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報告対象時期：2011年5月１日～5月31日 

活動団体：32団体 
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団体名 特定非営利活動法人 ICA文化事業協会 

活動地域 宮城県、福島県の被災地 

対象者 宮城県、福島県の被災者600世帯 

実施した 

活動概要 

 

 4月に引き続き、福島県（福島市、新地町、相馬市、南相馬市）、宮城県（名取市、

亘理町、桂島）にてJPFの支援により食糧・飲料水・生活物資（下着、石鹸、タオル

等）などの配布を行った。５月に入り、各地で仮設住宅への入居が進み、企業など

からの物資提供により、家電6種・布団・なべセットなどの生活必需品も配布出来た。

避難所や仮設住宅に入居した人々には比較的物資は行き渡りはじめたが、それ以

外の小さなグループ、施設、半壊住宅の居住者の中には、まだ物資が行き渡ってい

ないところがあったことから、今回はそういった被災者支援にも力を入れた。 

 仮設住宅への入居が進むことにより、特に一人暮らしの高齢者が部屋にこもりが

ちになり、コミュニケーションを取りにくくなることが懸念される。被災された方の中に

は、あまりの急な環境変化に、 心が閉ざされ、感情を表に出す事も出来ず、避難所

で自殺未遂を繰り返すお年寄りもいるとのこと。今後も被災者参加型の自立サポー

トワークショップを実施し、表には出にくい、心のケアにも力を入れていきたい。 

 

 

 

舟で冷蔵庫を配布，これで食品類が保存でき

ると大喜び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校に野菜や果物を配布、学校の子供達

が物資配布を手伝ってくれた。
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団体名 社団法人アジア協会アジア友の会 

活動地域 宮城県南三陸町歌津 

対象者 被災者 1763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の港地区を中心に炊き出し、生活物

資の配布を実施してきた。4月からは子どもを対象としたプログラムや、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を行なってきた。 

プロパンガスの復旧や給水車による水の配給により、各家庭や避難所で食事

を作ることが可能になってきたために、炊き出しは5月10日で終了した。しか

しながら、避難所や被災者を抱える世帯では、未だに経済的、精神的な状況を

鑑みても、自立をして、生計を立てていくのが非常に困難な状況にある。その

ため、食材を含む生活物資の配布、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ついては引き続き行なってきた。 

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重ねてきた。その結果として、集落・避難所11

箇所1763名を対象に活動を広げることとなった。必要とされる生活物資（食材

を含む）の配布については、被災者間の不平等な援助がないように取り組んだ。 

また、調査を行なっていく中で、情報が避難所以外ではかなり滞っているこ

とが判明したため、被災者にとって役立つ情報として、政府側から仮設住宅に

関する動きや、インフラの改善などの情報、復興に関する新聞の切抜き、1週

間の支援活動の報告と予定などを取りまとめ、情報紙「桜通信」の発行・配布

を毎週行なった。 

 今後は、仮設住宅の移転が進んでいく中で、コミュニティづくりの重要性が

あると考えている。 

 

 

5月5日子どもの日に子どもプログラム開

催（クッキング、ペンキ塗り等） 

 

必要とされる生活物資の配布 
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団体名 特定非営利活動法人 アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 

活動地域 宮城県及び愛知県 

対象者 宮城県の被災児童および避難所居住者、愛知県のボランティアを希望者 

実施した 

活動概要 

 

宮城県への物資配送と今後のニーズ調査、愛知県の学校への活動報告会、ボラン

ティア希望者の送り出し調整業務を実施した。 

① 文具・レクリエーション品を２００名分を石巻市石巻・蛇田地区の避難所でのレク

リエーション活動を実施している｢石巻こども避難所クラブ｣へ提供 

② 宮城県内災害ボランティアセンター７箇所のボランティア・コーディネート業務に

関する簡易ニーズ調査を実施。 

③ 愛知県の学校・団体・個人に対して活動報告会を１３回実施 

④ 被災地でのボランティア活動を希望する愛知県民の調整業務 

 

 
文具やレクリエーション品を集めている様子 

 

