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報告対象時期：2011年4月１日～4月30日 

活動団体：32団体 
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団体名 （特活）ICA文化事業協会 

活動地域 宮城県沿岸南部、福島県沿岸北部 

対象者 一般被災者 

実施した

活動概要 

ICAは、宮城県、福島県の13カ所の避難所におけるニーズ調査と物資配布を実施し、

宮城県沿岸南部地域、福島県沿岸北部地域において、未だに物資を必要としてい

る避難所も多く、福島県では68カ所の避難所に約4000人の被災者が生活している。

そして、宮城県沿岸南部、福島県沿岸北部では支援活動を実施している団体も少

ない事から、継続して支援することを決定した。避難所で生活する被災者及び仮

設住宅に入居する人々が必要最低限の生活を営むため、食糧、布団、家具、調理

セットのニーズが高いため、それらの物資を配布する。復興も自治体による支援

体勢から、被災者が自力で立ち上がる段階に来ており、宮城県、福島県の町役場

から依頼のあった被災者参加型自立サポート・ワークショップを実施する。布団

や衣類は入居順番待ちの避難所や仮設住宅に配布する。町役場の聞取り調査では、

現在自治体に全面的に頼っている避難生活から自立に向けた計画が必要である。

そこで被災者が炊き出しに参加する等、前向きに活動に参加しつつ、復興活動を

開始できるような環境を構築するため、町役場の職員と被災者参加型の自立サポ

ート・ワークショップを宮城県と福島県で実施する。それにより建設的な避難生

活が継続し、仮設住宅への入居者も満足出来るようにする。 

 

 

宮城県亘理町の物資配布の様子 

 

福島県新地町でのワークショップの様子 
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団体名 （社）アジア協会アジア友の会 

活動地域 宮城県南三陸町歌津町 

対象者 被災者 1,450名 

実施した 

活動概要 

 

 2011年3月20日から宮城県南三陸町歌津町を中心に炊き出し、生活物資の配布を

実施してきた。2011年4月からはそれらの活動を継続すると同時に、足湯、紙芝居

の読み聞かせを加え、精神面における被災者のケアにも取り組んだ。 

 また、津波により公民館が流され、避難所として登録されていない施設や住宅

などにも更なるニーズ調査を行い、欠けている物資（食材など）の配布を行い、

被災者間の不平等な援助がないように取り組んだ。 

 余震によりおびえる子どもたちが見え始め、段々と津波後のＰＴＳＤの影響が

出始めてきた。このような中で、紙芝居の読み出しは、子どもたちの心のケアと

なった。 

 また、このような活動に加え、本会を通して大阪中央ローターリークラブから

中古車4台の寄付があり、これを活用して、仮設住居へ移動する被災者の引っ越し、

移動などの手伝いを行った。その内の一台は、今後移動図書館となり、絵本多く

保有し、子どもたちのケアに取り組みたいと思っている。 

 現在のニーズは食材であり、被災者を多く抱えている世帯（一家15人など）と

被災はしたが被災者を抱えていない世帯（一家4人など）、同じ被災者ではあるが、

物資の配分が全く同僚であるために、不均一となっている。こうした支援物資の

格差解消を実施するために、食材の配布を丁寧に行っており、継続をしていく必

要性があると思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙芝居の読み聞かせを行っているところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災地の子どもたちとたこ焼きパーティをお

こなっているところ 
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団体名 （特活）アジア日本相互交流センター・アイキャン 

活動地域 宮城県石巻市および宮城県亘理郡 

対象者 宮城県の被災児童および避難所居住者 

実施した 

活動概要 

 

宮城県において、被災した子どものレクリエーション物品および避難所向け食

糧の供給を実施した。以下が活動内容および成果である。 

<活動内容> 

①宮城県石巻市の避難所における子どものレクリエーション活動への物品(児童

100 名分)の提供 

②宮城県亘理郡亘理町の避難所への食糧提供(惣菜 1137 食分）および保育園への

衛生備品の提供 

<活動成果> 

①被災した子どもを対象としたレクリエーション活動の継続および子どものスト

レス軽減に貢献した。 

②避難所に居住する被災民の食生活の質向上に貢献した。 

③保育園に通園する子どもたちの衛生環境の向上に貢献した。 

 

 

石巻市の避難所での物資配送の様子 

 

 

 

石巻市の避難所での子どもを対象としたレク

リエーション活動へ参加する様子 
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団体名 （特活） ADRA Japan 

活動地域 宮城県亘理郡山元町 

対象者 山元町町役場・社会福祉協議会職員、山元町住民 

実施した 

活動概要 

 

