


2009 年に Civic Force が設立されてから、2012 年で 3年が経過しました。

Civic Force 設立のもとになったのは、2004 年の新潟県中越地震での経験です。

私は NGO の責任者として現地に入り、バルーンシェルターという大型のテントを広げて、400 人以上の

被災者に寝泊まりの場所を提供しました。しかし、自治体との連携が不十分だったため、避難所として

登録されるまで何日もかかり、その間は市から物資も情報ももらえませんでした。一方、大手スーパー

と協力した炊き出しなどのサービスは好評で、支援における企業の力の大きさを再認識しました。

その課題克服と企業の持つ可能性の認識を元に国内の災害時に情報、人、資金、物資などのリソースを

集約したプラットフォーム（土台）の役割を果たすために Civic Force を設立。2011 年 3 月 11 日に発

生した東日本大震災では、発災翌日からヘリコプターで被災地の状況を把握し、専門家チームによる緊

急支援をスタート。以来、緊急時の物資配布などの活動に始まり、復旧・復興段階に移った今も、被災

地に現地スタッフが常駐し、被災地の方々とともにある復興支援に取り組んでいます。

2012 年度 (2011 年 9 月～ 2012 年 8 月 ) に実施した事業についてご報告します。Civic Force の活動は、

企業をはじめ、政府、NPO、個人の寄付者の皆さまなど多くの志ある方々に支えられています。2012 年

度は、東北での活動を深化させるとともに、地震や風水害が多発するアジアの国々にも、NPO、企業、

政府などの連携による災害支援プラットフォームを構築するための働きかけに力を入れました。

近い将来起きるかも知れない大規模災害で被災者の役に立つことは、私たちのような民間公益団体に

とって大切な使命だと考えています。一刻も早く、一人でも多く救う―。そのために Civic Force はこ

れからも全力を尽くします。

ごあいさつごあいさつ

Civic Force 代表理事

大西健丞
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幅 443ｐｔ
災害支援のプロとして。

国内の大規模災害時に迅速で効果的な支援

を行うための NPO/NGO・企業・政府・行政

の連携組織です。 災害時支援に必要な【情

報】【人】【資金】【モノ】が組織内で共有・

活用されることで円滑で効果的な支援を可

能にします。

あらゆる被災者のニーズに応えられるよ

う、被災者一人ひとりの視点を最大限重視

し、企業・政府・行政・地域とも連携し、

かつてないスピードで質の高い支援を提供

することです。

国内災害に迅速・効率的に対応

中央政府
■ 災害支援金の提供
■ 海上自衛隊との支援調整
■ 緊急時の支援調整

NPO・NGO
■ 災害時の即応体制準備
■ 災害支援活動

企業（有志連合）
■ 社員の被災地ボランティア派遣
■ 災害時の商品やサービス提供
■ 運営費拠出

一般市民（寄付者） 有識者 メディア

地方自治体
■ 事前の事業調整と訓練の実施
■ 緊急時の支援調整

医療機関
■ 医療機関間の支援体制づくり
■ 緊急時の支援調整調整事務局

1. 大規模災害時のための
NPO/NGO・企業・政府・行政が連携するプラットフォームの構築
各パートナーと、災害が起こる前から、災害時の支援プログラム策定、訓練、防災活動などを行い、災害時に
迅速で効果的な支援をできるように準備を行います。

2. 緊急災害時には、パートナーと協働して支援事業を実施

3. アジア太平洋地域との連携

即時に情報収集を行い、先遣隊のためのヘリ手配などロジサービス、備蓄物資を活用した支援活動、パートナー
との連携による支援活動を実施します。また、発災直後に募金の呼びかけを行います。

環太平洋地震帯上の国々（日本、台湾、韓国、インドネシア、フィリピン、マレーシアなどのアジア・東南ア
ジア諸国と米国）での災害時支援、防災活動のため、相互支援型の「アジアパシフィック アライアンス」に
参画しています。

Civic Force とはCivic Force とは



東日本大震災支援

　　　東日本大震災支援被災地を支援する

Ｐ6 へ

物資の大規模調達・配送事業

手作り風呂の設営・運営

Ｐ6 へ

カーフェリー就航事業

Ｐ7 へ

2011 年度決算 (2010 年 9月～ 2011 年 8月 ) で終了した事業

2011 年度決算 (2010 年 9月～ 2011 年 8月 ) で終了した事業

Civic Force は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災発生直後から支援活動を開始。翌 3月 12 日には、
チャーターヘリで被災地に入り、以来、さまざまな事業を展開してきました。これまで実施してき
た支援活動について、事業ごとにご報告します。

トラック定期便を運航し、計 546 品目 380トンを調達・
配送。栄養士の指導のもと避難所の食生活で不足しが
ちな栄養にも配慮しつつ、140社以上の企業から物資
の無償提供を受け、被災地で活動するパートナー団体
と協力して被災地 5市町に物資を配りました。

地元大工さんや東京の大工ボランティア、地域の皆さ
んと協力して、特に被害の大きかった南三陸町 6カ所
にお風呂を設置。電気や水道などのライフラインが復
旧する 2011 年夏頃まで設置し、1日に 100人を超える
人々が利用しました。

震災で孤立してしまっていた有人離島「大島」（宮城県
気仙沼市）の “生活動線” を確保するため、広島県江田
島市がカーフェリーを無償貸与。その仲介役を務め、必
要経費を支援しました。緊急時の物資・工事車両の運搬
をはじめ、島民の通学、通院の足として利用されました。

