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別冊資料 2. 中間報告書の要点抜粋資料  
■本資料は、国際協力 NGO センター(JANIC)による「東日本大震災 市民社会による支援活動 合同レ

ビュー事業 検証結果報告書 ~国際協力 NGO の視点から~」（以下、報告書）の別冊資料です。 
■報告書の全文は、JANIC ウェブサイト（http://www.janic.org/mt/pdf/eqreview.pdf）に掲載しています。 

 
本資料について  
本資料は、中間報告書の検証の章から、要点を抜粋したものである。別冊資料 1 のアンケー

トはこの中間報告書をもとに作成した。 
別冊資料 1 の「中間報告書 関連箇所」の番号が本資料の各意見に振られた番号に対応して

おり、各質問項目と選択肢がどの意見をもとに作成されたのかが分かる。なお、中間報告書の全

文は、以下のリンクからウェブ上で閲覧できる。 
 
http://www.janic.org/mt/JOINTREVIEW201311.pdf 

 
本資料の見方  

表の中央には各検証過程であげられた意見が、その右の欄にはそれがどの検証過程で出された

意見なのかが記載されている。また、表の左側には各意見の通し番号が付けている。以下に例を

示す。 

 
右側の欄では、文献調査によって得られた情報は「文献」（番号は報告書の巻末資料 1.参考文

献一覧番号）、聞き取り調査によってあげられた意見は「聞き取り」、ワークショップによってあ

げられた意見は、それが行われた場所によって「東京」「岩手」「宮城」「福島」となっており、

「岩手」「宮城」「福島」に関しては、意見があげられたグループ名がアルファベットで県名の後

ろに記載している（例：岩手でのワークショップのグループ A であげられた意見は、「岩手 A」）。 
また、合同レビュー事業で実施したアンケート調査の質問項目は、中間報告書の内容に沿って

作成したものであり、中間報告書のどの意見が、どの質問に該当するか明確にするため、中間報

告書要点抜粋資料の表内の各意見の左の欄にそれぞれ番号を振った。各番号は、別冊資料 1「ア

ンケート調査集計結果」内の該当する質問箇所に記載している。 
 
なお、中間報告書および中間報告書要点抜粋資料では、検証によって得られた外部支援の結果

を、以下の 2 つに分類して評価した。 
（1） A（重要テーマ）：評価指標に基づく 5 つの視点での評価 
（2） B：支援の質に間接的に大きな影響を与える組織内部の体制と他機関・団体との連携

体制の視点からの評価 
 
  

3 過度の支援により被災者の自立心を損ねる支援 東京、宮城 A 
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重要テーマ A.1 現地の文脈・ニーズに合致した支援が行われていたか 

 
原因 1. 不十分なニーズ調査とモニタリング  

不十分なニーズ調査の原因： 
8 人材や予算が不足 東京 
9 多くの時間を割く余裕がない 東京 
10 現地で適切なニーズ調査を行えるスタッフがいないなどの問題があり、

現実にはニーズ調査は簡略化される 
東京 

モニタリングが適切に実施されなかった原因： 
11 各支援団体は新たな活動を開始する際に必要な支援の内容について把握

するため、ニーズ調査を実施し、これに基づいて活動の内容や進捗を適

宜管理・見直し（モニタリング）し、必要に応じて修正を行っていく。

しかし、いくつかの場合において、これが十分に実施されなかった 

東京 

12 現場スタッフが適宜モニタリングをしてもその内容を本部に伝えるプロ

セスや手法、その役割分担が明確でなく、情報が感覚的にのみ伝わって

いること 

東京 

13 各団体に適切なモニタリングを行えるだけの経験ある人材が不足してい

た 
東京 

14 各活動の開始時にモニタリングを意識した目標設定をしなかったため、

その後のモニタリングに必要な指標が無かったこと 
東京 

15 支援活動の内容や活動地域、その詳細を決定する際には、時として現地

ニーズの実際の有無以上に支援活動の「結果」や「成功事例」の示しや

すさが重視されていた 

聞き取り 

 
改善のための対策  

16 まずスタッフがニーズアセスメントおよびモニタリングの手法を学べる

よう、トレーニングを実施することが必要である 
東京 

17 団体内にトレーニングを実施するだけの知見がないが場合には、キーと

なるスタッフを関連セミナーに参加させ、その後そのスタッフが団体内

で共有することが望ましい 

東京 

18 大規模災害の対応には団体内での対応では間に合わない場合があるの

で、積極的に他団体と連携してニーズ調査を実施すること 
聞き取り 

19 ニーズアセスメントの過程で現地のニーズに近い地元団体や個人の関与 聞き取り 

1 支援物資とニーズの不一致（必要な物が必要な場所に届かない） 東京 
2 支援内容の不一致（現地の求めと違うことを支援者がしたがる） 宮城A、宮城C、

宮城 D、岩手 D 
3 過度の支援により被災者の自立心を損ねる支援 東京、宮城 A 
4 無償の支援活動による地元民業の圧迫 宮城 B 
5 活動資金提供者への業務による手間の増大 東京、岩手 B 
6 住民への支援活動の突然の終了（フェーズ認識の現地との不一致） 東京 
7 外部支援団体の地元グループのキャパシティへの過度の期待 東京 
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を獲得すること 

ニーズ調査の手法の参考事例： 
20 国際 NGO アドラ・ジャパンが山元町の民間賃貸借上げ住宅支援時にお

いて、避難住民のニーズを調査するために、往復はがきを発送し、必要

の有無を確認の上、希望の物資を届ける形式を取った 

文献 1-2, P.27 

 
原因 2. 結果を出しやすい支援への傾倒  

21 支援団体の他団体への見栄 宮城 A 
22 支援団体が現地のニーズを的確に把握していたとしても、活動資金が確

保できなければ活動は実現しないが、多くの場合、支援団体は、その活

動資金をドナー団体から調達し、ドナー団体に活動の報告を行っている 

聞き取り 

23 また、多くの場合ドナー団体も資金提供元である個人や企業、宗教法人

などに対して説明責任を持つ。この構造が、ドナー団体から資金が付き

やすい活動と付きにくい活動を生み、特に活動の内容と必要性が資金提

供者に説明しやすいもの、事業の結果が出しやすいもの、数字で示しや

すいもの、短期（半年・単年度）で完結するものが歓迎されるのに対し、

生業支援など将来への投資や、中間支援には助成が付きにくいといった、

一定の傾向が見られた 

宮城 C、宮城 E 

24 支援団体は、スタッフの給与を確保し、団体を存続させるためには、資

金の枯渇を避けなければならない。このため、活動内容の決定や資金調

達の申請書を作成する際に、ドナーから資金を得やすい内容、予算が付

きやすい期間内で完結する事業を優先してしまう 

宮城 C、岩手 B 

偏った支援の原因： 
25 ドナーからの助成金の分野に偏りがあった 聞き取り 
26 支援団体の自己資金が十分出なかったことの理由として東日本大震災の

対応において、そもそも保有する自己資金の予算規模の半分以上を追加

し、かなり大きな金額で活動を行っていた団体が半数存在していた 

文献 1-2, P96 

 