 4月上旬から宮城県亘理郡山元町役場を拠点に、役場・社協職員を対象にした支

援活動を実施した。「アドラ食堂」と名付けられたプレハブにて、1日3食、合計

約250食／日の炊き出しをおこなった。ADRAスタッフ2～3名、ボランティア8～10

名／週（延べ32名）を派遣して職員への食事の用意と配膳を実施した。 

 また、4月下旬より同町の仮設住宅入居者に生活必需品（食器、寝具、調理器具

等）の提供、設置支援を開始した。 

 今後、山元町での支援活動を継続するとともに、宮城県亘理郡亘理町、宮城県

東松島市、福島県の市町において仮設住宅への物資支援、福島県内で教育支援を

実施予定。 

 

 

 

山元町職員への炊き出し支援 

 

 

 

 

山元町仮設住宅支援 
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団体名 （特活） AMDA 

活動地域 宮城県南三陸町 

岩手県大槌町 

対象者 岩手県上閉伊郡大槌町被災者 

宮城県本吉郡南三陸町被災者 

実施した 

活動概要 

 

岩手県上閉伊郡大槌町・大槌高校の避難所と大槌町立弓道場の避難所に医療チー

ムを派遣し、常駐しての診療活動と周辺の小さな避難所や自宅避難されてる方へ

の巡回診療を行った。また診療活動以外にも、鍼灸師による鍼灸治療や、幼児、

児童のためのプレイルームを設置、ビタミン剤を配布する栄養プログラムなど現

地のニーズに合わせた、包括的な健康支援を実施。また、宮城県本吉郡南三陸町

では志津川小学校避難所での診療活動と巡回診療活動を展開。なお、南三陸の活

動は地元医療の復興に合わせて4月20日で終了した。 

 

 

岩手県大槌町巡回診療先で青空診療を行う

AMDA 医師ら 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県南三陸町避難所にて診察をする AMDA

医師ら 
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団体名 （公財）オイスカ 

活動地域 茨城県・福島県・宮城県 

対象者 一般、子ども、外国人 

実施した 

活動概要 

 

 

・物資支援（毛布・防寒着・水・食品・学用品・つみ木ほか） 

・視察（子どもの心のケア活動実施のための調査及び調整と宮城県内海岸林の 

被害状況を上空から調査） 

 

 

フィリピン大使館のグレースＡ・堀井広報官

へ、毛布と支援者から届けられたミネラルウ

ォーターなどの物資を 

手渡す様子。 

 

 

プレゼントしたつみ木でさっそく遊ぶ子ども

たち。 
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団体名 （特活） 幼い難民を考える会 

活動地域 宮城、千葉、埼玉、福島などが候補地（調査中） 

対象者    被災地、避難所などで避難生活を送る、幼児期の子どもたちと、 

   保育関係者や母親など 

実施した 

活動概要 

 

① あおぞら保育実施のための、保育セット用遊具・教材製作活動 

・人形、ボール、なわとび、誕生日ケーキ、コマ、シーツブランコ 

② 保育セットの教材購入 

・絵本、絵本用ＣＤ、ＣＤラジカセ、文房具、遊具・教材作りに必要な

資材 

  ③ 教材・遊具・絵本の募集 

④ 被災地（千葉・茨城）の現地視察 

⑤ 被災地自治体等との協議 

⑥ 保育専門家とのミーティング 

⑦ 協力団体とのミーティング 
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団体名 （特活）オックスファム・ジャパン 

活動地域 福島県郡山市(シングルマザーと被災女性の支援) 

被災地域各地(妊産婦向け物資の配布及び被災女性ホットライン) 

対象者 ・ 被災したシングルマザー 

・ 被災した女性 

・ 被災した非日本語話者 

実施した 

活動概要 

 

・ (特活)全国女性シェルターネットを通して、24時間の無料ホットラインにおい

て、被災女性からの暴力や生活相談を相談員や弁護士が受けアドバイスをする

ほか、深刻なケースでは保護のための同行支援を行いました。 

・ (特活)しんぐるまざあず・ふぉーらむを通して、週5日の無料ホットラインに

おいて、被災したシングルマザーからの生活相談を受けました。また、福島県

内の避難所をまわり、支援物資の配布、カウンセリングを実施しました。 

・ 手動充電式のラジオを購入し、(特活)多言語センターFACILとともに、被災地

において、主に非日本語話者の方々に配布をしました。 

 

 

オックスファム・ジャパンの事務所で物資の

仕分けを行うボランティアの方々 

 

 

被災地の災害臨時 FM 局をまわり、ラジオの配

布を行いました（写真は女川の災害臨時 FM

局） 
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団体名 （特活）グッドネーバーズ・ジャパン 

活動地域 岩手県 釜石市・山田町・大槌町 

対象者 一般・子供 

実施した 

活動概要 

 