東日本大震災支援東日本大震災支援



被災地を支援する

多目的・稼働型拠点提供事業

東北共益投資基金事業

Ｐ8 へ

Ｐ7 へ

ＮＰＯパートナー協働事業

Ｐ12 へ

社員ボランティア派遣事業

Ｐ12 へ

疲労が蓄積されていた被災自治体関係者の仮の居住
空間・休憩スペースとして、トレーラーハウス・コ
ンテナハウスを導入。緊急時を過ぎた後は、津波で
流された公民館や学校の部室などに代わるコミュニ
ティスペースとして利用いただいています。

被災地の多様なニーズに応え続けるため、ボランティ
アの派遣や被災犬の救助、心のケア、まちづくりの活
動などを展開。専門性を持つ NPO や被災した地域で生
まれた団体など、2011 年 3 月から 2012 年 8 月までに
30団体と 36 事業を実施してきました。

被災地と企業を結ぶコーディネーターとして、9
社約 350 人の被災地でのボランティア活動をサ
ポート。企業の社員の方々が、5泊6日のボランティ
アプログラムに参加し、被災地でがれき撤去や写
真洗浄、牡蠣の養殖いかだづくりなどを行いまし
た。

被災地の産業復興を支援するため、2011 年 12 月に「一
般財団法人東北共益投資基金」を設立。事業投資を通
じて、被災した企業などの再起を図るとともに、償還
された資金を震災支援を続ける東北地域の NPO などに
助成する形で再投資する計画です。



　発災直後、三陸地域の避難所には 5 万人を超える人

が集まり、毎日の食事や衣料、日用品をいかに確保す

るかが課題となりました。そこで、現地で必要とされ

る支援物資を効率よく調達し、タイムリーに配送する

チャータートラック定期便の運行を開始。配布にあたっ

ては現地の災害対策本部や被災地で活動するパート

ナー団体（ピースウィンズ・ジャパン、被災地 NGO 恊

働センターなど）と協力しました。物資は全国の企業

や地方自治体から流通在庫や備蓄品を無償もしくは有

償で提供いただきました。集められた物資は一元管理

し、チャーターした 10 台の 4 トントラックを毎日運行

して、被災地 5市町（宮城県気仙沼市・南三陸町・石巻市、

岩手県大船渡市・陸前高田市）にお届けしました。

　また、小規模避難所にはヒアリングにまわり、必要

な物資をきめ細やかに届けました。物資は、現地の災

害対策本部との連携や独自のニーズ調査によって判明

(※本事業は、 2011 年度の事業です )

トラック定期便で計 546 品目 380トンを調達・配送

用して、給水車を巡回させる活動も 2011 年 7 月末に終

了しました。ライフラインの被害が甚大だった南三陸

町において、3 月下旬から設営したお風呂には、多いと

きには 1 日に 100 人をこえる方に利用いただき、地元

の皆さんに愛用いただきました。

　被災地では、震災発生から 2 週間ほど経っても電気

や水道が復旧せず、衛生面や被災者の体調管理が問題

となっていました。そこで、2011 年 3 月 30 日からお風

呂設営を開始。地元の大工さんや東京からの大工ボラ

ンティア、地域の皆さんとともに、宮城県北東部に位

置する南三陸町内に 6 カ所のお風呂を設置し、家族連

れが週末に利用したり、平日の部活帰りの学生が立ち

寄る "地域のお風呂 "として利用されてきました。

　この手作り風呂事業は、町内の電気や水道などライ

フラインが復旧したことを受けて 6 月で概ね終了して

います。寄木・韮の浜の 2 カ所は、地元の皆さんとの

協議の結果、お風呂を沸かすために設置した Civic 
Force の設備を除いて、建物を公共目的に使用するた

め譲渡しています。また、田の浦のシャワーユニット

は撤去し、その他、歌津中・歌津つつじ苑・荒砥の 3

カ所については順次終了しました。地元の方を臨時雇

「最高に気持ちいい」の声が聞きたくて

2 週間ぶりに湯につかり思わず笑顔がこぼれます

したものと、栄養士の指導のもと、避難所の食生活で

不足する栄養素を補給する食料を追加調達しました。

2011 年 3 月 11 日～ 5 月末までの配送実績は、総量計

380 トン、計 546 品目にのぼります。これらの物資の一

部は約 140社の企業に無償提供いただきました。

4 トントラック延べ 160 台で食料や衣料品など
計 546 品目の物資を被災地に届けました

(※本事業は、 2011 年度の事業です )

