
キリスト全国災害ネット会議のご案内および加盟のお願い 

各災害支援関連団体の皆様へ 

新型コロナウイルスが世界中で蔓延する中ではありますが、皆様におかれましては益々主の 

栄光のために活躍のことと存じます。  

さて、昨年は２回の懇談会（6 月、11 月）を開き、「キリスト全国災害ネット」(略称全キ

災)を立ち上げるに至りました。またその第１回会合を 2020 年 6 月 30 日(火)にお茶の水ク

リスチャンセンターで開催する旨を案内しておりましたが、新型コロナウイルスの影響のた

め、zoom によるオンラインでの会議とさせて頂くことにいたしました。加盟を検討中の団体

の参加および各団体から複数の参加者も大歓迎です。ぜひご参加ください。 

会議の内容につきましては以下を予定しております。諸団体の豊かな経験と賜物を分かち合

う良き機会になることを期待しております。参加される際にはお手数ですが、全参加者の名前

とメールアドレスをお送りください。6 月 20 日までにご返答いただければ感謝です。 

またぜひ、趣旨にご賛同頂ければ加盟の登録をよろしくお願いします。以下の QR コードま
たは URL から申請ができます。加盟いただいた場合には、規約の通り、名簿登録、会合への
出席（年に１回以上、オンラインを含む）、それぞれの団体の経験、力量、特性に応じて、災
害前および災害後の協力ができればと考えていますが、詳細については今後、皆様と検討して
いきたいと願っております。尚、再度、前回の懇談会において決められた規約、同議事録と会
議録および世話人会の議事録抜粋を添付しておりますので会合までに目を通して頂ければ感謝
です。 

■登録申請先 

HTTPS://FORMS.GLE/NTDWHEYQAF65SWDF8 

 

■全国キリスト災害ネット第１回会合 

・会合日程：2020 年 6 月 30 日 午後１時から４時 

・会合方法 オンライン（ZOOM）  

※接続および参加方法については会合の数日前までにご連絡いたします。 

・議題（世話人決定、規約修正案、ネットワークの目的の実現について等。 

※グループディスカッション有り） 

・参加申し込み 6 月 20 日までに以下までご連絡ください。

KKITANO1967@YAHOO.CO.JP 北野献慈 

世話人代表 北野献慈 

副代表 横田法路、佐々木真輝 

山尾研一、石橋憲、山下亘  

キリスト全国災害ネット規約 



＜前⽂＞ 

 近年の⽇本国内における度重なる災害を機に複数の広域災害⽀援団体が連絡会を発⾜させ、

情報を共有し祈り協⼒し合ってきたり、災害の度に超教派災害⽀援団体が全国で⽀援活動を⾏

ってきたりする中、今後予想される地震や津波などの⼤災害に備えて、全国規模の災害⽀援ネッ

トワークが必要であるとの認識が共有されてきた。それにより災害時に正確で迅速な情報交換

と効果的な協⼒を⾏うことを期待し、2019 年 6 ⽉と 11 ⽉に全国の災害⽀援広域ネットワーク

と超教派災害⽀援団体等による懇談会が開催され、協議の末、同ネットが⽴ち上げられた。 

 

1 本組織は「キリスト全国災害ネット」と称する。 

2 本組織は以下の⽬的のために全国にあるキリスト教関連の災害⽀援団体によって構成される

ネットワークである。 

 (１)⼤規模災害に備えて迅速で適切に協⼒できるための仕組みを作っておくため 

 (２)⼤規模災害が起こった時に情報を迅速に分かち合うため 

 (3)災害⽀援について⽇頃から互いの経験と取り組みを分かち合うため 

3 登録団体の名簿を作成する。 

4 少なくとも 1 年に 1 度主に SNS 等を⽤いて会合を⾏う。 

5 世話⼈を選び、会の運営に当てる。 

 (1)世話⼈の⼈数は数名程度とする。任期は 2 年とするが、再任は妨げない。 

 (2)役割はネットワーク拡⼤、名簿管理、会計管理、会合のための準備等を⾏うこととする。 

6 本部を以下に置く(後⽇決定)。 

7 会の運営に関しては献⾦によって賄う。 

８ 規約の変更は世話⼈会で審議し、全体会合で決議する。 

 

２０１９年１１⽉２８⽇ 制定・発⾜ 

 