子ども支援プロジェクト：  

釜石市・大槌町の幼稚園・保育園を訪問し、子ども用布団など物資の支援、掃除

を実施。また、被害状況調査後、仮設幼稚園の建設支援について検討中。 

シャワーブースプロジェクト： 

釜石市、大槌町、山田町、遠野市にて仮設シャワーブースの設置・運営。他地域

でも要望調査と準備を進めている。 

清掃ボランティアプロジェクト：  

ボランティアチームを組織し、被災地での住宅等の泥出し、清掃、家財道具の撤

去や清掃等を実施。 

 

 

幼稚園への物資支援の様子 

 

 

 

 

清掃ボランティア活動の様子 
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団体名 （公財）ケア・インターナショナル ジャパン 

活動地域 岩手県三陸沿岸地域（山田町、大槌町他） 

対象者 岩手県の沿岸地域で直接津波被害を受けた被災者 

（避難所・仮設住宅生活者とともに、自宅避難者を含む） 

実施した 

活動概要 

 

４月１日より緊急支援として、岩手県山田町山田南小学校とその周辺避難所及び、

自宅で避難生活を送る被災者約 600 人を対象に、毎日継続して朝と夕２回の食事

を配給。４月 16 日までに提供した炊き出しは 18,600 食に及んだ。しかし、４月

18 日からの小学校再開に伴い、16日をもって当該避難所における炊き出しを終了、

山田町役場との調整により４月 21 日からは同町にある「岩手県立陸中海岸青少年

の家」に場所を移して炊き出し活動を再開。今後６月末ごろまで当該避難所にお

ける炊き出しを継続する予定。引き続き、毎朝山田町にて行われる被災者代表者

会議には参加し、被災者のニーズなど最新情報を収集しながら、必要に応じて、

物資提供や技術アドバイスなどの支援を継続する予定。 

 

 

ＣＡＲＥスタッフは、被災者の方との密なコ

ミュニケーションを心がけています。 

 

 

 

 

 

１日二回、６００膳の食事提供は準備だけで

一日がかり。 
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団体名 （公財）国際開発救援財団（FIDR） 

活動地域 宮古市、山田町、大槌町、田野畑村（4月1日̃30日） 

対象者 宮城県三陸沖を震源とする巨大地震（マグニチュード9）及びそれに伴う津波によ

り被害を受けた東北地方において、被災された方々 

実施した 

活動概要 

 

１．避難所への支援 

●4月14日 （山田町） 

炊き出しの料理に必要な調味料や食器、シャンプー等の日用品等を配布。 

●4月19日（山田町、田野畑村） 

冷蔵庫を山田町に10台、田野畑村に6台提供。 

●4月23日（山田町、大槌町、田野畑村） 

食器用洗剤、漂白剤、うがい薬、ごみ箱、ペーパータオル、殺虫剤、掃除機、冷

蔵庫など、衛生管理に必要なトラック2台分の支援物資を提供。 

 

２．仮設住宅への支援 

●4月25日（宮古市） 

 被災者が入居する市営住宅と雇用促進住宅64戸に、炊飯器、電気ポット、スト

ーブ、寝具、ガスコンロ、照明器具、テーブル、食器、洗濯機などを提供。 

 

 宮古市では、応急仮設住宅が徐々にできあがっており、これから被災者の人々

の仮設住宅での生活が始まります。FIDRは、支援物資として炊飯器、電気ポット、

ストーブを仮設住宅全戸に届けます。 

 

 

宮古市の仮設住宅に提供された炊飯器 

 

山田町の避難所へ冷蔵庫を届けました（4 月

14 日） 
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団体名 （特活） 国際ボランティアセンター山形 

（東北広域震災NGOセンター） 

活動地域 物資支援／南三陸市、石巻市、女川町、東松島市 

キャッシュ・フォー・ワーク／石巻市、気仙沼市 

炊き出し／石巻市 

対象者 物資支援／遠隔地・小規模な避難所の方、自宅避難されている方 

キャッシュ・フォー・ワーク／地震・津波によって職を失った石巻市・気仙沼市

内の方 

炊き出し／石巻市渡波小学校に避難されている方及び周辺住民 

実施した 

活動概要 

 

4/12～石巻市にて、4/22～気仙沼市にて「キャッシュ・フォー・ワーク」プロジ

ェクトを開始。４月 27 日までに、延べ 188 人の被災者の方々が 26 軒のお宅にて、

津波被害を受けた家屋の床下の泥上げ等の清掃作業を行いました。また市内在住

の６名がコーディネーターとして、作業員および作業を依頼してくださる家主さ

んの公募・調整、道具や車両の調達、マスコミ対応、経理等を行っています。 

 

