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『全世代通信』 第 35 号 2020/6/13 コロナ専門家有志の会報告 

認定NPO 法人「全世代」メールマガジン http://zensedai.org 
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世界的猛威を振るう新型コロナウイルスの見通しは不明ですが、皆さまはいかがお過ごしで 

しょうか。ご承知の通り尾身茂代表理事は政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

等で八面六臂の奮闘を続けております。私たちも率先して感染防止対策の徹底を図る『新し 

い生活様式』を身につけていこうではありませんか。 

今号は全世代「地方ガバナンス会議」の中心メンバーである仁木崇嗣（にき たかつぐ）理 

事から、ネットを活用した新型コロナ渦のリスクコミュニケーション活動を紹介します。 

非常事態宣言により 5月に予定していた全世代第 10回フォーラムは延期を余儀なくされまし 

た。通常フォーラムの折、正会員会費、賛助会員会費等納金をお願いしていましたが、この 

ような非常事態にご理解され、下記＜事務局から＞をご覧頂き入金、ご協力をお願いいたし 

ます。 

（このメールマガジンは会員はじめ、私たちの活動にご理解、ご支援を期待する皆さまへお 

送りしています） 

 

▼今号の内容 

＜1＞ コロナ専門家有志の会報告 

＜2＞ 第 10 回フォーラム延期 第 14 回理事会、令和年度社員総会について 

＜3＞ 昨年度の活動報告と今年度の計画概要 

＜4＞ 事務局から 
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＜1＞コロナ専門家有志の会報告 仁木崇嗣理事 
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コロナ禍に関連して、尾身先生からのご要請により 3月末より「新型コロナウイルス感染症 

に関する専門家有志の会（以下、コロナ専門家有志の会）」の活動に「地方ガバナンス会議」 

の参加者と共に従事させていただいておりました。その概要についてご報告いたします。長 

文ではありますが、かつてない事態には新たな試みが問われているとの認識を共有頂ければ 

幸いです。 

 

1.コロナ専門家有志の会ウェブサイトについて 

最初に、私たちがお手伝いしてきた「コロナ専門家有志の会ウェブサイト」について簡単に 

ご説明申し上げます。このウェブサイトは、政府対策本部の専門家会議や厚労省クラスター 

対策班等の専門家 21名で組織された「コロナ専門家有志の会」を発信主体として、一般市民 

に向けた迅速でわかりやすい情報発信と信頼できる情報ソースを集約し、人々との連帯を強 

め、行動変容を促すことを目的として立ち上げられました。 

 

最初の記事は尾身先生からのメッセージです。 

▼「全世代の皆様へ」 

https://note.stopcovid19.jp/n/n384496a8bc8d 



 

2.本プロジェクトの概要と成果 

本プロジェクトには、全世代からは、私と関水康伸さん（株式会社 PROVIGATE 代表取締役） 

と奈須野文槻さん（東京大学大学院 総合文化研究科）、伊藤美奈子さん（株式会社一助代 

表取締役）が関わっており、私がとりまとめ・調整役を担い、戦略立案を関水さん、記事の 

投稿作業などの実務サポートを奈須野さん、ネットでの拡散状況などの調査を伊藤さんにお 

手伝いいただきました。また、藤井純さん（株式会社 C&D代表取締役）にも都度相談に乗っ 

ていただきました。 

 

以下のウェブサイトに関する紹介ページに実働統括として全世代の名称を記載しています（ 

このページには、有志の会メンバーや運営ポリシーの他、情報伝達にご協力いただいた皆さ 

まのご紹介をしています）。 

 

▼このサイトは専門家と民間有志によって運営されています。 

https://note.stopcovid19.jp/n/n024e2ebc7387 

※ご本人の諸事情によりこのページに関水さんのお名前は載っていませんが、関水さんは極 

めて重要な役割を担っていただきました。 

 

