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別冊資料集の内容  
■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。 

 
 
■別冊資料 1「アンケート調査集計結果」 
『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 中間報告書（以下、中間報告

書）』に掲載しきれなかった意見も含めて、アンケート調査の集計結果の一覧を掲載した。アン

ケート調査で用いた質問項目と選択肢は、文献調査、聞き取り調査、ワークショップであげられ

た意見に基づいて作成した。 
 
■別冊資料 2「中間報告書の要点抜粋資料」 
中間報告書の要点（中間報告書段階までに出された意見）を整理して番号を振った。この番号

は、別冊資料 1「アンケート調査集計結果」の「中間報告書 関連箇所」に対応しており、アン

ケートの質問項目や選択肢を、どのような意見を参考に作成したかを示した。 
 

■別冊資料 3「文献調査に基づく評価指標の選定資料」 
文献調査に基づいて選定した（もしくは選定しなかった）検証テーマと評価指標の選定、非選

定理由を網羅して示した。 
 
■別冊資料 4「聞き取り調査および特定グループ・ディスカッションの意見集」 
聞き取り調査 1 と 2、および特定グループ・ディスカッションであげられた意見を、テーマ別

に分類してまとめた。 
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■「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」の流れと各調査の説明 
 
本事業は 2013 年 4 月から 2014 年 3 月までの期間で実施された。 

 
合同レビュー事業の流れ  

 
(1)文献調査 
東日本大震災に係る市民社会組織による支援に関連する文献や、合同レビュー事業実施方法確

立のための海外の既存評価案件等の事例調査。 
 

(2)聞き取り調査 1 
外部支援団体の職員、地元団体の関係者、社会福祉協議会（以下、社協）の職員など、外部支

援団体の支援に関わった関係者に対する聞き取り調査。 
 

(3)ワークショップ 
東京都・岩手県・宮城県・福島県の各県で実施された支援の問題点と原因、対策を議論するワ

ークショップ。(2)であげられた関係者を含む計 90 団体 115 名が参加した。 
 

(4)アンケート調査 
外部支援団体、地元団体、住民の 3 者を対象にしたアンケート調査。聞き取り調査 1 とワー

クショップであげられた意見をもとに、3 者で異なる質問項目を作成した。外部支援団体・地元

団体に対しては特設ウェブサイトあるいはメールにて収集し、住民からは、ウェブサイトやメー

ルの他に、なるべく対面式で聞き取り、調査員が記入する方式にて行った。 
 

(5)聞き取り調査 2 
これまでの調査で出された意見をもとに、より深く検証すべき事項に関し、追加で行った聞き

取り調査。仮設住宅の自治会長や村役場の担当者、広域避難者やみなし仮設支援者などを主な対

象とした。 
 

(6) 特定グループ・ディスカッション 
特定のテーマで、より深い考察と検証が必要なものを選定し、その分野に詳しい人たちを集め

て議論した。 
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