 

床下の泥上げのために床板をはがしている様

子 

 

向井建設さんによる説明会 
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団体名 （特活）国境なき子どもたち（KnK） 

活動地域 岩手県沿岸部 

対象者 子ども 

実施した 

活動概要 

 

岩手県沿岸部を中心に支援ニーズ調査を行い、陸前高田市、大船渡市、大槌町、

山田町、釜石市の各教育委員会との協議のもと、以下の支援を決定し手配した。 

①小・中学校の再開・継続のための教育資材やスクールバス（22台）など設備の

援助。②職員室及び教職員居住環境の整備。 

このうち、スクールバス3台が既に山田町に贈呈された。 

また、大事にしている本にメッセージを添えて被災地に送ろうという「友情のラ

イブラリー」プロジェクトを全国で実施。 

 

 

被災地の子どもにおもちゃを配布 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県山田町にスクールバスを寄贈 
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団体名 （特活）シェア＝国際保健協力市民の会 

活動地域 宮城県気仙沼市 

対象者 高齢者、障がい者、要介護者、母子を含む住民全般。 

保健ニーズがあれば誰でも。 

実施した 

活動概要 

 

 

気仙沼市において、市の要請を受け県外医療支援チーム等が協力し結成された、

巡回療養支援隊の健康相談班に参加しています。自宅にて孤立しがちな高齢者や

母子等を訪問し、健康相談および診療ニーズの把握、在宅ケア活動の側面支援等

を行っています。 

また、宮城県・気仙沼市の行政関係者をはじめ、地元の医療・介護事業者と情

報を共有しつつ、住民の方々の声に耳を傾け、今後の活動の計画策定を行ってい

ます。 

 

 

避難している被災者宅での訪問健康相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康相談班のミーティング風景 
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団体名 （特活）JHP・学校をつくる会 

活動地域 宮城県南三陸町 

対象者 南三陸町民 

実施した 

活動概要 

 

今月も社会福祉協議会と共同で災害ボランティアセンターの運営に携わり、町内

外からのボランティア受付、説明業務や避難所のニーズ調査、マッチング業務を

行った。3月25日に同町での活動を開始して以来、基本的に1週間毎の交代制とし

て、現在、9次隊まで延べ約60名を派遣した。また、センター運営に必要な備品と

して、ホワイトボード10台（ペン、ボード消し、マグネット含む）、泥出しボラ

ンティア用の備品（シャベル、レーキ、バケツ、長靴、カッパ、一輪車等）を購

入し提供した。また、今月は協力企業との連携により、炊き出しを5日間（6カ所）

で展開した。5月以降も、災害ボランティアセンターの業務を継続的に担当しなが

ら、ボランティア作業隊員（実働部隊）の派遣、炊き出しの連携などを通じ、同

町の復興に力を注いでいきたい。 

 

 

ボランティアセンターの受付で活動する JHP

メンバー。提供したホワイトボードが活用さ

れている。 

 

 

 

 

協力企業との連携で炊き出しを展開。山梨の

郷土料理のほうとうを提供。 
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団体名 （特活）ジェン（JEN） 

活動地域 宮城県石巻市 

対象者 石巻市の避難所に避難されている方、および在宅避難者 

実施した 

活動概要 

 

3月20日より、より被害が甚大な宮城県石巻市に拠点を移し、３月中に行った調査およ

び調整に基づき、以下の活動を実施しました。 

１．避難所の運営 

1200人の指定避難所となっている湊小学校の運営補助の実施。 

２．物資配布 

 ユニクロ衣料：ファストリテイリング社提供（石巻市および東松島市の住民3,714

名） 

 生活物資：カイロ、ウェットティッシュ、生理用品、大人紙おむつ、子ども紙おむ

つ、ろうそく、レトルト食品、長靴、爪切りなど（石巻市および東松島市の住民1,136

名） 

 仮設住宅への物資搬入：台所用品、食器など（石巻市内の仮設住宅2箇所241世帯） 

３．瓦礫撤去＆汚泥除去（79世帯/箇所） 

一般のボランティアのご協力による個別家庭の瓦礫撤去や泥出し、工場の片づけの

実施。震災以降、ほとんど手つかずだった渡波地区および牡鹿半島で実施。 

４．炊き出し（6,628食） 

  中屋敷地区にある企業の敷地内にテントを設置。毎日（昼・夕２回）、同地区で

自宅に避難されている被災者の方々に食事を提供。テント内では散髪やマッサージ

を提供するなど、コミュニティの集いとなるような場所の提供を実施。 

５．アートや美容プログラムを通じた心のケアプログラム 

ファッション誌やアーティストの方と協働した短期のボディケア（マッサージ、メ

イク、散髪）＆エンターテイメントプログラムの実施。 

 雑誌「Story」による避難所でのヘアカット・マッサージ（４か所・254名） 

 歌手（すがはらやすのりさん）による避難所でのコンサート（２か所） 

今後は、被災者の方々が一刻も早く元の生活に戻るためのサポートとして、産業復興

や心のケアを含めた中長期的な生活自立支援を実施していく予定です。 

 

