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１） 概況 

JANIC福島事務所の残務処理から始まった福伝の活動 

２０１４年４月から福伝としての活動を開始したが、新団体としての活動は前身である国際協

力 NGO センター（JANIC）福島事務所の積み残しの業務をひき続き行うことから始まった。それ

は主には放射能問題に対する啓発資料の作成と配付であった。具体的にはこどもみらい測定

所、ADRAJapan との協働で実現した小冊子「はかる、知る、くらす。」 、そして福島大学が JA

や生協連と共同で実施していた土壌スクリーニングプロジェクトの広報 DVD 制作だった。共に

福伝の目的とも合致していたこと、JANIC の福島の活動の継続性から、また当会の主要な支援

元である CWSJapan や DRI というドナーに対する責任からも完了する必要があった。同様に

JANIC とも、少なくとも２年間（２０１６年３月まで）JANIC 福島連絡事務所として引き続き機能す

ることで連携していくことに決まった。 

 

国連防災世界会議に福島の教訓を！福島の CSO（市民社会組織）の声を伝える 

以下に報告するように、今年度の活動は JCC2015（2015 国連防災世界会議日本 CSO ネット

ワーク）の事務局団体として、同会議に対して福島の原発災害の教訓を伝え、仙台防災枠組に

反映させること、それに連動するように計画された海外の活動家を対象とした福島原発事故の

被災の実態を知るための研修視察とその関連事業、そして県内の被災者の様々な権利を守る

ための活動を助成するスキームの運用に重点的に時間と労力を振り分けた。 

 

福島ブックレットで教訓を伝える 

特に他の NGO と共に JCC2015 の事務局として準備を進めるなかで生まれたブックレット「福

島１０の教訓～原発災害から人びとを守るために」ではコンテンツの 6 割近くの制作にかかわっ

た。このブックレットは JCC2015 に中心的に関わった当会を含む NGO の有志からなる福島ブッ

クレット刊行委員会（後に福島ブックレット委員会）によって制作刊行された。日本語を始めとし

て英仏中韓の各言語で発行され、仙台の国連防災世界会議、その直前に開催された「市民が

伝える福島 世界会議」で配付され大きな反響を得た。このブックレットの刊行普及自体は当初

の活動計画には予定されていなかったが、原発事故後の情報発信としては大きな成果だと考

えている。今後は福島ブックレット委員会として他の NGO と協働で主に原発がすでにある、また

は建設が予定されている途上国で、現地の実情に合うような普及を進めることが計画されてい

る。 

 

立ち上がるコミュニティを支援（中間支援的な活動） 
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県内の被災 NPO や市民団体に対しては「一食（いちじき）福島復興・被災者支援事業」を立

正佼成会一食平和基金と JANIC と共に運用し、９団体へ計７００万円の助成を行った。この助

成スキームは公募という形は取らず、当会の推薦をもって申請し審査される。弾力的な運用と

簡略化された申請・報告書によって助成団体の事務作業を低減しながら透明性を確保すること

を念頭に運用にあたった。また、これまで JANIC 福島事務所として行ってきた福島県内の市民

活動を側面的に支援する活動（情報提供、相談業務、マッチング）は以前ほどのボリュームでは

なかったが継続することができた。このような活動に支援をいただくことは難しいが、２０１４年度

は真如苑の協力を得て継続することが可能となった。「一食（いちじき）福島復興・被災者支援

事業」は２０１５年度も継続が決まっており同額の助成を実施する予定である。この事業の目的

である、社会にインパクトを与える活動の支援をすることで、県内で起こっている新しい社会や

コミュニティを作ろうとする取組みを応援していきたい。 

 

国際協力 NGOのネットワークを活かして海外と福島の交流事業を進める 

今回福島に招いたバングラデシュ・タイの活動家との関係を基に、今年度は福島からCSOの

リーダーを彼の地へ送る予定である。福伝の竹内・藤岡の経歴を活かし、関係の深い国際協力

NGO と協働して交流事業を進めた。来年度は両国へ福島の CSO リーダーをお連れして肉声を

直に届ける。その際、ブックレット「福島１０の教訓」を活用し原発のリスクを正しく伝え、リスク軽

減のための備えの必要性や、原発に依存しない社会の必要性を伝えていきたいと考えている。 

 