　　　東日本大震災支援被災地を支援する

支支援物資の大規模調達・配送事業

手手作り風呂設営・運営事業



　3,000 人以上が暮らす東北地方最大級の有人離島「大

島」（宮城県気仙沼市）は、"海の国道 "であるカーフェ

リーが生命線ですが、震災でそれまで運航していた 2

隻が被災しました。そこで、Civic Force の仲介で広島

県江田島市から大型カーフェリー「ドリームのうみ」

の無償貸与を受け、2011 年 4 月 27 日から 2012 年 2 月

29 日まで、気仙沼―大島間を就航しました。「ドリーム

のうみ」は、普通車 20 台、300 人を輸送でき、震災直

後には大量の生活支援物資や工事車両を運搬。島民の

通勤や通学、通院の足としても利用されました。

　2012 年 3 月 2 日、気仙沼エースポートで開催された

帰港式では、菅原茂気仙沼市長が「11 カ月間、市民の

足として大島の復旧に大きく貢献していただいた」と

江田島市や Civic Force へ感謝の言葉を述べました。

また、大島汽船の白幡昇一社長は「397 トンの大きなフェ

リーは、市民がくつろげる空間としても貴重な存在だっ

離島・大島の「生活動線」を確保

　復旧・復興に動く関係者の可動式居住空間として、

2011 年 6 月からトレーラーハウスやコンテナハウスを

提供して実施中の「多目的・稼働型拠点提供事業」。ト

レーラーは、全長 10 メートル程度の被牽引車で、耐用

年数は約 20 年。緊急時に 20 台を導入し、被災した自

治体などに無償貸与して、震災後、日夜支援業務にあ

たり、疲労が蓄積されている自治体関係者の仮の居住

空間などとして利用されました。全長 12 メートル、幅

2.5 メートルのコンテナは、住居用に加工。宮城県気仙

沼市大島に 20 戸お届けし、主にデイケアセンターや仮

設住宅における公民館などとして利用しました。

　また、貸与から半年以上が経過し被災地の状況が変

わるなか、トレーラー / コンテナハウスの利用方法も

各ニーズに合わせて変化しました。具体的には、地域

の復興まちづくりを推進するために被災地で立ち上

がった NPO や復興商店街の事務所として、また津波で

復旧・復興に動く現地関係者の可動式居住空間を

広島県江田島市から無償提供された「ドリームのうみ」
返還式では島民からたくさんのお礼のメッセージが寄せられました

流されてしまった自治会の集会所や学校の部室などと

して活用。気仙沼高校ヨット部の高校生は「震災以降、

着替える場所や集まって話し合う場所がなく活動が中

断してしまったけれど、トレーラーのおかげで、活動

に専念できる」と話していました。

た」と話しています。「ドリームのうみ」は、点検整備後、

江田島市に返還されました。なお、3 月 1 日からの大島

間航路は、臨時で旅客船「海来」とフェリー「亀山」

の 2 隻が交互運航。7 月からは新船「ドリーム大島」も

就航しています。

トレーラーを部室として活用中の
気仙沼高校ヨット部の皆さんと Civic Force に届いた感謝の手紙

カカーフェリー就航事業

多多目的・稼働型拠点提供事業



難民支援協会

外国人被災者支援及び難民ボランティア派遣事業

概要◎①震災及びその後の社会混乱で影響を受け

ている難民の支援②難民ボランティア及び日本人ボ

ランティアの被災地派遣、 支援活動③女性の保護

場所◎岩手県大船渡市 ・ 陸前高田市、 宮城県石巻市

期間◎1 期 :2011/04 ～ 2011/06  
          2 期 :2011/07 ～ 2011/10

ピースボート

個人ボランティアの組織的派遣による被災者支援

概要◎個人ボランティアの組織的、 継続的派遣によ

る被災者支援 (①炊き出し②支援物資配布作業③泥

撤去作業 )

場所◎宮城県石巻市

期間◎1 期 :2011/04 ～ 2011/06

Save the Dog

東日本大震災及び原発事故被災犬救済プロジェクト

概要◎被災犬の捕獲保護 （飼育管理）、飼い主捜索・

引き渡し、 里親募集

場所◎福島県南相馬市 / 他東北

期間◎1 期 :2011/04 ～ 2011/09

オン ・ ザ ・ ロード

石巻市災害支援活動

概要◎①ボランティアビレッジ運営による被災地復興

支援ボランティアの組織的かつ継続的派遣②ボラン

ティアリーダーの育成など

場所◎宮城県石巻市

期間◎ 1 期 :2011/04 ～ 2011/06
2 期 :2011/07 ～ 2011/12

被災地 NGO 恊働センター

遠野プロジェクト

概要◎①岩手県沿岸地域の被災地支援のための活

動拠点設置と支援体制の整備②災害に強いまちづく

り、 地域づくりに資する助言 ・ 提言活動

場所◎岩手県釜石市 ・ 大船渡市 ・ 陸前高田市など

期間◎1 期 :2011/04 ～ 2012/04

NPO 愛知ネット

臨床心理士派遣による心のケア事業

概要◎PTSD 予防のためのカウンセリングルームの

設置、 巡回カウンセリングの実施

場所◎岩手県大船渡市 ・ 陸前高田市

期間◎1 期 :2011/04 ～ 2012/03

被災地を支援する
移り変わる被災地のニーズに応え続けるために

移り変わる被災地のニーズに対応するため、2011 年 4 月から開始した「NPO パートナー協働事業」は、被災地で活動す

るパートナー団体とともに、緊急支援では行き届かなかったニーズに広く対応する仕組みです。

第 1期は緊急性の高いニーズに対し専門性のある NPO や平時から協力体制にあるパートナー団体と、第 2期では専門性、

新規性があり、かつ地元の被災者コミュニティが参加する団体と実施。第 3期は中長期的な視点を持つコミュニティ支

援などを、第 4期では復興への貢献度が高いと判断した事業や被災地発のまちづくり事業を行いました。

この事業は各団体の運営体制や事業内容を精査した上で資金提供
を決定。単に「助成金」を供与するのではなく “協働事業” として、
Civic Force スタッフが実施団体と連絡を密にとりながら実施し
ます。事業の進捗状況や成果、課題などは、毎月提出される月次
報告書で把握するほか、外部専門家とともに現地に赴き定期的に
中間モニタリング及び終了時評価を行っています。