備考）前⽂については世話⼈会の案で、次回の会議で審議、決定いたします。 

  



全キ災世話⼈会議事録抜粋 

 

＜会議⽇程＞ 

 1 ⽉ 8 ⽇、2 ⽉ 26 ⽇、3 ⽉ 18 ⽇（ライン会議） ※⽉に１度開催 

 

＜参加者＞ 

北野献慈、横⽥法路、佐々⽊真輝、⼭尾研⼀、⽯橋憲、⼭下亘、陪席(書紀)佐々⽊美和 

 

＜主な決定事項＞ 

・世話⼈の役割について代表を北野献慈、副代表を横⽥法路と佐々⽊真輝とした。 

・2019 年 11 ⽉ 28 ⽇の懇談会の議事録、会議録を作成した。 

・規約の前⽂案を作成した。 

・規約の第６項を「本部を代表者の住所に置く」へ変更することを提案することとした。 

・全キ災の登録フォームを作成した。 

・第１回会議を 2020 年６⽉ 30 ⽇午前１１時より午後４時まで OCC で⾏うこととし、集まる

のが困難な場合にはネット会議を⾏うこととした。 

・懇談会の参加団体および JEA に加盟する団体の災害⽀援室等に登録フォーム等の資料を配布

することした。 

 

＜検討事項＞ 

・次回の会議の内容とやり⽅ 

・全キ災の働きについての提案等 

 

備考）現世話⼈会は次回 6 ⽉ 30 ⽇までの暫定の世話⼈会ですので、次回の会議であらためて世

話⼈会を決定することになっております。 

 

 

  



全国キリスト災害⽀援連絡会第 2 回懇談会議事録（キリスト全国災害ネット） 

 

■⽇時：２０１９年１１⽉２８⽇ １１：００〜１７：００ 

■場所：お茶の⽔クリスチャンセンター会議室 411 

■出席者（敬称略、順不同）： 

佐々⽊真輝、⾼⽥さをり、⼤塚史明（3.11 いわて教会ネットワーク）/⽯橋憲（TCDN、TEF 地

震委員会）/⼭下亘（関⻄キリスト災害ネットワーク） /横⽥法路、市来雅伸（九州キリスト災害

⽀援センター）/吉岡創、太⽥直宏（岡⼭キリスト災害⽀援センター）/北野献慈、内⼭忠信、佐々

⽊美和（広島災害対策室）/万代栄嗣（四国キリスト災害⽀援センター）/岩上敬⼈、船⽥献⼀（JEA 

⽇本福⾳同盟）/川上直哉（東北ヘルプ）/永井敏夫、⼭尾研⼀（クラッシュジャパン）/清家弘久

（ハンガーゼロ）/⻑下部穣（ワールド・ビジョン・ジャパン）/中台、根⽥祥⼀、松下瑞⼦（DRC

ネット）/宗⽥信⼀（⽇本同盟基督教団教団総主事）/吉⽥有（救世軍）、⾓本尚彦（⽇本バプテ

スト連盟⻘森教会）/⾼橋拓男（福島県キリスト教連絡会）/三浦寿夫、⽥名邊義之（⽇本キリス

ト合同教会）/神⼭みさ、千代延⼤介（アーティスト）/菅原豊（JECA）/横⼭誠（⽇本福⾳⾃由

教会協議会）/吉澤慎也（ＫＧＫ 東海地区責任主事）/菅野直基（クリスチャン防災⼠ネット）/

天野亮（⽯巻クリスチャンセンター）/井⼿下（⽇本ナザレン教団）/廣⽥信之（北信州キリスト

教会災害対策室）/中⽥朗（クリスチャン新聞）/千葉明徳（CGNTV）/松⾕信司（キリスト新聞）

/野⽥沢（⽇本基督教団）以上 41 名 

 