改善のための対策  

27 各支援団体が自己資金を増やし、ドナー団体や政府助成金の単年度予算

や義務の都合などに左右されない事業形成をできる環境を整えること 
宮城 E、東京 

28 またそのために民間企業とのパートナーシップも検討すること 東京 
29 災害発生以前からドナー団体との相互理解に努め、必要な支援について

伝え、説得できるような友好な関係性を構築しておくこと 
東京 

参考事例：  
30 ジャパン・プラットフォーム（JPF）は、コミュニティ支援や、行政で

はカバーしきれないセーフティネットの分野、そして自立支援のための

被災者の生業作りなどの事業への助成を行った。また日本財団は、ROAD
プロジェクトと称して、個人や団体から寄付された資金をもとに、被災

地域での給水などの緊急期のインフラ事業や、仮設住宅での足湯事業、

ニーズアセスメントによる仮設住宅の実態調査や専門家とのマッチング

などの事業への助成を行った 

文献 1-9 
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31 今回の災害対応では、宗教団体からの支援が一部の地域で有効であった

と指摘されている。宗教団体は自己資金で活動しているケースが多く、

活動の内容に対し、柔軟性が高い場合が多かった 

福島 C 

 
原因 3. 国内外における過去の災害救助経験と東日本大震災との文脈の違いの理解不足  

32 これまでに海外の災害対応や、阪神淡路大震災を初めとする国内災害の

支援を経験した団体は必要となるものを早急に捉えられたため、迅速な

初動に繋がっていた 

福島 B 

33 一部では東日本大震災の被災地の特性を理解しないままに、過去の災害

の経験をそのまま当てはめる考え方やその態度に、地元関係者からの反

発もあった 

宮城 B 

33 の原因： 
34 国内支援と海外支援は異なるという意識によって、共通の問題として存

在していたものに気づくことができなかった 
聞き取り 

 

改善のための対策  

35 中越・阪神などで経験のある NPOと東日本で初めて参加する NGO/NPO
間で平時から交流が無かった 

東京 

36 物理的に交流する代わりに、各団体内で支援の経験と教訓の蓄積を行う

こと 
宮城 B 

 

原因 4. 支援受け入れ側の断れない心理  

37 地元団体からはお金を支払っているわけではなく、それまでの関係があ

るので支援を断りづらい、せっかく来てもらっているので、否定的なこ

とは言い難かった 

宮城 C 

38 一度支援を断るとその地域は何の支援も要らないということで情報が広

まってしまい、別の種類の支援や周辺地域への支援も来なくなってしま

うことがあったため、必要な支援まで来なくなってしまうことを恐れ、

その後いかなる支援も断れなくなった 

福島 C 

 
改善のための対策  

39 単に支援をする者と受け入れる者という関係ではなく、ニーズアセスメ

ント、モニタリング、事業形成といったあらゆるフェーズで、地元関係

者の参加を得られると望ましい 

東京 

40 支援活動に対する受益者からのフィードバックメカニズムとして、苦情

窓口（クレーム対応）などを作り、受益者の声を拾いやすくする仕組み

が必要である 

東京 
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重要テーマ A.2 支援による負の影響は最小限に抑えられていたか 

1.1 支援受け入れ団体などの負担  
41 外部支援団体の受け入れには多大な労力を必要とし、受け入れ団体の本

業に支障をきたす場合があった 
宮城 A、福島 C 

42 受け入れ側の態勢が整っていない早期に、ボランティアセンターなどの

窓口を通さずに避難所に直接来る個人のボランティアや、支援団体が撤

退した後に、そのことを知らずに現場に来るボランティアがいた 

岩手 E 

43 外部支援団体間の擦り合わせがなく個別に現地に入ったため、受け入れ

側は各々にすべてに対応せざるをえず、負担が増え混乱が生じた 
岩手 B 

44 支援団体によっては、一つの地域で集中して活動をするよりも広域な活

動を望む場合があり、受け入れ側の調整の手間が増えた 
聞き取り 

45 被災者を東京に招き、被災地産品を販売する場を提供する様な支援の申

し入れも多くあったが、気持ちは嬉しいが、わざわざ出向いて販売イベ

ントに参加すると、本来業務ができず、効率が逆に下がる 

福島 C 

46 専門性が高い人材がボランティアとして活動する時に、本来のボランテ

ィア業務以上のことを勝手にしてしまい混乱を招くことや、高齢者の傾

聴や心のケアなど専門知識が必要な分野を不慣れな人がボランティア活

動として行い混乱を生む 

宮城 C 

46 の原因： 
47 調整役に専門知識がないため、専門家を適切に使えない 宮城 C 
48 専門家が現地の調整役を上手く活用できてない 宮城 C 
49 専門家がボランティアとして活動するときの行動規範が無い 宮城 C 
50 調整役が誰で、何をできる人か分からない 宮城 C 
51 専門家の立場があいまいである 宮城 C 
 
1.2 支援を受けるための手続き業務負担の増大  
52 助成金の申請書の記載事項が細かすぎる 東京 
53 そのために、支援物資を渡している写真の撮影や、配布する物資にロゴ

ステッカーを貼ることを必要以上に要請されていると感じる 
宮城 C、宮城 E 

54 特に緊急期の外部支援者と受け入れ側のコミュニケーションにおいて、

支援団体から（プロポーザル、レポートなど援助業界の）専門用語を多

用されても、それらに対応ができる人材は現地に限られており、限られ

た個人の負担が急増する 

岩手 B 

 
2. 調査の重複による住民への負担  
55 ニーズに基づいた適切な支援を行うためには、綿密なニーズ調査が必要

である 
聞き取り 

56 しかし、住民からは「色んな団体が何度も同じことを聞いてくる」とい

った苦情が多くあがるようになった 
東京 

57 また、支援団体による調査以外にも、報道機関による取材、学術団体に

よる研究目的のヒアリングと相まって、被災者の「取材疲れ」を起こし

ていた 

東京 
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58 これらの問題に対処すべく支援団体間でも、情報の共有を促進する動き