ＮＮＰＯパートナー協働事業

これまでに実施した事業の数

第 1期：8事業（8団体） 　

第 2期：8事業（新規 6団体）　

第 3期：13 事業（新規 13 団体）

第 4期：7事業（新規 3団体）



日本トラウマティックストレス学会

被災地で活動する保健師や医師などへのトラウマケア支援事業

概要◎①トラウマケアに関する研修とコンサルテー

ション②職場トラウマに関する研修と助言③ウェブ会

議による遠隔コンサルテーション

場所◎岩手県、 宮城県、 福島県

期間◎2 期 :2011/09 ～ 2012/03

ジャパンドッグスタンダード

東日本大震災及び原発被災犬シェルター設置プロジェクト

概要◎①飼育管理 ・ 施設運営活動②情報収集 ・ 保

護 ・ 捕獲③リホーム活動 （情報発信を含む）

場所◎福島県

期間◎2 期 :2011/07 ～ 2011/12

SONERS

サバイバル ・ セルフレスキュー体験会と地域防災教育

概要◎「サバイバル ・ セルフレスキュー (SSR)」 プロ

グラムの開発と普及、 着衣講習会などの実施

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2011/08 ～ 2011/09

気仙沼復興協会

仮設住宅での孤立化防止と地域コミュニティ形成事業

概要◎仮設住宅の見回りと地域コミュニティ作り支援

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2011/10 ～ 2011/12, 2012/04 ～ 2012/07

災害看護支援機構

臨床心理士派遣による心のケア事業

概要◎①災害看護の経験のある専門職派遣による

医療 ・ 看護 ・ 介護 ・ 心のケア ・ 生活支援など②被

災地の専門職への災害看護の技術や方法指導

場所◎岩手県陸前高田市、 宮城県気仙沼市など

期間◎1 期 :2011/04 ～ 2011/08

森は海の恋人

気仙沼市唐桑町舞根地区におけるまちづくり復興支援事業

概要◎①集団移転に伴うまちづくり支援②自然環境

体験学習 ・ まちづくり基礎調査実施③広報活動など

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎2 期 :2011/04 ～ 2012/03
4 期 :2012/07 ～ 2013/03

地域再生プロジェクト

気仙沼大島被災者支援カーシェアリング運営事業

概要◎①カーシェアリング用の自動車の管理運営シ

ステム構築と運営②地元団体への事業移管

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎2 期 :2011/05 ～ 2011/03
4 期 :2012/04 ～ 2012/09

みんなのことば

THE POWER OF MUSIC! みんなのコンサート in 東北

概要◎①生演奏コンサートの実施

②東京近郊の活動においての報告 ・ 啓発

場所◎岩手県、 宮城県

期間◎2 期 :2011/05 ～ 2012/01

全国女性シェルターネット

東日本大震災と子どもの支援事業

概要◎①被災地対応 DV ・ 性暴力フリーダイヤルの

実施②被災地における相談 ・ サポート業務への支援

員派遣

場所◎岩手県、 宮城県、 福島県

期間◎2 期 :2011/10 ～ 2011/12

赤のラインに位置

被災地を支援する　東日本大震災支援事業

生活クラブやまがた生活協同組合

東日本大震災の被災地支援活動に関わる拠点形成事業

概要◎ボランティアビレッジ運営による被災地復興支

援ボランティアの組織的かつ継続的派遣実施と、 ボ

ランティアリーダーの育成

場所◎山形県米沢市

期間◎1 期 :2011/04 ～ 2012/03



気仙沼ボランティアネットワーク 

被災者のコミュニティづくり支援事業

概要◎①担当者による被災者の見廻り②被災者同

士が集まるミサンガ作成会の実施

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2011/10 ～ 2011/12, 2012/03 ～ 2012/05

聖敬会

日本の森バイオマスネットワーク

被災児童受け入れと受け入れ側の融和促進事業

概要◎①「手のひらに太陽の家」 の入居者選定と受

け入れに関する運営体制強化②入居する子どもたち

と受け入れコミュニティとの融和促進事業など

場所◎宮城県登米市

期間◎3 期 :2012/01 ～ 2012/05, 2012/06 ～ 2012/11

戸倉復興支援団

仮設住宅コミュニティ活性化と被災者自立のための情報環境支援

概要◎①戸倉地区 7 仮設住宅団地のつながりとまと

まりのための 「場」 作り②ソーシャルメディアを用い

た情報発信ための環境整備など

場所◎宮城県南三陸町

期間◎3 期 :2011/12 ～ 2012/02

母親の就業機会創出と情報交換の場の提供

概要◎ ①乳幼児を抱える母親の雇用支援を目的とし

たジャムの製造②母親たちのネットワークづくりなど

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2012/02 ～ 2012/06

ピースジャム

気仙沼みらい計画大沢チーム

唐桑町大沢地区復興支援まちづくり支援事業

概要◎①住民へのヒアリング②ワークショップ開催③

報告会の開催④漁業集落復興計画策定 ・ 調査など

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2012/03 ～ 2012/05
4 期 :2012/08 ～ 2013/03

