東北 実行委員会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／東
京駅周辺防災隣組／ 1％（ワンパーセント）クラブ／「広がれボランティアの輪」連絡会
議／復興庁雪音＆玄太／ AWS（Always with Smile）／わんこきょうだい（そばっ
ち）／おおちゃん／ホッキーくん／ガンバーレふかひれちゃん／のまたん／フラおじさん
／まあちゃん／モリタロウ／ゆず太郎／八木澤商店／すがた／生活温故知新／ルー
プラス／たろうベビーハンモック／ GANBAARE ／コミュニティスペースうみねこ／
南三陸ミシン工房／ AQUA Labo kesennuma ／岩佐いちご農園／女子の暮らし
の研究所／オーガニックふくしま安達／たなつもの／葛尾村村創造協議会／葛力創
造舎／「みんなのたからもの」ししゅう高田松原プロジェクト／ボランティアスタッフのみ
なさま
■Walk with 東北 キャンドルセッション 2016

Walk with 東北 実行委員会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支
援P）／株式会社博報堂／一般社団法人ウェブベルマーク協会
■情報の収集と発信

株式会社 電通（広報デザイン）／西荻デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報
堂（広報プランニング・制作）／ yukikazet（JCNレポート編集）／ハリウコミュニケー
ションズ株式会社／ NPO法人メディアージ

■事務局スタッフ（2011～2015年度）

岡坂健、貞廣雅史、池座剛、中野圭、三浦圭一、鈴木亮、津賀高幸、橋本慎吾、
杉村郁雄（順不同）

Wendyいわき／いわき海洋調べ隊「うみラボ」／ NPO法人昭和横丁／福島移住女
性支援ネットワーク（EIWAN）／除染情報プラザ／ NPO法人寺子屋方丈舎／ 
FUKU-FUKUプロジェクト／ NPO法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／未来
会議inいわき／社会福祉法人福島県社会福祉協議会／社会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ンター／ NPO
法人ザ・ピープル／NPO法人ふよう土2100／ NPO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馬／ NPO法人JEN ／ふくしまオーガニックフェスタ実行
委員会／NPO法人青空保育たけの子／子どもたちを放射能から守る福島ネットワー
ク／NPO法人うつくしまNPOネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事業ネット／ 
NPO法人TATAKIAGE Japan ／ NPO法人市民公益活動パートナーズ／一般
社団法人Bridge for Fukushima ／一般社団法人ならはみらい／ナラノハ／生活
協同組合コープふくしま／南相馬市市民活動サポートセンター／みんなのとなり組／
ふくしま心のケアセンター／ NPO法人相双に新しい精神科医療保健福祉システムを
作る会／みんな共和国・37カフェ／大熊町復興支援員／認定NPO法人日本国際ボ
ランティアセンター／小高ワーカーズベース／ NPO法人ふくしま30年プロジェクト／ 
Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船の里／つながっぺ南相馬／ 
NPO法人ウェッブストーリー／ NPO法人アースウォーカーズ／ふくしまオルガン堂下北
沢／震災支援ネットワーク埼玉／ひろしま避難者の会 アスチカ／ NPO法人ふれあい
ネットまつど／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO法人しんぐるま
ざぁふぉーらむ／原発対話の会／一般社団法人AFW ／なこそ復興プロジェクト／
川内村NPO協働センター／曹洞宗復興支援分室／放射能測定センター・南相馬
（とどけ鳥）／おだかぷらっとほーむ・小高を応援する会3B+1／南相馬サイエンスラボ
／グリーンオイルプロジェクト／カリタス原町ベース／
■広域避難者支援活動　 

近畿避難者支援ミーティング（2015/08/28）●奈良県被災者の会／滋賀県内
避難者の会／しがNPOセンター／滋賀県労働者福祉協議会／和（なごみ）／京都
精神保健福祉協会／東日本大震災県外避難者西日本連絡会（まるっと西日本）／関
西避難者　とうほく県人会／大阪ボランティア協会／全日本企業福祉協会／べこっ
こMaMa ／兵庫県社会福祉協議会／奈良県被災者の会／奈良NPOセンター／わ
かやまNPOセンター／関西学院大学災害復興制度研究所／京都府防災・原子力
安全課／和歌山県総務部危機管理局危機管理・消防課／兵庫県企画県民部防
災企画局復興支援課／福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難者支援課
中国・四国避難者支援ミーティング（2015/09/29）●アスチカ／ nina神石高原
／相馬救助隊／ひなの会／ひろしまNPOセンター／広島県社会福祉協議会　広島
県ボランティアセンター／おいでませ山口 定住支援ネットワーク／山口避難移住者の
会／しまね定住財団／とっとり震災支援連絡協議会／うけいれネットワークほっと岡山
／子ども未来愛ネットワーク／おいでんせえ岡山／さんかくナビ／子ども劇場／岡山
NPOセンター／岡山県社会福祉協議会／岡山県 危機管理課／笠岡市 危機管理
課／中国5県支援ネットワーク会議／えひめ311／香川県社会福祉協議会／高知県 
危機管理部 南海トラフ地震対策課／徳島県 県民環境部 県民環境政策課 県民
協働室／コープあいち／まるっと西日本／沖縄じゃんから会／中国5県支援ネットワー
ク会議／福玉便り編集委員会／奈良県被災者の会／『うみがめのたまご』～3.11ネッ
トワーク～／ふくしま連携復興センター／日本NPOセンター／福島県 企画調整部 避
難地域復興局 避難者支援課
東海避難者支援ミーティング（2015/10/30）●ふくしま絆の会／地域づくりサ
ポートネット／静岡県社会福祉協議会／静岡県くらし・環境部政策監（被災者受入担
当）／避難当事者団体（311ing）／愛知県社会福祉協議会／愛知県被災者支援セ
ンター／ボランティアセンターなごや／コープあいち／愛知共同住宅協会（弁護士）／
愛知在宅保健師会／愛知県司法書士会／愛知県民主医療機関連合会／名古屋
キリスト教社会館／レスキューストックヤード／愛知県 防災局災害対策課／ 311支
援ネットワーク・ぎふ／岐阜キッズな（絆）支援室／岐阜県　危機管理部防災課／
コープぎふ／ 311みえネット／みえとも ／よりそいホットライン　コールセンターみえ ／
コープみえ／三重県社会福祉協議会／三重県 防災対策部 防災対策総務課／ふ
くしま連携復興センター／あきたパートナーシップ／市民ネット／福島県 企画調整部 
避難地域復興局 避難者支援課
東北避難者支援ミーティング（2015/11/11）●青森県 生活再建・産業復興局
／あおもりNPOサポートセンター／カチャートプロジェクト／もりおか復興支援センター
／秋田県 被災者受入支援室／まちなかトーブ／コーヒー＆ニットIVY ／みやぎ連携
復興センター／米沢市避難者支援センターおいで／りとる福島／復興ボランティア支

笑顔プロジェクト／あさひプロボノ事務所／社会福祉法人足立区社会福祉協議会／
社会福祉法人荒川区社会福祉協議会／いたばし災害ボランティア会／いたばし総合
ボランティアセンター／かながわ避難者と共にあゆむ会／カルチュラル・ニュース日本支
局／きらきら星ネット／ぐんま暮らし応援会／コスモス会／じゃぁまいいかねっと・ふうあ
いママの会／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／上智社会福祉専門学校／ち
ば市民活動・市民事業サポートクラブ／社会福祉法人調布市社会福祉協議会／とち
ぎ暮らし応援会／とみおか子ども未来ネットワーク／西都保健生活協同組合／ニバル
レキレ† I amspecial! †／パルシステム生活協同組合連合会／ふうあいねっと／み
ちのくまほろば会／むさしのスマイル／わかば「お茶っこ」しよう会／一般社団法人ふくし
ま連携復興センター一般社団法人社会的包括サポートセンター一般社団法人東北圏
地域づくりコンソーシアム一歩会／岩手もりおか復興ステーション／宮城県東京事務所
／公益財団法人みちのく未来基金／広域避難者支援連絡会in 東京／社会福祉法
人荒川区社会福祉協議会／社会福祉法人狛江市社会福祉協議会／鷺宮都営住
宅自治会／市民キャビネット/ 災害支援団体ネットワーク／社会福祉法人小平市社会
福祉協議会／守りたい･子ども未来プロジェクト／小金井ボランティア・市民活動セン
ター／真如苑救援ボランティアSeRV ／震災がつなぐ全国ネットワーク／人の輪ネット
／成蹊大学ボランティア支援センター／生活協同組合パルシステム東京／社会福祉
法人西東京市社会福祉協議会／全国労働者共済生活協同組合連合会東日本事業
本部／全国労働者共済生活協同組合連合会本部／想い／早稲田大学総合人文科
学研究センター／足立区新田ふるさと会／中・福の会事務局（鷺ノ宮都営住宅）／社
会福祉法人中央共同募金会／中央区内の被災避難者を支援するシニアの会／中央
労働金庫／町屋6 丁目ミニサロン／島根県東京事務所しまね定住サテライト東京／東
雲の会／東京ボランティア・市民活動センター／東京災害ボランティアネットワーク／一
般社団法人東京都医療社会事業協会／社会福祉法人東京都社会福祉協議会／
東京都生活協同組合連合会／東京都生協連COOP 災害ボランティアネットワーク／
東京都総務局復興支援対策部都内避難者支援課／東京臨床心理士会3.11 震災
支援プロジェクト／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／東北の絆　
サロンFMI 会／ NPO 法人　日本国際ボランティアセンター／ NPO 法人こどもプロ
ジェクト／読売光と愛の事業団／認定NPO 法人日本NPO センター／日本社会事業
大学　社会事業研究所／公益社団法人日本社会福祉事業協会／日本生活協同組
合連合会／日本赤十字社救護福祉部／避難・支援ネットかながわ／百人町青空会
／社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会／復興ボランティア支援センターやま
がた／福玉便り編集委員会／福島県生活環境部避難者支援課／福島県被災者同
行会／立川・東日本大震災避難者を支援する会／大山自治会／社会福祉法人練
馬区社会福祉協議会ボランティア・地域福祉推進センター／浪江町役場生活支援課
千葉県駐在／獨協医科大学国際疫学研究室福島分室
九州2●一般社団法人市民ネット／ NPO 法人抱樸／東日本大震災復興支援～絆
～プロジェクトおおむた～／ NPO 法人ふくおかNPO センター／大分県ボランティア
市民活動センター／西九州大学／宮城県人会さが／うみがめのたまご～ 3.11 ネット
ワーク／ソカイネット／福島県人会「うつくしま、福島の会」／福島県避難者支援課
近畿2●滋賀県内避難者の会／ NPO 法人 しがＮＰＯセンター／一般社団法人 滋
賀県労働者福祉協議会／ NPO 法人 和（なごみ）／東日本大震災県外避難者西日
本連絡会（まるっと西日本）／社会福祉法人 大阪ボランティア協会／避難ママのお茶
ベリ会／ NPO 法人 全日本企業福祉協会／一般社団法人 産業カウンセラー協会
関西支部／クレオ大阪中央　総合相談課／公益財団法人 神戸YMCA ／県外ひ
なん者交流会ひょうご　ぷらっとホーム／ NPO 法人 市民活動センター神戸／べっこ
こMaMa ／神戸ぽけっとNet. ／兵庫県民主医療機関連合会／　社会福祉法人 
兵庫県社会福祉協議会／奈良県被災者の会／ NPO法人奈良NPO センター／ 
NPO 法人わかやまNPO センター／福島県大阪事務所／関西学院大学 復興制度
研究所／ NPO 法人えひめ311
北海道●うけいれ隊リフレッシュ託児／ NPO 法人大沼・駒ケ岳ふるさとづくりセン
ター／自治会　桜会／札幌弁護士会／東京大学大学院／函館・むすびば／ NPO 
法人北海道NPOサポートセンター／北海道NPO 被災者支援ネット／ NPO 法人北
海道NPO ファンド／一般社団法人北海道広域避難アシスト協会／公益財団法人 
北海道新聞社会福祉振興基金／北海道大学　大学院工学研究室／みちのく応援
団／みちのく会／みちのくキッズ／NPO 法人みみをすますプロジェクト／北海道総合
政策部地域づくり支援局地域政策課道外被災地支援グループ／札幌市市民まちづ
くり局　市民自治推進室　市民活動推進担当課／公益財団法人 みちのく未来基金
／広域避難者支援連絡会in 東京
第3 回広域避難者支援ミーティング全国版●みちのく会/ 一般社団法人 北海道
広域避難アシスト協会／北海道NPO サポートセンター／ NPO 法人あきたパートナー
シップ／ NPO 法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク／ NPO 法人 山形の公
益活動を応援する会・アミル／山形県避難者母の会／一般社団法人ふくしま連携復

の家／ NPO 法人ホームひなたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／認定NPO 法
人やまぼうし／ NPO 法人MM サポートセンター／公益社団法人青年海外協力協
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協会岩沼／一般社団法人BIGUP 石巻
福島●NPO 法人福島ライフエイド／かつらおむら村創造協議会／一般社団法人ふ
くしま会議／公益財団法人トヨタ財団／認定NPO 法人ふくしまＮＰＯネットワークセン
ター／おてんとＳＵＮ企業組合／小名浜ボランティアセンター／ NPO 法人3.11 被災
者を支援するいわき連絡協議会( みんぷく) ／シャプラニール「ぶらっとスペース」／ス
カイストア（サロン「ひだまり」）／豊間復興協議会／薄磯復興委員会／ NPO 法人都
市まちづくり研究会／三菱総研 福島県自主避難者情報支援事業／ NPO 法人福
島県有機農業ネットワーク／ＦｏＥジャパン／浪江二本松連携復興支援センター／ 
NPO 法人SORA アニマルシェルター／ＬＹＳＴＡ／福島県の児童養護施設の子ども
の健康を考える会／浪江きてほしいＴシャツプロジェクト／かーちゃんの力プロジェクト
／ NPO 法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO 法人コースター／田村市復興応
援隊／ NPO 法人元気になろう福島／楢葉町 宮里仮設自治会( 会津美里) ／コ
ミュニティ結ドットコム／まちづくり会津／ Tokyo Crazy Kawaii Project ／福島土
壌スクリーニング・プロジェクト／ふくしま地域活動団体サポートセンター／大熊町ふる
さと応援隊／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／一般社団法人ふくしま連携復興
センター／ NPO 法人シャローム／ YWCA ／カーロふくしま／南相馬いちばん星／
「ここふくマルシェ」実行委員会／ふくしま復興支援フォーラム／相双ボランティア／ 
Wendy ～ウェンディいわき～／ NPO 法人支え合う21 世紀の会／ NPO 法人昭
和横丁／福島移住女性支援ネットワーク(EIWAN) ／除染情報プラザ／ NPO 法
人寺子屋方丈舎／ NPO 法人風の谷委員会／ FUKU-FUKU プロジェクト／ 
NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／未来会議in いわき／社会福祉法
人福島県社会福祉協議会／フクシマ環境未来基地／社会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／社会福祉法人いわき市社会福祉協議会／ふたば商工株式会社／ 
NPO 法人ザ・ピープル／ NPO 法人まちづくりＮＰＯ新町なみえ／一般社団法人えこ
えね南相馬／キッチンガーデン協議会／ NPO 法人ＪＥＮ／ふくしまオーガニックフェ
スタ実行委員会／ NPO法人青空保育たけの子／子どもたちを放射能から守る福島
ネットワーク／ NPO 法人うつくしまＮＰＯネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事
業ネット／ NPO 法人TATAKIAGE Japan ／社会福祉法人大熊町社会福祉協
議会／ NPO 法人市民公益活動パートナーズ／ NPO 法人楢葉コンピュファーム／ 
NPO 法人福島県会津市民生活支援センター／一般社団法人Br idge  f o r  
Fukushima ／一般社団法人ならはみらい／生活協同組合コープふくしま／南相馬
市市民活動サポートセンター／ NPO 法人中之作プロジェクト／みんなのとなり組／
ふくしま心のケアセンター／相双に保健医療福祉システムを作る会／みんな共和国／ 
37 カフェ／認定NPO 法人フロンティア南相馬／大熊町復興支援員／認定NPO 
法人日本国際ボランティアセンター／小高ワーカーズベース／ NPO 法人ふくしま30 
年プロジェクト／ Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船の里／つ
ながっぺ南相馬／南相馬ダイアローグ／ NPO 法人ウェッブストーリー／防災団体
bousaring ／ふくしまオルガン堂下北沢／ふうあいネット／震災支援ネットワーク埼玉
／ひろしま避難者の会 アスチカ／ NPO 法人ふれあいネットまつど／東日本大震災・
山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／ NPO 法人おぢや元気プロジェクト／公益社
団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO 法人しんぐるまざぁふぉーらむ／原発
対話の会／アプリシエイトフクシマワーカーズ／夢ふたば人／なこそ復興プロジェクト
／社会福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ンター／川
内村N P O  協働センター／曹洞宗復興支援分室／  S M A R T C I T Y  
FUKUSHIMA MOVE ／東北支援学生団体 JoyStudy ／放射能測定センター・
南相馬（とどけ鳥）
■広域避難者支援ミーティング