があったが、大きな改善はできなかった 
東京 

58 の原因： 
59 聞き手側の支援団体は、自団体の持つ情報の社会的信用を得るためや、

ドナーへの説明責任を果たすため、正確な情報が必要であり、それぞれ

の興味も異なる 

東京 

60 情報共有のための効率的な仕組みや情報を蓄積する場所が事前に特定さ

れていなかった 
東京 

61 発災後は支援活動を速やかに行うことの方が団体間で情報共有すること

のメリットよりも優先度が上回っていた 
東京 

62 情報交換会はあってもお互いの活動の報告に終始し、支援の重複を減ら

すための調整を行うまでには至らなかった 
宮城 A、岩手

D、福島 F 
63 個人情報保護の問題で支援対象者の情報が共有できない制度的な原因が

あった 
岩手 A 

64 更に、支援団体から詳細な個人情報を聞かれてもその後何の説明も支援

もなかったため、住民側に不信感だけが残った 
福島 C、宮城 D 

 
3. 住民間の軋轢を生む支援      
65 特にこれは、仮設住宅の建設が進み、避難所と仮設住宅の住民で受けら

れる公的な補助が異なり、外部支援団体によるイベントの開催や、物資

の配達などでも支援格差が生じていた時期に多く見られた 

東京 

66 企業などから届く支援物資の中には、通常の生活でも購入しない高価な

ものも含まれており、必要のない物であっても地元住民の物欲を刺激し、

これらも貰えた人と貰えなかった人の不平等感を拡大させた 

聞き取り 

67 漁業支援として一部の漁業関係者のみに漁具や関連物資を提供したの

で、貰えなかった漁業関係者からは「公平性に欠ける」との声があがっ

た 

聞き取り 

65-67 の原因： 
68 震災前から存在する地区同士の関係性への留意、吸収合併した市町村の

政治的な背景や地元の人の帰属意識の違いが考慮されていなかった 
東京 

 
4. 自立心を損なう過度の支援  
69 過度な支援が恒常化することにより、支援を受けることが当たり前と考

えてしまう「支援慣れ」の状態（あるいは支援者による「支援漬け」の

状態）を引き起こし、支援を受ける人の自立心や回復力を損なわせるこ

とに繋がっていた 

宮城 A 

70 支援が続くにつれ、被災者自身のモラルや、震災前には存在したコミュ

ニティ内の共助の考えが損なわれる 
宮城 E 

69-70 の原因： 
71 支援される側のニーズが支援者側に伝わるシステムが弱く、支援者が状

況把握や先の見通しを怠って一方的な支援、自己満足な支援をしていた

ことや、支援団体側の認識が未熟で、支援慣れが人の自立心を損ね、回

復の妨げになることを把握していなかった 

宮城 A 
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5. 民業圧迫  

72 支援による民業圧迫の問題も指摘された。農業や漁業支援の活動にボラ

ンティアが入ると生業が奪われる可能性もあり、ボランティアが地元の

民業を圧迫しない仕組みが重要であるため、ボランティアが果たすべき

役割を線引きしておく必要がある 

宮城 B 

73 物資調達や配布の際に、各市町の商工会や商工会議所の協力を得て、で

きるだけ現地の業者から調達を心がけていた団体もあった 
文献 1-2, P27 

6. ボランティアが住民におよぼす負担  

74 人手が足りない支援の現場でボランティアは非常に有効に活用された 聞き取り 
75 しかし、多くの住民が亡くなった地域でピースサインと共に記念写真を

撮り地元住民の心情を損ねた 
岩手 E 

76 夜中に宴会をして騒音で近隣に迷惑をかけた 聞き取り 
74-76 の原因： 
77 今回の支援では、ボランティアや外部支援団体のスタッフの教育がされ

ていないため、人道支援をしている自覚がなく、支援に対する知識、認

識、注意点への意識が低い場合や、もともと団体の立ち上げ経験がない

人が初めて支援団体を作った例など、支援経験がないボランティアの経

験不足 

宮城 C、宮城

E、宮城 F、岩

手 E 

 

改善のための対策  

1. 支援受け入れ団体などの負担  
78 各支援団体がバラバラに現地に入るのではなく、情報共有や活動の調整

などの連携をしながら「一つの支援」となること 
聞き取り 

79 中間支援団体などが窓口の機能を果たし、支援の振り分けや関連団体同

士の関係作りの補助を行うと効果的である 
福島 C 

80 行政機関も被災していて大変な初動期には、被災者と支援者を繋ぎ、振

り分け、仕分けることができる現場の調整を行う団体や人材があれば、

より効率的な支援ができる 

岩手 B 

81 現地受け入れ団体自体の支援も必要とされていた 聞き取り 
81 に関して： 
82 今回の震災対応における、宮城県の社会福祉協議会に、NGO から人材を

派遣したケースがあった 
聞き取り 

83 外部支援団体には、平時から現地へ配慮した支援の実施に関する研修を

受けておくことが推奨される 
福島 C 

 
2. 調査の重複による住民への負担  
84 調査の重複を回避するためには、各団体間の情報共有や連携の仕組みが

重要である 
聞き取り 

 
3. 支援を受けるための手続き業務による負担の増大  
85 報告書や申請の業務による地元団体の負担を軽減するためには、資金を 宮城 D 
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4. 住民間の軋轢を生む支援  
86 支援の格差による軋轢を最小限に抑えるには、支援活動を行う前に、同

地域で活動している他の NGO・自治体・NPO と事前に調整すること 
東京 

87 不平等は主観にあるところもあり完全には回避できないが、いかにそれ

を最小限に抑えるか、また、住民の理解を得られるかを支援者は考える

必要がある。しかし同時に気にし過ぎない方が良い場合もある 

東京 

 
5. 自立心を損なう過度の支援  
88 支援団体向けに、災害時（後）の支援の仕方の注意点の研修を行い、こ

の中に受益者の自立心の尊重を盛り込む 
宮城 A 

89 住民自らが必要なニーズを発信し、それを外部が支援する形を外部支援

者が徹底する 
宮城 A 

90 住民たちの集まり、自発的に問題解決する意識を育み、それらを阻まな

いように外部支援者が配慮する 
宮城 A 

91 ボランティアが、体験型の研修を通し、現実味のある学びを得られるよ

うにする 
宮城 A 

92 支援される側の自助努力を支援するシステムを作る 宮城 A 
93 外部支援団体、行政の失業保険の制度、個人のボランティアなど、社会

全体として被災者の自立性を尊重する発想がないと、どこかで過度の支

援が発生する恐れがある。ただし、自立が難しい人（社会的弱者など）

に、対しては、十分な配慮のもとに支援することで、支援の質の向上に

繋がる 

宮城 A 

 
6. ボランティアによる負の影響  
94 団体内や地域など異なるレベルにおける、支援やボランティアの調整の

プロの育成を育成する 
宮城 C 

95 調整会議を活用して情報交換する 宮城 C 
96 調整役の専門家や個人ボランティアに現地のニーズを正確に伝える 宮城 C 
97 ボランティアと覚書や業務指示書の同意書を作成し記名してもらう 宮城 C 
98 専門家がやるべきことと専門家でなくてもやれることを明確にして、専

門的な活動は専門家のみが行う、 特に医療関係は資格を持っている人し

かできないなどのルールを徹底する 

岩手 E 

99 出発前の事前オリエンテーション、現地での毎日ミーティング、平時か

らのボランティア育成、ボランティアを継続できる仕組みを作る（同窓

会、募金活動、ハビタットカフェなど）、学校の授業でボランティア活動

を学ぶ機会を作る 

岩手 E 

提供するドナー・助成者と被災者（受益者）の間に入る NGO などの支

援団体が、現地側の状況やニーズをドナー側に的確に伝える“翻訳力”を
上げること、ドナーが寄付者への説明責任を果たせるよう、寄付者を納

得させうる別の説明の形を提案すること、NGO は地元団体の説明責任能

力強化を支援（コンサルティング）すること、 地元団体と NGO、ドナ

ー団体が事前の信頼関係を築いておき、災害対応時の適切な手続きにつ

いて議論できるようにすること 
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100 ボランティアを育成する際には、ボランティアだから何をしても良いと

いうことではなく、正しい知識と振る舞いが求められることを教育し、

訓練する必要がある。一方で、ボランティアの受け入れ側も、ボランテ

ィアにして欲しいこと、して欲しくないことをしっかり伝えていく必要

性がある 

岩手 E 

101 また、学生ボランティアの育成には手がかかるが、逆にコミュニティの

外から来る若者を地元のお母さん達がサポートすることが、地元のお母

さんたちの結束に繋がり、コミュニティ強化に繋がることもある 

岩手 E 
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重要テーマ A.3 支援は偏りなく実施されていたか 