日本建築学会

地域社会主体の復興まちづくり支援事業

概要◎①小泉地区における集団移転支援事業②震

災復興フォーラムの開催

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2011/10 ～ 2011/12

気仙沼大島ランフェスタ実行委員会

“楽しむことが支援になる”復興マラソン支援事業

概要◎島民主体のマラソン大会開催を通じた地域活

性化事業

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2012/03 ～ 2012/05

小泉地区の明日を考える会

小泉地区における復興まちづくり事業

概要◎①専門家の招へい ・ ワークショップやシンポ

ジウムの実施②集団移転先進事例の視察

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2012/03 ～ 2012/07

ありすボックス

仮設住宅への移動販売を通したコミュニティ再生事業

概要◎移動販売によるコミュニティの再生と創造

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2012/04 ～ 2012/07

赤のラインを引く

ネットワークオレンジ

気仙沼マルシェ開催による地域活性化事業

概要◎①被災した商店に対する場所の提供②商店

主への教育活動 ・ コンサルティング

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎3 期 :2011/10 ～ 2011/12, 2012/01 ～ 2012/07



赤のラインを引く

ピースネイチャーラボ

気仙沼市唐桑町舞根地区における自然資源を活用した産業づくり

概要◎地域の素材を生かした商品の開発

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎4期 :2012/08 ～ 2012/12

気仙沼大島まちづくりサポート

気仙沼大島におけるまちづくり支援事業

概要◎①外部支援の調整業務②独自企画運営業務

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎4期 :2012/07 ～ 2012/12

スローフード気仙沼

“記憶伝承”と復興まちづくり支援事業

概要◎①震災前の記憶伝承のための 「まるかじり気

仙沼ガイドブック」 復刻②地域資源の調査研究③同

ガイドブックを活用した広報 ・ プロモーション事業

場所◎宮城県気仙沼市

期間◎4期 :2012/08 ～ 2013/03

被災地を支援する　東日本大震災支援事業

中長期復興支援事業

被災地内外の人脈を生かし、点と点を線で結び面に広げていく復興支援

観光再生

医療アクセス改善

再生可能エネルギー

復興まちづくり

つの柱
　「NPO パートナー協働事業」をはじめ、東日本大震災直後から

続けてきた東北の被災地での支援活動の集大成として、2012 年

夏から、４つの柱から成る「中長期復興支援事業」を開始しま

した。Civic Forceはもともと緊急支援を専門としてきましたが、

約 1 年半にわたる東北での活動を通じて見えてきた課題の解決

に、さらに腰を据えて取り組む必要があると考え、民間団体や

自治体とのつながりを生かして、これまで点でしかなかった活

動を線で結び、面に広げていく活動を展開しています。また、

過疎化・高齢化に伴う農林業の衰退や医療体制の課題など、震

災前から被災地が抱える問題への対処も大切です。単に被災前

の状態に戻すのではなく、復興に向けた新しいまちづくりを目

指して、引き続き地域の再生に挑む人々の主体的な動きをサポー

トしていきます。

　企業や NPO、行政などの中間支援組織として、復興フェーズ

では、人と人をつなぎ中長期的な視点での戦略的な支援を展開

中です。

P@CT( パクト )

陸前高田市のコミュニティ活性化事業

概要◎遊休地を活用した 「エコファーム」 と 「みちく

さルーム」 を通した子ども支援

場所◎岩手県陸前高田市

期間◎3期 :2012/05 ～ 2012/08



　宮城県気仙沼市の有人離島「大島」で、2011 年 7 月

から 2012 年 3 月まで実施した「社員ボランティア派遣

事業」。企業の組織力や技術力を生かして被災地の復興

をサポートする事業で、Civic Force は、企業と被災地

を結ぶコーディネーターの役割を果たしました。具体

的には、グローバル・コンパクト・ジャパンネットワー

クの「被災地復興プログラム」などと協力し、毎月 3回、

5 泊 6 日の日程で、瓦礫撤去や写真洗浄などの作業を行

う社員ボランティアを派遣。12 月にはそれまでの活動

を振り返って今後の復興支援や社員ボランティアにつ

いて考えるワークショップを開催しました。

　また、2012 年 2 月からは第 2 期として、地元漁師さ

んと一緒に牡蠣やホタテの養殖用いかだづくりを担い、

島の漁業復旧を目指した支援活動を行いました。のべ 9

社約 350 人の社員が参加したこの事業は、単に作業を

するだけでなく、地元の人との交流の場が多く設けら

企業の組織力・技術力を生かした支援

　被災地の産業復興を支援するため、2011 年 12 月、「一

般財団法人東北共益投資基金」を設立しました。この

基金は、「緊急支援の次に来る復興段階では、これまで

とは異なる新しい資金の流れを創り効果的な支援を実

現すべき」との思いから、震災前より協議を進めてき

た構想で、2011 年 5 月から調査活動などの準備を開始。

被災地の動向を見ながら、金融の専門家などと議論を

重ね、復興期に必要とされる新しいタイプの資金循環

のあり方を描きました。基金のコンセプトである “共

益投資” とは、単一企業の復旧だけなく、関係する取

引先・従業者・地域社会に復興の動きが波及していく

ような「共益事業」に目を向け、資本としての資金を

提供することで、機動力と柔軟性ある地域経済の復興

を実現すること。さらに、事業投資を通じて再起の実

現を図るとともに、償還された資金を震災支援を続け

る 東 北 地 域 の NPO な ど に 助 成 す る 形 で 再 投 資

新たな地場産業モデルを創出する “共益投資”

第一号案件として、
600 年の歴史を有する雄勝の硯共同組合に投資

地元漁師さんと一緒に牡蠣の養殖いかだをつくる
社員ボランティアと完成したいかだ ( 写真右 )

