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ジャパン ・プラットフオーム(JPF)は、2000年設立以来、世界各地における自然災害による被災者、紛
争による難民・国内避難民に対し、NGO・経済界・政府等が連携・協力しながら、迅速で効果的な緊急
人道支援を実施してきました。各得意分野をもつ加盟NGOとともに、50以上の国 ・地域において、 総
助成額720億円、130プログラム、1,800事業以上の支援活動を展開してきました※1。

　コソボ難民への人道支援が世界中に求められていた中、日本のNGOの多くは 単独で迅速な支援を行う財政基盤が十分でなく、
日本はプレゼンスを示すことができませんでした。この経験を教訓とし、NGO、経済界、政府が対等なパートナーシップのもと、
日本の緊急人道支援のスピーディかつ効果的な実施という目的に向かって連携する新しい仕組み「ジャパン・プラットフォーム」 
が考案されました。

●1999年　プラットフォーム構想

●JPF初の支援活動として
　モンゴル雪害支援
　（2001年1月～ 2001年2月）

●JPF初の国内活動として
　新潟県中越沖地震被災者支援
　（2007年7月～ 2007年12月）

●アフガニスタン人道支援
　（2001年8月～ 2004年8月）

●イラク人道支援
　（2002年11月～ 2009年12月）

●リベリア人道支援
　（2004年2月～ 2006年5月）

●スマトラ島沖地震被災者支援
　（2004年12月～ 2006年2月）

●スーダン・ダルフール
  人道支援
　（2005年2月～ 2007年2月）

●ハイチ地震被災者支援
　（2010年1月～ 2012年12月）

●ミャンマー少数民族
　帰還民支援
　（2013年4月～ 2017年3月）

●南スーダン緊急支援2014
　（2014年2月～ 2016年5月）

●広島土砂災害被災者支援
　（2014年8月～ 2015年8月）

●フィリピン台風ハグピート
　被災者支援2014
　（2014年12月～ 2015年5月）

●パレスチナ・ガザ
　人道支援2014※3
　（2014年8月～）

●イラク国内避難民支援
　2014※2
　（2014年6月～ 9月）

●東南アジア水害被災者
　支援2013
　（2013年10月～ 2014年5月）

●フィリピン台風30号
　（ハイエン）被災者支援
　（2013年11月～ 2014年5月）

●アフガニスタン・
   パキスタン人道支援
　（2010年7月～ 2016年1月）

●パキスタン水害（2010）被災者支援
　（2010年8月～ 2011年8月）

●東日本大震災被災者支援
　（2011年3月～）
　【寄付受付中】

●東日本大震災被災者支援
　5年目に向け、「福島支援
　強化」方針を決定
　（2015年1月～）

●アフガニスタン
　人道支援2016
　（2016年2月～ 2017年7月）

●アフガニスタン帰還難民
　緊急支援2017
　（2017年2月～ 2018年3月）

●スリランカ洪水被災者支援
　2017
　（2017年6月～ 2017年9月）

●ミャンマー避難民人道支援
　（2017年10月～）
　【寄付受付中】

●アフガニスタン
　人道危機対応支援
　（2018年4月～）
　【寄付受付中】

●イエメン
　人道危機対応支援※4

　（2018年3月～）
　【寄付受付中】

●イラク・シリア
  人道危機対応支援※2

　（2018年3月～）
   【寄付受付中】

●南スーダン
　難民緊急支援※5

　（2018年3月～）
   【寄付受付中】 

●西日本豪雨
　被災者支援2018
　（2018年7月～）

●インドネシア・
　ロンボク島
　地震被災者支援2018
　（2018年8月～ 2019年12月）　

●南スーダン
　人道危機対応※5

　（2018年9月～ 2019年11月）

●パレスチナ・ガザ
   人道支援※3

　（2018年9月～）
　
●北海道地震被災者支援2018
　（2018年9月～ 2019年6月）
　●インドネシア・
　スラウェシ島
　地震・津波被災者
　支援2018
　（2018年10月～）
　