２） 原発事故後の福島県内・日本国内の状況とそれに関連する情報

の、日本語及び英語などでの記録・分析・発信事業

【CWSJapan,DRI から助成】 

具体的な事業内容： 

・原発事故後の福島の現状を伝える英文 Web サイトのコンテンツ制作、更新、管理。 

・原発事故後の福島の現状を伝える英文ニュースレターの制作、発行。 

 

本来は英文の Web サイト ”Fukushima on the Globe”のコンテンツ更新とニュースレタ

ー”Stories and Facts from Fukushima”の発行によって原発事故後の福島の情報を発信してい

くという活動である。当会は 2014年始めに JCC2015 の事務局団体になったことで、今年３月に仙

台で開催された国連防災世界会議に向けての活動に、より活かせる形でのコンテンツの制作にか

かわることになった。防災会議のタイミングで世界から仙台へやってくる政府代表や CSO 関係者

に福島原発災害の教訓をコンパクトに伝える資料が求められた。情報発信のためのリソースは福

島ブックレットの制作に振り向けられた。そのような事情で本来の Web サイトのコンテンツ更新

やニュースレターの制作発行は低調なものだったと言わざるを得ない。（実績は表 1）ニュースレ
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ターは 12 月に Vol.4 を発行できただけだった。また、福伝の発足を受けて団体 HP も開設された

（一部英語）。 

表１ Web サイト‘Fukushima on The Globe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福島の教訓を伝えるブックレットは JCC2015 に中心的に関

わった JANIC、ピースボート、CWSJapan、福伝など団体・個人

の有志で結成された福島ブックレット刊行委員会（後に福島ブ

ックレット委員会）が制作刊行する形をとった。竹内と藤岡は

本文中の約６割を占める第二章福島で起きたことと１０の教

訓の大半のテキストを執筆し、本文や表紙で使用した写真の選

定や権利者への手配、表紙デザインなどを行った。 

ブックレットは「福島１０の教訓～原発災害から人びとを守る

ために」と題され、3月の国連防災世界会議と、直前に福島市で行われた「市民が伝える福島 世

界会議」で、内外の参加者や関係者に配付され大きな反響があった。 

 

ブックレットは日本語を始めとして英語、中国語、韓国語で発行された。（遅れて仏語版も公開）

すべてのコンテンツは専用の Webサイトから PDFでダウンロード可能となっている。 

期間 ニュースおよび固定ページ更新 期間中のユーザー数の合計 

2014 年 4 月－6 月 8７ 2,830 

2014 年 7 月－9 月 111 2,527 

2014 年 10 月－12 月 97 4,108 

2015 年 1 月－3 月 38 5,804 

合計 333 15,269 

2014 年 12 月に発行された”Stories and Facts from 

Fukushima Vol.4”。原発災害後の子どもたちの健康問題

を特集した。 
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初版発行部数は以下の通り： 

日本語………………5,000 

英語…………………2,000 

中国語………………1,000 

韓国語………………1,000 

仏語…………………1,000 

 

その後まもなく英語版、日本語版ともに増刷されている。すでに英語版を手にした海外 NGO 関係

者によって自発的にその他の言語にも翻訳が始まっている。また福島ブックレット委員会メンバ

ーを中心に防災や核軍縮、環境系の国際会議などで積極的に配付が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 3月に仙台市で開催された国連防

災世界会議の作業部会で議長から紹介さ

れたブックレット 
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３） 県内外、海外のＣＳＯ、市民活動家などの福島県内の研修視察の

実施、協力事業【CWSJapan,DRI から助成】 

具体的な事業内容： 

・原発立地諸国からの CSOの関係者の福島へのスタディツアーや講演会・交流会の実施。 

・福島県内の CSOの関係者の原発立地諸国へのスタディツアーや講演会・交流会の実施。 

 

月日 対象者 内容 

4/28 インドの環境活動家オルデンド

ゥ・チャタジー氏 

原発事故後の福島の状況についてブリーフ

ィング。喜多方市山都の農家と意見交換。 

6/1 バングラデシュ大使夫妻 二本松市東和で農家と交流。 

6/24 タイの大学教授、原発建設予定地の

学校長、環境 NGO活動家 

 

原発事故後の福島の状況についてブリーフ

ィング。喜多方市山都の農家と意見交換。 

7/24 スイス・チューリッヒ大学 

研究者 

原発事故後の福島の状況についてブリーフ

ィング。福島県立医科大学の国際シンポジウ

ムに参加。 

8/8 インドの脱原発活動家クマール・ス

ンダラーム氏 

福島市内で県内外の市民活動家、市議会など

と交流会を設定。防災世界会議に向けた市民

の動きを説明。（「市民が伝える福島世界会

議」や仙台の JCC2015関連企画に参加） 
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月日 対象者 内容 