なお、立ち上げまでの経緯としては、3 月 29 日に尾身先生から電話でご連絡をいただいた後 

に、私から関水さんに相談し、ブレインストーミングを開始、4 月 1 日に本プロジェクトの主 

導的お立場である専門家会議委員の武藤香織先生からご連絡をいただき、企画に着手し、本 

格的なチーム組成を開始しました。様々なご縁がつながり、多くの方のご尽力を得て、ウェ 

ブサイトと Twitterを企画着手からわずか 5 日間でリリースすることができました。 

 

立ち上げまでの詳しい経緯や取り組みの全体像等については、4 月 23 日に日本記者クラブで 

武藤先生と一緒に会見を行った際のスライド資料にまとめてあります（日本記者クラブでの 

記者会見は、全世代理事の前野一雄さんにアレンジいただきました）。 

 

▼「専門家有志の会」の全世代に向けた新しいコミュニケーションの取り組み 

https://ka-shien.box.com/s/bdq899hhj2fjwfj1pa88n9nquwzkjm1y 

 

上記資料にあります通り、本プロジェクトでは、noteと Twitter が主な手段となるため、そ 

の成果を測定可能なアウトプットとアウトカムとして 6/6 時点での数値を紹介いたします（ 

「コロナ専門家有志の会」としては、専門家同士の勉強会や情報共有、メディアコミュニケー 

ションなど、私たちが関わっていない領域でのご活動もございます）。 

 

＜6/6 時点での実績＞ 

●アウトプット 

・サイト記事投稿数 31記事（サイトの説明記事含む） 

・Twitter投稿数 44 ツイート 

 

●アウトカム 



・サイト PV数 約 285万 5千 PV 

・サイト UU 数 約 112万 7千人（Google analytics での計測は 4/7 から開始） 

・Twitterフォロワー数 約 16万 9千人 

・Twitter表示総数 約 4,370 万回 

・メディア掲載 テレビ・ネットニュース多数 

 

流行が抑制され、世間的に新型コロナへの関心が薄まっている現在においては数値の伸びは 

鈍化していますが、非常事態宣言直前にリリースできたことで、当初の立ち上がりから、様々 

な情報が錯綜するリスク状況下において多くの注目を集め、一定の役割を担えたと考えてお 

ります。 

 

3.本プロジェクトの意義 

ここでは、私の個人的な主観を交えて、本プロジェクトの意義について考察を述べたいと思 

います。 

 

前述の数値に現れている通り、多くの方に情報を届けることができました。このことは、新 

型コロナウイルスは未知の感染症であり、それへの対応も社会が初めて経験することが多く、 

信頼できる情報に対する欠乏感（需要）が社会に存在していたことが影響したと考えていま 

す。従って、たとえ私たちでなくとも（例えば大手広告代理店などでも）似たような結果に 

なったと思います。 

 

しかし、そもそも、専門家助言組織が制度的に整っておらず（専門家会議は極めて不安定な 

立場です）、予算も人員も無い中で自発的に立ち上がった「有志の会」であり、時間的余裕 

の無い緊急対応であったことを踏まえると、事業者への業務委託は難しく、非営利組織が中 

間に立ち、事業者やプロフェッショナルの方々がプロボノでサポートする体制は極めて効率 

的であったと考えています（念のため、広報予算として全世代から支出可能な額を確認させ 

ていただいておりましたが、1 円も使うことはありませんでした）。 

 

逆に経済性を考慮しない「共感」や「使命感」に基づく連携であったために、超一流のプロ 

フェッショナルの方々に参画いただけたと考えています。大きな共通価値のためにそれぞれ 

の自律的意志に基づき、それぞれができることで貢献する、まさに「共創」が起きていたよ 

うに思います。とりわけ note社の全面協力を得られた事が大きかったのですが、同社はベン 

チャーキャピタリストを通じて紹介いただきました。平時から社会変革を志向し最先端領域 

に存在しているベンチャーエコシステムのバックアップがプロジェクトの推進に大きく寄与 

したと考えています。 

 