東海2●NPO 法人KI プロジェクト／ NPO 法人いびがわミズみずエコステーション／
光の帯ネットワーク／岐阜キッズな( 絆) 支援室／ NPO 法人泉京・垂井／ＳＡＶＥＩＷ
ＡＴＥしずおか／ NPO 法人地域づくりサポートネット／はままつ東北交流館／社会福
祉法人静岡県社会福祉協議会／社会福祉法人浜松市社会福祉協議会／一般社
団法人aichikara ／おいでん福島っこ（新城）／生活協同組合コープあいち／社会福
祉法人愛知県社会福祉協議会／母子疎開ネットワーク「hahako」／支援ねっと＠みえ
きた／みえとも（311 みえネット）／社会福祉法人三重県社会福祉協議会／静岡県被
災者受入担当／ NPO 法人レスキューストックヤード
関東●一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会／福玉便り編集部／「広がれボラン
ティアの輪」連絡会議／ NPO 法人フォトボイスプロジェクト／ NPO 法人日本ヒマラヤ
ン・アドベンチャー・トラスト／ NPO 法人まちづくりぜぇね／ NPO 法人日本国際ボラン
ティアセンター／ NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会／ NPO 法人

イン311 ／公益財団法人さわやか福祉財団／ NPO 法人サンガ岩手／ NPO 法
人参画プランニング・いわて／ NPO 法人さんりくWELLNESS ／一般社団法人三
陸ひとつなぎ自然学校／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／一般社団
法人SAVE TAKATA ／公益社団法人助けあいジャパン／社会福祉法人田野
畑村社会福祉協議会／田野畑村復興対策課／社会福祉法人中央共同募金会／
つどい／ NPO 法人テラ・ルネッサンス／ NPO 法人遠野まごころネット／NPO 法
人遠野山里暮らしネットワーク／ NPO 法人難民を助ける会（AAR）／ NPO 法人
日本リザルツ／社会福祉法人野田村社会福祉協議会／ NPO 法人のんのりのだ
物語／株式会社パソナ／ NPO 法人母と子の虹の架け橋／ NPO 法人ハビタット・
フォー・ヒューマニティ・ジャパン／社会福祉法人洋野町社会福祉協議会／洋野町
特定課題対策室／社会福祉法人普代村社会福祉協議会／ NPO 法人ふれあ
いステーション・あい／まぁむたかた／ NPO 法人まちづくり・ぐるっとおおつち／松
原町町内会／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／ NPO 法人みやこラボ／
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会／やまだ復興応援隊／社会福祉法人山
田町社会福祉協議会／ゆいっこ花巻／ユースみやっこベース／ NPO 法人夢
ネット大船渡／陸前高田市仮設住宅連絡会／社会福祉法人陸前高田市社会福
祉協議会／陸前高田市被災者支援室／ NPO 法人陸前高田八起プロジェクト
／陸前高田まちづくり協働センター／ワーカーズコープ／ NPO 法人和と輪会／
一般社団法人和RING-PROJECT ／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／
岩手大学三陸復興推進機構／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／大船渡
市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／ NPO 法人東北開墾／陸前
高田まちづくり協働センター
宮城●亘理町復興語り部の会／ NPO 法人亘理いちごっこ／雄勝町の雄勝地区を
考える会／門脇ハウス／社会福祉法人名取市社会福祉協議会／ NPO 法人暮らし
づくりネットワーク北芝／株式会社博報堂／ NPO 法人日本冒険遊び場づくり協会／ 
NPO 法人日本国際ボランティアセンター(JVC) ／ NPO 法人日本ファシリテーション協
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／中核支えあいセンター／中央労働金庫／認定NPO 法人地
星社／ NPO 法人地球のステージ／公益財団法人地域創造基金みやぎ／社会福
祉法人太白区社会福祉協議会／多賀城市市民活動サポートセンター／ NPO 法人
全国移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サポートセンター
（CLC) ／仙台中央タクシー株式会社／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社
会福祉法人石巻市社会福祉協議会／
石巻仮設住宅自治連合推進会／神戸市／ NPO 法人神戸まちづくり研究所／社会
福祉法人七ヶ浜町社会福祉協議会／七ヶ浜ビーチフェスティバル実行委員会／支
援者のための支援センター TOMONY ／阪神・淡路大震災記念 人と防災未来セ
ンター／荒浜再生を願う会／公益財団法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／宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団法人気仙
沼復興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援センター／社会福祉法人岩沼市社会
福祉協議会／ NPO 法人応援のしっぽ／ NPO 法人移動支援Rera ／ NPO 法
人レスキューストックヤード／ユースサポートカレッジ石巻NOTE ／一般社団法人みら
いサポート石巻／みやぎ連携復興センター／みやぎ生活協同組合／宮城県震災復
興推進課／認定NPO 法人まち・コミュニケーション／一般社団法人ボランティアス
テーションin 気仙沼／一般社団法人ふらっとーほく／グリーンベルトプロジェクト／復
興庁宮城復興局／ NPO 法人ピースジャム／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国際ボランティ
ア会（SVA）／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人シーズ= 
市民活動を支える制度をつくる会／ NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸／
からくわ丸／NPO 法人ガーネットみやぎ／ NPO 法人ウィメンズアイ／一般社団法人
WATALIS ／ 1％（ワンパーセント）クラブ／亘理町社会福祉協議会／亘理・曹洞
宗／連合宮城石巻地区協議会／ゆりあげ港朝市協同組合／山元の未来への種ま
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協議会／南蒲生復興部／ひまわりキッズ／東松島
復興協議会／社会福祉法人東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／ NPO 法人せんだいファミ
リーサポート・ネットワーク／ NPO 法人せんだい・みやぎNPO センター／山元町共同
作業所（工房地球村）／気仙沼NGP/NPO 連絡会／傾聴の会／岩沼市被災者生
活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市市民活動支援センター／岩沼みんな

（宮城県サポートセンター支援事務所）／菊田忠衞 氏（ボランティアステーションin 気
仙沼）／社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会／気仙沼NPO/NGO 連絡会／
みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／社会福祉法
人 宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所／ NPO 法人 日
本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ／気仙沼市／宮城県／復興庁
宮城復興局　
第9 回 現地会議 in 福島●須賀明弘氏（福島県企画調整部避難地域復興局生活
拠点課）／斉藤知道氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会 地域福祉課）／山
中桂子氏（社会福祉法人いわき市社会福祉協議会 生活支援相談員）／渡部千惠
子氏・本田紀生氏（大熊町ふるさと応援隊）／藤田大氏（ふたば商工株式会社）／
猪瀬絢子氏（NPO 法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会）／一般社団法
人ふくしま連携復興センター／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会／ NPO 
法人うつくしまNPO ネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 
法人 メディアージ／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 福島
県社会福祉協議会／いわき産業創造館
第10 回 現地会議 in 福島●赤池孝行氏（NPO 法人3.11 被災者を支援するいわ
き連絡協議会）／関靖男氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会地域福祉課）／
佐藤清彦氏（社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会地域福祉課）／米倉一磨氏
（相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会）／小畑瓊子氏（南相馬市
市民活動サポートセンター）／南相馬市市民活動サポートセンター／一般社団法人
ふくしま連携復興センター／ NPO 法人うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人メ
ディアージ／社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会／社会福祉法人福島県社会
福祉協議会／南相馬市民情報交流センター
第11 回 現地会議 in 宮城●新妻一典氏（社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議
会）／沢田　充氏（社会福祉法人 名取市社会福祉協議会）／佐藤寛子氏（社会福
祉法人 亘理町社会福祉協議会）／高橋和子氏（社会福祉法人 山元町社会福祉
協議会）／山下弘彦氏（日野ボランティア・ネットワーク）／阿部結悟氏（山元の未来へ
の種まき会議）／若山陽子氏（名取交流センター）／青木淳氏（公益社団法人 青年
海外協力協会 里の杜サポートセンター）／佐藤正乗氏（曹洞宗 東日本大震災 災害
対策本部 復興支援室分室）／社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会／社会福祉
法人名取市社会福祉協議会／社会福祉法人亘理町社会福祉協議会／社会福祉
法人山元町社会福祉協議会／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／山元の未来への種まき会議／宮城県サポートセンター支援事務
所／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／ NPO 法人日本ファシリテーション協
会／ NPO法人 メディアージ／岩沼市／復興庁宮城復興局
第11 回 現地会議 in 岩手●三井俊介氏（NPO 法人SET）／
加藤拓馬氏（からくわ丸）／横田親氏（丹波市市議会議員）／ NPO 法人アットマー
クリアスNPO サポートセンター／大船渡市市民活動支援センター／陸前高田まちづく
り協働センター／東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／ NPO 法人いわて連
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／NPO 法人メディアー

ジ／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／大船渡市民文化会館リアスホール
■第３回 全体ミーティング

岩手●認定NPO 法人アムダ／ NPO 法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン
／ NPO法人ETIC. ／公益財団法人国際開発救援財団／ FM ねまらいん／認定
NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人国境なき子どもたち／ RCF イ
ノベーション東北／一般社団法人SAVE IWATE ／ NPO 法人SET ／公益社団
法人シャンティ国際ボランティア会／独立行政法人都市再生機構／あすからのくらし
相談室・宮古／ NPO 法人アットマークリアスNPO サポートセンター／一般社団法人
子どものエンパワメントいわて／社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会／岩泉町復
興課／社会福祉法人岩手県社会福祉協議会／岩手大学三陸復興推進機構／ヴィ
ヴレ・ママン／うましか／ NPO 法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA 
／社会福祉法人大槌町社会福祉協議会／大槌町商工観光課／大槌町復興局／
大船渡共生まちづくりの会／大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援セン
ター／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会／大船渡市地域福祉課／大船渡
市復興局／大船渡地域振興センター／尾崎100 年学舎／一般社団法人おらが大
槌夢広場／かけあしの会／認定NPO 法人カタリバ／ NPO 法人神奈川災害ボラン
ティアネットワーク／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／釡石市地域づくり推進
課／ NPO法人かまいしリンク／からくわ丸／ NPO 法人カリタス釡石／公益社団法
人共生地域創造財団／ NPO 法人吉里吉里国／吉里吉里地域復興協議会／社
会福祉法人久慈市社会福祉協議会／ NPO 法人こそだてシップ／ NPO 法人桜ラ

■被災地支援活動

第10 回 現地会議 in 岩手●鹿野順一 氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）
／東洋平 氏（認定NPO 法人 国境なき子どもたち 岩手事務所）／大野覚 氏（認定
NPO 法人 茨城NPO センター・コモンズ）／尾上昌毅 氏（NPO 法人 日本ファシリ
テーション協会）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディ

アージ／ブランニュー北上　
第10 回 現地会議 in 宮城●牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏
（宮城県サポートセンター支援事務所）／鈴木美紀 氏（社会福祉法人 気仙沼市社
会福祉協議会）／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）／齋藤
貴恵 氏（社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会）／塚本卓 氏（NPO 法人 気
仙沼まちづくり支援センター）／牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏

［ 2014年度 ］

興センター／ふうあいねっと／福玉便り編集委員会／ NPO法人ちば市民活動・市民
事業サポートクラブ／広域避難者支援連絡会in 東京／ NPO 法人とみおか子ども
未来ネットワーク／東京医療ネットワーク支援センター／東雲会／かながわ避難者と共
にあゆむ会／ぐんま暮らし応援会／とちぎ暮らし応援会／東日本大震災・山梨県内避
難者と支援者を結ぶ会／一般社団法人FLIP ／愛知県被災者支援センター／ 
NPO 法人泉京・垂井／みえとも（311 みえネット）／滋賀県内避難者の会／一般社
団法人みんなの手／ NPO 法人 和／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日
本連絡会／奈良県避難者の会／わかやま避難者のWA ／とっとり震災支援連絡協
議会／311ご縁つなぎネットワーク　わっかラボしまね／うけいれネットワークほっと岡山
／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ NPO 法人福島の子どもたち香川へおいでプロ
ジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／一般社団法人 市民ネット／『うみがめのたまご』
～ 3.11 ネットワーク～／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／大熊町復興支援員
／双葉町復興支援員（ふたさぽ）／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／認定NPO 法人日本NPO センター／関西学院大学災害復興制度研
究所／社会福祉法人中央共同募金会／福島県避難者支援課
■ネットワーク推進会議

第１回●とみおか子ども未来ネットワーク／うけいれネットワークほっと岡山／公益社団法
人中越安全防災推進機構／広域避難者支援連絡会in 東京／福島県庁避難者支援
課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／社会福祉法人全国社会
福祉協議会
第２回●とみおか子ども未来ネットワーク／公益社団法人中越安全防災推進機構／福
島県庁避難者支援課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN） ／社会
福祉法人全国社会福祉協議会／うけいれネットワークほっと岡山／広域避難者支援連
絡会in 東京
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第３回●NPO 法人 ウェッブストーリー／世界に繋げる魔法の
輪／ NPO 法人 全国移動サービスネットワーク／一般社団法人 チーム王冠／どろん
こキャラバン☆たんば／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／福岡県民主医療機
関連合会／ NPO 法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 ボ
ランティア活動推進国際協議会 日本／ NPO 法人 街づくり支援協会／復興庁（ボラ
ンティア・公益的民間連携班／法制班／被災者支援班）文部科学省（スポーツ・青少
年局 青少年課）厚生労働省（官房総務課／雇用均等・児童家庭局／社会・援護局 
地域福祉課／老健局 振興課）国土交通省（道路局 高速道路課／自動車局 旅客
課）環境省（環境保健部）農林水産省（農村振興局 農村政策部都市農村交流課 都
市農業室）NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／認定NPO 法人 
ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター
第４回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）要配慮者担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（生涯学習
政策局 生涯学習推進課／スポーツ・青少年局 青少年課）／厚生労働省／国土交
通省／環境省／消防庁／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／認定
NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター／日本生
活協同組合連合会／公益財団法人 日本YMCA 同盟／いわて障がい福祉復興支
援センター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
第５回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）被災者行政担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（スポーツ・青
少年局 青少年課）／厚生労働省（職業安定局 地域雇用対策室／雇用均等・児童
家庭局／社会・援護局 地域福祉課／老健局）／経済産業省（地域資源産業室）／
環境省（総合環境政策局 環境保健部 放射線健康管理担当参事官室）／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／認定NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO セン
ター／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／一般
社団法人 ユニバーサル志縁社会創造センター／いわて障がい福祉復興支援セン
ター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
■Walk with 東北プロジェクト