9/20 ポーランドのジャーナリスト、カー

シャ・ボニ氏 

原発事故後の福島の状況についてブリー

フィング。2015年 3月の「市民が伝える

福島世界会議」を紹介。（その後参加） 

11/2～3 JANIC 主催の開発援助効果の会議

（CPDE 北東アジア会合）に参加する

ため来日したアジア各地（モンゴル、

韓国、台湾、中国、フィリピン）か

らの参加者 11名 

飯舘村の特養老人ホーム、南相馬市の仮

設住宅と浪江の津波被災地、二本松市東

和の農業者などを訪問し、話を聞く機会

を設定した。 

 

11/14 バングラデシュ地方行政・組合省の

高官 6 名と在日本バングラデシュ公

使計 7名 

福島の農業者の現状や取り組みを伝える

ツアーを二本松市東和で実施。ゆうきの

里東和ふるさとづくり協議会、福島県有

機農業ネットワーク、地元 JAなどのリソ

ースパーソンの話を聞き、道の駅、米の

全袋検査、ワイン工房、きのこ農家を視

察。 

12/2 フランスのマキシム神父 福島の現状についてブリーフィングし、

福島市内で開催された原発事故後の子ど

もの状況についての勉強会に案内した。 

3/9-12 タイからソッサイ・スランソック 

氏、イッタブーン・オンウォンサ氏

およびバングラデシュからオルッ

プ・ラフィー氏、ヌスラット・イス

ラム・カーン氏の計 4 名を福伝が招

聘。 

浜通りを中心としたツアーを行った。シ

ャプラニールと JVC それぞれの活動地で

ツアーを立案企画した。シャプラニール

はいわき市から富岡町まで、JVC は浪江

町、南相馬町そして宮城県丸森町筆甫地

区を分担した。それぞれの長期に渡る地

元との関わりによって充実した訪問プロ

グラムとなり、福島原発災害とそれが市

民社会組織に与えた影響を、多角的に深

く理解してもらうことができた。 
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月日 対象者 内容 

3/11 福伝招聘ゲスト 4 名と「市民が伝え

る福島世界会議」招聘ゲスト 13名の

計 17名 

県内外の CSO 関係者による「市民が伝え

る福島世界会議」歓迎レセプションに参

加した。このレセプションは、これに先

行して行われた記者会会見ともども福伝

が企画準備を担当した。（80名参加） 

3/12 福伝招聘ゲスト 4 名と「市民が伝え

る福島世界会議」招聘ゲスト十数名

と県内外の日本人（計 50名） 

 

飯舘村、浪江町、伊達市桑折町のツアー

を実施した。ツアー終了後に世界会議会

場で夕食交流会を実施した。福島県内外

の CSO 関係者とツアーに参加した海外ゲ

ストがツアーの感想を述べ合いながら交

流を深めた。（80名参加） 

 

3/13 福伝招聘ゲスト 4 名と「市民が伝え

る福島世界会議」招聘ゲスト十数名

および県内外の日本人（計 100 名） 

前日までのツアーで得られた体験を元に

県内外の参加者や他の海外ゲストと議論

を戦わせた。 

3/14 タイおよびバングラデシュから福伝

が招聘した 4名の活動家と日本人計

50名）

 

東京の早稲田大学にてシャプラニール・

JVC ほかと共催で今回の交流プログラム

の報告会「どうする？！バングラ・タイ

の原発～福島でみんなで考えた」を実施

した。バングラデシュとタイからの参加

者はそれぞれの国の現状と福島での経験

を報告し、自国でどのように「福島の教

訓」を活かしていくかについてアイディ

アを出しあった。その後、バングラデシ

ュの 1 名を残し全員帰国の途についた。

バングラデシュのヌスラットは福伝メン

バーと仙台へ戻り、防災世界会議の

JCC2015関連イベントに参加した。 
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11 
 

４） 海外の原発立地国などの災害のリスクを低減する活動と        

その協力【CWS Japan, DRI から助成】 

具体的な事業内容： 

・原発事故を含む災害リスクを下げるためのアドボカシー活動 

・2015 年の国際防災会議（仙台）で福島の原発事故の経験・教訓が共有されるよう「2015 防災世

界会議日本 CSOネットワーク（JCC2015）」でアドボカシー活動を内外の CSO と共に取り組む。 

 