 
避難所に配送する文具やレクリエーション品

を学校からＩＣＡＮの担当者が預かった時の様

子 
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団体名 特定非営利活動法人 ADRA Japan 

活動地域 宮城県亘理郡山元町および亘理町 

対象者 山元町町役場・社会福祉協議会職員、山元町・亘理町住民 

実施した 

活動概要 

 

4月から開始した山元町の役場・社協職員を対象にした1日3食の炊き出しを継続

している。5月の1ヶ月間で、食堂にて2808食、持ち出し用弁当として616食、合計

3424食の食事を提供した。現在も、ADRAスタッフ2～3名、ボランティア8～10名／週

を派遣して食事の用意をおこなっている。 

仮設住宅入居者への生活必需品支援として、山元町では3箇所329世帯、3箇所

亘理町598世帯に対して寝具、調理器具、浴室用品等を提供した。 

 今後は、山元町・亘理町での支援活動に加え、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する予定。 

 

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 特定非営利活動法人 AMDA 

活動地域 岩手県上閉伊郡大槌町 

宮城県本吉郡南三陸町 

対象者 岩手県上閉伊郡大槌町被災者、地元医師 

宮城県本吉郡南三陸町被災者、地元医師 

実施した 

活動概要 

 

地元鍼灸師の支援を継続し、引き続き被災地での鍼灸医療活動を継続している。

高齢者を中心に心身共に効果が認められる鍼灸のニーズは高く、巡回診療を行っ

ている。また、10日程度、被災地にＡＭＤＡ調整員を派遣し、被災地からリクエストの

あった物品の寄贈を行ったり、震災から2か月を過ぎた被災地のニーズを確認する

とともに、今後の復興支援について、地元医師や学校関係者らと打ち合わせを行っ

た。 

 

地元自治会長へ事務用品を寄贈するＡＭＤＡ

調整員 

 

 

 

 

 

ＡＭＤＡからの寄贈品を確認する地元医師とＡ

ＭＤＡ調整員
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団体名 公益財団法人 オイスカ 

活動地域 茨城県北部・福島県（いわき市と郡山市）・宮城県（南三陸町・気仙沼市）・東京都内 

対象者 一般・子供・フィリピン人など 

実施した 

活動概要 

 

【物資支援】 

ビタミン・ティーやスープ等の栄養補助食品を茨城県北部～福島県いわき市の 

支援者組織を通じて、主に在宅避難している方々に配布した。（５月上～中旬） 

マスク・下着・風邪薬・紙オムツ・食料品（ハム・魚等の缶詰）などを、南三陸町で、 

フィリピン大使館職員やフィリピン人ボランティア・グループと共に、周辺地域に 

住んでいるフィリピン人被災者に配布した。（５月15日） 

 

【つみ木広場】 

 福島県郡山市「ニコニコこども館」で実施した。延べ約1,000人が来場。（５月５日） 

 宮城県気仙沼市内の保育園・公民館・避難所等で実施した。タイから一時帰国中 

の職員も参加し、タイの子供達からのメッセージや街頭募金活動の様子なども、 

紹介した。（５月20日～22日） 

避難所では子供達だけではなく、お年寄りの方々にも参加いただき好評だった。 

 また合わせて、学用品・ハンドソープ・ハンドジェル・つみ木などを寄贈した。 

 

【チャリティー・バザーやイベント】 

 本部事務所（杉並区）で、チャリティー・バザーを行った。（５月７日） 

 ソニー企業株式会社の協力により、支援活動の紹介や街頭募金・バザーなどを 

行った。（５月８日：銀座ソニービル） 

                                            以上 

 

 
「みらいの郡山」（つみ木広場にて） 

  

「チャリティ・イベント」（銀座ソニービルにて） 
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団体名 特定非営利活動法人 幼い難民を考える会 

活動地域 宮城、福島、千葉、埼玉（一部調査中） 

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（宮城 5/10-12・福島 5/15）視察 

⑤ 被災地自治体、避難所関係者、被災保育関係者等との協議 

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 

⑧ 避難所（福島県「パルセいいざか」）への保育セット送付 

⑨ 被災地（宮城県仙台市）の４児童館への保育セット送付（保育者の研修用） 

 

 