●アフリカ南部
　サイクロン
　被災者支援2019
　（2019年4月～）
　
　●ウガンダ国内コンゴ
   民主共和国難民
   緊急対応支援
　（2019年5月～）
　
　●ベネズエラ　避難民支援
　（2019年9月～）
　
　●台風15号　被災者支援2019
　（2019年9月～）
　
　●令和元年
　台風被災者支援
  （台風15号、台風19号）
　（2019年9月～）
　
　●イラク北部・シリア
   北部緊急支援
   （2019年12月～
    2021年3月）
　
　

●モンゴル雪害対応
　2016/2017
　（2016年4月～ 2018年3月）

●イラク・シリア
　人道危機対応※2

　（2016年3月～）

●熊本地震
　（九州地方広域災害）
　被災者支援
　（2016年4月～）

●エクアドル地震
　被災者支援
　（2016年5月～ 2016年6月）

●南スーダン支援※5

　（2016年7月～）

●ハリケーン・マシュー
　被災者支援2016
　（2016年10月～ 2017年1月）

●イラク・シリア難民・
　国内避難民支援※2

　（2015年2月～）
　

●ネパール中部地震
　被災者支援2015
　（2015年4月～ 2016年5月）
　

●イエメン人道危機対応※4

　（2015年10月～）
　

●南スーダン人道支援
　（2012年4月～ 2014年3月）

●シリア紛争人道支援※2

　（2012年11月～ 2015年2月）

●パキスタン地震被災者支援
　（2005年10月～ 2009年8月）

●スーダン南部人道支援
　（2006年4月～ 2012年3月）

●ミャンマー・サイクロン
   被災者支援
　（2008年5月～ 2010年12月）

●スリランカ北部人道支援
　（2009年3月～ 2012年11月）

情報収集とニーズ調査のため、上陸前にJPFと
加盟NGOスタッフから成る初の緊急初動調
査チーム出動

■-ジャパン・プラットフォーム
　 評議会（現・常任委員会）準備会設立
　-任意団体としてジャパン・プラットフォーム設立
    （2000年8月）

■特定非営利活動法人格取得
　NPO法人ジャパン・プラットフォーム（JPF）に
　（加盟NGO、15団体に）
　（2001年5月）

■事務所を東京・大手町ビルに移転
　（2002年10月）

■JPF学生ネットワーク発足
   （2003年12月）

■賛助会員制度導入
　（2006年2月）

■認定NPO法人取得
　（2006年8月）

■設立10周年
  ワークショップ開催
  （2010年8月）

■宮城県・仙台に
　東北事務所を開設
　（2011年3月）

■ヤンゴンにJPFミャンマー事務所開設
　（2013年3月）

■NGO能力強化研修
　プログラム3年計画開始
　（2013年4月）

■加盟NGO、40団体に
　（2013年5月）

■国連難民高等弁務官事務所 （UNHCR）・JPF共催
  「世界難民の日」シンポジウム
　（2013年～ 2017年6月）

■「日経ソーシャルイニシアティブ
    大賞」でファイナリストに選出
 
■事務所を東京・麹町
   に移転
　

■第3回国連防災会議
　（2015年3月）

■JPF15周年記念
　シンポジウム　
　（2016年1月）

■JPF・国際移住機関（IOM）・
UNHCR共催　

   ミャンマー避難民の人道
危機、難民と移民の諸課題
に関する円卓会議

　（2018年3月）

■International Council of 
Voluntary Agencies

   (ICVA)に加盟
　(2018年11月)