株式会社電通／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／株式会社 博報堂／ 1%
（ワンパーセント）クラブ／チームともす東北／中央労働金庫／社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／西荻デザイン／ふうせん
／寿交通株式会社／多賀城市 地域活動支援センター「コスモスホール」／みちのく会
／有限会社 ローカルプランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■東北応援ビレッジ2014

いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会／ NPO 法人いわて連携復興セ
ンター／ Walk with 東北 実行委員会／株式会社ＮＴＴデータ／大船渡水産振
興センター／花王カスタマーマーケティング株式会社／花王株式会社／株式会社ク
ライトレーベル／有限会社クリエーターゼロ／気仙沼市／郡山市／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議（支援 P）／株式会社資生堂／ JAL グループ／住商機
電貿易株式会社／住友商事株式会社／セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン遠野事務
所／株式会社損害保険ジャパン／株式会社ダイナックス都市環境研究所／地域活
動支援センター「コスモスホール」／中央労働金庫／株式会社電通／東京駅周辺
防災隣組／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
／日本航空株式会社／日本生活協同組合連合会／ NPO 法人日本セルプセンター
／日本たばこ産業株式会社／公益財団法人日本 YMCA同盟／株式会社博報堂
／東松島市／「広がれボランティアの輪」連絡会議／福島県会津振興局／福島県
観光交流課／一般社団法人福島市観光コンベンション協会／復興庁／みちのく会
／三井住友海上火災保険株式会社／三菱地所株式会社／三菱地所プロパティマ
ネジメント株式会社／三菱自動車工業株式会社／三菱電機株式会社／ NPO 法
人みやぎセルプ協働受注センター／宮古市／山田町子どもまちづくりクラブ／ルーデ
ンス株式会社／有限会社 ローカルプランニング／ 1%（ワンパーセント）クラブ
■東北これから会議2015

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／「広がれボランティアの輪」連絡会議
／復興庁／ 1%（ワンパーセント）クラブ／三菱地所プロパティマネジメント株式会社
／ルーデンス株式会社／株式会社ダスキン／ kameyama Candle house ／東京
駅周辺防災隣組／株式会社東京国際フォーラム／株式会社 博報堂／株式会社 
博報堂プロダクツ／株式会社博報堂DY トータルサポート／チームともす東北／新井
川美千枝氏（富岡町立富岡第一小学校 校長）／吉田隆見氏（富岡町立富岡第一
中学校 校長）／今宿裕昭氏（一般社団法人ウェブベルマーク協会 常務理事）／石
井布紀子氏（NPO 法人さくらネット 代表理事）／三浦英和氏（一般社団法人大船
渡青年会議所 理事長）／佐々木美貴子氏・新沼恵美子氏（大船渡市市民活動支
援センター）／加村真美氏（東北これからアンバサダー）／大本雄一氏（公益社団法
人日本青年会議所の真の復興委員会委員長）／二瓶明美氏（南蒲生町内会復興
部）／佐々木秀之氏（せんだい・みやぎNPO センター／南蒲生住民）／早坂まき子
氏（ローカルドリームプロダクション）／渡瀬あつ子／Quinka,with a Yawn
■情報の収集と発信

大野沙知子／シブヤグラフ（事務局運営・ウェブサイト制作）／株式会社 電通（広報
デザイン）／西荻デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報堂（広報プランニング・
制作）／ふうせん（ウェブサーバー管理）／ yukikazet（JCN レポート編集）／ハリウ
コミュニケーションズ株式会社／ NPO 法人メディアージ／日本放送協会／一般社団
法人 共同通信社／フォーチュン宮城編集部／株式会社東日本放送／北海道新聞
社／三陸新報社／東海新報社／東洋経済新報社／岩手日日新聞社／福島民友
新聞社／有限会社いまあじゅ／福島民報社／読売新聞東京本社／日本経済新聞
社／朝日新聞社／株式会社 福島放送／株式会社いわき市民コミュニティ放送

［ 201５年度 ］

第11回 現地会議 in 福島 （2015/10/14）●廣畑裕子（小高の未来を応援する
会 3B＋1）／鴫原佳奈（一般社団法人ふくしま連携復興センター）／吉川彰浩（一般
社団法人 AFW アプリシエイトフクシマワーカーズ）／平山 勉（相双ボランティア／双
葉郡未来会議）／一般社団法人ふくしま連携復興センター／ NPO法人 うつくしま
NPOネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／社会福祉法人 福島

■被災地支援活動

第12回 現地会議 in 岩手 （2015/10/02）●定池祐季（東京大学大学院情報
学環 総合防災情報研究センター　特任助教）／大江正章（出版社コモンズ代表、
ジャーナリスト）／ NPO法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プ
ロジェクト会議／ NPO法人 日本ファシリテーション協会／ NPO法人 メディアージ　

ト／陸前高田まちづくり協働センター／ NPO法人ワーカーズコープ／一般社団法人
和RING-PROJECT ／社会福祉法人釜石市社会福祉協議会／岩手大学三陸復
興推進機構大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／ NPO法人
東北開墾／ NPO法人風花／ NPO法人立ち上がるぞ！宮古市田老／ NPO法人
フードバンクいわて／ NPO法人未来図書館／復興！船越地域協議会／おやじの会
／ R45デザイン／小本いきがいくらぶ／エンジョイ・ライフ／一般社団法人三陸ブレー
メン企画／一般社団法人三陸駒舎／新生おおつち／株式会社邑計画／認定NPO
法人心の架け橋いわて／ままりば／一般社団法人KAI OTSUCHI 　
宮城●社会福祉法人名取市社会福祉協議会／株式会社博報堂／ NPO法人日本
冒険遊び場づくり協会／ NPO法人日本国際ボランティアセンター（JVC）／ NPO法
人日本ファシリテーション協会／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／中核支えあいセンター／中央労
働金庫／認定NPO法人地星社／ NPO法人地球のステージ／公益財団法人地域
創造基金みやぎ／社会福祉法人太白区社会福祉協議会／多賀城市市民活動サ
ポートセンター／ NPO法人全国移動サービスネットワーク／ NPO法人全国コミュニ
ティライフサポートセンター（CLC）／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社会福
祉法人石巻市社会福祉協議会／石巻仮設住宅自治連合推進会／社会福祉法人
七ヶ浜町社会福祉協議会／支援者のための支援センター TOMONY ／阪神・淡
路大震災記念 人と防災未来センター／公益財団法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／宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団
法人気仙沼復興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙沼
市社会福祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援センター／社会福祉法人岩
沼市社会福祉協議会／ NPO法人応援のしっぽ／ NPO法人移動支援Rera ／ 
NPO法人レスキューストックヤード／ユースサポートカレッジ石巻NOTE ／一般社団
法人みらいサポート石巻／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／グリーンベルトプロジェクト／復興庁宮城復興局／ NPO法人ピース
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国際ボランティア会（SVA）／認定NPO法人ジャパン・
プラットフォーム／認定NPO法人シーズ=市民活動を支える制度をつくる会／ NPO
法人コミュニティ・サポートセンター神戸／からくわ丸／ NPO法人ガーネットみやぎ／ 
NPO法人ウィメンズアイ／一般社団法人WATALIS ／ 1％（ワンパーセント）クラブ
／亘理町社会福祉協議会／亘理・曹洞宗／連合宮城／ゆりあげ港朝市協同組合
／山元の未来への種まき会議／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協議会／南蒲生復興部／
東松島復興協議会／社会福祉法人東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
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／ NPO法人せんだ
いファミリーサポート・ネットワーク／ NPO法人せんだい・みやぎNPOセンター／山元
町共同作業所（工房地球村）／気仙沼NGP/NPO連絡会／傾聴の会／岩沼市被
災者生活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市市民活動支援センター／岩沼
みんなの家／ NPO法人ホームひなたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／ NPO法
人MMサポートセンター／公益社団法人青年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
力協会岩沼／一般社団法人BIGUP石巻/ReRoots/藍工房OCEANBLUE公益
社団法人宮城県精神保健福祉協会心のケアセンター/コミュニティ・4チルドレン/社
会福祉法人高島市社会福祉協議会/株式会社八葉水産/NPO法人Azuma_re/
栗原市市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/石巻復興支援ネットワーク
福島●NPO法人福島ライフエイド／かつらおむら村創造協議会／公益財団法人トヨ
タ財団／認定NPO法人ふくしまNPOネットワークセンター／おてんとSUN企業組合／
小名浜ボランティアセンター／ NPO法人3.11被災者を支援するいわき連絡協議会
（みんぷく）／こどもあいネット／スカイストア（いわきオリーブプロジェクト）／ NPO法人
福島県有機農業ネットワーク／ NPO法人リーフ／ NPO法人福島県の児童養護施
設の子どもの健康を考える会／ NPO法人Jin ／かーちゃんの力プロジェクト／飯舘
電力株式会社／ NPO法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO法人コースター／田
村市復興応援隊／ NPO法人元気になろう福島／楢葉町 宮里仮設自治会（会津美
里）／コミュニティ結ドットコム／まちづくり会津／ NPO法人まちづくり喜多方／福島土
壌スクリーニング・プロジェクト／ふくしま地域活動団体サポートセンター／大熊町ふる
さと応援隊／ NPO法人ふくしま地球市民発伝所／一般社団法人ふくしま連携復興
センター／ NPO法人シャローム／ YWCA・カーロふくしま／一般社団法人南相馬い
ちばん星／ふくしま復興支援フォーラム／双葉郡未来会議／相双ボランティア／ 

県社会福祉協議会／NPO法人 日本ファシリテーション協会／ NPO法人 メディアー
ジ　
第12回 現地会議 in 宮城（2015/10/20）●塚本卓（気仙沼NPONGO連絡会
／気仙沼まちづくり支援センター）／平塚信一朗（いしのまき支援連絡会／石巻市社
会福祉協議会）／鈴木智弥（名取市被災者支援連絡会／名取市震災復興部生活
再建支援課）／石塚直樹（みやぎ連携復興センター）／伊藤浩子（せんだい・みやぎ
NPOセンター）／大久保朝江（杜の伝言板ゆるる）／北川　進（宮城県社会福祉協
議会）／一般社団法人　みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロ
ジェクト会議／気仙沼NPO ／ NGO連絡会／社会福祉法人 石巻社会福祉協議会
／名取市／宮城県サポートセンター支援事務所／ NPO法人 日本ファシリテーション
協会／ NPO法人 メディアージ
第12回 現地会議 in 福島 （2015/12/04）●福島県避難地域復興局避難者支
援課／福島県社会福祉協議会／ふくしま連携復興センター／ 3.11被災者を支援す
るいわき連絡協議会／復興庁福島復興局／一般社団法人ふくしま連携復興セン
ター／ NPO法人 うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト
会議／社会福祉法人 福島県社会福祉協議会／ NPO法人 日本ファシリテーション
協会／ NPO法人 メディアージ
第13回 現地会議 in 岩手（2016/02/04）●森 浩昭（料亭久里川 支配人／公
益財団法人 広島県就労振興センター 副会長）／早川 輝（みやっこベース）／菊池
新一（遠野山・里・暮らしネットワーク）／伊藤大介（いわて連携復興センター）／水野
孝洋（での園 園主）／金野崇（さいとう製菓株式会社 執行役員総務部長）／佐々
木信秋（一般社団法人SAVETAKATA 代表理事）／笠原一城（NPO法人浜わら
す 代表理事）／ NPO法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プ
ロジェクト会議／ NPO法人 日本ファシリテーション協会／ NPO法人 メディアージ／ 
NPO法人アットマークリアスNPOサポートセンター／大船渡市市民活動支援協議会
／ NPO法人陸前高田まちづくり協働センター／気仙沼NPO/NGO連絡会
第13回 現地会議 in 宮城（2016/02/29）●井岡仁志 氏（高島市社会福祉協
議会）／一般社団法人　みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロ
ジェクト会議／社会福祉法人 名取市社会福祉協議会／社会福祉法人 岩沼市社
会福祉協議会／社会福祉法人 亘理町社会福祉協議会／社会福祉法人 山元町
社会福祉協議会／社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセン
ター支援事務所／山元の未来の種まき会議／ NPO法人 日本ファシリテーション協会
／ NPO法人 メディアージ
■地域駐在員団体訪問活動　 

岩手●認定NPO法人アムダ／ NPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン／
NPO法人ETIC. ／公益財団法人国際開発救援財団／ FMねまらいん／認定
NPO法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO法人国境なき子どもたち／一般社団
法人SAVE IWATE ／ NPO法人SET ／公益社団法人シャンティ国際ボランティ
ア会／独立行政法人都市再生機構／ NPO法人アットマークリアスNPOサポートセン
ター／社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会／岩泉町復興課／社会福祉法人岩
手県社会福祉協議会／岩手大学三陸復興推進機構／うましか／ NPO法人点空
社／ NPO法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA ／社会福祉法人大槌
町社会福祉協議会／大船渡共生まちづくりの会／大船渡市企画調整課／大船渡
市市民活動支援センター／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会／大船渡市復
興局／大船渡地域振興センター／尾崎100年学舎／一般社団法人おらが大槌夢広
場／株式会社かけあしの会／認定NPO法人カタリバ／ NPO法人神奈川災害ボラ
ンティアネットワーク／社会福祉法人釜石市社会福祉協議会／釜石市地域づくり推
進課／ NPO法人かまいしリンク／からくわ丸／ NPO法人カリタス釜石／公益財団
法人共生地域創造財団／ NPO法人吉里吉里国／社会福祉法人久慈市社会福
祉協議会／ NPO法人こそだてシップ／ NPO法人桜ライン311／ NPO法人サンガ
岩手／NPO法人参画プランニング・いわて／ NPO法人さんりくWELLNESS ／一
般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ
ン／一般社団法人SAVE TAKATA ／社会福祉法人田野畑村社会福祉協議会
／社会福祉法人中央共同募金会／つどい／ NPO法人テラ・ルネッサンス／ NPO
法人遠野まごころネット／ NPO法人遠野山里暮らしネットワーク／ NPO法人日本リ
ザルツ／社会福祉法人野田村社会福祉協議会／ NPO法人のんのりのだ物語／ 
NPO法人母と子の虹の架け橋／社会福祉法人洋野町社会福祉協議会／社会福
祉法人普代村社会福祉協議会／ NPO法人ふれあいステーション・あい／ NPO法
人まぁむたかた／ NPO法人まちづくり・ぐるっとおおつち／社会福祉法人宮古市社会
福祉協議会／ NPO法人みやこラボ／社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会／や
まだ復興応援隊／社会福祉法人山田町社会福祉協議会／ゆいっこ花巻／ NPO
法人みやっこベース／ NPO法人夢ネット大船渡／陸前高田市復興支援連絡会／
社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会／ NPO法人陸前たがだ八起プロジェク
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援センターやまがた／山形県危機管理課復興・避難者支援室／あきたパートナーシッ
プ／市民ネット／ふくしま連携復興センター／福島県 企画調整部 避難地域復興局 
避難者支援課
九州避難者支援ミーティング（2015/12/04）●福岡県立大学／福岡県弁護士
会　災害対策委員会／アカツキ／浪江町復興支援員サポート事業拠点／ふくおか
NPOセンター／福岡県 福祉総務課／福岡県 住宅計画課／西九州大学／佐賀大
学　看護学科／佐賀県　統括本部政策監グループ／市民テーブルくまもと／くま・と
も・ねっと／熊本県　危機管理防災課／『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～／
市民ネット／ FLIP ／ふくしま連携復興センター／福島県 企画調整部 避難地域復
興局 避難者支援課
第3回広域避難者支援ミーティング全国版●あきたパートナーシップ／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／石川県災害ボランティア協会／『うみ
がめのたまご』～3.11ネットワーク～／えひめ311／大阪市社会福祉協議会／かなが
わ避難者と共にあゆむ会／ぐんま暮らし応援会／原発事故被害者支えあいの会「あ
ゆみR.P.Net」／市民ネット／社会的包摂サポートセンター／生活協同組合 コープあ
いち／中央労働金庫／中央共同募金会／中国5県支援ネットワーク会議（うけいれ
ネットワークほっと岡山）／中越防災安全推進機構復興デザインセンター／ちば市民
活動・市民事業サポートクラブ（NPOクラブ）／とみおか子ども未来ネットワーク／広域
避難者支援連絡会in東京／とっとり震災支援連絡協議会／和（なごみ）／新潟
NPO協会／日本NPOセンター／東日本大震災県外避難者連絡会（まるっと西日本）
／東日本大震災滋賀県内避難者の会／ひろしま避難者の会「アスチカ」／東日本大
震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／ FLIP ／福島県 避難者支援課／福島
避難者のつどい 沖縄じゃんがら会／福玉便り編集委員会／ふくしま連携復興セン
ター／復興ボランティア支援センターやまがた／みちのく会／みんなの手／みやぎ連
携復興センター／やまがた絆の架け橋ネットワーク
■ネットワーク推進会議　 