■議事 

１. 本会議の呼びかけ⼈である北野献慈師と横⽥法路師が司会進⾏を⾏った。 

２. 横⽥師より本会議のお勧めが⾏われた。 

３. 北野師より本会議のこれまでの経緯の説明、第 1 回懇談会の結果およびそれを受けた本会議

の議題である規約案についてアジェンダの確認と説明が⾏われた。各テーブルごとのディスカ

ッションののち修正案が提出され以下について修正が決定した。 

3.１. 前⽂の加筆。 

3.２. 規約４項⽬２の削除。 

3.３. 規約５⽂⾔「運営にあてる」に変更。 

3.４. 団体名称を「キリスト全国災害ネット」に変更。通称は全キ災。 

４. 上記の修正ののちその他の規約内容については変更なしで全会⼀致の承認を得た。 



５. 規約承認後、規約２の 3 つの⽬的と具体的な⽅策について話し合われた。話し合いの発表と

それに対する応答と提案として準備委員会よりホームページ例およびマップアプリの説明がさ

れた。参加者による話し合いと提案は記録担当による整理後、後⽇メールにて準備委員会より参

加者へフィードバックすることとした。北野師より 2020 年 5 ⽉または 6 ⽉に次回の会議の開催

が提案され参加者の賛成により決定した。また現準備委員が来年の全体会合まで暫定的な世話

⼈となり、申請書を作成配布し各団体に加盟して頂くこととする。 

６. 閉会の祈り 祈りをもって閉会した。 

 

■資料＜規約＞ 

規約前⽂ 準備中 

＜キリスト全国災害ネット規約＞ 

1 本組織は「キリスト全国災害ネット」と称する。 

2 本組織は以下の⽬的のために全国にあるキリスト教関連の災害⽀援団体によって構成される

ネットワークである。 

 (１)⼤規模災害に備えて迅速で適切に協⼒できるための仕組みを作っておくため 

 (２)⼤規模災害が起こった時に情報を迅速に分かち合うため 

 (3)災害⽀援について⽇頃から互いの経験と取り組みを分かち合うため 

3 登録団体の名簿を作成する。 

4 少なくとも 1 年に 1 度主に SNS 等を⽤いて会合を⾏う。 

5 世話⼈を選び、会の運営に当てる。 

 (1)世話⼈の⼈数は数名程度とする。任期は 2 年とするが、再任は妨げない。 

 (2)役割はネットワーク拡⼤、名簿管理、会計管理、会合のための準備等を⾏うこととする。 

6 本部を以下に置く(後⽇決定)。 

7 会の運営に関しては献⾦によって賄う。 

８ 規約の変更は世話⼈会で審議し、全体会合で決議する。 

 

２０１９年１１⽉２８⽇ 制定・発⾜ 

  



全国キリスト災害支援協力会懇談会（キリスト全国災害ネット）会議録 

日時：2019 年 11 月 28 日 

 

＜規約案についての議場からの意見メモ＞  午前 11-13 時 

・一元化 → 情報を収集し協力する 

・活動は 2-(4)に集約「大規模災害時に迅速で適切に協力できるための仕組みを作っておくため」 

・団体で構成…団体でない場合、個人の場合どうするか・・・ 

 →全国の教会となると大規模になりすぎるので、各地域のネットワークをメインに。 

※ある程度おおきなまとまり同士でまず連携しそのあと地域毎に細分化はどうか。一方でたとえば

この度の青森のケースのようにこれからその地域で立ち上げる前提で暫定的な形で加わるのはい

いのではと準備委員会として考えている。 

 

・異端などにも注意が必要（キリスト教関連の災害支援団体の位置づけ・・・定義づけが難しい）今

後の課題として。※運用のガイドラインをつくる際など。 

 

・これから災害に備えて立ち上がる地域・グループ同士の情報交換があると良いのではないか 

・当協力会の立ち位置。リーダーシップを発揮するのか、連絡会として担うのか。特に初動の際に

重要。災害時にまずは協力会に集め、それを各地に発信するのが良いのでは。 

 →災害時の情報共有と協力体制の調整。指導的な活動ではなく。※どことどこが協力するなどの

情報が発信される中で自由に協力が発生していくことを想定している。協力会でどことどこ協力し

て下さいなどということではない。 

 

・献金・・・会合など集まるために用いるのか（最小単位）、初動の際に救援活動や資金提供が出来

る規模で予算を立てるのか、決めていく必要があるのではないか。 

 →災害時の初動で必要な資金を提供出来るようにできたら。協力会が発足し実働していれば、

大災害の際に海外などからも献金が入って来る可能性が。基金を作るなど。 

・献金 2・・・スポンサーや会費なども検討するのはどうか。献金の窓口はどうするか。 

 