し、“二度の資金循環” を目指します。

　具体的には、2012 年 9 月末までに雄勝硯生産販売協

れている点に特徴があります。島の人々から直接話を

聞くなか、「島の人々の思いや復興の難しさがよく分

かった」とその後度々島を訪れる参加者も多くいます。
※本事業は終了しましたが、2012 年 7 月から NPO パートナー協働事業

として、「気仙沼大島まちづくりサポート」と協力して被災地における

社員ボランティアの受け入れをサポートしています。

同組合、佐藤造船

所、及川電機、ピー

スネイチャーラボ、

釜石ひかりフーズ、

トラストの 6 案件

9,600 万円を投資

を投資しました。

復興金融プラット

フォーム「三陸リ

アス復興資本の環

（わ）」と復興起業

キャピタルへの投

資プログラムも展

開しています。

被災地を支援する　東日本大震災支援事業

社社員ボランティア派遣事業

東東北共益投資基金事業



実績ある地元 NPO と連携

　2012 年 7 月 11 日から発生した豪雨の影響で、福岡、

熊本、大分の 3 県で死者・行方不明者 30 人以上、土砂

崩れや家屋の損壊、床上・床下浸水など各地に大きな

被害をもたらした九州北部の豪雨に対し、Civic Force
は、パートナー団体である被災地 NGO 恊働センターと

レスキューサポート九州を通じて、支援活動を実施し

ました。

　具体的には、7月19日から8月13日までインターネッ

トなどを通じて寄付を呼びかけ、集まった合計 74 万円

（手数料・運営費含）を上記 2 団体に寄付したほか、株

式会社大塚製薬よりポカリスエット 500ml ペット 8,688

本を、一般財団法人 mudef よりタオル 360 本と T シャ

ツ 190枚を提供いただき、大分県竹田市災害ボランティ

アセンター、熊本県阿蘇市災害ボランティアセンター

を通じて、被災者の方々に届けました。なお、神戸の

NPO である被災地 NGO 恊働センターは、災害発生直後か

ら被災地で実施してきた生活支援物資の配布や清掃活
被害が大きかった大分県竹田市の様子。
写真右は、土砂の片付け作業の一コマ（湯布院町）

動、ボランティア派遣などの緊急支援を継続して実施。

また、九州で災害による被害が発生したとき、九州全

域から防災ボランティア・リーダーを派遣するため、

20 年以上にわたってリーダー育成研修などを続けてき

たレスキューサポート九州は、特に大きな被害を受け

た大分県竹田市や日田市、中津市、湯布院町、熊本県

などで支援活動を展開しました。

　被災地では、土砂崩れや家屋の損壊、床上・床下浸水

などが起き、豪雨がおさまった後も、30 度以上の猛暑の

なか、周辺地域や全国からのボランティアが家屋の清掃

や被災した方々のサポートを継続して実施しました。こ

うした中、Civic Force 東日本大震災支援事業のパート

ナー団体である、一般社団法人気仙沼復興協会（KRA）の

呼びかけで、宮城県気仙沼市内 10 カ所の仮設住宅住民の

方々が手作りされた雑巾約 70 枚と巾着袋を、「私たちも

がんばってるからそちらもがんばって」「仮設のみんなで

一針一針心を込めて縫いました」などと書かれた手紙と

ともに被災地へ届けました。

　手作り雑巾と巾着袋は、8 月 20 日、中津市青地区で実

施された受け渡し式で、レスキューサポート九州を通じ

て、被災者の方々に届けられました。雑巾を受け取った

ある女性は「未だに泥水が吹き出てきて掃除をするのに、

非常に役立ちます」と話していました。また、「家財道具

が流され紙袋を利用していたため、いただいた巾着が非

常に役に立ちます」と語る人もいました。

「私たちもがんばってるから」

宮城県気仙沼市の仮設住宅で暮ら
す女性たちが雑巾や巾着を作成。
九州の被災者や復旧活動のボラン
ティアなどに活用されました

九九州北部豪雨支援



　2011年3月11日に発生した東日本大震災の経験から、

何を学び、何を共有するのかーー今後も起こりうるア

ジア太平洋地域の災害において、「少しでも早く、一人

でも多くを救う」ための即応体制として、Civic Force
は、“日本の災害援助の連携モデル” を活用し、国境を

超えた防災力向上と大規模災害時の被害軽減を目指し

ています。

　日本の災害援助の連携モデルとは、企業・行政・NGO

の連携機関が参加するジャパン・プラットフォームや

Civic Force のように、「中間支援組織」が政府や企業

が拠出する資金・物資の受け皿となって NGO に配分し、

迅速で透明性の高い支援を行う仕組みのこと。これら

の仕組みをアジア各国・地域でも構築するため、2012

年度は、主に新しい地域機関の設立とその発表に向け

た準備に力を入れました。

　具体的には、2011 年 9 月 29 日に東京・国連大学でア

ジア各国・地域の NGO、経済界、行政の代表者が集まり、

災害支援の経験の共有と協働の在り方を考える「アジ

ア太平洋災害支援サミット」を開催し、170 人以上が参

加しました。また、翌 30 日に開催した関係者会議では

インドネシア、日本、韓国、フィリピン、スリランカ、

台湾の代表者 30 人が集まり、2012 年 10 月に国際的な

地域機関「アジアパシフィック アライアンス」を設立

することで合意。この新しい地域機関は、単にゆるや

かなネットワークではなく、各国・地域の経済界のリー

ダーや NGO 災害支援ネットワーク代表者などがすぐに

連絡を取り合い、緊急時に資金と情報を迅速かつ効果

的に提供し合える組織として機能することが目標です。

そのために、このアライアンスには、各国に設置され

る NGO・経済界・行政などが連携する “ナショナルプラッ

トフォーム” が加盟し、緊急災害時には、事前の合意

に基づいて相互に支援し合います。また、各国ナショ

ナルプラットフォーム間の相互支援関係の創出や各プ

ラットフォームの機能の強化、共同しての社会啓発活

動・ファンドレイジングなどを担います。

　なお、これらの事業は笹川平和財団の助成を受けて

実施しました。

Management
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ASIA PACIFIC ALLIANCE
FOR DISASTER MANAGEMENT