第1回●とみおか子ども未来ネットワーク／広域避難者支援連絡会in東京／毎日新
聞社／福玉便り編集委員会／関西学院大学災害復興制度研究所／ SAFLAN
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第６回●DPI（障害者インターナショナル）日本会議／全国移
動サービスネットワーク／シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／復興庁／内閣
府／環境省／文部科学省／総務省／厚生労働省／国土交通省
■Walk with 東北プロジェクト　 

株式会社電通／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／公益財団法人 日本YMCA同盟／株式会社 博報堂／ 1％
（ワンパーセント）クラブ／チームともす東北／中央労働金庫／災害ボランティア活動
支援プロジェクト会議／西荻デザイン／ふうせん／みちのく会／有限会社ローカルプ
ランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■東北応援ビレッジ2015

Walk with 東北 実行委員会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／東
京駅周辺防災隣組／ 1％（ワンパーセント）クラブ／「広がれボランティアの輪」連絡会
議／復興庁雪音＆玄太／ AWS（Always with Smile）／わんこきょうだい（そばっ
ち）／おおちゃん／ホッキーくん／ガンバーレふかひれちゃん／のまたん／フラおじさん
／まあちゃん／モリタロウ／ゆず太郎／八木澤商店／すがた／生活温故知新／ルー
プラス／たろうベビーハンモック／ GANBAARE ／コミュニティスペースうみねこ／
南三陸ミシン工房／ AQUA Labo kesennuma ／岩佐いちご農園／女子の暮らし
の研究所／オーガニックふくしま安達／たなつもの／葛尾村村創造協議会／葛力創
造舎／「みんなのたからもの」ししゅう高田松原プロジェクト／ボランティアスタッフのみ
なさま
■Walk with 東北 キャンドルセッション 2016

Walk with 東北 実行委員会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支
援P）／株式会社博報堂／一般社団法人ウェブベルマーク協会
■情報の収集と発信

株式会社 電通（広報デザイン）／西荻デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報
堂（広報プランニング・制作）／ yukikazet（JCNレポート編集）／ハリウコミュニケー
ションズ株式会社／ NPO法人メディアージ

■事務局スタッフ（2011～2015年度）

岡坂健、貞廣雅史、池座剛、中野圭、三浦圭一、鈴木亮、津賀高幸、橋本慎吾、
杉村郁雄（順不同）

Wendyいわき／いわき海洋調べ隊「うみラボ」／ NPO法人昭和横丁／福島移住女
性支援ネットワーク（EIWAN）／除染情報プラザ／ NPO法人寺子屋方丈舎／ 
FUKU-FUKUプロジェクト／ NPO法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／未来
会議inいわき／社会福祉法人福島県社会福祉協議会／社会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ンター／ NPO
法人ザ・ピープル／NPO法人ふよう土2100／ NPO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馬／ NPO法人JEN ／ふくしまオーガニックフェスタ実行
委員会／NPO法人青空保育たけの子／子どもたちを放射能から守る福島ネットワー
ク／NPO法人うつくしまNPOネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事業ネット／ 
NPO法人TATAKIAGE Japan ／ NPO法人市民公益活動パートナーズ／一般
社団法人Bridge for Fukushima ／一般社団法人ならはみらい／ナラノハ／生活
協同組合コープふくしま／南相馬市市民活動サポートセンター／みんなのとなり組／
ふくしま心のケアセンター／ NPO法人相双に新しい精神科医療保健福祉システムを
作る会／みんな共和国・37カフェ／大熊町復興支援員／認定NPO法人日本国際ボ
ランティアセンター／小高ワーカーズベース／ NPO法人ふくしま30年プロジェクト／ 
Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船の里／つながっぺ南相馬／ 
NPO法人ウェッブストーリー／ NPO法人アースウォーカーズ／ふくしまオルガン堂下北
沢／震災支援ネットワーク埼玉／ひろしま避難者の会 アスチカ／ NPO法人ふれあい
ネットまつど／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO法人しんぐるま
ざぁふぉーらむ／原発対話の会／一般社団法人AFW ／なこそ復興プロジェクト／
川内村NPO協働センター／曹洞宗復興支援分室／放射能測定センター・南相馬
（とどけ鳥）／おだかぷらっとほーむ・小高を応援する会3B+1／南相馬サイエンスラボ
／グリーンオイルプロジェクト／カリタス原町ベース／
■広域避難者支援活動　 

近畿避難者支援ミーティング（2015/08/28）●奈良県被災者の会／滋賀県内
避難者の会／しがNPOセンター／滋賀県労働者福祉協議会／和（なごみ）／京都
精神保健福祉協会／東日本大震災県外避難者西日本連絡会（まるっと西日本）／関
西避難者　とうほく県人会／大阪ボランティア協会／全日本企業福祉協会／べこっ
こMaMa ／兵庫県社会福祉協議会／奈良県被災者の会／奈良NPOセンター／わ
かやまNPOセンター／関西学院大学災害復興制度研究所／京都府防災・原子力
安全課／和歌山県総務部危機管理局危機管理・消防課／兵庫県企画県民部防
災企画局復興支援課／福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難者支援課
中国・四国避難者支援ミーティング（2015/09/29）●アスチカ／ nina神石高原
／相馬救助隊／ひなの会／ひろしまNPOセンター／広島県社会福祉協議会　広島
県ボランティアセンター／おいでませ山口 定住支援ネットワーク／山口避難移住者の
会／しまね定住財団／とっとり震災支援連絡協議会／うけいれネットワークほっと岡山
／子ども未来愛ネットワーク／おいでんせえ岡山／さんかくナビ／子ども劇場／岡山
NPOセンター／岡山県社会福祉協議会／岡山県 危機管理課／笠岡市 危機管理
課／中国5県支援ネットワーク会議／えひめ311／香川県社会福祉協議会／高知県 
危機管理部 南海トラフ地震対策課／徳島県 県民環境部 県民環境政策課 県民
協働室／コープあいち／まるっと西日本／沖縄じゃんから会／中国5県支援ネットワー
ク会議／福玉便り編集委員会／奈良県被災者の会／『うみがめのたまご』～3.11ネッ
トワーク～／ふくしま連携復興センター／日本NPOセンター／福島県 企画調整部 避
難地域復興局 避難者支援課
東海避難者支援ミーティング（2015/10/30）●ふくしま絆の会／地域づくりサ
ポートネット／静岡県社会福祉協議会／静岡県くらし・環境部政策監（被災者受入担
当）／避難当事者団体（311ing）／愛知県社会福祉協議会／愛知県被災者支援セ
ンター／ボランティアセンターなごや／コープあいち／愛知共同住宅協会（弁護士）／
愛知在宅保健師会／愛知県司法書士会／愛知県民主医療機関連合会／名古屋
キリスト教社会館／レスキューストックヤード／愛知県 防災局災害対策課／ 311支
援ネットワーク・ぎふ／岐阜キッズな（絆）支援室／岐阜県　危機管理部防災課／
コープぎふ／ 311みえネット／みえとも ／よりそいホットライン　コールセンターみえ ／
コープみえ／三重県社会福祉協議会／三重県 防災対策部 防災対策総務課／ふ
くしま連携復興センター／あきたパートナーシップ／市民ネット／福島県 企画調整部 
避難地域復興局 避難者支援課
東北避難者支援ミーティング（2015/11/11）●青森県 生活再建・産業復興局
／あおもりNPOサポートセンター／カチャートプロジェクト／もりおか復興支援センター
／秋田県 被災者受入支援室／まちなかトーブ／コーヒー＆ニットIVY ／みやぎ連携
復興センター／米沢市避難者支援センターおいで／りとる福島／復興ボランティア支

笑顔プロジェクト／あさひプロボノ事務所／社会福祉法人足立区社会福祉協議会／
社会福祉法人荒川区社会福祉協議会／いたばし災害ボランティア会／いたばし総合
ボランティアセンター／かながわ避難者と共にあゆむ会／カルチュラル・ニュース日本支
局／きらきら星ネット／ぐんま暮らし応援会／コスモス会／じゃぁまいいかねっと・ふうあ
いママの会／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／上智社会福祉専門学校／ち
ば市民活動・市民事業サポートクラブ／社会福祉法人調布市社会福祉協議会／とち
ぎ暮らし応援会／とみおか子ども未来ネットワーク／西都保健生活協同組合／ニバル
レキレ† I amspecial! †／パルシステム生活協同組合連合会／ふうあいねっと／み
ちのくまほろば会／むさしのスマイル／わかば「お茶っこ」しよう会／一般社団法人ふくし
ま連携復興センター一般社団法人社会的包括サポートセンター一般社団法人東北圏
地域づくりコンソーシアム一歩会／岩手もりおか復興ステーション／宮城県東京事務所
／公益財団法人みちのく未来基金／広域避難者支援連絡会in 東京／社会福祉法
人荒川区社会福祉協議会／社会福祉法人狛江市社会福祉協議会／鷺宮都営住
宅自治会／市民キャビネット/ 災害支援団体ネットワーク／社会福祉法人小平市社会
福祉協議会／守りたい･子ども未来プロジェクト／小金井ボランティア・市民活動セン
ター／真如苑救援ボランティアSeRV ／震災がつなぐ全国ネットワーク／人の輪ネット
／成蹊大学ボランティア支援センター／生活協同組合パルシステム東京／社会福祉
法人西東京市社会福祉協議会／全国労働者共済生活協同組合連合会東日本事業
本部／全国労働者共済生活協同組合連合会本部／想い／早稲田大学総合人文科
学研究センター／足立区新田ふるさと会／中・福の会事務局（鷺ノ宮都営住宅）／社
会福祉法人中央共同募金会／中央区内の被災避難者を支援するシニアの会／中央
労働金庫／町屋6 丁目ミニサロン／島根県東京事務所しまね定住サテライト東京／東
雲の会／東京ボランティア・市民活動センター／東京災害ボランティアネットワーク／一
般社団法人東京都医療社会事業協会／社会福祉法人東京都社会福祉協議会／
東京都生活協同組合連合会／東京都生協連COOP 災害ボランティアネットワーク／
東京都総務局復興支援対策部都内避難者支援課／東京臨床心理士会3.11 震災
支援プロジェクト／東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／東北の絆　
サロンFMI 会／ NPO 法人　日本国際ボランティアセンター／ NPO 法人こどもプロ
ジェクト／読売光と愛の事業団／認定NPO 法人日本NPO センター／日本社会事業
大学　社会事業研究所／公益社団法人日本社会福祉事業協会／日本生活協同組
合連合会／日本赤十字社救護福祉部／避難・支援ネットかながわ／百人町青空会
／社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会／復興ボランティア支援センターやま
がた／福玉便り編集委員会／福島県生活環境部避難者支援課／福島県被災者同
行会／立川・東日本大震災避難者を支援する会／大山自治会／社会福祉法人練
馬区社会福祉協議会ボランティア・地域福祉推進センター／浪江町役場生活支援課
千葉県駐在／獨協医科大学国際疫学研究室福島分室
九州2●一般社団法人市民ネット／ NPO 法人抱樸／東日本大震災復興支援～絆
～プロジェクトおおむた～／ NPO 法人ふくおかNPO センター／大分県ボランティア
市民活動センター／西九州大学／宮城県人会さが／うみがめのたまご～ 3.11 ネット
ワーク／ソカイネット／福島県人会「うつくしま、福島の会」／福島県避難者支援課
近畿2●滋賀県内避難者の会／ NPO 法人 しがＮＰＯセンター／一般社団法人 滋
賀県労働者福祉協議会／ NPO 法人 和（なごみ）／東日本大震災県外避難者西日
本連絡会（まるっと西日本）／社会福祉法人 大阪ボランティア協会／避難ママのお茶
ベリ会／ NPO 法人 全日本企業福祉協会／一般社団法人 産業カウンセラー協会
関西支部／クレオ大阪中央　総合相談課／公益財団法人 神戸YMCA ／県外ひ
なん者交流会ひょうご　ぷらっとホーム／ NPO 法人 市民活動センター神戸／べっこ
こMaMa ／神戸ぽけっとNet. ／兵庫県民主医療機関連合会／　社会福祉法人 
兵庫県社会福祉協議会／奈良県被災者の会／ NPO法人奈良NPO センター／ 
NPO 法人わかやまNPO センター／福島県大阪事務所／関西学院大学 復興制度
研究所／ NPO 法人えひめ311
北海道●うけいれ隊リフレッシュ託児／ NPO 法人大沼・駒ケ岳ふるさとづくりセン
ター／自治会　桜会／札幌弁護士会／東京大学大学院／函館・むすびば／ NPO 
法人北海道NPOサポートセンター／北海道NPO 被災者支援ネット／ NPO 法人北
海道NPO ファンド／一般社団法人北海道広域避難アシスト協会／公益財団法人 
北海道新聞社会福祉振興基金／北海道大学　大学院工学研究室／みちのく応援
団／みちのく会／みちのくキッズ／NPO 法人みみをすますプロジェクト／北海道総合
政策部地域づくり支援局地域政策課道外被災地支援グループ／札幌市市民まちづ
くり局　市民自治推進室　市民活動推進担当課／公益財団法人 みちのく未来基金
／広域避難者支援連絡会in 東京
第3 回広域避難者支援ミーティング全国版●みちのく会/ 一般社団法人 北海道
広域避難アシスト協会／北海道NPO サポートセンター／ NPO 法人あきたパートナー
シップ／ NPO 法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク／ NPO 法人 山形の公
益活動を応援する会・アミル／山形県避難者母の会／一般社団法人ふくしま連携復

