
東日本大震災 協働アクション
緊急ミーティング

●日時 4月2日（土） 18 00 20 00

緊急ミーティング

●日時：4月2日（土） 18:00～20:00
●主催：特定非営利活動法人 ＮＩＣＥ

（日本国際ワ クキャンプセンタ ）（日本国際ワークキャンプセンター）

定員を超える申込をいただいております 奥の席から＊ 定員を超える申込をいただいております。奥の席から

詰めてお座りいただくよう、ご協力をお願いします。
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●スケジ ル●スケジュール（多少変わるでしょう）

18:00 １） ＮＩＣＥ （日本国際ワ クキ ンプセンタ ） とは18:00 １） ＮＩＣＥ （日本国際ワークキャンプセンター） とは

18:15  ２） 東日本大震災の被害と、ＮＰＯの動き

18 30 ３） 先遣隊 報告とワ クキ ンプ 計画18:30 ３） 先遣隊の報告とワークキャンプの計画

（福島県会津若松市、岩手県陸前高田市）

19:00  ４） その他の協働アクションのご紹介

19:15  ５） 分科会 ＊興味のある所に分かれて話し合います。

（ワークキャンプ参加、ホームステイ受入、他の企画）

19:45  ６） 届け！世界七夕アクション・震災版
＊ 20:00～21:30に、ぼらいやー（国際ボランティア1年間プログラム）

の報告会を行いますので、興味のある方はぜひご参加ください。
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１） ＮＩＣＥ（日本国際ワークキャンプセンター） とは１） ＮＩＣＥ（日本国際ワ クキャンプセンタ ） とは

～ワークキャンプを企画する国際ボランティアＮＧＯ～

① 組織概要

☆設立：１９９０年

② 活動の目的

☆設立：１９９０年
☆会員数：１０，２６５人
☆専従職員：１１人
☆財政規模：９５４９万円（2010年）

環境・福祉・開発などの状況を改善する。

社会を改善する意識と行動を高める。

☆財政規模：９５４９万円（2010年）
☆国連・ＣＣＩＶＳ 副代表

ＮＶＤＡ（アジアの協力網）代表 カラフルでヘルシーな世の中！

地球色の友情・理解・連帯を育む。

③ 主な活動

年間 約 回の クキ プを開催 人が参加２１年間で約２７００回のワークキャンプを開催、４５０００人が参加。
環境・農業・開発・文化・教育・福祉などの各分野で、様々な成果を創出。
１）数週間の国際ワークキャンプを日本で主催、世界中に日本人を派遣。
２）数日間の週末ワ クキャンプを日本の各地で主催２）数日間の週末ワークキャンプを日本の各地で主催。
３）数ヶ月間の中長期ボランティアを日本で主催、世界中に日本人を派遣。
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ワークキャンプとは？

①定義：一言でいえば、「合宿型ボランティア活動」

ボランティア活動 生活型 通い型

グループで ○グル プで ○

個人で

例１ 福岡県八女市：８０日間

参加
者

日本5（1ヶ月参加者含）・スロ
バキア2 ニ ジ ランド1

例２ 福島県大沼郡昭和村：２日間と２週間

参加 毎回10 20人者 バキア2・ニュージーランド1
＋ 住民・部分参加者多数

共催 山村塾

参加
者

毎回10～20人
（年齢・在住地も色々）

共催 ＮＰＯ法人 苧麻倶楽部

生活 宿泊：廃校を利用した施設 食
事：自炊

内容 ①遊歩道作り ②農林作業
③東屋作り ④イ ト参加

生活 宿泊：築300年の古民家。食事：自
炊（交代当番制）

内容 ①耕作放棄地の整備。②古民家の手入
れ ③村 イベント参加 など③東屋作り ④イベント参加 れ。③村のイベント参加 など
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２）東日本大震災の被害とNPOの動き２）東日本大震災の被害とNPOの動き

２－１）東日本大震災の特徴

 津波被害の災害

広範囲にわたる被害 広範囲にわたる被害

 原発の影響がある

 計画停電の影響

震災被害状況震災被害状況
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２－２）ボランティアの動き

外部からのボランティア活動は控える動きが

３月末までニュースなどでも報道されていた。

＊ アクセスの問題

＊ ボランティア・コーディネーターの欠如

＊ 余震と津波の影響

２－３）ＮＰＯネットワークの動き

☆ 東日本大震災支援全国ネットワーク東日本大震災支援 国

全国１４０以上の団体が加盟。http://www.jpn-civil.net/

☆ 震災ボランティア連携室「助け合いジャパン」☆ 震災ボランティア連携室 助け合いジャ ン」

☆ RQ市民災害救援センター

日本エコツーリズムセンターを中心に形成。 など（他多数）日本エコツ リズムセンタ を中心に形成。 など（他多数）
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３） 先遣隊の報告とワークキャンプの計画

３－１）福島県会津若松市

３） 先遣隊の報告とワ クキャンプの計画
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＜ 先遣隊からの報告 ＞

隊員：開澤（NICE代表）と理事１名

日時：３月２５日（金）日時：３月２５日（金）

受入：特活）寺子屋方丈舎

 会津地域では現在約１万人の避難者を、主に県内
の沿岸部から受け入れている。

 地震や津波による被害に加え、原発の放射能漏れ
からの避難が主な理由。

 避難所では衣食住に必要な物資は満たされつつあ
り、今後はソフト面（日常生活や心のケア）での協力
にニーズが移りつつある。

 特に避難者の２～３割を占める子ども達に対する、
一層のサポートが求められている。
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＜ ワークキャンプの計画 ＞