 

石巻市中屋敷地区で毎日（朝・夕）実施中の

炊き出し風景 

 

石巻市渡波地区でボランティアによるご家庭

の泥だし風景
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団体名 （特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会 

活動地域 福島県いわき市 

対象者 いわき市内震災被災者 

福島県内原発避難者 

実施した 

活動概要 

 

・ 福島県いわき市勿来地区での災害ボランティアセンター運営協力。 

災害ボランティアセンター運営協力。災害ボランティア受け入れ。被災住民

のニーズ調査。緊急物資の配送と配布。被災住宅の後片付け。 

・ 福島県やいわき市の社会福祉協議会、いわき市との調整とNPO間調整。 

・ 小浜地区災害ボランティアセンターの立ち上げの協力 

・ 一時提供住宅入居者への物資提供準備 

 

 

家の中に残っている大切なものを探すボラン

ティア活動 

 

家財を運び出すボランティア活動 

 

家の中に残っている大切なものを探すボラン

ティア活動 
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団体名 （公社）シャンティ国際ボランティア会 

活動地域 宮城県気仙沼市 

岩手県陸前高田市 

対象者 一般（初動に行う炊き出しや物資配布はすべての人を対象に行っている。） 

実施した 

活動概要 

 

【気仙沼市での活動】 

・宮城県と気仙沼市の両教育委員会と連携、入学式と始業式に合わせノートや鉛

筆など19種類の学用品セットを気仙沼市内にある11の小学校、1,764人の生徒に届

けた。気仙沼市本吉地区、唐桑地区においては避難所を定期的にまわり、ニーズ

調査を実施。要望にあわせた物資配布、炊き出し等の対応を行っている。 

また、ライフラインの問題でお風呂が沸かせず入れない方々の為、入浴ができる

施設まで送迎バスを運行。他に、（特活）日本冒険遊び場づくり協会と協力し子

どもたちの遊び場を運営 

・気仙沼市の社会福祉協議会の災害ボランティアセンターの立ち上げと、運営の

支援をおこなう。 

【陸前高田市での活動】 

特別養護老人ホームである高寿園他の避難所において物資配布、炊き出しを実施 

【今後の活動に向けた調査活動】 

・気仙沼市、岩手県南部において、図書館活動の可能性の調査を実施 

 

 

配布した学用品セット 

 

陸前高田市での炊き出し 
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団体名 （財）家族計画国際協力財団（ジョイセフ） 

活動地域 岩手県、宮城県、福島県、茨城県 

対象者 妊産婦と女性及び新生児 

実施した 

活動概要 

 

1． 物資配付（4月初旬） 

1) 岩手県 

もりおか女性センター（盛岡市）、山田町 

2) 宮城県 

宮城県助産師会（仙台市）、多賀城市役所、塩釜市体育館 

3) 福島県 

福島県北保健福祉事務所、郡山市保健所、二瓶助産院（猪苗代町） 

4) 茨城県 

加茂助産院（日立市） 

 

上記を拠点とし、近隣地域に避難されている妊産婦と女性及び新生児を対象に、

地元の助産師や保健師の協力のもと、マタニティーウェア、下着、化粧品、粉ミ

ルク、ベビーフード、おむつ、おしりふき、抱っこひも、シャンプー、コンディ

ショナー、石鹸、はみがき粉、生理用ナプキン、タオル、靴下、助産師ゼッケン、

防犯用ブザー、絵本などの支援物資を配付した。 

 

2．物資配付（4月23日） 

宮城県の山元町立坂元中学校において「母と子 山元元気市」を開催し、助産師と

ともに、マタニティーウェア、ベビー服、化粧品、ブランケット、靴下、衣類、

絵本、おむつ、生理用ナプキンなどの支援物資を配布した。 

 

 

 

宮城県多賀城市立高崎中学校での支援物資配

付 

 

宮城県「母と子 山元元気市」での支援物資配

付
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団体名 （特活）地球の友と歩む会/LIFE 

活動地域 宮城県南三陸町 

対象者 町立伊里前小学校への非難被災者 

実施した 

活動概要 

 