の家／ NPO 法人ホームひなたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／認定NPO 法
人やまぼうし／ NPO 法人MM サポートセンター／公益社団法人青年海外協力協
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協会岩沼／一般社団法人BIGUP 石巻
福島●NPO 法人福島ライフエイド／かつらおむら村創造協議会／一般社団法人ふ
くしま会議／公益財団法人トヨタ財団／認定NPO 法人ふくしまＮＰＯネットワークセン
ター／おてんとＳＵＮ企業組合／小名浜ボランティアセンター／ NPO 法人3.11 被災
者を支援するいわき連絡協議会( みんぷく) ／シャプラニール「ぶらっとスペース」／ス
カイストア（サロン「ひだまり」）／豊間復興協議会／薄磯復興委員会／ NPO 法人都
市まちづくり研究会／三菱総研 福島県自主避難者情報支援事業／ NPO 法人福
島県有機農業ネットワーク／ＦｏＥジャパン／浪江二本松連携復興支援センター／ 
NPO 法人SORA アニマルシェルター／ＬＹＳＴＡ／福島県の児童養護施設の子ども
の健康を考える会／浪江きてほしいＴシャツプロジェクト／かーちゃんの力プロジェクト
／ NPO 法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO 法人コースター／田村市復興応
援隊／ NPO 法人元気になろう福島／楢葉町 宮里仮設自治会( 会津美里) ／コ
ミュニティ結ドットコム／まちづくり会津／ Tokyo Crazy Kawaii Project ／福島土
壌スクリーニング・プロジェクト／ふくしま地域活動団体サポートセンター／大熊町ふる
さと応援隊／ NPO 法人ふくしま地球市民発伝所／一般社団法人ふくしま連携復興
センター／ NPO 法人シャローム／ YWCA ／カーロふくしま／南相馬いちばん星／
「ここふくマルシェ」実行委員会／ふくしま復興支援フォーラム／相双ボランティア／ 
Wendy ～ウェンディいわき～／ NPO 法人支え合う21 世紀の会／ NPO 法人昭
和横丁／福島移住女性支援ネットワーク(EIWAN) ／除染情報プラザ／ NPO 法
人寺子屋方丈舎／ NPO 法人風の谷委員会／ FUKU-FUKU プロジェクト／ 
NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会／未来会議in いわき／社会福祉法
人福島県社会福祉協議会／フクシマ環境未来基地／社会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／社会福祉法人いわき市社会福祉協議会／ふたば商工株式会社／ 
NPO 法人ザ・ピープル／ NPO 法人まちづくりＮＰＯ新町なみえ／一般社団法人えこ
えね南相馬／キッチンガーデン協議会／ NPO 法人ＪＥＮ／ふくしまオーガニックフェ
スタ実行委員会／ NPO法人青空保育たけの子／子どもたちを放射能から守る福島
ネットワーク／ NPO 法人うつくしまＮＰＯネットワーク／ふくしま再生可能エネルギー事
業ネット／ NPO 法人TATAKIAGE Japan ／社会福祉法人大熊町社会福祉協
議会／ NPO 法人市民公益活動パートナーズ／ NPO 法人楢葉コンピュファーム／ 
NPO 法人福島県会津市民生活支援センター／一般社団法人Br idge  f o r  
Fukushima ／一般社団法人ならはみらい／生活協同組合コープふくしま／南相馬
市市民活動サポートセンター／ NPO 法人中之作プロジェクト／みんなのとなり組／
ふくしま心のケアセンター／相双に保健医療福祉システムを作る会／みんな共和国／ 
37 カフェ／認定NPO 法人フロンティア南相馬／大熊町復興支援員／認定NPO 
法人日本国際ボランティアセンター／小高ワーカーズベース／ NPO 法人ふくしま30 
年プロジェクト／ Channel Square 福島インドアパークプロジェクト／浮船の里／つ
ながっぺ南相馬／南相馬ダイアローグ／ NPO 法人ウェッブストーリー／防災団体
bousaring ／ふくしまオルガン堂下北沢／ふうあいネット／震災支援ネットワーク埼玉
／ひろしま避難者の会 アスチカ／ NPO 法人ふれあいネットまつど／東日本大震災・
山梨県内避難者と支援者を結ぶ会／ NPO 法人おぢや元気プロジェクト／公益社
団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／ NPO 法人しんぐるまざぁふぉーらむ／原発
対話の会／アプリシエイトフクシマワーカーズ／夢ふたば人／なこそ復興プロジェクト
／社会福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ンター／川
内村N P O  協働センター／曹洞宗復興支援分室／  S M A R T C I T Y  
FUKUSHIMA MOVE ／東北支援学生団体 JoyStudy ／放射能測定センター・
南相馬（とどけ鳥）
■広域避難者支援ミーティング

東海2●NPO 法人KI プロジェクト／ NPO 法人いびがわミズみずエコステーション／
光の帯ネットワーク／岐阜キッズな( 絆) 支援室／ NPO 法人泉京・垂井／ＳＡＶＥＩＷ
ＡＴＥしずおか／ NPO 法人地域づくりサポートネット／はままつ東北交流館／社会福
祉法人静岡県社会福祉協議会／社会福祉法人浜松市社会福祉協議会／一般社
団法人aichikara ／おいでん福島っこ（新城）／生活協同組合コープあいち／社会福
祉法人愛知県社会福祉協議会／母子疎開ネットワーク「hahako」／支援ねっと＠みえ
きた／みえとも（311 みえネット）／社会福祉法人三重県社会福祉協議会／静岡県被
災者受入担当／ NPO 法人レスキューストックヤード
関東●一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会／福玉便り編集部／「広がれボラン
ティアの輪」連絡会議／ NPO 法人フォトボイスプロジェクト／ NPO 法人日本ヒマラヤ
ン・アドベンチャー・トラスト／ NPO 法人まちづくりぜぇね／ NPO 法人日本国際ボラン
ティアセンター／ NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会／ NPO 法人

イン311 ／公益財団法人さわやか福祉財団／ NPO 法人サンガ岩手／ NPO 法
人参画プランニング・いわて／ NPO 法人さんりくWELLNESS ／一般社団法人三
陸ひとつなぎ自然学校／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／一般社団
法人SAVE TAKATA ／公益社団法人助けあいジャパン／社会福祉法人田野
畑村社会福祉協議会／田野畑村復興対策課／社会福祉法人中央共同募金会／
つどい／ NPO 法人テラ・ルネッサンス／ NPO 法人遠野まごころネット／NPO 法
人遠野山里暮らしネットワーク／ NPO 法人難民を助ける会（AAR）／ NPO 法人
日本リザルツ／社会福祉法人野田村社会福祉協議会／ NPO 法人のんのりのだ
物語／株式会社パソナ／ NPO 法人母と子の虹の架け橋／ NPO 法人ハビタット・
フォー・ヒューマニティ・ジャパン／社会福祉法人洋野町社会福祉協議会／洋野町
特定課題対策室／社会福祉法人普代村社会福祉協議会／ NPO 法人ふれあ
いステーション・あい／まぁむたかた／ NPO 法人まちづくり・ぐるっとおおつち／松
原町町内会／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／ NPO 法人みやこラボ／
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会／やまだ復興応援隊／社会福祉法人山
田町社会福祉協議会／ゆいっこ花巻／ユースみやっこベース／ NPO 法人夢
ネット大船渡／陸前高田市仮設住宅連絡会／社会福祉法人陸前高田市社会福
祉協議会／陸前高田市被災者支援室／ NPO 法人陸前高田八起プロジェクト
／陸前高田まちづくり協働センター／ワーカーズコープ／ NPO 法人和と輪会／
一般社団法人和RING-PROJECT ／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／
岩手大学三陸復興推進機構／社会福祉法人宮古市社会福祉協議会／大船渡
市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／ NPO 法人東北開墾／陸前
高田まちづくり協働センター
宮城●亘理町復興語り部の会／ NPO 法人亘理いちごっこ／雄勝町の雄勝地区を
考える会／門脇ハウス／社会福祉法人名取市社会福祉協議会／ NPO 法人暮らし
づくりネットワーク北芝／株式会社博報堂／ NPO 法人日本冒険遊び場づくり協会／ 
NPO 法人日本国際ボランティアセンター(JVC) ／ NPO 法人日本ファシリテーション協
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／中核支えあいセンター／中央労働金庫／認定NPO 法人地
星社／ NPO 法人地球のステージ／公益財団法人地域創造基金みやぎ／社会福
祉法人太白区社会福祉協議会／多賀城市市民活動サポートセンター／ NPO 法人
全国移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サポートセンター
（CLC) ／仙台中央タクシー株式会社／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社
会福祉法人石巻市社会福祉協議会／
石巻仮設住宅自治連合推進会／神戸市／ NPO 法人神戸まちづくり研究所／社会
福祉法人七ヶ浜町社会福祉協議会／七ヶ浜ビーチフェスティバル実行委員会／支
援者のための支援センター TOMONY ／阪神・淡路大震災記念 人と防災未来セ
ンター／荒浜再生を願う会／公益財団法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／宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団法人気仙
沼復興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援センター／社会福祉法人岩沼市社会
福祉協議会／ NPO 法人応援のしっぽ／ NPO 法人移動支援Rera ／ NPO 法
人レスキューストックヤード／ユースサポートカレッジ石巻NOTE ／一般社団法人みら
いサポート石巻／みやぎ連携復興センター／みやぎ生活協同組合／宮城県震災復
興推進課／認定NPO 法人まち・コミュニケーション／一般社団法人ボランティアス
テーションin 気仙沼／一般社団法人ふらっとーほく／グリーンベルトプロジェクト／復
興庁宮城復興局／ NPO 法人ピースジャム／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国際ボランティ
ア会（SVA）／認定NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人シーズ= 
市民活動を支える制度をつくる会／ NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸／
からくわ丸／NPO 法人ガーネットみやぎ／ NPO 法人ウィメンズアイ／一般社団法人
WATALIS ／ 1％（ワンパーセント）クラブ／亘理町社会福祉協議会／亘理・曹洞
宗／連合宮城石巻地区協議会／ゆりあげ港朝市協同組合／山元の未来への種ま
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協議会／南蒲生復興部／ひまわりキッズ／東松島
復興協議会／社会福祉法人東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／ NPO 法人せんだいファミ
リーサポート・ネットワーク／ NPO 法人せんだい・みやぎNPO センター／山元町共同
作業所（工房地球村）／気仙沼NGP/NPO 連絡会／傾聴の会／岩沼市被災者生
活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市市民活動支援センター／岩沼みんな

（宮城県サポートセンター支援事務所）／菊田忠衞 氏（ボランティアステーションin 気
仙沼）／社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会／気仙沼NPO/NGO 連絡会／
みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／社会福祉法
人 宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセンター支援事務所／ NPO 法人 日
本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディアージ／気仙沼市／宮城県／復興庁
宮城復興局　
第9 回 現地会議 in 福島●須賀明弘氏（福島県企画調整部避難地域復興局生活
拠点課）／斉藤知道氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会 地域福祉課）／山
中桂子氏（社会福祉法人いわき市社会福祉協議会 生活支援相談員）／渡部千惠
子氏・本田紀生氏（大熊町ふるさと応援隊）／藤田大氏（ふたば商工株式会社）／
猪瀬絢子氏（NPO 法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会）／一般社団法
人ふくしま連携復興センター／ 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会／ NPO 
法人うつくしまNPO ネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／ NPO 
法人 メディアージ／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／社会福祉法人 福島
県社会福祉協議会／いわき産業創造館
第10 回 現地会議 in 福島●赤池孝行氏（NPO 法人3.11 被災者を支援するいわ
き連絡協議会）／関靖男氏（社会福祉法人福島県社会福祉協議会地域福祉課）／
佐藤清彦氏（社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会地域福祉課）／米倉一磨氏
（相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会）／小畑瓊子氏（南相馬市
市民活動サポートセンター）／南相馬市市民活動サポートセンター／一般社団法人
ふくしま連携復興センター／ NPO 法人うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／ NPO 法人メ
ディアージ／社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会／社会福祉法人福島県社会
福祉協議会／南相馬市民情報交流センター
第11 回 現地会議 in 宮城●新妻一典氏（社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議
会）／沢田　充氏（社会福祉法人 名取市社会福祉協議会）／佐藤寛子氏（社会福
祉法人 亘理町社会福祉協議会）／高橋和子氏（社会福祉法人 山元町社会福祉
協議会）／山下弘彦氏（日野ボランティア・ネットワーク）／阿部結悟氏（山元の未来へ
の種まき会議）／若山陽子氏（名取交流センター）／青木淳氏（公益社団法人 青年
海外協力協会 里の杜サポートセンター）／佐藤正乗氏（曹洞宗 東日本大震災 災害
対策本部 復興支援室分室）／社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会／社会福祉
法人名取市社会福祉協議会／社会福祉法人亘理町社会福祉協議会／社会福祉
法人山元町社会福祉協議会／みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／山元の未来への種まき会議／宮城県サポートセンター支援事務
所／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／ NPO 法人日本ファシリテーション協
会／ NPO法人 メディアージ／岩沼市／復興庁宮城復興局
第11 回 現地会議 in 岩手●三井俊介氏（NPO 法人SET）／
加藤拓馬氏（からくわ丸）／横田親氏（丹波市市議会議員）／ NPO 法人アットマー
クリアスNPO サポートセンター／大船渡市市民活動支援センター／陸前高田まちづく
り協働センター／東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／ NPO 法人いわて連
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／NPO 法人メディアー
ジ／ NPO 法人日本ファシリテーション協会／大船渡市民文化会館リアスホール
■第３回 全体ミーティング

岩手●認定NPO 法人アムダ／ NPO 法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン
／ NPO法人ETIC. ／公益財団法人国際開発救援財団／ FM ねまらいん／認定
NPO 法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO 法人国境なき子どもたち／ RCF イ
ノベーション東北／一般社団法人SAVE IWATE ／ NPO 法人SET ／公益社団
法人シャンティ国際ボランティア会／独立行政法人都市再生機構／あすからのくらし
相談室・宮古／ NPO 法人アットマークリアスNPO サポートセンター／一般社団法人
子どものエンパワメントいわて／社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会／岩泉町復
興課／社会福祉法人岩手県社会福祉協議会／岩手大学三陸復興推進機構／ヴィ
ヴレ・ママン／うましか／ NPO 法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA 
／社会福祉法人大槌町社会福祉協議会／大槌町商工観光課／大槌町復興局／
大船渡共生まちづくりの会／大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援セン
ター／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会／大船渡市地域福祉課／大船渡
市復興局／大船渡地域振興センター／尾崎100 年学舎／一般社団法人おらが大
槌夢広場／かけあしの会／認定NPO 法人カタリバ／ NPO 法人神奈川災害ボラン
ティアネットワーク／社会福祉法人釡石市社会福祉協議会／釡石市地域づくり推進
課／ NPO法人かまいしリンク／からくわ丸／ NPO 法人カリタス釡石／公益社団法
人共生地域創造財団／ NPO 法人吉里吉里国／吉里吉里地域復興協議会／社
会福祉法人久慈市社会福祉協議会／ NPO 法人こそだてシップ／ NPO 法人桜ラ