このような「共創」や「社会変革志向」などの要素はポストコロナの世界にこそ、重要な意 

味を持ってくると個人的に考えています。 

 

4.これからに向けて 

最後に、これからについて少し述べます。現時点では流行は抑制され、再流行を警戒するフェ 

イズとなりましたが、感染者への差別やスティグマといった問題には継続的に取り組む必要 



があるというのが運営メンバーの認識です。頻度や内容は変わりますが、ウェブサイトでの 

情報発信はもう少し継続する予定です。当初の大きな役割は終えつつあるので、緊急的に強 

く拡散を求めるというよりは、今までの記事をアセットとして、必要な時に参照できる情報 

ソース集としての役割に変化すると考えています。有志の会の先生方で今後の運営方針をお 

決めいただき次第、対応していく考えです。 

 

ウェブサイトの運用については上記の通りですが、私は、今回私や参画していただいた皆さ 

ま、そして、社会全体が経験した事すべてにはもっと重要な意味があると考えています。「 

地方ガバナンス会議」で議論していた事を行動に移し、社会実装していくべきタイミングが 

圧倒的な速度で近づいたという感覚です。例えば、科学的知見やデータに基づく政策形成や 

判断がいかに重要か、平時に政府が肥大化し過ぎると有事に財政的・構造的に対応余力がな 

く機動的な対処が困難であることや、政策の優先順位、政治のリスクコミュニケーション、 

地方政治の重要性など、様々な課題や問題点が可視化されるとともに、学びも得られたよう 

に思います。 

 

これらのことを踏まえ、全世代に関わりのある皆さまと連帯し、ポストコロナの世界もより 

豊かで活力ある社会にしていくことの一助になりたいと願ってやみません。 

 

足元の危機を抑えつつ、未来をしっかりと見つめ、新しい社会を創造して参りましょう！ 

                   （認定NPO 法人全世代理事 仁木崇嗣） 
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＜2＞第 10回フォーラム延期 第 14回理事会、令和年度社員総会について 
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非常事態宣言により集会の自粛が求められたことにより 5月 23日（土）に予定していた全世 

代第 10 回フォーラムの開催を断念しました。例年、フォーラム当日に行なう理事会＆社員総 

会は東京都への開催報告が 6月中に義務づけられております。理事会、総会に関しましても 

関係者の皆さまの健康・安全面を第一に考慮し、できうる限り対面での集会は避けることと 

し、メールを利用しての委任又は書面議決でのご参加という変則的な方法をとらざるを得ま 

せんでした。また、これまでの理事会、総会等で審議、承認された議案内容、及び東京都に 

提出が課せられた事項に留めました。社員（正会員）、役員の皆様にはメール、郵送で議題 

案を提示し、各議案に対し書面議決、委任状に基づいて、必要少数の参加者で 5 月 29 日（金） 

、東京・市ヶ谷の認定全世代事務局で変則的に開かれ、原案通り採択されました。次回の理 

事会、総会により改めて説明して参ります。 

なお理事の加形拓也氏は令和 2 年 5月 10 日付けで理事を辞任され、賛助会員としてご支援頂け 

ることになりました。 
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＜3＞昨年度の活動報告と今年度の計画概要  
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今回の社員総会で報告された「昨年度の活動報告と今年度の計画概要」は以下の通りです。 

○研究調査事業  



医師の地理的偏在事業― 

「医師のセカンドキャリアと地域医療を支えるネットワーク」 

                         

＜医師のセカンドキャリアを生かし地域医療に貢献する＞ 

日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、自治体病院連絡協議会と私ども認定 NPO 法人「 

全世代」が合意し、それぞれの団体が機関決定を経て出資金を拠出。調査及び企画案を策定 

し準備を行った。調査・企画を委託する事業所を選定しファースト・ヘルスケア株式会社に 

決定した。今年度はホームページの立ち上げ、参加団体の機関紙やホームページ等を通じて 

の広報、医師の登録、病院の登録作業を進めていく計画となっている。 

（報告 内田健夫理事） 

 