 
5月11日、宮城県石巻市で被災した保育園の

保育関係者らと、今後の支援活動の可能性に

ついて協議 

 

 

 
5 月 15 日、6 月より保育活動の協力が決定し

た福島県の避難所「パルセいいざか」で、週末

に行われている被災者支援イベントの様子 
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団体名 特定非営利活動法人 オックスファム・ジャパン 

活動地域 福島県郡山市、いわき市、相馬市(シングルマザーと被災女性の支援) 

被災地域各地(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。 

・ (特活)しんぐるまざあず・ふぉーらむを通して、避難所にいる、シングルマザー

とこどもたち30人余を埼玉県の国立女性教育会館に数日お招きし、カウンセ

リングとストレスケアを行いました。 

・ 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を中心に配布をしました。 

 

 
被災したシングルマザーの方々とこどもたち

のカウンセリングとストレスケアの様子 

  

 

 

 

 

 

被災したシングルマザーの方々とこどもたち

のカウンセリングとストレスケアの様子
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団体名 特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン 

活動地域 岩手県 釜石市・大槌町 

対象者 一般・子供 

実施した 

活動概要 

 

心理ケアプロジェクト： 

●幼稚園・保育園の職員・保護者・こどもを対象とした臨床心理士による心のケ

アプログラムのほか、中学校からの「お笑い」要望によりコメディアンによる慰問・

炊き出しを実施。 

イベントプロジェクト： 

●全国から寄せられた応援メッセージ絵葉書を擬似通貨とし、法人・個人による

寄付物品を提供する「お母さんと子どものフリーバザー」を開催。３００人の町民

が自分の意思により欲しいものを選んで買い物するという日常感覚を取り戻す

場を提供。 

●町民による主体的な町の再興を促す「やっぺし！大槌再興祭り」を企画・運

営。２０００人以上の参加のもと、地元の吹奏楽や郷土芸能の披露、被災した地

元商店による出店など。 

シャワーブースプロジェクト： 

●釜石市、大槌町、遠野市にて合計２０基の仮設シャワーブースを設置・運営。 

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。 

 
「やっぺし！大槌再興祭り」で披露される郷土

芸能の鹿子踊り 
 

「お母さんと子どものフリーバザー」で買い物

を楽しむ町民親子と、店員として活躍する企

業ボランティア
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団体名 公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン 

活動地域 岩手県山田町、大槌町、宮越、釜石市 

対象者 上記活動地域の被災者の皆様 （述べ18,500人） 

実施した 

活動概要 

 

 

当団体が5月に被災地で実施した活動は以下の通りです： 

① 炊出し：朝と夜の1日2回、栄養バランスのとれた暖かい食事を約12,400食提供 

② 食糧配達：宮古市にて自宅避難者の方へ食材を配達 

③ 緊急支援物資の配布：食器、生理用品、タオル、石鹸、シャンプー、マットレス、

シート、虫よけスプレー等約2,500セットを配布 

④ 地域社会再生と地域内情報共有のサポート：お桜見やこどもの日などの地域

イベントのサポート、避難所で生活している方による地域密着型コミュニティ新

聞発行のサポート（山田町の避難所にて約1,200部配布） 

 

 

 

復興にかかわる「情報の共有」として、「陸中海岸青少

年の家」避難所代表である竹内さんに編集をお願いし、

５月１日から地元密着型のコミュニティ新聞「くじら山ろ

く」を創刊しました。 

 
 
 

 
被災後は、親戚・自衛隊の方からの借り物の布団を

使用している方が多くいらっしゃったことから、新しい

マットレスとシーツ配布後には、「これでよく眠れま

す！」という嬉しいご意見を多数いただきました。 
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団体名 （公財）国際開発救援財団（FIDR） 

活動地域 岩手県：宮古市、大槌町、山田町、野田村、田野畑村 

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の被災

者 

実施した 

活動概要 

 