■被災地支援活動

第10 回 現地会議 in 岩手●鹿野順一 氏（NPO 法人 いわて連携復興センター）
／東洋平 氏（認定NPO 法人 国境なき子どもたち 岩手事務所）／大野覚 氏（認定
NPO 法人 茨城NPO センター・コモンズ）／尾上昌毅 氏（NPO 法人 日本ファシリ
テーション協会）／ NPO 法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議／ NPO 法人 日本ファシリテーション協会／ NPO 法人 メディ

アージ／ブランニュー北上　
第10 回 現地会議 in 宮城●牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏
（宮城県サポートセンター支援事務所）／鈴木美紀 氏（社会福祉法人 気仙沼市社
会福祉協議会）／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）／齋藤
貴恵 氏（社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会）／塚本卓 氏（NPO 法人 気
仙沼まちづくり支援センター）／牧秀一 氏（NPO 法人 よろず相談室）／浜上章 氏

［ 2015年度 ］

興センター／ふうあいねっと／福玉便り編集委員会／ NPO法人ちば市民活動・市民
事業サポートクラブ／広域避難者支援連絡会in 東京／ NPO 法人とみおか子ども
未来ネットワーク／東京医療ネットワーク支援センター／東雲会／かながわ避難者と共
にあゆむ会／ぐんま暮らし応援会／とちぎ暮らし応援会／東日本大震災・山梨県内避
難者と支援者を結ぶ会／一般社団法人FLIP ／愛知県被災者支援センター／ 
NPO 法人泉京・垂井／みえとも（311 みえネット）／滋賀県内避難者の会／一般社
団法人みんなの手／ NPO 法人 和／まるっと西日本 東日本大震災県外避難者西日
本連絡会／奈良県避難者の会／わかやま避難者のWA ／とっとり震災支援連絡協
議会／311ご縁つなぎネットワーク　わっかラボしまね／うけいれネットワークほっと岡山
／ひろしま避難者の会「アスチカ」／ NPO 法人福島の子どもたち香川へおいでプロ
ジェクト／ NPO 法人 えひめ311 ／一般社団法人 市民ネット／『うみがめのたまご』
～ 3.11 ネットワーク～／福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会／大熊町復興支援員
／双葉町復興支援員（ふたさぽ）／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
（SAFLAN）／認定NPO 法人日本NPO センター／関西学院大学災害復興制度研
究所／社会福祉法人中央共同募金会／福島県避難者支援課
■ネットワーク推進会議

第１回●とみおか子ども未来ネットワーク／うけいれネットワークほっと岡山／公益社団法
人中越安全防災推進機構／広域避難者支援連絡会in 東京／福島県庁避難者支援
課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）／社会福祉法人全国社会
福祉協議会
第２回●とみおか子ども未来ネットワーク／公益社団法人中越安全防災推進機構／福
島県庁避難者支援課／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN） ／社会
福祉法人全国社会福祉協議会／うけいれネットワークほっと岡山／広域避難者支援連
絡会in 東京
■後方支援活動　

省庁定期協議の開催第３回●NPO 法人 ウェッブストーリー／世界に繋げる魔法の
輪／ NPO 法人 全国移動サービスネットワーク／一般社団法人 チーム王冠／どろん
こキャラバン☆たんば／ NPO 法人 日本病院ボランティア協会／福岡県民主医療機
関連合会／ NPO 法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト／ NPO 法人 ボ
ランティア活動推進国際協議会 日本／ NPO 法人 街づくり支援協会／復興庁（ボラ
ンティア・公益的民間連携班／法制班／被災者支援班）文部科学省（スポーツ・青少
年局 青少年課）厚生労働省（官房総務課／雇用均等・児童家庭局／社会・援護局 
地域福祉課／老健局 振興課）国土交通省（道路局 高速道路課／自動車局 旅客
課）環境省（環境保健部）農林水産省（農村振興局 農村政策部都市農村交流課 都
市農業室）NPO 法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会／認定NPO 法人 
ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター
第４回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）要配慮者担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（生涯学習
政策局 生涯学習推進課／スポーツ・青少年局 青少年課）／厚生労働省／国土交
通省／環境省／消防庁／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／認定
NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO センター／日本生
活協同組合連合会／公益財団法人 日本YMCA 同盟／いわて障がい福祉復興支
援センター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
第５回●内閣府（政策統括官（経済社会システム担当）社会基盤担当／政策統括
官（防災担当）災害救助担当／政策統括官（防災担当）被災者行政担当）／復興庁
（ボランティア・公益的民間連携班／原子力災害復興班）／文部科学省（スポーツ・青
少年局 青少年課）／厚生労働省（職業安定局 地域雇用対策室／雇用均等・児童
家庭局／社会・援護局 地域福祉課／老健局）／経済産業省（地域資源産業室）／
環境省（総合環境政策局 環境保健部 放射線健康管理担当参事官室）／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／認定NPO 法人 ディーピーアイ日本会議／認定NPO 法人 日本NPO セン
ター／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／一般
社団法人 ユニバーサル志縁社会創造センター／いわて障がい福祉復興支援セン
ター／ NPO 法人 国際教育文化交流協会
■Walk with 東北プロジェクト

株式会社電通／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／公益財団法人 日本YMCA 同盟／株式会社 博報堂／ 1%
（ワンパーセント）クラブ／チームともす東北／中央労働金庫／社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／西荻デザイン／ふうせん
／寿交通株式会社／多賀城市 地域活動支援センター「コスモスホール」／みちのく会
／有限会社 ローカルプランニング／大阪シーリング印刷株式会社
■東北応援ビレッジ2014

いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会／ NPO 法人いわて連携復興セ
ンター／ Walk with 東北 実行委員会／株式会社ＮＴＴデータ／大船渡水産振
興センター／花王カスタマーマーケティング株式会社／花王株式会社／株式会社ク
ライトレーベル／有限会社クリエーターゼロ／気仙沼市／郡山市／災害ボランティア
活動支援プロジェクト会議（支援 P）／株式会社資生堂／ JAL グループ／住商機
電貿易株式会社／住友商事株式会社／セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン遠野事務
所／株式会社損害保険ジャパン／株式会社ダイナックス都市環境研究所／地域活
動支援センター「コスモスホール」／中央労働金庫／株式会社電通／東京駅周辺
防災隣組／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
／日本航空株式会社／日本生活協同組合連合会／ NPO 法人日本セルプセンター
／日本たばこ産業株式会社／公益財団法人日本 YMCA同盟／株式会社博報堂
／東松島市／「広がれボランティアの輪」連絡会議／福島県会津振興局／福島県
観光交流課／一般社団法人福島市観光コンベンション協会／復興庁／みちのく会
／三井住友海上火災保険株式会社／三菱地所株式会社／三菱地所プロパティマ
ネジメント株式会社／三菱自動車工業株式会社／三菱電機株式会社／ NPO 法
人みやぎセルプ協働受注センター／宮古市／山田町子どもまちづくりクラブ／ルーデ
ンス株式会社／有限会社 ローカルプランニング／ 1%（ワンパーセント）クラブ
■東北これから会議2015

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／「広がれボランティアの輪」連絡会議
／復興庁／ 1%（ワンパーセント）クラブ／三菱地所プロパティマネジメント株式会社
／ルーデンス株式会社／株式会社ダスキン／ kameyama Candle house ／東京
駅周辺防災隣組／株式会社東京国際フォーラム／株式会社 博報堂／株式会社 
博報堂プロダクツ／株式会社博報堂DY トータルサポート／チームともす東北／新井
川美千枝氏（富岡町立富岡第一小学校 校長）／吉田隆見氏（富岡町立富岡第一
中学校 校長）／今宿裕昭氏（一般社団法人ウェブベルマーク協会 常務理事）／石
井布紀子氏（NPO 法人さくらネット 代表理事）／三浦英和氏（一般社団法人大船
渡青年会議所 理事長）／佐々木美貴子氏・新沼恵美子氏（大船渡市市民活動支
援センター）／加村真美氏（東北これからアンバサダー）／大本雄一氏（公益社団法
人日本青年会議所の真の復興委員会委員長）／二瓶明美氏（南蒲生町内会復興
部）／佐々木秀之氏（せんだい・みやぎNPO センター／南蒲生住民）／早坂まき子
氏（ローカルドリームプロダクション）／渡瀬あつ子／Quinka,with a Yawn
■情報の収集と発信

大野沙知子／シブヤグラフ（事務局運営・ウェブサイト制作）／株式会社 電通（広報
デザイン）／西荻デザイン（ウェブサイト制作）／株式会社 博報堂（広報プランニング・
制作）／ふうせん（ウェブサーバー管理）／ yukikazet（JCN レポート編集）／ハリウ
コミュニケーションズ株式会社／ NPO 法人メディアージ／日本放送協会／一般社団
法人 共同通信社／フォーチュン宮城編集部／株式会社東日本放送／北海道新聞
社／三陸新報社／東海新報社／東洋経済新報社／岩手日日新聞社／福島民友
新聞社／有限会社いまあじゅ／福島民報社／読売新聞東京本社／日本経済新聞
社／朝日新聞社／株式会社 福島放送／株式会社いわき市民コミュニティ放送

第11回 現地会議 in 福島 （2015/10/14）●廣畑裕子（小高の未来を応援する
会 3B＋1）／鴫原佳奈（一般社団法人ふくしま連携復興センター）／吉川彰浩（一般
社団法人 AFW アプリシエイトフクシマワーカーズ）／平山 勉（相双ボランティア／双
葉郡未来会議）／一般社団法人ふくしま連携復興センター／ NPO法人 うつくしま
NPOネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト会議／社会福祉法人 福島

■被災地支援活動

第12回 現地会議 in 岩手 （2015/10/02）●定池祐季（東京大学大学院情報
学環 総合防災情報研究センター　特任助教）／大江正章（出版社コモンズ代表、
ジャーナリスト）／ NPO法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プ
ロジェクト会議／ NPO法人 日本ファシリテーション協会／ NPO法人 メディアージ　

ト／陸前高田まちづくり協働センター／ NPO法人ワーカーズコープ／一般社団法人
和RING-PROJECT ／社会福祉法人釜石市社会福祉協議会／岩手大学三陸復
興推進機構大船渡市企画調整課／大船渡市市民活動支援センター／ NPO法人
東北開墾／ NPO法人風花／ NPO法人立ち上がるぞ！宮古市田老／ NPO法人
フードバンクいわて／ NPO法人未来図書館／復興！船越地域協議会／おやじの会
／ R45デザイン／小本いきがいくらぶ／エンジョイ・ライフ／一般社団法人三陸ブレー
メン企画／一般社団法人三陸駒舎／新生おおつち／株式会社邑計画／認定NPO
法人心の架け橋いわて／ままりば／一般社団法人KAI OTSUCHI 　
宮城●社会福祉法人名取市社会福祉協議会／株式会社博報堂／ NPO法人日本
冒険遊び場づくり協会／ NPO法人日本国際ボランティアセンター（JVC）／ NPO法
人日本ファシリテーション協会／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／中核支えあいセンター／中央労
働金庫／認定NPO法人地星社／ NPO法人地球のステージ／公益財団法人地域
創造基金みやぎ／社会福祉法人太白区社会福祉協議会／多賀城市市民活動サ
ポートセンター／ NPO法人全国移動サービスネットワーク／ NPO法人全国コミュニ
ティライフサポートセンター（CLC）／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社会福
祉法人石巻市社会福祉協議会／石巻仮設住宅自治連合推進会／社会福祉法人
七ヶ浜町社会福祉協議会／支援者のための支援センター TOMONY ／阪神・淡
路大震災記念 人と防災未来センター／公益財団法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／宮城県サポートセンター支援事務所／一般社団
法人気仙沼復興協会（KRA）／気仙沼市中央自治連合会／社会福祉法人気仙沼
市社会福祉協議会／気仙沼市／気仙沼まちづくり支援センター／社会福祉法人岩
沼市社会福祉協議会／ NPO法人応援のしっぽ／ NPO法人移動支援Rera ／ 
NPO法人レスキューストックヤード／ユースサポートカレッジ石巻NOTE ／一般社団
法人みらいサポート石巻／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／グリーンベルトプロジェクト／復興庁宮城復興局／ NPO法人ピース
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国際ボランティア会（SVA）／認定NPO法人ジャパン・
プラットフォーム／認定NPO法人シーズ=市民活動を支える制度をつくる会／ NPO
法人コミュニティ・サポートセンター神戸／からくわ丸／ NPO法人ガーネットみやぎ／ 
NPO法人ウィメンズアイ／一般社団法人WATALIS ／ 1％（ワンパーセント）クラブ
／亘理町社会福祉協議会／亘理・曹洞宗／連合宮城／ゆりあげ港朝市協同組合
／山元の未来への種まき会議／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協議会／南蒲生復興部／
東松島復興協議会／社会福祉法人東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
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／ NPO法人せんだ
いファミリーサポート・ネットワーク／ NPO法人せんだい・みやぎNPOセンター／山元
町共同作業所（工房地球村）／気仙沼NGP/NPO連絡会／傾聴の会／岩沼市被
災者生活支援室／岩沼市社会福祉協議会／岩沼市市民活動支援センター／岩沼
みんなの家／ NPO法人ホームひなたぼっこ／いしのまき支援連絡協議会／ NPO法
人MMサポートセンター／公益社団法人青年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
力協会岩沼／一般社団法人BIGUP石巻/ReRoots/藍工房OCEANBLUE公益
社団法人宮城県精神保健福祉協会心のケアセンター/コミュニティ・4チルドレン/社
会福祉法人高島市社会福祉協議会/株式会社八葉水産/NPO法人Azuma_re/
栗原市市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/石巻復興支援ネットワーク
福島●NPO法人福島ライフエイド／かつらおむら村創造協議会／公益財団法人トヨ
タ財団／認定NPO法人ふくしまNPOネットワークセンター／おてんとSUN企業組合／
小名浜ボランティアセンター／ NPO法人3.11被災者を支援するいわき連絡協議会
（みんぷく）／こどもあいネット／スカイストア（いわきオリーブプロジェクト）／ NPO法人
福島県有機農業ネットワーク／ NPO法人リーフ／ NPO法人福島県の児童養護施
設の子どもの健康を考える会／ NPO法人Jin ／かーちゃんの力プロジェクト／飯舘
電力株式会社／ NPO法人ふくしま新文化創造委員会／ NPO法人コースター／田
村市復興応援隊／ NPO法人元気になろう福島／楢葉町 宮里仮設自治会（会津美
里）／コミュニティ結ドットコム／まちづくり会津／ NPO法人まちづくり喜多方／福島土
壌スクリーニング・プロジェクト／ふくしま地域活動団体サポートセンター／大熊町ふる
さと応援隊／ NPO法人ふくしま地球市民発伝所／一般社団法人ふくしま連携復興
センター／ NPO法人シャローム／ YWCA・カーロふくしま／一般社団法人南相馬い
ちばん星／ふくしま復興支援フォーラム／双葉郡未来会議／相双ボランティア／ 