全般的な支援の偏り  

1. 放射能問題による偏り  
102 関東以南から比較的アクセスの良い宮城県の、特に仙台市や石巻市周辺

に支援が集中していたなど、岩手・宮城・福島の 3 県の被害はいずれも

甚大であったが、支援の量にはバラつきが見られた。 

聞き取り 

103 福島県は宮城県より南に位置するにも関わらず、放射能による被害の懸

念から、他県と比較して外部支援が圧倒的に少なかった 
文献 1-2, P.16 

104 これに対し福島の地元団体からは「外部支援に見捨てられた」との声が

あげられた 
聞き取り 

 
2. 住環境などによる偏り  
105 各種支援は、市街地からのアクセスが良く規模の大きい仮設住宅に支援

が集中し、それ以外の場所には行き届かない支援の偏りがあった 
宮城 C 

106 仮設住宅と避難所、在宅避難者、みなし仮設など、住環境による支援の

偏りがあった 
文献 1-4 

105-106 の原因： 
107 支援団体としては投入に対し最大限の効果を発揮できることが好まれ、

効率性を重視したことがある。仮設住宅や避難所の立地状況は、町の中

心部の大通りに設置されたものから、山奥に設置されたものなど様々で

あり、アクセスの悪い市街地から離れた仮設住宅には、規模の小さいも

のも多かった。また、外部支援団体の多くは、各地域の詳細な地理に精

通していなかったことも関係している 

宮城 C 

108 地元団体の情報を共有し、どこか一元的に把握している組織がなく、仮

にあったとしても共有された情報を活用できなかった 
福島 B 

109 在宅の被災者の情報は支援団体が把握することが難しく、支援が行き届

きにくかった 
文献 1-4 

 
3. 情報発信力による偏り  
110 被災コミュニティや地元団体の情報発信力の差 聞き取り 
111 被災地の仮設住宅や避難所、自治会のコミュニティの関係者が支援を全

国に呼びかけようとしても上手く支援物資が集まらない 
福島 B 

112 一方で、支援者側からは、地元の小さな団体やコミュニティの支援をし

たかったが情報がなかった 
東京 

113 特に災害直後は、インターネットのツールを活用できる人がそのコミュ

ニティにいるか、外部と交流のある人がいるか、自治会長など有力者が

外部と上手く繋がっているかが、支援の集まりやすさに影響した 

東京 

114 さらに、テレビに取り上げられた場所に翌日から支援の一点集中がおき

た 
岩手 B 

 
特別な支援を必要とする人に対してや性別などによる支援の偏り  

115 災害時、特に配慮すべきは個々人（妊産婦・介護を要する高齢者・障が 岩手 A 
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い者）の特性だが、その意識が行政と民間の双方に欠けていた 
116 避難所ごとに異なるが、岩手県の避難所では女性特有の問題が置き去り

にされた 
東京 

117 一方で、避難所から仮設住宅への移行において、複数の市では、社会的

弱者の方を優先的に仮設住宅へと移動させたことで、避難所で築かれて

いたコミュニティの分断が再度生じた 

聞き取り 

特別な支援を必要とする人へのケアが十分でなかった原因： 
118 本来であれば高齢者や障がい者への福祉を担う社会福祉協議会がボラン

ティアセンターの運営など非常時の業務に時間を割かれ、本来の業務に

手が回らなかった 

聞き取り 

119 助成金や人的資源に関しても、震災の方に回ってしまい、特別支援に回

らなかった 
聞き取り 

 
改善のための対策  

120 NGO/NPO が職員を派遣する際の放射能に関する基準がなく、安全を期

して支援員を送らず支援の偏りが生じた問題に関して、外部支援団体は

支援を送れなかった理由を発信していくことが必要である 

聞き取り 

参考事例： 
121 難民を助ける会は、緊急期から復興期にかけて、特別な支援が必要とな

る要介護者や高齢者への支援活動を重点的に行った。支援活動の特徴の

一つとして、海外での支援経験や、「迅速性」、「柔軟性」といった特徴を

活かしながら、行政の補完的な役割を担ったことが報告されている。毎

日 3 台から 10 台の車両に食料や生活用品の支援物資を搭載して、被災地

の障がい者や、高齢者施設に届けると同時に、安否確認を行い、在宅避

難者、二次避難先、仮設住居入居者も含めて物資配布を行った。宮城県

の障害福祉課は、県内の福祉施設の情報を難民を助ける会に提供し、難

民を助ける会も、安否確認など得られた情報を報告する関係が構築され

た 

文献 1-2, P.61 
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重要テーマ A.4 安全管理の配慮は十分にされていたか 

1. 職員およびスタッフの労働環境  
122 心身の健康を害し活動を継続できなくなった職員やスタッフが複数いた 聞き取り 
122 の原因： 
123 平時の労働条件さえ確立されていない（東京）のが現状で、緊急支援時

には休暇の決まりが明確に決められていなかった 
東京、聞き取

り 
124 プロジェクトマネージャーなど現場スタッフは被災地の悲惨な状況や、

被災者の過酷な現状に常に向き合うことによる心労も重なっていた 
東京 

125 被災地のニーズに直接触れていため使命感から休暇を取りにくい精神的

状況にあった 
東京 

126 発災直後から本来業務に震災対応の業務が追加されたため、団体内のす

べての人材の業務が急増しており、団体が労務管理の重要性を認識して

いても、拘束力のあるものとして運用できなかった 

東京 

127 災害時の労務管理を行える人材がいなかった 東京 
128 本部とのコミュニケーションを十分にとることができず、本来であれば

本部と相談・確認しながら決定しなければならない事項も随時各スタッ

フが判断しなければならなかったため、精神的な負担がかかっていた 

東京 

129 カウンセリングなどの専門的ケアが必要だったが、スタッフをケアして

いくという本部の姿勢・体制は足りていなかった 
東京 

 
2. 原発事故など高度な危険に対する対応  
130 東日本大震災の被災地では、余震や被災家屋のアスベストや落下物、福

島県で発生した原子力発電所の事故により飛散した放射性物質の問題な

どに対し、余震に関しては支援従事者が避難経路を常に把握している体

制をとること、被災家屋のアスベストや落下物に関しては専門家の指示

のもとマスクやヘルメットの着用、鉄板の入った中敷きを履くことを義

務付ける 

聞き取り 

131 一方で、福島県で支援が必要と認識していても支援活動の実施に踏み込

めず、宮城あるいは岩手の支援を選択した 
東京 

132 福島県の地元団体からは、「外部支援から見捨てられた気分だった。NGO
は様々なガイドラインやポリシーを持って活動をしているはずだが、今

回はどのような基準にしたがってどのような判断されたのか、公に議論

されるべきである。基準に従って人を福島に送れないという決定があっ

たのであれば、そのことを明確に示して欲しかった」という意見があげ

られた 

聞き取り 

133 これに対して、NGO の状況は「団体内で放射能に関する基準を持ってい

ないため、ガイガーカウンターを持った現地スタッフに、現場を撤退す

るか避難するかの判断を任せる」であった 

聞き取り 

130-133 の原因： 
134 基準とされる線量を巡り専門家の間でも多様な議論がある科学的に高度

な問題である 
福島 F 

135 国や報道機関の公開する内容も後から変更される事態が多発したため信

用しにくい 
福島 A 

136 行政と同様に NGO などの市民社会組織も原子力発電所の事故を想定し 福島 F 
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ておらず、その対応マニュアルが未整備だったため、人を福島に派遣す

るべきか、また、地元住民が福島に残ることを推進して良いのか判断が

つかなかった 
 
改善のための対策   

1. 職員およびスタッフの労働環境について  
137 有能で使える人材の絶対量を増やす。理想としては、一定期間で現地ス

タッフの代わりを本部から送り、休暇を取れるような制度を確立する 
東京 

138 人材マネジメントをシステム化する 東京 
139 全体を見る目を持つ人を平時から育成する 東京 
140 平時からスタッフの「自己管理」の能力を強化する 東京 
141 スタッフの心のケアを団体が率先して行う体制作りを行う 東京 
 