福伝は JANIC、ピースボート、CWS Japan と共に JCC2015の共同事務局を構成した。福島市に拠

点をおく NPOとして、福島原発災害に関する情報発信を担当した。共同事務局を担当する他団体

とともに月 2回の頻度で事務局会議を開催し、東京出張やインターネットを利用した電話会議で

参加してきた。具体的には国連防災世界会議に向けた県内 CSO 関係者の啓発と組織化、会期中の

福島原発災害関連ツアーの企画・実施や、福島県内の被災者・CSO関係者に対し、防災世界会議

や関連企画への参加を促した。特に、本体会議会期中に行われる市民参加イベント、パブリック

フォーラム（会議形式・ブース展示）に参加するため、福伝を含む福島県内の CSO関係者と 7団

体で「防災世界会議ふくしま CSO連合」を立ち上げた。準備会合は 8月 27日から開催直前まで

10 回に及んだ。CSO連合は以下の団体によって構成された。 

・ふくしま連携復興センター 

・ふくしま NPOネットワークセンター 

・うつくしま NPOネットワーク 

・福島県有機農業ネットワーク 

・シャローム 

・福島大学うつくしまふくしま未来支援センター（FURE） 

・ふくしま地球市民発伝所 

 

また、この動きとは別に、県内 NPOシャロームと JCC2015 参加団体であるピースボート、日本イ

ラク医療支援ネットワーク（JIM-NET）をマッチングしたことにより、三者の協働によるパブリッ

クフォーラム「市民社会参画による放射線災害の防災・減災の取り組み」（2015年 3月 14日）

が実現した。また、会期中に仮設テントを利用して CC2015が設置したピープルズ・パビリオンで

福島県民にスピーカーや企画主催者として参加を促し実現させた。 

月日 対象者 内容 

5/29 ふくしま連携復興センター定例会参加

者（県内 CSO関係者約 30名） 

ふくしま連携復興センターとの共催で、防

災世界会議に関する学習会を郡山で開催。 
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月日 対象者 内容 

6/12 JCC2015参加団体関係者約 30名 東京での JCC2015 主催「第 3 回国連防災

世界会議勉強会」に報告者およびグルー

プワークのファシリテーターとして参加

した。 

6/23-25 福島県内 CSO 関係者など 7 名（ふくしま

連携復興センター、ザ・ピープル） 

 

 

バンコクで行われた国連防災世界会議の

準備会合「第 6回アジア防災閣僚級会合

（6AMCDRR）」に福島から被災者支援、復

興支援に関わる県内 NPOと NPO ネットワ

ーク組織等に参加を促し、作業部会での

発言やブース展示などを実現した。また

会期中バンコクのチュラロンコーン大学

の研究者らとの会合が実現し、交流する

機会を持つことができた。 

8/4 福島県内 CSO、大学関係者等約 30名 

 

JCC2015 福島中間報告会を福島大学で開

催した。国連防災世界会議と JCC2015 の

活動内容を福島県内 CSO関係者へ伝えた。

6月のバンコクでの6AMCDRRに参加した福

島県内の CSO と福島大学関係者の報告を

行った。 

3/15 国連防災世界会議に参加した内外の CSO

関係者（主に海外の脱原発運動活動家）

と市民 26名 

 

 

JCC2015 スタディツアーとして女川社協

と女川原子力 PR センター訪問。福伝が

JIM-NETの協力のもと企画・実施した。原

子力 PRセンターの所長と率直な意見交換

が実現した画期的なツアーとなった。 
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月日 対象者 内容 

3/17 高橋恵子氏（福島大学 4年生） 

 

国連防災世界会議のイグナイト・ステ

ージで自身の被災体験とそこから得ら

れた教訓について 15分間のプレゼンテ

ーションを英語で行った。福伝は、高

橋氏から被災経験のヒアリングを行

い、プレゼン内容や構成の最終化に協

力した。  

3/17 国連防災世界会議に参加した内外の CSO関係

者と市民約 120名 

「防災世界会議ふくしま CSO 連合」の

主催でパブリックフォーラム「原発事

故から４年～福島の学びと地域づくり

への道：地元 NPOの視点から」を開催。

同じ主催で会期中ブース展示も行っ

た。 

 