■ヤンゴンJPFミャンマー
　事務所閉所
　（2016年1月）

■Emergency Appeals Alliance(EAA)に加盟
　

■全国災害ボランティア支援団体
  ネットワーク(JVOAD)に加盟
　

■JPF・マスコミ倫理懇談会全国
協議会共催

   災害報道研修会「災害時に何
をどう発信するのか～メディ
ア、NGO、自治体による効果
的な災害対応のために～」

　（2017年2月）

■「あれから８年、福島の
   いまとこれから～国内
避難の教訓を世界へ～」

   （第７回メディア懇談会）
　（2019年2月）

■中学生・高校生が社会課題の解決/SDGs達成に
挑戦する「17 Goals Project」開始

   （2020年2月）

■“医療現場の声”オンラインイベント
　「今、あなたや家族が新型コロナにかかったら ～
NY、東京、大阪の医療現場を支える看護師/医師
のリアルな声を聞く」

 

■JPF×ART Project
　「奈良美智トークイベント：
   シリア難民の生活を体験」
　（2019年6月）

■冬を迎えるシリア難民
への支援キャンペーン

  『THINK ABOUT A
  REFUGEE』 
　（2019年11月）

■休眠預金等活用事業の資金
分配団体に決定

　（2019年12月）

●新型コロナウイルス
   対策緊急支援
　（2020年1月～）
   【寄付受付中】
　 (2021年6月～ 
　 新型コロナインド変異株
    危機対応支援 )
　
　●害虫被害緊急支援
　（2020年4月～）
　
　●バングラデシュ・
   サイクロンアンファン
   被災者支援
　（2020年7月～ 2021年2月）
　
　●2020年7月豪雨災害支援
   （2020年7月～）
　
　
　
●ベイルート大規模
  爆発被災者支援
   （2020年10月～）
　
　
　

●シリア森林火災
   被災者支援
   （2021年1月～）
　
　
　

●東日本大震災
   被災者支援
  （福島支援）
   （2021年1月～）
    【寄付受付中】
　
　
　

●ミャンマー避難民
   キャンプ大規模火災
   緊急対応
　（2021年４月～）

　
　
●ガザ地区人道危機
   緊急対応
   （2021年5月～）
　
　

■東日本大震災
   「共に生きる」
　ファンド支援開始
　（2011年5月）

※ 年表には2021年６月までに開始した主な活動を掲載しています。
※1：2021年3月未時点　　　
※2：2012年11月より実施している、シリアの人道危機によって発生した国内避難民および周辺国に逃れた難民への支援、2014年6月に出動を決定したイラク国内における避難民の支援

について、効果的、効率的に対応していくため、 2015年2月より「イラク・シリア難民・国内避難民支援」として統合し、2016年3月より「イラク・シリア人道危機対応」、2018年3月よ
り「イラク・シリア人道危機対応支援」にプログラム名を変更して実施しています。

※3：2014年 8月より実施している「パレスチナ・ガザ人道支援 2014」は、2018年 9月より「パレスチナ・ガザ人道支援」にプログラム名を変更して実施しています。　
※4：2015年 10月より実施している「イエメン人道危機対応」は、2018年 3月より「イエメン人道危機対応支援」にプログラム名を変更して実施しています。　
※5 ：2016年 7月より実施している「南スーダン支援」は、当該国の国内避難民および周辺国に逃れた難民への支援について、効果的、効率的に対応していくため、2018年 3月より「南スー

ダン難民緊急支援」、2018年 9月より「南スーダン人道危機対応」に分けて実施。2019年 12月からは、「南スーダン難民緊急支援」に統合して実施しています。

2020年7月豪雨災害支援                     ©JH2020年7月豪雨災害支援                     ©JH

熊本地震被災者支援 火の国会議   ©JPF熊本地震被災者支援 火の国会議   ©JPF

イラク・シリア人道危機対応支援                               ©JPFイラク・シリア人道危機対応支援                               ©JPF

ミャンマー避難民キャンプ大規模火災緊急対応
                           ©Ummay Habiba/Save the Children
ミャンマー避難民キャンプ大規模火災緊急対応
                           ©Ummay Habiba/Save the Children

（2016年2月）
　

（2020年10月、12月）

(2016年11月)

（2014年6月）

（2014年3月）

32 33