2. 原発事故など高度な危険に対する対応について  
142 地域の市民社会組織として、今後は、行政に完全に頼るのではなく、市

民の手によるモニタリングポストを作ることや、ジャーナリストと情報

交換をして多様な角度からの視点を取り入れること、そしてセカンドオ

ピニオンのシステムを各地域の市民社会が導入する 

福島 A 

143 原発による事故が起こることを前提に現実的な事故後の対応計画（コン

ティンジェンシー・プラン）の作成や、防災計画・訓練を実施する 
福島 D 

144 原発事故が発生した際には誰とどう繋がるのかを地元の NPO 自身が考

えておく必要がある 
福島 D 

145 外部支援団体としても、これらを積極的に推進することが望ましい 福島 D 
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重要テーマ A.5 短期的支援から長期的支援への引継ぎはできていたか 

1. 中長期的な視点と出口戦略  
146 復旧期の支援活動では、活動の終了と復興を見据えた中長期的な展望が

求められるが、団体や活動の存続そのものが目的化してしまい、なかな

か事業終了の決断ができなかった 

東京 

147 活動団体が現地関係者や他団体に十分な説明無く突然活動を中止してい

なくなった 
東京 

146-147 の原因： 
148 支援する側に（実施中の活動の）ニーズは絶対にあるという思い込みが

あり支援を終了する時期を考えなかったことや、活動のアウトプットが

決まらないまま事業を継続していた 

東京 

149 支援側と受け入れ側の支援の必要度に対する認識のずれや、将来への捉

え方の違いがあった 
宮城 F 

150 引き継ぎのための活動には資金が出にくかった 東京 
151 （助成が）単年度予算調達のため、複数年支援を決定しづらく、長期的

視点が持てなかった 
東京 

 
2. 地元人材の育成やノウハウの移転  
152 緊急支援が終わると、徐々に地域経済も回復し始め、援助の資金も獲得

しにくくなるため、活動の内容を徐々に長期的視点のもの（支援を収益

事業化していくなど）に修正、変更することが必要とされたが、できな

かった 

岩手 B 

153 地元団体の多くは震災後に設立されたので団体の組織基盤が弱く（東

京）、その強化を行わずに外部支援が抜けたため、人件費をねん出して市

民活動で生計を立てるまで育たなかった 

宮城 B、宮城 E 

154 それまで資金獲得のためにドナーや行政の助成金への申請書作成に外部

支援者の手を借りていた地元団体が、そのノウハウを習得する前に外部

支援者が去ったため、その後活動を継続できなかった 

岩手 B 

152-154 の原因： 
155 現地の人材育成までを外部支援者が事業の計画に入れておらず人材育成

のための話し合いの場が持たれなかった 
岩手B宮城B、

宮城 E 
156 人材育成の助成金が獲得できなかった  岩手B宮城B、

宮城 E 
157 人材育成に時間が十分に割けなかった 岩手B宮城B、

宮城 E 
158 ノウハウを引き継げる地元の人材が不足していた 岩手B宮城B、

宮城 E 
地元の人材不足の原因： 
159 東北沿岸部の震災前からの高齢化が震災により加速した社会的背景があ

り、子どもの教育や仕事のために PC が使える若い人が他県に出てしま

って地元にいない、あるいは若い人が地元にいても他に仕事をしている

ため片手間に何かをする余裕がない 

岩手B宮城B、

宮城 E 
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改善のための対策  

1. 中長期的な視点と出口戦略  
160 外部支援団体は、活動がいつか終了することを前提に、早い段階から活

動や構築したネットワークなどの現地への引き継ぎを視野に入れ、地元

の様々なセクター（行政、社会福祉協議会、地元団体）と協力関係を構

築するべき 

福島 A 

161 収益事業化に関しては、事業化できる人材の育成やファンドレーザーの

普及、コミュニティ支援活動や高齢者支援の活動とは区別した、仕事作

りに特化した支援の組み立てを行うべき 

宮城 E 

162 収益事業化に限らず持続的な団体運営を実現するための対策として、団

体内の指揮系統の強化、財務知識や IT スキルの強化、役割分担の明確化、

連携のための人材育成、専門家派遣などを事業の一環として行うべき 

福島 F 

163 しかし、被災地の厳しい経済環境の中で収益事業化や継続的な事業展開

が必ずできるという前提に立つのは適当でない。無理に活動の事業化や

独立を推進してしまうと、当事者の心理的負担（プレッシャー）や生活

の負担になってしまう 

聞き取り 

 
2. 地元人材の育成やノウハウの移転  
地元の人材育成に関して： 
164 地域の既存団体（町内会、PTA、社会福祉協議会、地域包括支援センタ

ー、公民館、婦人会、防火クラブ）の強化やソフト部分を育てる NPO
を増やす 

宮城 E 

165 外部支援者が資金調達時に地元人材の育成まで含めて事業形成し、活動

する中で人材を育成する 
宮城 B 

地元の人材不足に関して： 
166 外部から I ターン、U ターン人材の獲得 宮城 E 
167 インターンの受け入れ機会を増やし、そのまま現地に定着してくれる人

材を増やす 
宮城 E 

168 人材供給のプラットフォーム（work for 東北）を作る 福島 F 
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B.1. 団体の組織内部体制の問題 

人材管理  

1. 即戦力人材の不足  
169 発災後、各団体は扱う事業の数が増え、即戦力の人材を確保することが

必要であった 
聞き取り 

170 しかし、人材を募集しても、必要な経験や資質を持つ人材が、必要な人

数集まらず、事業の実施や拡大に支障があった。 
東京 

必要とされていた人材： 
171 災害救援の経験がある人材 宮城 B 
172 事業管理ができる人材 東京 
173 日本・東北のコンテクストを理解した事業デザイン・運営管理できる人

材 
東京 

174 海外のドナーへの報告業務ができる語学力や業務の経験のある人材 聞き取り 
175 緊急期から復興期に移行する際、無償の支援から収益性のある事業へと

シフトしていく必要性が生じたので、団体の組織体制を強化していく財

務や経理の専門家や事業計画を担当できる人材 

福島 F 

176 上記のような能力を持ち合わせ、事業単位の 1 年から 3 年程度継続して

働ける人材 
東京 

177 一方で、外部支援団体はその多くが東京に本部を置く団体だったので、

ほとんどの場合、現地の支援ニーズに最も応えられるのは、現場に入っ

ているプロジェクトマネージャー以下のスタッフであった 

聞き取り 

178 本部と現場スタッフとの間で、連絡体制が上手く構築できていない例が

多くあった 
東京 

178 の原因： 
179 本部のスタッフも震災で急増した業務および、震災前から抱えていた本

来業務の処理で本部スタッフが十分にコミュニケーションに時間を割け

ない中で、十分なフォロー（ケアや訓練）ができない、あるいはプロジ

ェクト管理を現場に任せざるを得ない 

東京 

180 現地の中核人材不足により、NGO や NPO の本部スタッフが現地に入っ

て活動しなければならず、団体本来の業務を圧迫することがあった 
東京 

即戦力となる人材の確保が難航した原因： 
181 雇用条件 

日本の NGO や NPO の待遇は一般的な企業と比較して水準が低い。具体

的には、給与が低く、契約が有期である点が大きい。このため、求める

人材と待遇とのバランスが取れていなかった。有期雇用である点も問題

であった。また、災害直後からしばらくの間は、現場スタッフには過酷

な労働環境が課せられた。団体によっては、有能な人材を他団体に引き

抜かれた 

聞き取り 

182 地元人材の不足 
東北の沿岸部という土地柄、震災前からある非営利団体自体が少なく、

地元に人材や団体が少なかった。このため、現地の事情を良く知るスタ

ッフを確保することが難しかった 

東京 
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183 準備不足 
ほとんどの団体は国内での災害支援を想定していなかったため、国内災