４月３０日～５月１日、宮城県南三陸町被災者への生活物資支援 

今回は洗濯用洗剤、カップ麺、醤油、味噌、植物油、ソースを当会ボランティア

と 

搬送する。 

現地搬送先伊里前小学校PTAからのニーズを聞き、今後の支援の参考にする 

 

 

被災地の小学校へ生活物資を運び入れるボラ

ンティア 

 

 

 

 

復興がすすむ南三陸町立伊里前小学校校庭に

建設中の仮設住宅 
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団体名 （特活）チャイルド・ファンド・ジャパン 

活動地域 岩手県、宮城県、福島県 

対象者 子どもに接する大人(小学校教員など)、その他一般 

実施した 

活動概要 

 

緊急支援として福島県南相馬市、宮城県名取市・仙台市・石巻市、岩手県大船渡

市に物資の供給を行いました。 

また、岩手県盛岡市、大船渡市の二か所に拠点を設置するための視察および準備

を行い、4月30日に大船渡市での活動を目的として遠野市に拠点を開設しました。

常駐スタッフ1～3人を置き、協力関係にある酪農学園大学（北海道）の学生ボラ

ンティアと復興支援活動をおこなっていきます。 

同時に、物資の流通、ボランティアの引継ぎなどを円滑におこなうため、盛岡市

内にも拠点を置きます。 

 

 

トラックから届けた物資を荷降ろしするボラ

ンティアさん 

 

 

 

 

「被災地の子どもたちに届け！」と想いを込

めて書いたメッセージシートを掲げるフィリ

ピンの子どもたち(②「あなたはひとりじゃな

い！We are with you」プロジェクト) 
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団体名 （特活）難民支援協会 

活動地域 ① 岩手県、宮城県 

② 首都圏 

対象者 ① 既存の支援体制から取り残されやすい方（女性、子ども、外国人など） 

② 日本に逃れてきている難民 

実施した 

活動概要 

（200字程度） 

①何らかの事情で避難所での生活が困難な方、支援の届きにくい避難所にいる方

など、既存の支援体制からもれてしまう可能性の高い方が情報や支援から取り残

されないよう、弁護士や助産師など専門家との協働により、法的支援や性的被害

の防止のための啓発活動等を実施しました。 

②帰るべき母国がなく、多くが日本国内での移動も制限されている、また日頃か

ら脆弱な立場におかれている難民は、情報やライフラインの確保が難しく、さら

に弱い立場に置かれています。また迫害の経験などから、心理的なリスクも抱え

ている難民に対し、訪問活動を行いながらカウンセリングや物資の配布を行いま

した。 
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団体名 （特活）難民を助ける会 

活動地域 宮城県石巻市、気仙沼市、東松島市、女川町、南三陸町塩釜市、岩手県大槌町、

大船渡市、陸前高田市、山田町、福島県相馬市、南相馬市、山形県上山市ほか 

対象者 被災した障害者、高齢者、在宅避難者、離島での避難者など 

実施した 

活動概要 

 

① 物資配付：特に支援から取り残されがちな障害者や高齢者、在宅避難の方々な

ど、のべ約330カ所、約45000人に食料や燃料、生活必需品、家電、事務所用品

など、必要とされる物を迅速に届けています。 

② 避難所での炊き出し  

③ 巡回バスの運営支援：大型バスが通行できなくなった宮城県石巻市にて、小型

車両での巡回バスを1日2便運行 

④ 巡回診療：宮城県石巻市で、医師と看護師による巡回診療を実施 

⑤ 地震や津波で倒壊した障害者・高齢者施設の修繕 

 

 

ぎっしり詰まったぬいぐるみや文房具に目を

輝かせる避難所のこどもたち。右は難民を助

ける会の太田夢香（2011 年 4 月 15 日、宮城

県山元町） 

 

在宅避難者のお宅や避難所で巡回診療を実施。

体調や生活の不安など丁寧に話を伺いながら

診療する安田敏明医師（左）（2011 年 4 月 10

日、宮城県石巻市牡鹿半島） 
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団体名 （公社）日本キリスト教海外医療協力会 （JOCS） 

活動地域 ① 岩手県釜石（日本基督教団新生釜石教会 他） 

② 宮城県仙台（日本基督教団東北教区被災者支援センター 

対象者 避難所及び周辺の被災者の方々 

実施した 

活動概要 

 

① 釜石地区の避難所（釜石市市民体育館など計3か所）での巡回診療及び夜間

の当直や、日本基督教団新生釜石教会前の仮設テントでの保健医療ケアを行

っています。 

② 仙台地区では、引き続き仙台JOCSを通じて東北教区被災者支援センターの活

動に協力をしています。 

URL:http://www.jocs.or.jp 

 

