
It is more than 7 years since the CWS Japan

office was re-opened in 2011, after the Great

East Japan Earthquake and Tsunami. Since 2011,

the CWS Japan team, along with its partners,

have tirelessly worked with different stakeholders

to ensure best outputs of each and every

initiative. CWS Japan has not only worked in

response to Tohoku and Kumamoto disasters,

but it also tried to share these experiences with

other vulnerable Asian countries in different ways.

With all the global development, disaster,

climate change and urban, and humanitarian

frameworks in place, this is now time for

collaborative actions, and to make changes in our

societies. For that, CWS Japan emphasizes three

basic elements: 1) professional expertise, 2)

innovation and 3) multi-stakeholder networks.

Professional expertise is essential base for any

organization, and CWS Japan is no exception for

that. We need to maintain our expertise in

emergency response and risk reduction, which is

linked to the second point, which is innovation.

Innovation does not always mean state of art

technology. To me, innovation is the state of art

application. CWS Japan focuses on these grass-

roots innovation, which serves the people and

community’s needs the most. The third and final
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emphasis is on multi-stakeholder networks,

where CWS Japan works with governments,

international agencies, other civil societies,

private sector actors and academics.

As the new Chairperson of the Board of CWS

Japan, I would like to note that our work focuses

on the following areas: 1) High level policy

advocacy with strong local evidence: we work

closely with the communities, gather evidence on

different issues and make collective policy

advocacy at the highest level, 2) Demand driven

innovation: to cover the last and the longest mile,

we need to know communities’ needs and to

bridge to them with innovative technologies and

approaches, 3) Complex emergencies: the world

is moving to deal with complex emergencies,

including climate fragility, and we need more

evidence based actions on these types of

emergencies.

I thank all of you who supported and

cooperated with CWS Japan over years, and

hope that your support and partnership will

continue in the coming years. I also invite other

partners to join hands with us for this important

mission towards achieving resilient communities.

I very much look forward to our collective

learning and action.

Rajib Shaw

Board Chairperson

CWS Japan

CWS Japan
新理事長就任のご挨拶



2月より日本NGO連携無償資金協力事業であるア

フガニスタン防災力向上プロジェクトが2年目を迎え、

この5月に、アフガニスタンから11名の研修員を招聘

し、本邦研修を開催しました。2年次は、ナンガハール、

ラグマン県内の別の地域を対象に政府関係者、大学教

員、地域住民の8名に加え、3名のプロジェクトスタッ

フ（CWSA: Community World Service Asia）に

よってハザードマップ製作チームが結成されました。

今年度のメンバーは、20代～30代と若い世代が集めら

れ、これからのアフガニスタンをしょって立つ若者へ

の推薦者達の期待が感じられました

研修参加者は、連休明けから1週間、国土防災技

術株式会社技術本部にてハザードマップ作成に必要な

技術を習得するためのGIS研修を受講しました。アフ

ガニスタンの公教育では、地図学習は行われていない

ことから、一般市民の間に地図文化が普及していませ

ん。そんな環境で生まれ育った彼らにとって、慣れな

い等高線の地形図を見ながら地形判読の仕方を学び、

地形図上に危険区域を設定する作業は全てが初めての

体験でした。その上、CWSAスタッフを除く全ての参

加者にとって、来日することも初めのことでした。中

には、アフガニスタンから外に出たことがない参加者

もいました。敬虔なイスラム教徒の彼らが、全くの異

文化の日本で1週間過ごすということは大変な挑戦だっ

たことでしょう。1週間の研修では、技術習得のための

座学演習だけでなく、日本の土砂災害被災現場を訪問

し、行政の防災対策を各関係者から学ぶという機会も

得ました。昨年度に続き、今年度も3年前に洪水被害に

遭った茨城県常総市と2年前に土砂災害が発生した群馬

県沼田市柿平の被災現場を視察しました。写真や講義

を聴くだけでなく、実際の現場に足を運び、自分達の

目で地図上の危険警戒区域の地形を確認し、巨大な防

災構造物を目の前にすることで、これから自分達が製

作しようとする地域のハザードマップがより身近にリ

アルに感じたことだと思います。

最終日には、ハザードマップを基に製作する防災

マップにはどのような視点を入れていくべきかを参加

者間で話し合いました。筆頭に挙げられたのは、日本

と同じように避難所や避難経路、学校や公民館などの

公共施設などの場所と連絡先でした。興味深かったの

は、非常持ち出しリストや地域の災害履歴なども含め

られていたことです。最後に、製作チームとして、今

後の活動計画づくりを行い、活動内容とスケジュール

について合意形成を図りました。

（文：プログラムマネージャー 牧 由希子）

アフガニスタン「ナンガハール、ラグマン
県コミュニティ防災力向上事業」本邦研修
開催報告

1週間の本邦研修を終えて
笑顔を見せる参加者

CWS Japan も 主 要 メ ン バ ー を 務 め る

「NGO2030」という動きがこの度始動しました。もと

もとは、2015年及び2017年に日本国際交流センター

が主催したプログラムとして、日本のNGO関係者、お

よび国会議員の訪米ミッション が企画され、米国の

NGOセクターの著しい成長を参考にしつつ、「日本の

NGOの成長ビジョンを策定するべき」と感じた有志で

スタートし、今月から本格的にNGOセクター、経済界、

アカデミア、議員、政府などと、今後の国際協力NGO

のあるべき姿を議論して参ります。

今後、NGOがどのような役割を担っていくべきか

を真剣に検討し、積極的にその担うべき役割、進むべ

き方向性を対外的にも示していく必要があります。ま

た、そのビジョンに沿った能力を更に強化し、広く社

会に価値を認めて頂けるセクターになれるよう、CWS

Japanも今後リーダーシップを取っていく所存です。

（文：事務局長 小美野 剛）

「NGO2030」が始動しました。