 

○セミナー事業 

「VISIONS」活動報告               

 

１．第 2回「VISIONS」開催            2020.2.10＠代官山 

・「世界の中の日本」の題目で、滞在歴が長く日本の事情に詳しい外国人講師お二人、スウェ 

ーデンのグスタフさんとハンガリーのアンナさんの講演を聴いた後、質疑応答した。グスタ 

フさんは１０代で初来日後、認知症ケア施設を経営する現在までの体験を交えて日本とスウェ 

ーデンの「お年寄りケア」の伝統などを比較、「日本にはお年寄りを大事にする文化があり、 

新しいケアのシステムで、幸せ感と親孝行をともに実現することが可能」と指摘した。アン 

ナさんは、母国の大学で日本について学んだ経験を基に、日本とハンガリーの交流の歴史、 

「日本はあこがれ、模範国」という親日感情が幅広く、戦争の時代も超えて続いてきたこと 

などを披露。東欧と日本との懸け橋になりたいと話した。 

・参加者は２３人と盛会で、活発な質疑が行われた。今回も講演と質疑応答の様子を撮影。 

今後、ホームページの改革に併せ、ＨＰ上にアップする計画で、遠隔地の会員や一般の方々 

も臨場感のある動画を見られるようになる予定。 

 

２．第 3回「VISIONS」および、今年度の活動について 

・今年度は、あらためて 2019 年度内の総括をした上で→２０２０年度重点計画等を協議し、 

事業計画を策定する予定だったが、コロナ事態で関係メンバーが忙殺されているほか、外出 

自粛「３密」回避などの状況が続くため、第３回を含めた今後の方向性等を相談するメンバー 

の打ち合わせも出来ない事態となっている。 

 

３．その他 

今回のコロナ事態を受け、社会や職場等でも広がり始めた「オンライン会議」「オンライン 

講演会」も参考にしつつ、状況が好転したら、新た「VISIONS」開催方式も模索すべきテー 

マとして相談し、検討したい。（報告 福島尚文理事） 
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＜4＞事務局から 
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令和２年度の会費納金のお願いです。認定NPO 法人全世代は皆様のご支援により運営されて 

おります。ご案内の通り 2020 年１月９日、東京都より「全世代」が認定NPO として認証され 

ました。引き続きのご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。 

会費、寄付のご入金は下記口座にお願いします。認定NPO 法人の認証に伴い賛助会員費や寄 

付金は税制上の優遇措置の対象になりましたので、受領証明書郵送済みを発行しています。 

（正会員会費は対象になりません） 

 

期 日： 令和２年１２月３１日 

【正会員】 年会費 10,000 円（1 年分）年分＝10,000 円  

【個人協力（賛助）会員】 年会費 1 口 3.000 円 

会員種別の変更希望、住所変更等がありましたら、郵便支払取扱票の通信欄でお知らせ下さ 

い（銀行振込の場合はメール、FAXなど） 

■銀行振込の場合 三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店 普通口座 ０２７２０５１  

トクテイヒエイリカツドウホウジンゼンセダイ 

■郵便振替の場合 口座番号 ００１９０－２－７９２４３７ 

      口座名称 トクヒ）ゼンセダイ 

なお、誠に恐れ入りますが、振込手数料は会員様にてご負担くださいますようお願いいたし 

ます。 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

  ★世代間連携による構想提言で社会へ働きかける「全世代」★ 

   認定 NPO「全世代」事務局 

   東京都千代田区九段南４－８－３２   東京顕微鏡院ビル １階 

     Tel ０３－３５１１－５２３３      

     メール jim@zensedai.org  

     ホームページ http://zensedai.org/ 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 