害での人材の採用・配置・育成計画が無かった 

東京 

184 人材供給の仕組み不足 
支援団体が必要としている人材のニーズと、支援活動に携わりたい人と

をマッチングする仕組みが不足していた 

宮城 B、福島 D 

 
2. 専門家の不足  
185 心のケアの専門家がいなかったため、園芸療法プログラムは上手くでき

たかどうかなど、活動の是非の判断ができなかった（方向性を決める人

がいなかった） 

東京 

185 の原因： 
186 専門的な事項について相談するアドバイザーを探したが見つからなかっ

た 
東京 

187 専門性はあるが誤った助言をして専門家としての地位を損ねるリスクを

引き受けたくないという理由で協力してもらえなかった 
東京 

 

改善のための対策  

1. 即戦力人材の不足  
188 国内災害を想定した団体マネジメントのマニュアルやガイドラインの作

成 
東京 

189 既存職員の育成 東京 
190 新規採用の方法の特定 東京 
191 災害後に採用した人材の育成体制の事前準備 東京 
192 災害に対し平時より企業との連携体制を作っておく 東京 
193 団体内で災害対応の計画を作っておき、連絡部署や派遣人員数の想定を

話し合っておく 
東京 

194 日本の NGO 業界全体のスタッフの人数の絶対数の増加・待遇の改善を

行っていく 
東京 

195 団体や官民の壁に捕らわれず、横断的に、人材のデータベースを作って

おく 
東京 

196 ロスター制度の登録制度を用意しておく 東京 
197 今回の災害対応における災害ボランティア活動支援プロジェクト会議

（支援 P）のように、災害時に様々な団体が連携できる体制を作ってお

く 

東京 

 
2. 専門家の不足  
198 災害対応に関する専門性を高める研修に団体の人材を派遣する 東京 
199 平時より災害対応に必要とされる心のケアや安全管理の専門家との関係

を構築する 
東京 

200 災害時に専門的な意見に迅速にアクセスができるよう、ネットワークを 東京 



89 
 

通して人材を確保する 
 
2 財政  

201 今回の支援では、中間支援団体が、ドナーと支援団体を繋げる活動や一

般の募金を一つの窓口に集めて再配分する活動も行っていた。また資金

繰りに苦戦し、思うように活動を開始、拡大できない活動を団体もあっ

た一方で、使い切れない資金が問題となった団体もあった 

文献 1-2. 
P.105 

201 の原因： 
202 ファンドレイジングをするために情報収集、申請書や報告書の作成、ド

ナー団体との交渉で一定の人的投入が必要とされる 
聞き取り 

203 震災前からの本来業務に加え、海外のドナーから資金繰りをする場合は、

英語でのやり取りが求められるので、特に比較的規模の小さい団体には

この負担が大きかった 

聞き取り 

204 反対に、大きなキャパシティを持つ団体はドナー団体も安心して予算を

付けられ、個人の寄付も多く集まったため、活動に必要な額以上の資金

が集まる 

聞き取り 

205 事業の内容や期間、展開が、資金の有無によって左右されてしまったこ

と、資金が短期（半期や単年度）の予算調達のため長期的視点が持てな

かった 

東京 

 
改善のための対策  

206 今回の震災でファンドレイジングに苦戦した団体は、ファンドレイジン

グの手法やドナーのニーズに関する研修にスタッフを派遣するなど、フ

ァンドレイジングの能力強化を実施する 

聞き取り 

207 国内の災害対応で活動する支援団体と、ドナー団体は平時から情報交換

や相互理解に努め、良好な関係を構築することによって、活動の初動に

おける資金獲得が迅速に行えるようにする 

東京 

208 中間支援団体は過度の資金の偏りがなくなるよう、ドナーと支援団体の

マッチングを行う際に全体的なバランスを配慮する 
聞き取り 

209 より効果的な支援のために人材や資金は必要条件であるが、その一方で、

それをマネジメントする能力が支援団体にない場合は、それらのリソー

スを活かすことはできない 

聞き取り 

B.2. 連携体制の問題 

1 複数ステークホルダー間の連携体制  

1. 情報共有  
210 不十分・不完全な情報共有は、調査の重複による現地の負担（重要テー

マ A.2）、支援の偏り（重複や空白地域の発生）（重要テーマ A.3）などの

弊害を起こしており、連携をとる上でも大きな足かせとなった 

宮城 A、宮城 C 

210 の原因： 
211 支援団体にとって発災直後からしばらくの間は、支援活動を速やかに実

施することの方が、団体間での情報共有することのメリットよりも優先

宮城 F 
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度が高かった 
212 団体の情報の整理ができていないため、共有できる状態になかった 岩手 B 
213 他団体の情報へのアクセス方法が分からなかった 岩手 B 
214 他団体の情報を知らなくても目の前の業務に支障がなかった 岩手 C 
215 広域な支援を志した支援団体が、支援地域を拡大することで一つの地域

との関わりが薄くなり、情報を十分に拾えなくなった 
宮城 B 

216 個人情報保護を理由に、支援を必要とする人の情報が共有できなかった 岩手 A 
 
2. 情報交換会の問題  
217 緊急期の現地においては情報交換会を開催できる状況が整わず、開催が

遅れた 
聞き取り 

217 の原因： 
218 誰が開催のリーダーシップをとるのか明らかでなかった 岩手 D 
219 会議開催にむけた、情報共有の場がなかった 岩手 D 
220 中間支援団体に会議を取りまとめるノウハウがなかった 岩手 D 
221 被災した社協を含む各機関・各団体は慢性的な人材不足により、会議に

人を出すことが負担となった 
岩手 D 

情報交換会が実施された場合： 
222 各団体が活動報告をしているだけで、その後の活動の進捗や調整がなく、

毎回同じ問題が提起されて解決されなかった 
宮城 A、岩手

D、福島 F 
223 各団体の見栄から、団体の抱えている問題は話されず、上手く行ってい

る部分のみが議論された 
宮城 A、岩手

D、福島 F 
224 支援団体の関係者は、これでは人や時間を割いて参加する価値がないと

感じ、積極的な参加をしない 
宮城 A、岩手

D、福島 F 
225 一方で、今まで国内大規模災害時においては、海外の緊急支援の現場で

行われるクラスターミーティング（支援分野別会議）が開かれなかった 
文献 1-2, P29 

226 しかし、今回の東日本大震災では、新しく「政府・自衛隊・県・NPO（社

協を含む）」の四者調整会議が開催された。石巻市では、行政、自衛隊、

NPO で協議し、担当避難所を割り当てることにより、一日あたり、最大

約 30,000 食分の炊き出しをカバーすることができた。また気仙沼市で

は、自衛隊と NPO で役割分担を決め、自衛隊は主食（米飯とみそ汁）

を、NPO は主に副食の提供を行った 

文献 1-8 

 
3. 受益者側からの情報発信  
 

227  
被災地の個人や地元団体、行政、支援を受ける側の情報発信も、網羅的

な情報共有のためには不可欠である 
宮城 A、宮城

B、宮城 F 
228 しかし受益者や地元団体に関する情報が不足していることにより、支援

が行き届かない 
東京 

227-228 の原因： 
229 地元団体の情報を一元的に把握している団体がなかった 東京、福島 B 
230 地元団体には情報共有のノウハウや余裕がなかった 東京、福島 B 
231 NGO や NPO が現地の住民や自治会から正しく認識されておらず、自分 東京、福島 B 
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達の方からは何もしなくてもタダ働きをしてくれるボランティアと考え