【5月の支援内容】 

①避難所への支援 

・16日 大槌町 折りたたみテーブル（10台）、折りたたみ椅子（20脚） 

・20日 山田町 冷蔵庫（9台） 

②被災者用住宅への支援（仮設住宅・民営住宅） 

・2日～ 宮古市 マイコン炊飯器、電気ポット、石油ストーブ（各1,500台） 

・17日 野田村 石油ストーブ、ガステーブル（各100台） 

・20日、26日 田野畑村（仮設住宅） 石油ストーブ （169台） 

・26日 岩泉町 石油ストーブ（165台） 

・27日 田野畑村 アイロン（211台） 

※上記支援物資については、５月末時点で確定したものです。 

 

現在、引き続き募金を呼びかけるとともに、宮古市津軽石地区と田老地区、岩泉

町の3か所の保育所を対象に、仮設保育所の建設支援を行う予定です。 

 

大槌町の吉里吉里体育館避難所に提供され

た折りたたみ椅子 (c)FIDR 

 

 

 

炊飯器、電気ポット（宮古市の市営住宅へ提

供） (c)FIDR
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団体名 特定非営利活動法人 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 

 

石巻市と気仙沼市にて「キャッシュ・フォー・ワーク」プロジェクトを実施

し、毎日約４５名が、１日１～２件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。（延べ雇用人数は８７２名）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。 

また週に１～２回、リクエストのあった物資を避難所に配達しました。 

 

 
気仙沼チームの作業の様子 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
たくさんの土のう袋。家一軒分のがれき・ヘド

ロ 
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団体名 特定非営利活動法人 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７つの市町村の教育委員会と協議を行った結果、4月に引続きスクー

ルバスの提供、小学校体育館を仮教室として使うためのパーテーション、中学生の

スクールバック、地元スポーツ少年団へのユニフォーム提供などを行った。スクール

バスの提供については地元メディアでも報道され、それを見た他の教育関係者から

直接支援要請が届くという効果もあった。 

GW期間中には、LaLaport（ららぽーと）のご協力もあり「友情のライブラリー」で約８

千冊ものメッセージ付き書籍が集まった。今後東北に送る予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーテーションで体育館が教室に 

 

新しいスクールバックで中学校再開
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団体名 特定非営利活動法人 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、自宅にて孤立しがちな高齢者や母子等を巡回訪問し、安

否確認や健康相談をおこなっています。また、適宜、医療ニーズを行政や地元の

医療事業者へつなぐなどの橋渡しをおこなっています。 

加えて、震災後、安否の確認が取れなくなっている母子のお宅を訪問して、乳

幼児健診の案内をしたり、これまで連絡が取れなかった自宅避難者を訪問するな

どして、医療支援を受けられない被災者が見過ごされることのないよう活動を行

なっています。 

今後は、自宅避難者だけでなく、仮設住宅で生活を始める被災者の保健医療

ニーズも汲み取り、「すべての人が心身ともに健康に暮らせる社会づくり」を目指

して、長期的な活動を行なっていきます。 

 

 
市の施設で再開された乳幼児健診のようす 

 
被災者の声に耳を傾け、健康相談をおこな

うシェアのボランティアスタッフ 
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団体名 特定非営利活動法人 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 

 

１．災害ボランティアセンター運営 

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、全国

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。 

２．ボランティア活動隊派遣 

①流出した思い出品の修復や展示作業への人員派遣 

②協力企業や会員との連携による炊き出しを5日間（7カ所）で展開。 

３．派遣者数 

14次隊まで延べ107名（運営要員:延べ34名、活動要員：73名） 

尚、5月15～17日まで、当会代表の小山内美江子が南三陸町と若林区を訪問し

た。 

４．主な寄贈品（５月） 

思い出品の修復や展示に必要な備品類（展示ケース150個、ビニール袋、キッチ

ンペーパー等多数） 

今後も、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

いでいく。 

 
思い出のアルバムの修復作業を行うJHPメン

バー 

 

南三陸町内にニーズ調査に向かう JHP メンバ

ー 
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団体名 特定非営利活動法人 ジェン（JEN） 

活動地域 宮城県石巻市 

対象者 東日本大震災で被災し、 

・現在も避難所または自宅で避難生活を続けている住民の方々 

・生業復帰を目指している個人事業主の方々 

実施した 

活動概要 

 