●期間： ４月４日（月）～６月２６日（日）の２週間以上

●人数 時期 本人 名 外国人 名 地 学生 名●人数：同時期で日本人９名＋外国人６名＋地元学生１０名

（のべ１２０名）

●内容：市内や周辺の避難施設（総合体育館、公民館、学校等）
で、主に子どものケア（主に室内で安全に配慮しながらスポー
ツや創作で遊んだり 必要なら勉強も教える）ツや創作で遊んだり、必要なら勉強も教える）。
その他炊き出し補佐、洗濯・掃除、物資の運搬や仕分け、夜

の見廻り、雇用促進住宅等に移住中の糖尿病患者への配食・の見廻り、雇用促進住宅等に移住中の糖尿病患者 の配食
見廻り等、必要なことは何でもする。

●宿泊：活動する避難施設（食事は炊き出しを手伝い 頂く）及び●宿泊：活動する避難施設（食事は炊き出しを手伝い、頂く）及び
寺子屋方丈舎の事務所の予定（自炊）。寝袋必要
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３－２）岩手県陸前高田市
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＜ 先遣隊からの報告 ＞

隊員：開澤（NICE代表）・上田（同事務局長）・井口（同職員）

日時：３月２９日（火）日時：３月２９日（火）

受入：菅野氏
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２）先遣隊報告 陸前高田２）先遣隊報告 陸前高田
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２）先遣隊報告 陸前高田２）先遣隊報告 陸前高田
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＜ ワークキャンプの計画 ＞

●期間：第１グループ：４月１１日（月）～４月２４日（日）
第２グループ：４月２５日（月）～５月８日（日）
第３グループ：５月９日（月）～５月２２日（日）
第４グループ：５月２３日（月）～６月５日（日）
第５グループ：６月６日（月）～６月１９日（日）第５グル プ：６月６日（月）～６月１９日（日）

＊ 複数参加歓迎（最長で１０週間）

＊ 6/20移行も長期的に復興に取り組む（１０年間は！）。＊ 6/20移行も長期的に復興に取り組む（１０年間は！）。

●人数：同時期に１５名（第１グループのみ、日本人５名）●人数：同時期に１５名（第１グル プのみ、日本人５名）

のべ６５名
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＜ ワークキャンプの計画 ＞

●内容：小友・広田地区で必要とされる作業を実施。孤立した高
齢者世帯に、給水の水を運んだり、被害を受けた田んぼ・畑な
どでの片付けを行ったりする。避難所で子どもたちへの活動も
予定。地域住民の方々と信頼関係を作りながら、ニーズに応じ
た活動を実施た活動を実施。

●宿泊：避難所周辺？で空家やテント。交代で自炊・寝袋必要●宿泊：避難所周辺？で空家やテント。交代で自炊 寝袋必要
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４） その他の協働アクションのご紹介

４－１）他の特別ワークキャンプ

４） その他の協働アクションのご紹介

（宮城県栗原市や、長期的な復興事業：他地域でも）

４－２）ホームステイと長期移住の受入４－２）ホームステイと長期移住の受入

＊ 現在は会員とその家族・友人の間でアレンジ

＊ １１件が受入先に登録＊ １１件が受入先に登録。

＊ 神奈川県、京都府、山口県、福岡県等からも

長期滞在（フ ムステイ含む）の受入申し出あり長期滞在（ファームステイ含む）の受入申し出あり。

４－３）寄付金・物資・情報の提供や技術協力４ ３）寄付金 物資 情報の提供や技術協力

＊ アクション基金には4/1現在、約３５万円超。

＊ 絵本、化粧品、ダンボールハウス等の申し出あり。＊ 絵本、化粧品、ダンボ ルハウス等の申し出あり。
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＜ ワークキャンプの計画（宮城県栗原市） ＞

●期間： ４月４日（月）～６月２６日（日）の１週間以上

●人数：同時期に日本人２名

●内容：くりこま高原自然学校が行うエコヴィレッジ（環境と共生
が が 構想 自給自しながら人々が 暮していける場）構想の一環として、自給自

足のための農業や休耕田の整備を実施。
また、馬やヤギ、ニワトリ等、家畜の世話や里山保全の活動をまた、馬やヤギ、ニワトリ等、家畜の世話や里山保全の活動を
実施。被災地支援に直接関わることはほとんどないが、その
基盤を支える重要な活動。

●宿泊：自然学校
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＜ ワークキャンプの共通事項 ＞

★ ボランティアが負担する費用：

＊ 現地への往復交通費。その他、個人的な諸費用、銭湯代

＊ 活動費用：1週間あたり5,000円（支援基金へ）

＊ （NICE正会員以外）NICE年会費（新規5,000円）

★ 主催者側で提供するもの：

＊ NPO保険（詳細は受入後にお知らせします）

＊ 活動期間中の簡素な宿泊・3食

＊ 活動に必要な地域内での交通手段（自転車含む）

☆参加資格☆

＋ 子どもが好きな人。子どもとの活動経験者歓迎！（会津）

＋ 自分で自分のこと（活動・生活)）しっかりできる人

＋ 相手への配慮ができて、思いを受け止められる人。

＋ 適応力・柔軟性・協調性・忍耐力・行動力がある人
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＋ 適応力 柔軟性 協調性 忍耐力 行動力がある人。

＋ 車持参、運転・調理・医療・芸術等の技能を歓迎。



５） 分科会

Ａ）特別ワ クキ ンプに参加希望 方

） 分科会

Ａ）特別ワークキャンプに参加希望の方

（会津若松、陸前高田、栗駒）

Ｂ）ホームステイ受入に興味がある方

Ｃ）自分達ができる他のアクションを考えたい方Ｃ）自分達ができる他のアクションを考えたい方

（資金集め、長期移住支援など）
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