 

避難所での活動の様子 １ 

 

 

 

 

 

避難所での活動の様子 ２ 
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団体名 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC） 

活動地域 宮城県気仙沼市、福島県田村郡三春町、福島県南相馬市 

対象者 宮城県気仙沼市の被災者、福島県田村郡三春町の農家ほか、南相馬市の住民 

実施した 

活動概要 

 

■気仙沼市災害ボランティアセンターの運営支援 

気仙沼市災害ボランティアセンターの運営を支援。3名のスタッフを派遣し、ニー

ズ調査、ボランティアの受入窓口、支援ニーズとボランティアの調整等を行いま

した。 

■福島・三春町の農家と「滝桜花見まつり」を開催 

福島県田村郡三春町の農家等とともに「滝桜花見まつり」を開催。原発の影響を

受ける農家や住民の思いを共有しあい、これからの一歩を考える機会となりまし

た。 

■福島県南相馬市でのラジオ支援 

原発の影響を大きく受ける南相馬市の住民が迅速に情報を得るためのラジオを提

供しました。 

 

 

気仙沼市災害ボランティアセンターの運営支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島・三春町の農家とともに「滝桜花見まつ

り」
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団体名 （特活）ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 

活動地域 岩手県大船渡市、陸前高田市（ボランティア派遣） 

岩手県大船渡市、福島県相馬市、宮城県（物資支援） 

対象者 主として家屋が全壊・半壊等の被害に遭い、家周りのがれき撤去や清掃を必要と

する被災者（ボランティア派遣） 

避難所生活を送る被災者（物資支援） 

実施した 

活動概要 

 

災害対策チームを立ち上げ、4月28日より岩手県大船渡市・陸前高田市へボラン

ティアチーム第一陣を派遣しました（5月4日まで）。 

被災地では、共に活動を行っている支援団体「All Hands Volunteers」と協力

し、全壊・半壊等の被害にあった住宅や高校等において汚泥除去や清掃活動に従

事しました。 

その他、緊急支援として、EUと連携し、4月6日にテント14梁、寝袋112個をそれ

ぞれ宮城県庁（災害対策本部・物資調整グループ）および宮城県山元町役場（災

害対策本部）へ提供しました。また、4月12日、4月18日には、トイレットペーパ

ー2万ロール、ティッシュペーパー2万箱をそれぞれ福島県相馬市、岩手県大船渡

市へ提供しました。 

 

 

ハビタット・ジャパンのボランティアが岩手

県陸前高田市の高田高校（体育館）にて清掃

活動に取り組む様子 

 

 

ハビタット・ジャパンのボランティアが岩手

県大船渡市の水口冴子さん宅で清掃活動に取

り組む様子
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団体名 （特活）パレスチナ子どものキャンペーン 

活動地域 岩手県大槌町 

対象者 子ども、女性、その他被災者家族一般 

実施した 

活動概要 

 

城山、金沢、安渡の各避難所にて、子どもへの遊びの提供、中学生向けの補習ク

ラス、子どもテント等を実施。 

5 箇所の避難所の住民約 1500 人を対象に、炊き出しを実施。在宅避難者（約 500

人）への食事提供も実施。 

生活物資、食品、子ども向けの物資(おもちゃ、文具、本、ランドセルなど)の配

布実施 

被災地で拾得された写真とアルバムの洗浄と持ち主への返却を実施。 

大槌ボランティアセンターなどからのボランティアを多数受け入れ。 

 

 

子どもテント（安渡 CCP） 

 

 

勉強会（金沢 CCP）
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団体名 （特活）ピースウィンズ・ジャパン 

活動地域 宮城県気仙沼市、同県南三陸町、岩手県陸前高田市、同県大船渡市 

対象者 多岐にわたる 

実施した 

活動概要 

 

PWJ は岩手県との調整を経て、仮設住宅へ入居する入居世帯（約 10000 世帯）を対

象に、生活用品を提供しました。生活用品は、入居者の性別や世帯数に応じて品

目が選定されています。 

 また、陸前高田市、大船渡市の商工会議所と協力し、経済復興への支援も開始。 

陸前高田市では、商工会議所との協力で、移動販売にて地元の経済復興への支援

を始めました。商工会議所の会員に、移動販売をするにあたり必要な物資（車、

保険等）を提供します。 

 

大船渡市の仮設住宅へ生活用品の運び込み 

 

 

陸前高田市と大船渡市を結ぶ「思いやりバス」
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団体名 （公財）プラン・ジャパン 

活動地域 宮城県多賀城市とその周辺市町 

対象者 ・活動地域の児童・生徒とその保護者 

・同地域の教職員や臨床心理士等子どもの心のケアに携わる専門家 

実施した 

活動概要 

 

