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2014年 1月 17日 

「2015 防災世界会議 日本ＣＳＯネットワーク」設立 

復興支援活動を行うＮＰＯ・ＮＧＯ64団体＊が参加 

ポスト兵庫行動枠組みに、東日本大震災の経験を提言 

2015年 3月に、宮城県仙台市で第 3回国連防災世界会議（以下、国連防災会議）が開催され

るにあたり、東日本大震災の復興支援活動に関わる日本の CSO（市民社会組織）9 団体は、

「2015防災世界会議日本 CSOネットワーク（通称：JCC2015）を 2014年 1月 10日に設立しまし

た。JCC2015は、国連防災会議への参加と発言を求めて、以下を目標として活動します。 

1. 東日本大震災における日本の市民社会や被災者自身の経験や視点を防災世界会議内外

で共有し、今後、国際的に活かす一助とする。 

2. 世界防災会議とポスト兵庫行動枠組（HFA2）の中で、福島第一原子力発電所事故の教訓

を活かし、原発災害のリスクをより積極的に取り扱うよう、主催者や共催者に求めていく。 

3. 各地で多発している災害において、災害弱者への配慮、災害に強いコミュニティづくり、気候

変動などの災害拡大要因への対応について、国内外の草の根の経験を共有、発信する。 

国連防災会議では、現在、唯一の国際的な防災指針となっている「兵庫行動枠組 2005-2015

（HFA）」の後継枠組みが策定されます。また、2015 年は、貧困削減などを目的とした「ミレニアム

開発目標（MDGs）」の達成期限でもあり、環境保全も取り込んだ「ポスト 2015 年開発枠組み」が

策定される年でもあります。私たちは、これらの世界的な指針・目標を互いに関連するものとして捉

え、総合的に考え、提言をしていきます。                      *2014年 1月 15日現在 

― ネットワーク概要 ― 

名     称 2015 防災世界会議日本 CSO ネットワーク（通称：JCC2015） 

活 動 期 間 2014 年 1 月 10 日～2015 年 5 月（予定） 

W E B サ イ ト http://jcc2015.net/ 

代  表  者 大橋正明（特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター 理事長） 

参 加 団 体 64 団体（2014 年 1 月 15 日現在 ※団体一覧は別紙①を参照） 

呼 び か け団体 

9 団体 （50 音順） 

特定非営利活動法人 アーユス仏教国際協力ネットワーク 

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター 

一般財団法人 CSO ネットワーク 

特定非営利活動法人 CWS Japan 

公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

特定非営利活動法人 日本 NPO センター 

パルシステム生活協同組合連合会 

東日本大震災支援全国ネットワーク 

一般社団法人 ピースボート災害ボランティアセンター 

事  務  局 

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター(JANIC) 

〒169-0051 新宿区西早稲田 2-3-18 アバコビル 5F 

Tel：03-5292-2911 Fax：03-5292-2912 E-mail：wcdr3cso@janic.org 

【報道資料】 

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 

(特活)国際協力 NGOセンター（JANIC）堀内・田島 

TEL：03-5292-2911／FAX：03-5292-2912 E-mail：wcdr3cso@janic.org 
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2015防災世界会議日本 CSOネットワーク 

参加団体一覧（全 64団体、50音順） 

 

 2014.1.15現在 

 

1 特定非営利活動法人 アーユス仏教国際協力ネットワーク 

2 アメリケアズ一般社団法人 

3 一般社団法人 RQ災害教育センター 

4 特定活動非営利法人 いわて連携復興センター 

5 一般社団法人 インターナショナル・メディカル・コープス 

6 特定非営利活動法人  ウィメンズアイ 

7 動く→動かす 

8 特定活動非営利法人 うつくしまNPOネットワーク 

9 特定非営利活動法人 エフエムわいわい 

10 特定活動非営利法人 オックスファム・ジャパン 

11 宗教法人 カトリック中央協議会 カリタスジャパン 

12 特定非営利活動法人 関西 NGO協議会 

13 一般社団法人 環境パートナーシップ会議 

14 公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン 

15 CODE海外災害援助市民センター 

16 特定非営利活動法人 国際協力 NGOセンター 

17 国土防災技術株式会社 

18 特定非営利活動法人 さくらネット 

19 一般財団法人 CSOネットワーク 

20 特定非営利活動法人 CWS Japan 

21 一般社団法人 地震補償付き住宅推進協議会 

22 公益財団法人 シャンティ国際ボランティア会 

23 特定非営利活動法人 シャローム 

24 特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会 

25 障害分野NGO 連絡会（JANNET） 

26 公益財団法人 ジョイセフ 

27 特定非営利活動法人 震災から命を守る会 

28 一般社団法人 震災リゲイン 

29 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

30 特定活動非営利法人 せんだいみやぎ NPOセンター 

31 創価学会青年平和会議 
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32 一般財団法人 ダイバーシティ研究所 

33 特定非営利活動法人 立ち上がるぞ！宮古市田老 

34 男女共同参画と災害・復興ネットワーク 

35 一般社団法人 地域連携プラットフォーム 

36 特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパン 

37 特定非営利活動法人 ディーピーアイ日本会議（DPI日本会議） 

38 特定非営利活動法人 勿来まちづくりサポートセンター 

39 特定非営利活動法人 名古屋 NGOセンター 

40 特定非営利活動法人 難民支援協会 

41 特定非営利活動法人 難民を助ける会 

42 特定非営利活動法人 日本 NPOセンター 

43 日本障害フォーラム 

44 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター 

45 特定非営利活動法人 ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 

46 パルシステム生活協同組合連合会 

47 一般社団法人 ピースボート災害ボランティアセンター 

48 公益財団法人 PHD協会 

49 東日本大震災支援全国ネットワーク 

50 特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ 

51 一般社団法人 ふくしま連携復興センター 

52 特定活動非営利法人 ふくしま NPOネットワークセンター 

53 株式会社福市 

54 ふくしま地球市民発伝所（福伝） 

55 特定非営利活動法人 福島県有機農業ネットワーク 

56 仏教 NGOネットワーク 

57 公益財団法人 プラン・ジャパン 

58 特定非営利活動法人 ボランティアインフォ 

59 まちづくり NPOげんき宮城研究所 

60 特定活動非営利法人 杜の伝言板ゆるる 

61 ユニバーサルデザイン・ステップ 

62 横浜災害ボランティアバスの会 

63 特定非営利活動法人 横浜 NGO連絡会 

64 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン 

 

以上 

 