・ネットワークの為の SNSやネット上の掲示板や情報共有の場があればよいのでは。 

※ �どこでなにが起こっているのか全然わからない報道の関係者も知らない中で実は活動し

ていたということが多々あった。一括で見れるような掲示板というのは確かに必要を感じる。それだ



けでもこの協力会の意味があると思われる。 

 

・カトリックや日本基督教団などとも連携、協力出来たら良いのでは。 

・全国で 6つの地域でそれぞれ本部を置くのは？ 

 →※世話人の負担を考慮し※息の長い活動を念頭に置くと、本部は一つで、それぞれの地域団

体に自由度がある方が良いのでは。 

・災害の規模と場所に関しての定義は？大規模とは？小※中※規模でも助けてほしい。 

 →毎回発生する度に全域的に活動するのではなく、大規模の際は全国で連携し、小規模の場

合は近隣、地域ネットワークで協力していくなどをイメージしていた。※例えば南海トラフ、首都直

下、中部の大震災くらい大規模さ、また今回の台風 19号のようにある程度広域で起こっていくよう

なもの、大規模とは言えないかもしれないが、地域にとってはかなりの大規模なやられ方がされた

2018 年西日本豪雨災害、一部ありうるか。小規模大規模いずれにせよどういう協力できるかという

のはネットワークの中でそれぞれ協力できるところが自由に協力すれば良いのではないか。 

・教会団体だけでなく企業など、経済的な支援も可能な各種団体にも範囲を広げるのは？ 

�※一旦規約は規約として決め運用の際考えるのもありか。企業であればどんな団体でも良

いのかということもあるかもしれない。 

・名称「全国キリスト災害支援協力会」→「全国キリスト教災害支援協力会」にしては。※キリスト教と

した場合異端も入りにくい。 

・名称に「支援」が入ることで、支援する団体と受け取られるかも知れない。 

・規約改正の際の決議機関はどうするのか。→年 1 度の会合で修正するなど。検討必要。※細か

い点については運用細則のなかで決めてはどうかと考えている。 

・協力会に入る為の審査は（推薦を受け付ける等）？ 

→正当プロテスタント教会であること。最低限の審査を世話人会で行うなど。 

・協力会発足の経緯をもっと詳しく（前文を）運営規約に入れる。 

・活動の予算、必要が満たされる根拠はあるのか。→やり方、活動内容・頻度で予算が変わってく

る。協力会の形が定まってきた中で決めるのは。※途中必要であれば会費形式など。 

・「5 世話人を選び、会の運営に当てる。」では？ 

・規約２．（２）と２（４）は同じような内容なのでまとめても良いのでは。 

・順番も２．（４）を最初に持ってきては。 

 



＜運営規約修正意見＞ （午後）14:00 

 

◆名称について 

・「全国キリスト災害支援協力会」（現状のまま） 

・「全国キリスト教災害支援協力会」 

・「全国キリスト・災害対策ネットワーク」 

・「全国キリスト災害ネット」 

・「キリスト教全国災害ネット」    

・「キリスト全国災害ネット」    通称 全キ災 

・「全国キリスト災害支援団体協力会」 

 

・略称、呼称がより大事。正式名はこれでもよい。 

・「教」には抵抗あり / 宗教色が出てしまう / 企業からは支援を得にくい 

 学校法人などからも「教」が無い方が送り出しやすい 

・「教」とすることで他宗教との協力がし易い。 

・「教会」とすると公益財団法人など加盟や献金は難しい（YWCA等） 

・「支援」は協力会の性質として重い。 

・「対策」を入れる案も。 

・ネットワークは緩やか？ 国際的にはネットワークに。※国際的な流れは確実にネットワークに傾

いている。たとえばローザンヌ運動強調。各国の代表協力関係もあるが縦横無尽に自由に時代の

必要に応じてというときネットは一般社会でもイメージがある。「緩い」「なにもしない」というわけでは

ない。 

・次の世代にはネットは印象が良い。漢字だけでは・・・ 

・※どこからの献金を想定するかによって違うのでは �たしかに企業の寄付が難しい名称もあ

るかもしれないが支援ではあるけれども最終的に地域の方にキリストに出会って欲しいが名前がな

ければ難しいという経験もある。伝道するわけではないが名前があるからこそあえてもくもくと仕えて

いくことができる。 

・※～教でも～者でもどこに向かってこの団体が向かってくかっていうことでは。業界としてはキリス

ト教というくくりの中でなされると考えれば、対皆さんと接するのは各団体でありここはそういう役割

は担わない。そのためキリスト教でいいのではないか。 

 