アジア太平洋地域で大規模災害が起きたとき、各国・地域の企業・NGO・行政が各組織の壁を超えて連携す
ることで、それぞれが持つ情報、人、資金、物資を各国間で共有・活用し、より迅速で効果的な支援を目指
す国際的な地域機関「アジアパシフィック アライアンス」。
2012 年度は、この新しい地域機関の設立に向けた準備に力を入れました。

2011 年 9月に実施した「アジア太平洋災害支援サミット」

アジアに展開する　　　“日本の連携モデル” を海外へ

アアライアンス創設に向けて
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4 区 13 コミュニティ 7,062 世帯に配布

　2012 年 7 月末、台風や豪雨の影響で広範囲に洪水が

発生したフィリピンでは、8 月中旬までに死者 85 人、

被災者 240 万人以上にのぼる甚大な被害が出ました。

このような状況を受け、Civic Force は、発災当初から

被災地で支援活動を開始したフィリピンのパートナー

団 体、CDRC（Citizens' Disaster Response Center）

パートナー団体 CDRC と協力して物資配布

への支援協力を決定し、募金活動を実施しました。また、

ジャパン・プラットフォーム「フィリピン洪水被災者

支援 2012」の助成金 7,024,425 円を受けて、8 月 20 日

から 29 日までの間にスタッフ 2 人を派遣し、CDRC や被

災地のボランティア関係者と協力して、計 2,550 世帯

へ緊急支援物資を届けました。物資の内容は、米、干

し魚、豆、缶詰、砂糖、料理油、毛布などで、これらをパッ

ケージにして世帯ごとに配りました。

　なお、フィリピンに対する寄付支援は 2011 年 12 月

にも実施。12月16日に発生したフィリピン台風に対し、

12 月 21 日に Civic Force から 788,900 円を CDRC に寄

付した他、12 月 21 日から 2012 年 3 月末までに 40 万

3,700 円の寄付を集め、3 月 30 日、災害発生時から地

元の住民組織とともに生活必要物資の配給や炊き出し、

医療支援などの緊急支援活動を続けてきた CDRC に送金

しました。

ボートやトラックなどを手配して届けました。また、

被災地では、豪雨が去った後も被災状態が続いていた

ため、Civic Force はパートナーの団体と防災対策や緊

急対応について協議しました。なお、本事業はジャパン・

プラットフォームからの助成金 2,904,695 円を受けて

実施しました。

洪水で町全体が水に浸かったタイ北部の様子

広範囲に被害が及び、計 2,550 世帯へ緊急支援物資を届けました

　タイでは、2011 年 10 月初旬から、北部・中部を中心

に各地で洪水が発生し全国的に大きな被害が発生しま

した。そこで、Civic Force は、11 月 2 日から 12 日ま

でスタッフ 1 人をタイに派遣し、被災地で活動するタ

イ の NGO の ミ ラ ー 財 団 や ADPC（Asia Disaster 
Preparedness　Center）とパートナーを組み、避難者

などに生活支援物資を配布しました。

 物資調達や輸送手段の確保の困難さから、当初予定し

ていた事業終了日を、10日から 12 日に延長しましたが、

物流に困難が生じている地域や避難所、政府の支援が

届かない移民労働者世帯や自宅避難民を含め、北部の

パトゥンタニ県内の 4 区 13 コミュニティ 7,062 世帯に

対し、生活物資と食糧を配布。具体的には、缶詰、イ

ンスタントヌードル、魚醤、調理用油、ティッシュペー

パー、牛乳、蚊取線香など必要とされている支援物資を、

タタイ洪水支援

フフィリピン洪水支援 ①2011 年 12 月～ 2012 年 3 月
②2012 年 7 ～ 8 月



緊急即応体制を創る 次の大規模災害に備えて

　災害が起きたとき、被災した現場では、あらゆる支

援が必要となります。被害状況をいち早く把握し、「一

人でも多く、少しでも早く」救うためには、災害が起

こる前から企業、行政、NPO/NGO などがそれぞれの特徴

を生かして、【情報】【人】【資金】【モノ】を提供し合い、

協力関係をつくっておくことが重要です。

　Civic Force は「緊急即応体制を創る」ことを事業の

重要な柱の一つとしています。2012 年度は、行政、医

療機関、自衛隊との災害時を想定した支援体制準備に

おける進展があった 1 年でした。まず、2011 年 12 月、

静岡県袋井市との協定に基づく防災訓練を実施し、エ

マージェンシーテントやバルーンシェルターの設営講

習を行ったほか、東北支援事業のパネル展示を実施し

ました。また、千葉県鴨川市にある亀田総合病院と災

害時の支援体制準備のための勉強会を複数回にわたっ

て実施したり、海上自衛隊と海難飛行艇「US-2」の訓

練や勉強会を行うなど、個別の関係構築を積極的に進

めました。

　2011 年 3 月 11 日以降、10 万円以上の寄付企業は 306

社、物資協力の企業は 162 社、前年に引き続き、これ

らの企業を対象にパートナー（賛助会員）を呼びかけ、

緊急時対応（コンテンジェンシープラン）の策定に努

めています。大規模自然災害発生時に、NPO/NGO、企業、

政府、行政が連携して効果的かつ大規模な支援ができ

るような連携システム「大規模災害プラットフォーム」