県社会福祉協議会／NPO法人 日本ファシリテーション協会／ NPO法人 メディアー
ジ　
第12回 現地会議 in 宮城（2015/10/20）●塚本卓（気仙沼NPONGO連絡会
／気仙沼まちづくり支援センター）／平塚信一朗（いしのまき支援連絡会／石巻市社
会福祉協議会）／鈴木智弥（名取市被災者支援連絡会／名取市震災復興部生活
再建支援課）／石塚直樹（みやぎ連携復興センター）／伊藤浩子（せんだい・みやぎ
NPOセンター）／大久保朝江（杜の伝言板ゆるる）／北川　進（宮城県社会福祉協
議会）／一般社団法人　みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロ
ジェクト会議／気仙沼NPO ／ NGO連絡会／社会福祉法人 石巻社会福祉協議会
／名取市／宮城県サポートセンター支援事務所／ NPO法人 日本ファシリテーション
協会／ NPO法人 メディアージ
第12回 現地会議 in 福島 （2015/12/04）●福島県避難地域復興局避難者支
援課／福島県社会福祉協議会／ふくしま連携復興センター／ 3.11被災者を支援す
るいわき連絡協議会／復興庁福島復興局／一般社団法人ふくしま連携復興セン
ター／ NPO法人 うつくしまNPOネットワーク／災害ボランティア活動支援プロジェクト
会議／社会福祉法人 福島県社会福祉協議会／ NPO法人 日本ファシリテーション
協会／ NPO法人 メディアージ
第13回 現地会議 in 岩手（2016/02/04）●森 浩昭（料亭久里川 支配人／公
益財団法人 広島県就労振興センター 副会長）／早川 輝（みやっこベース）／菊池
新一（遠野山・里・暮らしネットワーク）／伊藤大介（いわて連携復興センター）／水野
孝洋（での園 園主）／金野崇（さいとう製菓株式会社 執行役員総務部長）／佐々
木信秋（一般社団法人SAVETAKATA 代表理事）／笠原一城（NPO法人浜わら
す 代表理事）／ NPO法人 いわて連携復興センター／災害ボランティア活動支援プ
ロジェクト会議／ NPO法人 日本ファシリテーション協会／ NPO法人 メディアージ／ 
NPO法人アットマークリアスNPOサポートセンター／大船渡市市民活動支援協議会
／ NPO法人陸前高田まちづくり協働センター／気仙沼NPO/NGO連絡会
第13回 現地会議 in 宮城（2016/02/29）●井岡仁志 氏（高島市社会福祉協
議会）／一般社団法人　みやぎ連携復興センター／災害ボランティア活動支援プロ
ジェクト会議／社会福祉法人 名取市社会福祉協議会／社会福祉法人 岩沼市社
会福祉協議会／社会福祉法人 亘理町社会福祉協議会／社会福祉法人 山元町
社会福祉協議会／社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会／宮城県サポートセン
ター支援事務所／山元の未来の種まき会議／ NPO法人 日本ファシリテーション協会
／ NPO法人 メディアージ
■地域駐在員団体訪問活動　 

岩手●認定NPO法人アムダ／ NPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン／
NPO法人ETIC. ／公益財団法人国際開発救援財団／ FMねまらいん／認定
NPO法人ジャパン・プラットフォーム／認定NPO法人国境なき子どもたち／一般社団
法人SAVE IWATE ／ NPO法人SET ／公益社団法人シャンティ国際ボランティ
ア会／独立行政法人都市再生機構／ NPO法人アットマークリアスNPOサポートセン
ター／社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会／岩泉町復興課／社会福祉法人岩
手県社会福祉協議会／岩手大学三陸復興推進機構／うましか／ NPO法人点空
社／ NPO法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA ／社会福祉法人大槌
町社会福祉協議会／大船渡共生まちづくりの会／大船渡市企画調整課／大船渡
市市民活動支援センター／社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会／大船渡市復
興局／大船渡地域振興センター／尾崎100年学舎／一般社団法人おらが大槌夢広
場／株式会社かけあしの会／認定NPO法人カタリバ／ NPO法人神奈川災害ボラ
ンティアネットワーク／社会福祉法人釜石市社会福祉協議会／釜石市地域づくり推
進課／ NPO法人かまいしリンク／からくわ丸／ NPO法人カリタス釜石／公益財団
法人共生地域創造財団／ NPO法人吉里吉里国／社会福祉法人久慈市社会福
祉協議会／ NPO法人こそだてシップ／ NPO法人桜ライン311／ NPO法人サンガ
岩手／NPO法人参画プランニング・いわて／ NPO法人さんりくWELLNESS ／一
般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ
ン／一般社団法人SAVE TAKATA ／社会福祉法人田野畑村社会福祉協議会
／社会福祉法人中央共同募金会／つどい／ NPO法人テラ・ルネッサンス／ NPO
法人遠野まごころネット／ NPO法人遠野山里暮らしネットワーク／ NPO法人日本リ
ザルツ／社会福祉法人野田村社会福祉協議会／ NPO法人のんのりのだ物語／ 
NPO法人母と子の虹の架け橋／社会福祉法人洋野町社会福祉協議会／社会福
祉法人普代村社会福祉協議会／ NPO法人ふれあいステーション・あい／ NPO法
人まぁむたかた／ NPO法人まちづくり・ぐるっとおおつち／社会福祉法人宮古市社会
福祉協議会／ NPO法人みやこラボ／社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会／や
まだ復興応援隊／社会福祉法人山田町社会福祉協議会／ゆいっこ花巻／ NPO
法人みやっこベース／ NPO法人夢ネット大船渡／陸前高田市復興支援連絡会／
社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会／ NPO法人陸前たがだ八起プロジェク
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10．団体アンケート調査

【アンケート内容】 【アンケート実施概要】

2015年度と、2017年度にそれぞれ実施したJCN参加団体を対象にしたアンケート調査を紹介しました。
2015年度は、その後の活動を検討するために実施したもので、2017年度は、JCNの検証のために実施したものです。

Q1. 

Q2. 

Q3. 

Q4. 

Q5. 

Q6. 

Q7. 

Q8. 

これまでJCNのかかわったことがある、会議、

イベント、情報などを選択ください。

□現地会議

□広域避難者支援ミーティング　

□JCN全体ミーティング

□東北応援ビレッジ

□省庁定期協議

□JCNのホームページ

□メーリングリスト

□JCNレポート

□その他

現在、団体として東日本大震災にかかわる活

動をされていますか？

JCNの４年間の活動はみなさまにとって役に

たてましたでしょうか？以下それぞれを具体的

にお答えください。（忌憚のないご意見をお書

きください）

Q3を考慮して、JCNの4年間の活動評価（5

段階）を教えて下さい。

□非常に評価できる　

□評価できる　

□どちらともいえない　

□あまり評価できない　

□評価できない

2016年度以降、JCNにどのような活動を

期待されますか？

団体名

団体所在地

その他

対　象

回答数

方　法

実施時期

JCN参加団体（628団体）

134件（回答率21.3％）

メールによる送付、ウェブフォームによる回答

2015年9月

エリア

北海道

岩手

宮城

福島

東北（３県除く）

関東

甲信越

東海

北陸

近畿

中国

四国

九州

合計

回答数

6

10

18

10

 4

51

3

4

2

11

4

4

7

134

図1. アンケートの回答分布
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JCNが役に立てたこと 

プログラム

メーリングリスト

現地会議

広域避難者支援ミーティング

JCN全体ミーティング

JCNのホームページ

JCNレポート

東北応援ビレッジ

省庁定期協議

あてはまるものはない

その他

件数

85

51

40

37

34

32

13

8

7

6

図2. 参加プログラム

0 20 40 60 80 100

広域避難者支援
ミーティング
JCN全体

ミーティング

あてはまる
ものはない

メーリングリスト

現地会議

JCNのホームページ

JCNレポート

東北応援ビレッジ

省庁定期協議

その他

　　　　　　　　　　　　85

　　　　　　　51

　　　　　40

　　　　  37

　　　　34

               32

    13

 8

 7

6

評 価

非常に評価できる

評価できる

どちらともいえない

あまり評価できない

評価できない

合計

件数

32

81

20

0

1

134

■つながり促進について

•目の前の活動だけに注力しがちなNPOにとって、 横の連携

や状況の共有は考えていても出来ていない部分が多い様

に思います。そのなかで貴重な役割を果たしているのではと

思います。

•NPOと連携、協力を得ることで、支援活動の効果を高める

ことができた。

•自分以外の人や団体と沢山の繋がりが出来たのが大

きいです。

•省庁定期協議と現地会議をきっかけに、移動支援の課題を

色々な関係者につないでいただいたところ。 MLを通じて、忘

れないで活動している仲間がこんなにたくさんいること

を確認できたこと。小さな活動でも意味があると思えたこと。

■情報発信について

•東北応援ビレッジ等、首都圏の方に直接支援を呼びかけ

る、また、地域の魅力をPRできるような場をご提供いただ

きましたので、大変助かりました。

•全国的な規模での情報発信をしてくれたので大いに役立った

•被災地の状況や支援団体の共通の課題などが把握でき

た。 特に福島県沿岸部における状況や支援の実態把握が

出来ることで、弊団体の事業運営に役立てた。

■他団体の活動把握について

•大規模災害時に、被災現地のＮＰＯ法人、特に中間支援組

織の役割について、いろいろな側面で学ぶことができたこと

•他団体の活動内容がわかり、活動の参考になった。 各種情

報提供をしていただき、指標づくりの参考になった。 活動

の相談に乗っていただきアドバイスいただいたことで

スムーズに運営できた。

■その他

•現地スタッフの方には様々お世話になった。

•東日本で活動するNPO/NGOのリーダーとして、各団体に

支援ノウハウを伝え、各団体の育成に尽力してきた。

JCNが役に立てなかったこと

■現場への直接支援について

•果たして被災者の役に立つことができたのか。また社会に

対して働きかけることができたのか。東日本大震災の支援団

体間はともかく、社会や世間ではJCNの知名度はまったくない。

•全体を見ると、どうしても細かい現場のニュアンスが溢

れてしまうところ。

■行政や省庁とのつながりや提言について

•行政機関に対する政策提言などに、現場の声を集約して施

策化していただき、その受け入れ先（活動先）として、被災

地活動ＮＰＯ等に引き継ぐような流れを作っていただく

ようなコーディネートをしていただけると、関係者すべての

課題が解決できると思います。

•現地スタッフ以外の動きは本当に東北の実情を踏まえてい

るのか疑問に思うことが多々あった。

•省庁定期協議の出席者の方々と、要望提出団体をつなぐ

マッチングの場を持っていただければ、もっと要望団体の声

を力強く押し出していただけたのではないかというくらいです。

■体制（人的リソース）について

•東京が事務局で、現地駐在が各県1人という体制では、

十分に状況がつかみづらかったのではないか。

•事務局機能をより拡充（人的に）することで、より多くの

ニーズにタイムリーに対応できる体制が組めたのではないかと

思います。（現状の人数ではできることに限りがある。）

■その他

•被災地のＮＰＯ等・社会的企業等と、被災地を応援しようとす

るＮＰＯ等・社会的企業等の連携、新たなパートナーシッ

プの醸成がそれほど進展しなかったこと

•社会福祉協議会は東日本大震災のみならず、毎年の各地の

災害発生にNPOが去ってからも息の長い地域に密着した支

援活動を行う全国ネットの団体であるが、それと競うような

NPOの活動にウエイトを置いたように思うので、震災以前の

社会福祉協議会の強化やコミュニティの再生には役立

たなかったのではないか。

JCNに期待すること

■コーディネート機能としての役割

•団体間の資源交換のつなぎ役

•全国のNPOと被災地をつなぐ役割は必要と思います。被

災地のNPO活動が先進事例と呼ばれる日まで、長くつなが

れたらと願っています。

•JCN参加団体との交流を深める場の西日本方面での開催

を希望します。西日本で連携できる団体と繋がりを広げていき

たいと思います。

■風化防止と情報発信

•より長く被災地の現状を伝えていくこと。復興した後にど

のような街ができていくのかを伝え続けてほしい。

•現地会議だけではなく東京でも被災３県それぞれの支援

集会を開催してもらいたい。

•被災地支援、被災地内での活動の「継続」に係る事業展

開。集中復興期間から復興・創生期間へ移行することで、

ますます「風化」（災害疲れなどを含む。）が進むことの防止の

ために。

•避難者支援の活動をまとめ、考察し、よりよい支援につなげ

るための啓発活動など

•現地の復興状況や支援活動団体の状況がわかる情報提供。

•今回発刊された『白書』のように、広く一般に向けた情報発

信。さまざまな知見が集まっており、それを「来るべき災害」に

役立てるため。

■支援団体があつまる「場」作り

•今後も、継続的に広域避難者ミーティングを実施していた

だきたい。全国に避難者が散らばっているものの、なかなかそ

の実態を全体で把握するような体制がとれないまま４年がた

ちました。それを唯一実施してくれているのがJCNだと思っ

ています。

•今後も団体の繋がりと、行政、企業の方々との協力の場と

なってくださる事を期待しております

•被災地から遠く離れている地域の人にも参加できるよう

な情報共有の場や会があればいいと思う。東日本大震災の

ことも西日本ではもう風化しているから。

•広域避難者の置かれる状況は、今後さらに厳しいものになっ

ていくことが予想されています。きめ細かい支援は難しいかも

しれませんが、今後迫られる避難者自身の選択を尊重した

息の長い支援（交流）活動が必要で、そのためには全国域

のネットワークがそばにいてくれることが非常に重要と

思います。

図3. JCNの評価

評価できない

非常に
評価できる

評価できる

あまり評価できない

どちらともいえない 32件

81件

20件
0件
1件

自由回答より抜粋 自由回答より抜粋 自由回答より抜粋
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東日本大震災支援に関するアンケート調査　結果

① JCNが参加団体に対して果たした役割を明らかにする（JCNが実施した事業への関わり等）
② JCNの参加団体の被災地支援活動の状況を明らかにする（JCNの影響力を検討するために）

JCN参加団体（2011～2017年度）約600団体　※団体連絡先がわかっているもの

145・回答率約25％

メールによる調査票送付→ウェブサイト回答

2017年10月～12月

大野沙知子氏（名古屋大学未来社会創造機構特任准教授）

：

：

：

：

：

：

①団体の設立年

②法人格の有無

回答のあった団体のうち、震災後（2011年3月以降）に設立された団体は全体の4割弱であった。

回答のあった団体のうち、NPO法人が3割、法人格がない団体
が3割であった。各種法人が参加している。

（１） 回答団体の概要

③主な事務所の所在地

回答のあった団体のうち、主な事務所の所在地は、全国に散ら
ばっており、その4割が東京であった。

北海道 2%(3) 東北（岩手・宮城・福島を
除く） 3%(5)

岩手 5%(8)

宮城 6%(9)

福島 
8%(12)

関東（東京を除く） 6%(8)

東京 39%(56)

中部 7%(10)

中国 3%(4)
四国 3%(4)

近畿 
13%(19)

九州 5%(7)

（２） JCNとの関わり
目 的

対 象

回答数・回答率

方 法

期 間

協 力

③JCNの活動とのかかわり

回答のあった団体のうち、JCNの活動との関わりでは「メーリン
グリストの活用（90）」が最も多く、ついで、「現地会議（60）」「広
域避難者支援ミーティング（43）」であった。
その他：総会，省庁要望提出，世話団体会，復興サロンなど

0 20 40 60 80 100

メーリングリスト
現地会議

広域避難者支援ミーティング
全体ミーティング

ウェブサイト
JCNレポート

JCN駐在員（被災3県）の巡回
省庁定期協議

東北応援ビレッジ
ケース検討会議（被災3県）

その他  
あてはまるものはない

90
60
52

43
30
30

18
17
11
7
11
12

①JCNへの参加理由(複数回答)

JCNの参加理由は、「他団体の取組状況がわかる（110）が最
も多く、ついで「ネットワークが広がる（103）」「被災地の情報入
手（98）」「活動に役立つ情報入手（92）」と続いており、情報提
供、ネットワークに期待されていたことが伺える。