られていた、あるいは支援と称して外から来る物取りとを区別できなか

ったため、情報の共有がためらわれた 
 
改善のための対策  

232 情報共有の仕組みを機能させるには事前の準備と仕組み作りが有効であ

る 
宮城 A、宮城 B
岩手 A、岩手 B 

233 行政が平時から、NGO など他のステークホルダーを巻込んだ緊急支援の

図上訓練を実施する 
宮城 A 

234 必要な支援のボリュームを事前に定量的に把握しておく 宮城 A 
235 社会福祉協議会など地域の一団体だけでは全体のコーディネートを担う

のはほぼ不可能という意識を持って、それをどのように補うか対策を立

てる 

宮城 B 

236 地域福祉コーディネーターなど、地域の高齢者のニーズを細かく見て発

信できる人を配置する 
宮城 B 

237 団体の組織の形態や専門分野にとらわれず、連絡調整を専門に行う人的

プラットフォームや中間支援団体を設置する 
宮城 B 

238 情報共有の共通マニュアルを作成する 東京 
239 情報の調査を公的な機関が一括で行えるようにする 岩手 A 
240 地方の小さな自治体や市民社会組織は、どこで災害が起きてもライフラ

インが確保されるよう、遠隔地域の地域 NPO 同士で防災協定を 1 対 1
で結んでおく 

福島 B 

241 Twitter など SNS を活用して情報を発信できるようにしておく 岩手 E 
242 情報交換会を開催する際は、情報交換会がただの活動報告会になってし

まうと各団体が限られた人と時間を割いて参加するメリットを感じられ

ないため、参加者のインセンティブに考慮した場作りを心掛けなくては

ならない 

宮城 A、岩手 C 

情報発信に関する参考事例： 
243 亘理町の災害ボランティアセンターがブログの発信に力を入れたことに

よって、支援者を多く集めることができた 
文献 1-2, P89 
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2 複数団体間における活動の調整  

1. 情報交換会  
244 今回の災害対応では、情報交換後の調整機能までは有しているものはほ

とんどなかった 
岩手 D 

244 の原因： 
245 情報交換会の主催団体や中間支援団体に、調整の役割が与えられていな

い 
岩手 D 

246 NGO/NPO、ボランティア団体、企業の団体間で、役割分担が不明瞭 宮城 F 
247 自団体の活動を重要だと思いたい（あるいは思い込んでしまう）、ある種

の「自己重要感」により、連携のための調整に積極的になれない 
岩手 C 

248 外部団体も地元団体も、緊急支援後は、助成金の予算獲得が目的化し、

助成金の予算を取り合う意識が生じ、「支援対象者のため」という視点を

欠き、自分の立ち位置や利害も勘案してしまったため完全に協調はでき

なくなった 

岩手 C 

 
2. 中間支援団体の問題  
249 中間支援団体は、各団体やステークホルダーの活動の調整役の担い手の

ひとつとして期待されたが、今回の震災では調整役としての役割を十分

果たせなかった 

聞き取り 

249 の原因： 
250 そもそもパートナーシップを促すことに特化した中間支援団体の数や関

わる人材が限られていた 
福島 D 

251 本来調整役の中間支援団体が、その役割を果たさずに現場に入ってしま

ったので、各支援団体と住民間の調整やその情報をカバーできなかった 
福島 A 

250-251 の原因： 
252 間接支援にはなかなか助成金が付きづらいことがあり、中間支援団体に

も、直接支援のためのお金が付いてしまい、本来業務である「つなぐ」

ことができなかった 

福島 A 

253 平等性を担保し、其々の組織内の事情や負担の大きさを配慮した現実的

な調整が望まれる 
福島 D 

 

改善のための対策  

254 活動の有効な調整の実現のためには、平時から各ステークホルダーの相

互理解の促進と、役割分担の明確化が重要であり、どのような団体がど

のような基準で活動の調整を実施するかを、あらかじめ決めておくこと

が効果的である 

岩手 A 

255 しかし、いつ起こるか分からない災害に対して、平時から貴重な時間や

人材を割くことは各団体にとって難しく、理想論的な関係作りではなく、

災害対応と関係ない、別のところで相互にメリットを感じられる目的共

同体を築けることが望ましい 

岩手 C 

256 しかし連携の必要性の認識の欠如や連携先の団体との相互不信や相互不

理解があった 
東京、宮城 A、

宮城 B、宮城

E、福島 A、福
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島 B、岩手 A、

岩手 B 
256 の原因： 
257 自団体の活動への過度な自信や見栄 宮城 A 
258 他団体の活動内容を知らないことから生じる不信感と縄張り争い 東京 

この対策： 
259 活動の調整を担う団体には、公平性を担保できる仕組みが必要である 岩手 C 
 
3 特定ステークホルダーとの連携体制  

1. 地元 NPO と外部支援団体  
260 外部支援団体による支援や助成が現地 NPO の求めるものとマッチしな

い 
東京 

261 外部支援団体からは、本来支援を必要とする小さな任意団体や、土地・

建物を所有していない福祉施設への支援が十分にできなかった 
東京 

261 の原因 
262 外部支援団体が支援の失敗を恐れ、行政の助成金と同様に支援対象の審

査基準を厳しく設定してしまう（法人格のない個人や企業は対象外など）

こと、また小規模団体に対するリサーチが十分になかった 

東京、岩手 A 

外部支援団体への警戒感の原因： 
263 日頃関わらないため不信感があった 岩手 B 
264 最初は宗教かと思った 聞き取り 
265 どうせすぐ帰ってしまうのだから現地に深く関わらないで欲しい 聞き取り 
263-265 の原因： 
266 比較的大きな資金を持ってくることに対する警戒感・縄張り意識があっ

た 
福島 A 

 

改善のための対策  

267 外部支援団体による丁寧な情報収集、地元 NPO 側からの情報の発信、

事前の関係作りにより、相互理解を深める 
宮城 A、宮城 B
岩手 A、岩手 B
福島 B 

 
2. 行政機関と外部支援団体  
268 行政機関と外部支援団体の関係では、行政から協力関係を拒否された 宮城 A、宮城 E 
269 行政と協力関係を築けなかったことで、相互にとって有効な情報の共有