１． 瓦礫撤去事業 

震災による被害を受け、資機材や資本を失くした瓦礫撤去事業者に対し、資機

材を貸与。彼らの生業復帰へのサポートすることで、地域の力を活かし、急務

とされている瓦礫撤去の促進を促進する。５月中には、支援対象となる瓦礫撤

去事業者の選定を行った。 

２． 物資配布事業 

石巻に次々と建設が進んでいる仮設住宅へ、生活物資の調達および配布を実

施した。５月中には、658 件への配布を完了した。 

３． コミュニティ・カフェ 

被災された方々が将来に渡ってともに支え合える環境を作るために、人と情報

が集まるスペースを開設＆運営。石巻市内２か所（中屋敷地区、鹿妻地区）に

開設した。石巻市を中心に10か所の開設を目指す。運営がスタートした５月に

は、心のケアと合わせたヨガ教室、整体を実施。地域の方々約50名が利用し

た。 

４． 中小企業生業復帰支援 

震災による被害を受けた個人事業主に対し、営業再開（再建）または新規

事業のサポートを行う。支援の対象となる事業（または事業主）は、公募

により選定。５月中は、もっとも支援を必要としている事業主を効果的に

選定するための準備を実施。今後、地元産業の業界団体、マスメディア等

を通じて、広くアナウンスを実施する。 
５． ボランティア事業 

ボランティアセンターとの連携のもと、以下の２種類のボランティア募集＆調整

を実施した。 

 炊き出しボランティア 

中屋敷地区、鹿妻地区の２か所で、自宅避難者を対象に炊き出しを実施。５月

末現在、通算で1995食を配布した。 

 泥だしボランティア 

渡波地区および牡鹿半島で、依頼があった個人宅の掃除、泥だし、家財道具

の除去を行った。５月末現在、同地区内で調整したボランティア数は、通算

1410名、作業を完了した件数は153件となった。 
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６． その他の短期プログラム 

企業や雑誌などと連動した美容やアートに関する短期プログラムの実施。 

・アナウンサーによる小学校での読み聞かせ 

・ファッション誌による避難所でのメイク＆ヘアカットサービス など 

 
「コミュニティ・カフェ」に集まる地元に方々。壁

には「おしゃべりしましょう」の文字が。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
仮設住宅に配布した生活物資一式例。
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団体名 特定非営利活動法人 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、広野町 

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 

（200字程度） 

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（5月22日ま

で）。 

小浜地区災害ボランティアセンターの運営協力 

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。 

いわき市の社会福祉協議会平災害ボランティアセンターの運営協力。 

いわき市との調整とNPO間調整。 

一時提供住宅入居者への物資提供（約400世帯配付済み） 

 

 

 

小名浜地区災害ボランティアセンターのボラン

ティア 

 

 

 

 

 

一時提供住宅入居者への生活支援物資配付 

 

勿来地区災害ボランティアセンの終了式典
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団体名 公益社団法人 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 

 

対象者 一般（特に本吉地区、唐桑地区の避難所の被災者） 

実施した 

活動概要 

 

【気仙沼市での活動】 

・気仙沼市本吉地区と唐桑地区にある避難所計20か所へ巡回をおこない、必要物

資の聞き取りや物資配布を行った。 

・本吉地区9か所の避難所へ無料の温泉送迎バスの運行手配を行った。一関市の

温泉へ送迎し、全45回総勢743人に利用していただき5月30日で終了した。 

・11の避難所で炊き出しをおこない約4,000食の食事をお届けした。またお茶やコー

ヒーを振る舞い、心の内を聴かせていただく行茶（ぎょうちゃ）を開始。3ヶ所の避難

所、集会施設にて計6回実施している。 

・子どもの日のイベントとして（特活）日本冒険遊び場づくり協会と協同し青空カフェ

を実施し、アジアのコーヒーとお菓子を振る舞った。 

 

子どもの日イベント 青空カフェ 

 

 

 

 

 

炊き出しのうな丼を食べる避難所の方々
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団体名 財団法人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 

対象者 妊産婦と女性及び新生児 

実施した 

活動概要 

 