・「キリスト教全国災害ネット」   通称キリ災  6 



・「キリスト全国災害ネット」    通称全キ災  28  

 

★グループディスカッションタイム★  

「キリスト全国災害ネット」本ネットの目的について  

具体的にどのように協力できるか 

(１)大規模災害に備えて迅速で適切に協力できるための仕組みを作っておくため 

(２)大規模災害が起こった時に情報を迅速に分かち合うため 

(3)災害支援について日頃から互いの経験と取り組みを分かち合うため 

 

・現状の各地域のネットワーク※をまずこのネットワークが把握し情報収集し、それを全国ネットに

集約しまた発信する。 

・掲示板で被災のリアルタイムページと、支援を送れるボランティアを送れるという掲示板とをマッチ

ングする働き。※またそれが外から見える形で 

・外からの支援を受ける窓口として事務局が必要。 

・マップで見れるアプリを作る 

・備えとして各地で学びの場を 

・会議は手弁当で良いのか？遠方からの参加者に交通費支給など 

・支援する方のケアも大切 

・初動に重きを置くのか中長期的な活動になるのか。※それによりケアについても変わってくる。 

・情報管理・集約する窓口や媒体（※たとえば JEA）はあるが、どう集約していくか（※以下とも繋が

ること）。きめ細やかな支援の窓口の紹介が出来るよういする仕組みはどうするか。※お金の出所

など。 

・災害時の実務者の顔合わせ、会議が事前に出来ると良い。 

・災害支援、防災セミナーが出来る方（災害専門職）を各地に派遣する、またそれができるようにし

ておく 

・各災害支援団体、スタッフとの連携を持てるように準備する 

・人材バンク（職人や医療系など災害時の従事者、経験者）を作る。人材がいても災害時は所属先

に縛られるので、フリーな方を見つけておく 

・※たとえば九キ災の募金システムのように有事にすぐ動くお金の体制。 

・企業との連携を図る 

・全キ災から全国の教会に、行政との繋がりを推進していく。 

・全キ災自身がするのではなく、各地域団体がしていくように後押しする。 

・全キ災認定の災害対応スタッフを作っていく 



・災害時の同時多発的な対応の為に災害前から信頼関係を作っておく（※例えば岡キ災は信頼

関係の築かれた三役いたため多発的事項に対象できた） 

・災害前に関係構築や啓発活動を日頃から行う 

・IT活用(YMCAのツール活用が役に立った)。 

・災害時の失敗談や経験を伝えていく。記録集を残していく 

・災害時の拠点となる教会、学校や、※宿泊可能施設（キャンプ場など）、備蓄状況などの情報を

集める。 

・※地域の人脈ある人物見つけておくことの重要性。 

・これから地域ネットワークを作る地域に具体的なノウハウを伝えられるように 

・キリ災ではなく全キ災がいい。 

・災害時に地図や掲示板を活用したサイト、アプリなど用いる。※例えばここがいま災害拠点になっ

ているなどわかるようなマップ。掲示板は情報共有日頃の協力あるいは運営として互いの教会ある

いは支援団体のゴール違いはあるが日頃からうけいれあっておけるような体制を整備するツール。 

・※ボランティアは牧師同士でも温度差あるもの。有事の時一緒にボランティアを組織同士で繋が

っておいて一緒に行ってみるなど日頃からの協力重要。 

・研修やノウハウをリスト化して HPに掲載・蓄積する 

・メールでの問い合わせを HP上で意見交換出来る場となれば。 

 

＜確認事項＞ 

・来年もまた実際に会って会合を。 →2020 年 5-6月頃で調整。※それまでメールで共有など。 

・交通費などについて 

（本日の献金 64,000円程） 

遠方からの参加者には各地域団体からの補助や、会合での献金、余剰金から補助をすることも検

討。経済的に厳しい参加者ご相談ください。 

・事務機能 

 既に事務所と人員がいる団体に当たる予定。 

・通称、略称について 

キリスト全国災害ネット 

・略称 

キリ災 3、全キリ△（他と被る）、キリ災ネット 5、全キネット 1、全キ災 21 

 

以上。 