が行えなかった 
岩手 A、岩手 B
岩手 C、宮城 B
福島 B 

外部支援団体に係る原因： 

270 防災や災害救援を専門とする一部の団体を除いて市民社会組織は、平時

からの国内の防災に関する行政との議論に参加してこなかった。このた

め、今回の災害発生後に大きな発言権を持つことができなかった 

聞き取り 
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行政に係る原因： 

271 今回の災害では、行政も多くが被災し、通常業務と支援業務の両立がキ

ャパシティを越えており、外部支援団体との調整に十分に時間を割く余

力がなかった 

宮城 A、宮城 B
宮城 E、福島 A 

272 行政の性質上、縦割りの団体構造のため、職員が自分は「担当外」と思

ってしまうところがあった 
岩手 C 

273 行政や社会福祉協議会の担当者の交代が早く、関係を築いても担当者が

代わってしまい、連携のための関係性作りが困難だった 
東京、岩手 C 

274 行政関係者が災害対応の担い手として外部支援団体の存在を認識してい

なく、NGO の役割が地域防災協定に記載されていなかった 
東京、宮城 D 

275 外部支援団体の存在を知っていたとしても、どの団体が優良な団体か、

どのぐらいの活動ができるのかを吟味することができなかった 
宮城 B 

275 の原因： 
276 NGO/NPO が日常的に自団体の活動の説明を行政に発信しておらず、行

政が NGO/NPO を理解していなかった 
宮城 B、岩手 A
岩手 B、福島 F 

 
改善のための対策  

277 行政に対して、日々活動をしているだけではなく、「行政が手の回らない

部分を NGO/NPO がやっています」と発信・説明する広報活動の促進 
宮城 B、岩手 A
岩手 B 

278 公務員の職員研修の一環として職員の NPO への派遣研修の実施や、地

域の優良 NPO を行政が表彰してきちんと評価するなど、平時から交流

を持つ 

岩手 A 

279 東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)のように、行政に対して支援

団体の問題意識を伝える場や説明会を民間が企画する 
福島 B 

280 行政が情報を入手して吟味しやすいように、得意分野ごとに NGO/NPO
の情報を図書館情報システム上で検索できるシステムを構築する 

岩手 A 

281 連携したからこそできた事例をまとめて、協働・連携するお互いのメリ

ットを確認しあう 
宮城 B、岩手 A 

282 米国の事例で、NPO と政府間で防災ネットワークが築かれているものが

あるように、普段からの政府と NPO の対話、体制を中央レベルでも地

域レベルでも作り、政府もそのための窓口を用意する 

福島 B 

283 災害が起きることを想定して、行政も NPO も対策を事前に練っておく。

災害への事前対策がなければ助成金が取れない、といった制度を設ける

ことや NPO の定款の中に被災者支援を入れて最大の地域課題でもある

災害が起きることを前提として日頃から活動しておく 

福島 B 

284 NGO/NPO も定款の中に被災者支援を入れて、大規模災害が起きること

を前提として日頃から準備しておく 
福島 B 

285 NGO と NPO の継続的ネットワーク作りのための支援者サービス部門の

育成強化を図る。また、発災後の緊急期の段階で NGO/NPO が社協、行

政の中に入ることで、関係作りをすることも今回の災害対応の経験から

有効である 

宮城 B 
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3. 社会福祉協議会と外部支援団体  
286 社会福祉協議会（社協）と外部支援団体との連携に関して、このような

大震災を乗り切れたのは NGO/NPO の団体の団体力・マンパワー・財源・

知識のおかげである 

聞き取り 

287 一方で、社協に NGO が協働を断られた、上手く連携をとって活動をで

きなかった 
東京 

287 の原因： 
288 行政の場合と近く、外部支援として入った NGO がその存在を認識され

ておらず、また NGO 側も社協の存在を適切に捉えておらず相互の信頼

関係が事前になかった 

宮城 A、宮城 B
宮城 E 

289 被災自治体の社協は外部との連携はやらなければならない作業なので受

け入れたが、県の社協の場合は、対応すると仕事が増えてしまうという

認識で対応された 

聞き取り 

290 社協が外部支援団体の存在を認識していたとしても、被災者の情報や状

況を自分の発言に政治的に利用する政治家と繋がる団体や、政治家の名

前をちらつかせて圧力をかけてくる団体があったので、社協が外部支援

団体を警戒していた 

聞き取り 

291 個人のボランティアやNGOやNPOからの団体ボランティアが社協が運

営するボランティアセンターに集中したため、社協が連携にまで手が回

らなかった 

聞き取り 

292 社協を中心としたボランティアセンターの運営は地域防災協定に書かれ

ているが、支援の方法の１つの手段でしかないものが、すべての支援の

やり方となってしまい、結果ボランティアセンターの運営で終始してし

まった 

聞き取り 

293 社協がボランティアセンターの運営に終止するしかなかったことで、

NGO との連携に手が回らなかったり、新たなボランティアの受け入れが

できなかったり、また通常業務の生活支援に支障がでた 

聞き取り 

294 また、NGO/NPO は、社協が運営するボランティアセンターだけではす

べてのニーズをカバーできないために、自分たちでボランティアセンタ

ーを立ち上げ、ボランティアの派遣を行ったところもあったが、社協と

調整をせずにボランティアセンターを立ち上げたとの批判をうけて、関

係が悪化した 

文献 1-2, P91 

 
改善のための対策  

295 今後は、外部支援と社会福祉協議会との関係改善のため、平時からの関

係作りや共同の訓練や、NGO がスタッフをボランティアセンターや社協

に派遣し、社協をサポートする支援も有効である 

聞き取り 

296 社協だけがボランティアセンター運営を担う仕組みを改善する必要があ

る。そもそも、現状のボランティアセンターの仕組みは、阪神淡路大震

災の経験から組み立てられており、局地での災害を想定したもので、今

回のような広域災害に適したものではない。ボランティアセンターの運

営を必ずしも社協のみで行う必要はなく、社協以外のステークホルダー

もボランティアセンターの運営を担い、社協の負担を減らし、社協はボ

ランティアのマッチングではなく、協定を結んだ NGO のマネジメント

を行うなどの仕組みの見直し 

聞き取り 
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297 今の市区町村単位の行政区域から県をまたいだ調整や、市の区域ではな

くより小さい範囲で支援を行う多数の団体を総合的に調整する役割を担

うべき 

聞き取り 

 
4. 企業と外部支援団体  
298 今回の支援では、民間企業は、資金や物資の提供、人材の市民社会組織

への派遣、社員ボランティアの派遣、流通や IT 技術など得意分野での協

力など、様々な支援を実施して市民社会組織とも数多くの連携があった 

文献 4-39 

299 企業による資金の提供には、災害支援の専門団体のような複雑な報告業

務が必要ない場合が多いなどのメリットがあったが、企業が支援を行う

際には様々な動機があり、これが時には現地のニーズとマッチせず、受

け入れ団体に多大な調整コストが発生した 

東京 

299 の原因： 
300 企業の非営利団体の活動への認識不足や、支援を受ける側の企業の支援

動機の認識不足、また企業が持つ専門性を支援現場へ導入する技術・能

力不足 

東京 

301 長期的な復興支援活動のために必要な専門的スキルをもつ人材の確保が

困難 
東京 

 

改善のための対策  

302 今後、市民社会組織と民間企業がより良い連携を築き、より良い支援を

実施できるようになるには、平時からの交流を通し、相互理解を深める 
東京 

303 企業と市民社会組織の間で災害時の人材派遣の業務指示書を結んでおく

など、企業が災害時に本業を生かしてどのような活動ができるかを市民

社会組織と共に検討する 

東京、聞き取

り 

 
5. 海外ドナーと外部支援団体  
304 今回の災害対応では、世界中から支援金が集められ、日本は 2011 年に世

界最大の被援助国となった。海外のドナーによる資金の援助は額面が大

きい場合も多く、自己財源率の低い日本の市民社会組織が活動資金を確

保する上で、大きな貢献を果たした 

聞き取り 

305 しかし、海外の支援団体が日本の市民社会組織に期待した情報共有のレ

ベルや助成先団体の説明責任能力、報告能力、プロポーザルの質と、市

民社会組織側の現状は大きなギャップがあった 

東京 

306 海外ドナーから資金提供を受ける活動団体にとっては報告業務が負担と

なり、ドナーとしては望む報告が上がってこないなどの、問題が生じて

いた 

東京 

 
改善のための対策  

307 現地のニーズや文脈に精通している市民社会組織がドナーと対等の立場

で意見を交換できるように、平時からの関係作りが望まれる 
東京 

308 計画申請時や報告の際には、双方の事情に精通した中間支援団体がアド

バイザーとして介在することで双方のストレスを軽減できる 
東京 
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309 現地の文脈やニーズに合致したきめ細かな支援が実現できるよう、事業

の期間や、予算の使い方などある程度の柔軟性がドナーにあることが望

ましい 

東京 
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