3/18 国連防災世界会議に参加した海外の政府代

表や CSO関係者と国内の CSO関係者 46名 

仙台からいわき市までの JCC2015 スタ

ディツアーを JKSK、ザ・ピープル、い

わきおてんと SUN 企業組合の協力のも

と、福伝が企画・実施した。ネパール

の地震防災 NGOと政府代表はじめ 12カ

国の CSO 関係者参加した。福島県内の

沿岸部自治体や CSO の活動を伝える貴

重な機会となった。 
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15 
 

５） 被災者の人権を初めとする様々な権利を守る活動と       

その協力事業【立正佼成会一食平和基金、真如苑から助成】 

具体的な事業内容： 

・福島県被災者を支援する CSOの活動資金助成 

 

 

「一食（いちじき）福島復興・被災者支援」事業 

立正佼成会一食平和基金・JANIC・福伝 3者の共同事業として実施された。福島県および、山形 

県内での被災者支援・復興支援活動に対して小規模な資金を助成する事業である。公募はせずに

福伝の推薦状をもって申請する形をとっている。福伝は申請団体の推薦と申請書の取りまとめ、

助成後のモニタリング、報告書の取りまとめの他に、一食平和基金側の助成団体への視察の調整

と協力をおこなった。 

助成事業一覧 

  団体名 申請事業名 申請内容 

1 
NPO 法人ふくしま 30 年プロジェ

クト 

活動の長期維持継続のための、

ホームページ作成および事業

所移転等基盤整備事業 

測定所引っ越し＋HP 製作費

用 

2 あいづ耕人会たべらんしょ 
地域再生のための新規就農者

受入れ事業 

新規就農希望者・外部ボラン

ティア宿泊施設整備費・賃料

など 

3 
ふくしまオーガニックフェスタ実

行委員会 2014 

ふくしまオーガニックフェス

タ 2014－未来のこどもたちの

ためにふくしまの食と農の価

値を広げよう－ 

風評被害対策・消費者生産者

との対話促進 

4 NPO 法人山形県映画センター 
避難者支援「よみがえるふるさ

と福島」上映会 

仮設住宅等での上映運動＝

「よみがえるふるさと福島」

上映会事業補助 

5 
認定 NPO 法人山形国際ドキュメ

ンタリー映画祭 

被災地支援 こども映画ワー

クショップ 

被災地の子どもたちへの映

画ワークショップ 

6 奥会津こども未来プロジェクト 
福島市立笹谷小学校移動教室

（特別支援学級）共同事業 

福島市笹屋小学校移動教室

事業受け入れ先事業費補助 

7 NPO 法人青空保育たけの子 
福島の子ども達を米沢市の冒

険遊び場へ！ 

福島県内から山形県への移

動保育事業 

8 NPO 法人ビーンズふくしま 
福島県委託ピアカウンセリン

グ事業充実のための支援事業 

不登校・引きこもり等孤立し

た若者に対する支援事業 

9 福島県立川口高等学校同窓会 放射線量の高い地域の生徒に 浜通り・中通りの被災生徒の
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文京学院大学の学生ボランティアを県

内の NPO へマッチング（2014 年 8 月） 

山形の NPO の映画上映会を県内仮設住宅で活動

する NPO へマッチング（2014 年 12 月） 

対する県立川口高校奥会津若

桐寮入寮支援事業 

寮費補助事業等 

 

マッチング、相談、情報提供業務 

上記の活動に付随するものとして福島県内外の CSO 等の活動を支援するマッチング、相談、情

報提供業務がある。これらは目に見えづらい活動ではあるが、被災者支援、復興支援活動を行う

CSO の側面支援として実施された。これらは福伝の前身である JANIC 福島事務所の時代から貴重

な活動だと評価されてきた。NGO のネットワークとしての JANIC から福島市のローカルな NPO と

なった後も、全体の件数はそれほど変化しなかった。* 

月 マッチング 相談 情報提供 協力 

4月 7 1 15 2 

5月 4 0 15 0 

6月 3 0 10 2 

7月 9 0 5 2 

8月 7 0 1 1 

9月 7 0 2 3 

10 月 1 0 4 1 

11 月 0 1 3 4 

12 月 2 0 3 1 

1月 0 0 8 1 

2月 7 1 3 3 

3月 3 0 4 2 

計 50 3 73 22 

 

 
 
 

*2013年度 JANIC福島事務所取扱件数 156件、2014年度福伝取扱件数 153件 
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