物資配付 

下記の支援拠点に対して、救援物資の支援を行った。 

岩手県 

二戸市（二戸病院） 

宮城県 

仙台市（宮城県助産師会） 

多賀城市（連携助産師） 

山元町（連携助産師） 

福島県 

福島市（県北保健事務所） 

会津若松市（連携助産師） 

救援物資内容：  

授乳服、マタニティ下着、マタニティパンツ、母乳パッド、女性用下着、ベビー肌

着、ガーゼハンカチ、離乳食、ベビー服、子ども服、靴下、ベビー・マタニティスキ

ンケア用品、尿失禁パッド、マスク、ミネラルウォーター、絵本、紙芝居、漫画本 

 

被災地モニタリングと今後の支援活動内容の協議 

5月20日～23日に岩手県の被災地（盛岡市、釜石市、大槌町、遠野市）を視察訪

問した。ジョイセフと連携協力しているもりおか女性センターおよび助産師会岩手

支部関係者や被災地の保健福祉行政関係者と現在の課題やニーズを確認し、

今後の支援活動の方向性と内容について検討した。 

支援金受付の開始 

ジョイセフでは、義援金の募集は5月末日をもって終了し、6月からは、支援金の

募集を開始する。義援金として全国からお寄せいただいた寄付は、被災された産

婦さんへの義援金として6月末頃からの給付を目指し、最終調整を行っている。 

 
釜石市の保健師さんから現場の情報とニーズを把握し、意見交換を行う。 
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団体名 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会 

活動地域 宮城県南三陸町 

対象者 歌津地区伊里前小学校PTAと児童 

実施した 

活動概要 

 

4月に引き続き、生活物資である野菜を配送した。 

今回は当会会員で栃木県で有機農業をすすめている農家から野菜（玉ねぎ、レタ

ス）を5月２３日に静岡県からはキャベツ、大根、サニーレタス、かぶを５月２５日に送

った。 

また配送するにあたり当会のボランティアが栃木県に赴き、玉ねぎ出荷の手伝いを

してた。 
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団体名 特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパン 

活動地域 岩手県 

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 

 

復興支援の一環で、岩手県大船渡市の災害ボランティアセンターから委託を 

受け、常駐スタッフ2名と酪農学園大学(北海道)の学生ボランティアと共に、避難

所におけるニーズの聞き取り調査を行い、調査結果をもとに避難所マップを完成

させました。マップには避難所の規模、避難者数などの情報が書込まれていて、

社会福祉協議会の職員や私たちだけでなく、多くのボランティアの方々にも一目

で状況が分かるようにしました。その後、仮設住宅における聞き取り調査や、仮

設住宅への備品配布等の活動を行っています。調査で得られた情報はファイル

にまとめ、社会福祉協議会などと共有して、今後の活動方針決定に役立てていま

す。 

 

 

仮設住宅に備品を配布する様子 

 

 

避難所に聞き取り調査に行く様子 

©酪農学園大学ボランティア
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団体名 特定非営利活動法人 難民支援協会 

活動地域 岩手県、宮城県 

対象者 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） 

実施した 

活動概要 

 

 

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、活動を行った。具体的には、弁護士による法律相談会や助産師

など専門家との協働による相談事業、物資配布（生理用品や衛生用品、化粧品

などが入った「女性キット」）を実施した。 

また、被災地に残る外国人（大多数がフィリピン人）への相談事業（法律相談を含

む）や、物資配布（子ども向けの物資、女性キット）も行った。 

「難民と行くボランティア派遣」も引き続き実施。難民や日本人、留学生などの在

日外国人によるボランティアグループを派遣し、約100名のボランティアが被災地

での炊き出しや瓦礫撤去を行った。 

 

 

 

 

フ ィ リ ピ ン コ ミ ュ ニ テ ィ で の 法 律 相 談

 
瓦礫撤去を行うボランティアチーム
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団体名 特定非営利活動法人 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、南相馬市ほか 

対象者 被災した障害者、高齢者、在宅避難者など 

実施した 

活動概要 

 