①4/6-7、被災地における子どもの心のケアにあたる教職員や医療関係者へのワー

クショップ等の開催 

②4/22、多賀城市と松島町の小中学校の約850人の児童・生徒に学用品セットや防

災ずきんを贈呈 

③宮城県多賀城市の避難所に「子どものためのスペース」をオープン 

毎日スペースに来て活動に参加することで子どもたちが生活のリズムを取り戻

す、他の子どもと交わることで集団生活を学ぶ、教育的な遊びをすることで学校

生活に戻りやすくする、などいくつもの取り組みを始めた。 

④4/30、仮設住宅での生活に向けて、名取市、岩沼市にて新品の毛布、タオルケ

ットとシーツを支給 

⑤5/5、多賀城中学校にて「"こどもの日"フェスティバル」を開催し、こいのぼり

描き、科学実験、音楽鑑賞など実施。保護者には「これならできる！ 子どもの心

のケア」同時開催した。 

 

 

児童・生徒に学用品セットと防災ずきんを贈

呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 5 日「"こどもの日"フェスティバル」を

多賀城市で開催
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団体名 （特活）ブリッジ エーシア ジャパン 

活動地域 岩手県大船渡市・陸前高田市 

対象者 岩手県大船渡市・陸前高田市の被災者 

実施した 

活動概要 

 

ブリッジ エーシア ジャパンは、岩手県大船渡市のイタリアン・レストラン

のシェフを中心として被災者がボランティアで立ち上げた「３・１１三陸気仙復

興委員会（通称さんさんの会）」と協力して活動しました。 

大船渡市・陸前高田市の避難所等にいる被災者を対象としてニーズ調査を行っ

て炊き出しの計画を立て、その計画に基き、栄養バランスを考慮したバラエティ

に富んだ惣菜を 1 日約 1,500 食調理し、容器に入れ、避難所等に車で配達しまし

た。 

 

 

配給する惣菜の準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養バランスを考慮した惣菜を避難所へ配達 
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団体名 （特活）メデュサン・デュモンド・ジャポン（世界の医療団） 

活動地域 大槌町（岩手県） 

対象者 一般 

実施した 

活動概要 

 

精神科医、看護師、リラクゼーションの専門家などからなる世界の医療団の「こ

ころのケア」の専門家チームは岩手県大槌町の避難所と個人宅を巡回し支援活動

を行っています。 

世界の医療団は岩手県の精神保健福祉センターとの緊密な連絡の元、大槌町を管

轄する釜石市の災害医療対策本部と毎夕、保健師のチームとは毎朝、ミーティン

グを行い、地域全体の保健医療を支えることに尽力しています。 

これら続く長い長い復興への道、世界の医療団の「こころのケア」チームは被災

した人々、それを支えようと必死に働く人々の心を支え、被災地の新しい未来を

ともに築いていきます。 

 

  

個人宅を訪問する医療チーム  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネート・ミーティング
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団体名 （特活）ワールド・ビジョン・ジャパン 

活動地域 宮城県登米市、南三陸町、気仙沼 

岩手県大槌町、山田町、遠野市、一関市 

対象者 上記地域住人延べ約71,000人 

実施した 

活動概要 

 

① チャイルド・フレンドリー・スペース（CFS）「ぜんいんしゅうごう！」で子

どもたちの心のケア 

被災して精神的にも不安定になりがちな子どもたちに、安心して遊び、話ができ

る場を提供するCFSの活動は、国連機関および国際NGOが世界の紛争、災害発生地

で実施しており、その効果は国際的に知られています。地元の中、高、大学生の

子どもたちもボランティアとして参加し、一緒に活動を進めてきました。宮城県

登米市と南三陸町の4カ所でのべ127名の子どもたちが参加しています。 

② 避難所への緊急物資配布 

③ 小中学校での仮設トイレ設置支援 － 喜ばれる親子便座の仮設トイレ 

南三陸町の小・中学校に、計 50 台の仮設トイレを届けました。 

小さな子どもたちも安心して使えるように選んだ親子便座（写真）は、 

現地の子どもたちと先生方にとても喜ばれています。 

④ 学用品支援 － 笑顔の新学期 

4月21日（木）の学校再開に合わせ、気仙沼市の小学校10校、中学校3校に通う子

どもたち2,695人に学用品を支援しました。対象校や提供品目については、宮城県

庁、また県内で活動する他のNGOと連携し、内容に差が出ないよう調整しています。 

 

 

喜ばれている仮設トイレの親子便座 

 

積み木遊びをする子どもたち（南三陸町の

CFS）



 35 

 