他団体の取組状況がわかる
ネットワークが広がる
被災地の情報入手

活動に役立つ情報入手
JCNメンバーの誘い
ボラサポの応募要件

他団体の勧め
その他

0 20 40 60 80 100 120

110
103
98
92

17
16
12
11

JCNに参加した満足度は、平均71.8　中央値70であった。

NPO法人

法人格なし

認定NPO法人

一般社団法人

公益財団法人

公益社団法人

協同組合法人

社会福祉法人

宗教法人

株式会社

労働組合

その他

未回答

43

43
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3

1998年
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40

60
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④役立ったこと（自由記述の一部抜粋）

情報収集/共有の場
・参加グル－プ、JCN本部からの報告や情報が入ること自体が心
強く、日常活動への羅針盤になっている
・各地での取り組みや支援スキームに関する情報交換が役立った。
・緊急支援から、復興支援フェーズに移るころに、現地会議やミー
ティングで他団体の活動を具体的に聞くことで、次の課題出しが
明確になった。
・ケース検討会（個別のケースについて深堀りすることが出来た）
・現地の最新の情報や状況について、つぶさに知ることができた
・地元の小規模の団体も参加しているため、詳細な情報収集ができた
・広域避難者支援の全体像を把握することができ、個別の活動報
告を聞くことで自組織の活動の参考になった
・現地会議のテーマや議論に満足できたことはなく、「二歩先三歩
先」を見るべき中間支援組織としては、もっと良い場にできたので
は、と思います。

ネットワークづくり
・ミーティングを通じて全国で活動している他団体やその関係者と繋
がることができた。facebook等を通じて現在も交流を続けている
・JCNを通じてネットワークが広がったことも大変有益でした。
・様々な団体とのネットワークが熊本地震の時に役立ちました
・顔の見える関係の中で相談しやすい関係性を作って頂けたこと
がとてもありがたかった

メーリングリストの活用 
・食糧を受け取りたい避難所や被災地で救援活動をするNPOの情報
を得て、直接連絡を取り、相手が必要とする食品の提供が出来た
・遠方の支援団体ともメーリングリストの発信で繋がることができたこと
・メーリングリストにイベント案内を出して、他の県の方が参加してくれ
たりしました。

現地駐在員
・情報提供や他地区団体との繋ぎ役を担って頂き、大変お世話に
なっています
・駐在員と現状視察など同行した中で適切なアドバイスや寄り添う
姿勢を被災者に届けられた
・被災県域での場づくり
・被災県域ニーズとシーズのコーディネート

省庁会議（5）
・省庁定期協議は、結局大きな進展はなかったかもしれませんが、
NPOの声を直接届けることのできる大変貴重な場でした。現状や要
望をまとめることが自分たちの活動をまとめることにも役立ちました。
・省庁連絡会議で、支援団体間でも指向性の違いが如実にわ
かったこと。
・省庁定期協議は、本当はもっと現地の役立ったはずです。こんな
ハード偏重の方向性を見直し、よりよい日本の在り方を見据える機
会につながったかもしれないのに、残念です。
・いざという時の国への窓口として存在することには安心を感じて
いました

②JCNに参加した満足度
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（３） 参加団体の活動状況-2（３） 参加団体の活動状況-１

①活動エリア
回答のあった団体のうち、7割は、被災3県（岩手・宮城・福島）
で活動している。ほか3割は、広域避難者支援や後方支援と思
われる。被災3県それぞれの活動市町村は下記のとおり。その他
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30%
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②活動内容

回答のあった団体のうち、「避難者支援（県内外含む）（73）」が
最も多く、ついで「子ども・若者・子育て支援（59）」、「避難所支
援（58）」、「コミュニティ支援・復興計画支援（56）」が多かった。
１団体あたりの回答数は４つ程度であり、災害直後から復興期
まで様々な活動をしている。

避難所支援

災害ボランティアセンター支援

コミュニティ支援・復興計画支援

高齢者・障がい者・生活困窮者支援

子ども・若者・子育て支援

医療・相談支援

就労・産業振興支援

文化・スポーツ・イベント支援

避難者支援（県内外含む）

風化防止支援

中間支援、組織・人材開発支援

募金・助成

その他
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回答のあった団体のうち、「被災地・被災者からの支援の要望（7０）」
が最も多く、ついで「被災地の情報が入手できた（53）」が多かった。

③支援先を決めた理由

被災地・被災者から支援の要望

被災地の情報が入手できた

団体の所在地がある

友人知人がいる

他に支援している団体が少なかった

その他
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53

26

26

25
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回答のあった団体のうち、「活動を止める予定はない（52）」が
最も多かった。「止める予定は決めていないが縮小する（25）」
「やめる予定を決めている（14）」「やめる時期は話し合っている
が決めるまでには至ってない（11）」が合計で50あり、徐々に活
動が縮小し、団体が減少していくと思われる。

④今後の予定

すでに活動を
やめている14%(21)

やめる時期は
話し合っているが
決めるまでに
至っていない8%(11)

やめる予定は
決めていないが
縮小する
17%(25)

やめる予定を
決めている10%(14)

活動をやめる
予定はない
36%(52)

見通しについて
組織内で具体的に
話し合っていない
15%(22)
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（４） 参加団体の体制等 （５） 今後の災害時のネットワーク・中間支援機能について

②会費制への評価

JCNは広く様々な団体に参加してもらうために、会費徴収を行
わない方針であった。しかし、ネットワーク・中間支援機能を果た
すためには、資金確保が必要である。
会費制度に対する考えを尋ねたところ、回答の合った団体のう
ち、「会費制度でもよい（58）」が最も多く、一方で、「会費は支払
いたくない（46）」であった。

③活動の悩み 

回答の合った団体のうち、助成金を獲得していない団体数が
多くあったが、「活動資金の確保（80）」という悩みが一番多
かった。ついで「スタッフの確保（56）」「組織運営（43）」が多
かった。活動の継続のために様々な悩みを抱えていることもわ
かった。

④自由回答

•地元のメンバーでイベント運営できるようになったから

•被災地の声の掘り起し

•自団体の活動は終了しているが、他団体への協力は続いて

 いるので、どこまで付き合うか

•機材の撤収

•運転者の確保など

•避難所の閉鎖等

•参加者数の減少

•ボランティア活動を制限する旅行業法

•できる範囲の活動にとどまっている

•地域でやれる活動への移行

•スタッフのメンタルケア

•立団体との連携と役割分担

•首都圏の無理解

•社会的な理解など

•行政との連携

•団体が把握している現状と国等との認識の相違

スタッフの確保

活動資金の確保

組織運営（役割分担
・情報共有等）

組織の長期的な
運営方針の決定

スタッフの人材育成・
スキルアップ

活動の縮小・
終わらせ方、

地元への引き継ぎ

活動の評価

団体や活動の
後方、情報発信

その他
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①団体の常勤スタッフ数

徐々にスタッフ数が現象していく傾向にある。
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②助成金の数

回答の合った団体のうち、助成金を獲得していない団体数が
多い傾向にある。東日本大震災以降、様々な被災地支援活動
に活用できる助成制度が創設されたため、活用した団体が多
いと考えていたが、活用していない団体が多いことは予想よりも
少なかった。
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③会費金額

支払える金額を尋ねたところ、会費でもよいと答えた団体は
10000円が最も多く、会費が少なければよいは4000円が最も多
かった。

①期待するネットワーク・中間支援機能

アンケート調査では、今後の大規模災害時のネットワーク・中間支援機能に対する期待を把握するための設問を設けた。
回答の合った団体のうち、「被災地が必要とする支援内容の情報提供（98）」が最も多く、「支援団体同士の情報交換の場（95）
「国・自治体との情報交換の場（90）」「他団体の活動に関する情報提供（81）」などが多かった。これらの取組は、熊本地震等でも
試みが見られるようになっている。
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JCNレポート

「岩手・宮城・福島のいま」を伝え、企業・助成団体・行政・メディアと
被災地域のニーズをつなぐフリーペーパー。
ウェブサイトでダウンロード可

•Vol.1  2014年10月発行　特集：恒久住宅移行期のコミュニティの形成
•Vol.2  2015年1月発行　特集：生活困窮者の自立生活サポート
•Vol.3  2015年3月発行　特集：地域活性化と外部支援
•Vol.4  2015年9月発行　特集：生活再建
•Vol.5  2016年3月発行　特集：東北から生まれる新しいチャレンジ
•Vol.6  2016年8月発行　特集：つながりを活かす
•Vol.7  2017年7月発行　特集：東北の住まいと暮らしの今
•Vol.8  2018年1月発行　特集：現地会議から考える震災復興
•Vol.9  2018年3月発行　テーマ：未来を切り拓く次世代を輩出する

　　　　　　　　　　　　　　

ガイドライン

2011年、ガイドラインチームが作成した支援活動に役立つ情報をまとめた資料。

•支援にあらたな視点を ～「生活不活発病」を知ろう～
•東日本大震災復興支援 いいね！事例集
•災害ボランティア活動における安全衛生のポイント集 ver1.0 
•災害ボランティア参加者の心のケアポイント集 ver1.0
•ボランティアバスを運行するときのポイント Ver1.0
•東日本大震災・災害ボランティア・活動ガイドライン ver3.0
•災害ボランティア活動に初めて参加される方へ ver3.0

2012年3月22日
2012年1月19日
2011年7月15日
2011年7月11日
2011年4月28日
2011年4月28日
2011年4月7日

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・

○パンフレット／活動報告
•2016年広域避難者支援の状況と各地の支援活動
等をまとめた冊子「避難者とのかかわり～支援のカタ
チ～」を発行

•東日本大震災により被災3県外に避難されている
方 （々以下、「広域避難者」）を支援する「タケダ・赤
い羽根広域避難者支援プログラム」の報告書。中央
共同募金会、日本NPOセンターとともにプロジェクト
チームとして団体の活動をサポート。

•東日本大震災により被災3県外に避難されている
方々を支援する「タケダ・赤い羽根広域避難者支援
プログラム」においてJCNでは、中央共同募金会、日
本NPOセンターとともにプロジェクトチームとして団体
の活動をサポート。各年度の活動報告書をウエブ・
サイトで掲載しています。※掲載場所
https://www.akaihane.or.jp/csr/takeda/report/

広域避難者支援

○調査報告書
2012年以降、広域避難者支援に関する様々な調査を実施。
これからの広域避難者と支援に関するアンケート調査　2016年9月～11月
　調査対象：都道府県・都道府県社協（ただし、岩手県・宮城県・福島県を除く）、市区町村・市区町村社協／タケダ
赤い羽根広域避難者支援プログラム助成団体とつながりがある避難者

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　2013年3月～4月
　調査対象：全国の市区町村社会福祉協議会

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　2012年3月～5月
　調査対象：インターネット等での検索、及び支援活動関係者からご紹介いただいた全国の支援団体。

11．成果物
JCNでは、活動を通じてまとめた成果物が多数あります。これらは、
東日本大震災の支援活動や今後の災害支援活動に役立てていただくために、ウエブ・サイトで公表しています。
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12．検証プロジェクト概要
2011～2015年度のJCNの活動を検証するために、検証委員会を設置し、検証事業を実施しました。

●委員会概要

第１回：2016年11月7日（月）14:00～16:00

第２回：2017年1月17日（火）13:00～15:00

第３回：2017年3月27日（月）16:00～18:00

第4回：2017年9月20日（水）10:00～12:00

第5回：2018年1月15日（月）16:00～18:00

第6回：2018年2月17日（土）17:00～19:00

第7回：2018年3月17日（土）15:00～17:00

　東日本大震災におけるJCNの検証と、その結果を踏まえ、今後の大規模災害時における全国域の中間支援・ネット
ワーク機能の有効性、具体的な機能検討を明らかにするために、「東日本大震災支援全国ネットワーク５年検証委員会」
を開催する。

２０１１年度の事務局体制とその推移、チーム制度の動向 
２０１１年度世話団体会などの意思決定プロセス 
２０１２年度以降の取組整理（被災地担当、広域避難者支援担当） 
２０１１年度以降の参加団体推移、各プロジェクトの公表資料の整理　等
※資料やデータの整理には、田川尚氏にご協力いただきました。

（一般社団法人 ユニバーサル志縁社会
創造センター 専務理事）

（岩手県立大学 福祉経営学科 講師）

（一般社団法人日本経済団体連合会教
育・CSR本部　統括主幹）

（震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 准教授）

（JCN代表世話人／「広がれボランティア
の輪」連絡会議）【座長】

菅野 道生

池本 修悟

長澤 恵美子

松田 曜子

山崎 美貴子

●外部協力者（2017年3月現在・50音順・敬称略）

（名古屋大学 未来社会創造機構特任准
教授）

（関西大学社会安全学部准教授）菅 磨志保

大野 沙知子

資料、データの整理

被災３県グループインタビュー、33 名参加
●宮城：2017年3月13日（月）13:00～16：00＠みらいサポート石巻　震災伝承つなぐ館 
●岩手：2017年3月28日（火）13:00～15：30＠あえりあ遠野 
●福島：2017年3月29日（水）13:00～15：30＠コラッセふくしま

広域避難者支援グループインタビュー　12名参加
担当者：2017年11月9日（金）10:00～12：00＠日本NPOセンター会議室
支援団体等：2017年12月1日（金）9：30～12：00＠関西大学梅田キャンパス
※担当者インタビューでは、仁平典宏氏（東京大学大学院教育学研究科准教授）にご協力いただきました。

インタビュー

設立時の動向
●松原明氏（NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会）
●田尻佳史氏（認定NPO法人日本NPOセンター）
●辻元清美氏（衆議院議員、元・内閣総理補佐官・震災ボランティア連携室）

インタビュー

［ 第1回  ］ 第2回災害時の連携を考える全国フォーラム　分科会３として開催
主催 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）
日時：2017年5月26日（金）15:30～17:30　
場所：国際ファッションセンター 3階 KFC ホール（東京都墨田区横網1-6-1）
・パネリスト 　
鹿野順一氏（NPO 法人＠リアスNPO サポートセンター 代表理事　
北川進氏（社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 震災復興・地域福祉部 　震災復興支援室 主任主査）
天野和彦氏（一般社団法人ふくしま連携復興センター 代表理事） 　
畠山順子氏（NPO 法人あきたパートナーシップ 副理事長） ・コーディネーター 　
田尻佳史氏（認定NPO 法人日本NPO センター 特任理事）

［ 第２回 ］日時：2017年11月26日（日）13:40-15:00 ※開場13:30 
場所：仙台国際センター展示棟　会議室4（仙台市青葉区青葉山）目的：これまで取り組んできたことの成
果と課題をふりかえり、今後の大規模災害に向けてどのような取り組みが必要なのか、ワークショップ型式
で参加者同士が交流し、話し合う機会にします。

検証フォーラム

［  目 的  ］ ●JCNが参加団体に対して果たした役割を明らかにする 　
●JCNの参加団体の被災地支援活動の状況を明らかにする 　
●JCN参加団体における今後の被災地・被災者支援の展望や課題を明らかにする 

［  対 象  ］ ●JCNが参加団体に対して果たした役割を明らかにする 　
●JCNの参加団体の被災地支援活動の状況を明らかにする 　
●JCN参加団体における今後の被災地・被災者支援の展望や課題を明らかにする 

［ 回答方法 ］ Webフォームでの回答

参加団体アンケート

検証委員会

●委員名簿（2017年3月現在・50音順・敬称略）

【Ⅶ】資料編

調査期間：2017年10～12月
※調査の集計および分析では、大野沙知子氏）（名古屋大学未来社会想像機構特任准教授）にご協力いただきました。