構築を引き続き行っていきます。

　また、Civic Force では、東日本大震災の被災地の現

状や支援状況、Civic Force の活動などについて紹介す

るため、企業や大学、小中学校、自治体などの依頼を

受けて、積極的に講演や講義を行っています。

東日本大震災で経験した「連携の力」を、次の災害でも最大限生かすため、Civic Force は、各団体との
連携体制を強化し、緊急即応体制の整備を進めています。

（写真上）袋井市の防災訓
練で設営した災害時大型
テント「バルーンシェル
ター」は 100 人を収容す
ることが可能（写真左）
東北支援でも活用した「エ
マージェンシーテント」

海難飛行艇「US-2」。
海上自衛隊の緊急災害時の役割や体制について理解を深める勉強会を実施しました

大学での Civic Force スタッフの講演の様子

組組織を越えた連携システム構築



Civic Force では、税理士などの指導のもと、公益法人会計基準に基づいた会計処理を行っています。

2012 年度決算報告については、Civic Force 監事による監査を受け、理事会及び社員総会での承認

を経て、行政庁に提出しました。次ページ以降の表は財務諸表 *の抜粋です。

　2012 年度の支出総額は 4.21 億円で、
2012 年度収入の他、前年度からの指定助成
金及び指定寄付金から執行いたしました。
そのうちの 89.12％を災害支援事業が占め、
東日本大震災支援事業に 3.74 億円、九州
北部豪雨支援事業に 99 万円支出しました。
　アジア・太平洋連携・研究事業には
2,919 万円支出し、そのうち 2011 年 12 月
と 2012 年 8 月のフィリピン台風・洪水支
援事業に 772 万円、2011 年 11 月のタイ洪
水支援事業に 295 万円支出し、残りの
1,852 万円をアジアパシフィックアライア
ンスの設立準備に支出しました。
　その他、プラットフォーム事業に 803 万
円、管理費（法人会計）に 857 万円支出し
ました。

*財務諸表一式は Civic Force の HP でご覧いただけます。

収入について

支出について

　2012 年度は、皆さまのご支援により、2.12
億円をご寄付・助成金等で計上することがで
きました。収入の約80％を指定寄付金が占め、
そのうちの約 99％・1.67 億円が東日本大震
災支援事業への指定寄付です。
　なお、Civic Force では、2012 年 3 月より
指定寄付金の 15％を運営費（次の災害に備え
る平常時の活動や東京事務所運営にかかる費
用など）として活用させていただいておりま
す。2012 年度は約 581 万円を指定寄付金から
運営費に振り替えさせていただき、一般寄付
金として計上しています。

決算報告決算報告

16,305,522円

7.69%

168,536,657円

79.48%

23,696,682 円

11.18%

2,040,000円

0.96%

735,000円

0.35%

729,779円

0.34%

一般寄付金

指定寄付金

民間助成金

会費

事業収益

雑収益

8,030,773円

1.91%

29,196,772 円

6.93%

375,261,076円

89.12%

8,574,937円

2.04%
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築事業

ｱｼﾞｱ・太平洋連携・

研究事業

災害支援事業

法人会計

【2012 年度収入の内訳】

【2012 年度支出の内訳】



*1　国内外の自然災害発生時に避難所などに利用する「エマージェンシーテント」を備蓄しています。

*2　災害支援事業では東北共益投資事業（P.12 参照）における一般社団法人への拠出金と寄付金を、アジア・太平洋連携・

研究事業では 2011 年 12 月に発生したフィリピン台風被災者支援のため現地のパートナー団体・CDRC へ送金した支援金を計

上しています。

*3　災害支援事業の業務委託費には、NPO パートナー協働事業（P.8 ～参照）におけるパートナー団体への支援資金の他、同

事業や中長期復興支援事業（P.11）における外部専門家やアドバイザー等への費用が含まれています。

*4　アジア・太平洋連携・研究事業における支援物資購入費は、タイとフィリピンにおける緊急支援物資の購入費用です

（P.15 参照）。

*5　金融機関・決済機関への支払手数料の他、インターネット募金サイト「Just Giving Japan」の決済システム利用料、

NPO 法人チャリティ・プラットフォームの決済システム利用料及び寄付仲介手数料、クレジットカード決済等システム

「Bokinchan」の管理利用料を支払手数料として計上しています。



＊正味財産増減計算書内訳書のⅠ 1.（2）経常費用について、事業費では 50万円未満の費目を、管理費では 10万円未満の費

目を「その他経費」としてまとめて計上しています。各費目の詳細は Civic Force の HP でご覧いただけます。



公益社団法人 Civic Force（緊急即応チーム）

〒102-0074　東京都千代田区九段南 4-7-16　市ヶ谷 KT ビル 8 階

TEL: 03-5213-4930  FAX: 03-5213-4929

E-Mail: info@civic-force.org

http://www.civic-force.org/