5 月には宮城県、岩手県、福島県で、高齢者や障害者、在宅避難者などのべ約 3

万人に支援物資を配布したほか、炊き出しや巡回診療、巡回バスの運行等を実施

しました。 

 必要とされる物資は刻々と変化しており、最近では野菜や果物といった生鮮食

品、春・夏物衣類、扇風機や冷蔵庫、乾燥機等の家電、また福祉施設には事業の

再開に必要なコンピューターなどの事務用品の要望が増えています。他にも介護ベ

ッドや福祉タクシーの事業所に車いす利用者向けのスロープなどを届けました。 

福島県では他団体とともにジャパン・プラットフォームの資金を活用して、県内の

全ての仮設住宅・借り上げ住宅入居者向けに、台所用品や掃除機、テーブル等の

生活必需品の配付を開始。被災地の経済復興に貢献するため、物資はできる限り

地元で調達するよう努めています。 

また在宅避難者の多い宮城県牡鹿半島では 7 つの地区で、住人約 640 人を対象

に、巡回診療を実施、5 月にはのべ 328 名を診察しました。身体面のみでなく、生活

の不安や必要な支援などに関しても丁寧にお話を伺い、対応するよう努めました。 

 

 

宮城県陸前高田市の障害者施設にたくさんの

野菜と果物をお届けしました。左は難民を助

ける会の横田裕香 

 

 

2 度目の診療に訪れると、避難所に暮らす女

性は「また来てくれてありがとうね。安心する

わ」と笑顔を見せてくださった。右は血圧を測

る難民を助ける会
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団体名 公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会 （JOCS） 

活動地域 ① 岩手県釜石など 

② 宮城県仙台など 

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）での巡回診療と夜間の

当直、孤立集落の在宅被災者の方々への訪問診療、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜石出張 

 

 

 

釜石出張
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団体名 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター（JVC） 

活動地域 福島県南相馬市、宮城県気仙沼市、宮城県岩沼市 

対象者 当該地域の住民・被災者 

実施した 

活動概要 

 

■福島県南相馬市での災害ラジオ局の運営支援 

原発事故の被害を大きく受けている南相馬市で住民が迅速に情報を得られるよ

う、災害臨時ラジオ局「南相馬災害FM」が開設されました。JVCは市民へのラジ

オの提供のほか、スタッフ1名が駐在し、原稿の作成や取材など番組の運営に協

力しました。 

■気仙沼市・岩沼市災害ボランティアセンターの運営支援 

スタッフ4名が現地に駐在し、被災者の支援のニーズとボランティア活動を調整す

る機能を支えました。またスタッフ14名が家財撤去などの作業に参加しました。 

 

 

 

 

 
被災した家屋の片づけ（気仙沼市にて） 

 

 

 

南相馬災害FM、地元のDJをサポート
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団体名 特定非営利活動法人 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） 

 

対象者 主として家屋が半壊・一部損壊等の被害に遭い、家周りのがれき撤去や清掃を必

要とする被災者とそのコミュニティ復興の支援（ボランティア派遣） 

 

実施した 

活動概要 

 

4月28日から5月4日の日程で、岩手県大船渡市・陸前高田市へボランティアチー

ム第一陣を派遣した。 

被災地では、主にがれきの撤去と汚泥の除去を実施。ボランティア実施場所とそ

の内容についての詳細は下記の通り。 

① 個人宅や個人経営のレストラン：床板をはがし、床下の汚泥をかき出す作業を

実施。津波で破損したり、使用できなくなった壁の撤去を実施。これにより、住

居等の修繕を本格化させるに当たっての基盤づくりができた。 

② 陸前高田市立広田高校：がれきの撤去や校内の清掃を実施。これにより、救援

物資の保管場所が確保できた。また、がれきに埋もれていた備品を選別し洗浄

することで、再利用が可能となった。 

③ 岩手県立福祉の里センター（避難所）：トイレの清掃や風呂の掃除、朝食炊き出

しのお手伝いを実施。これにより、センター職員の負担を軽減できた。 

 

また、今後、仮設住宅を対象に物資支援を予定しており、5月1日から5月4日ま

で、そのアセスメントを行った。 

 

 

 
ハビタット・ジャパンのボランティアが住居兼レ

ストランでがれきの撤去作業に取り組む様子 

 
陸前高田市の仮設住宅でアセスメントを行う

様子 
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団体名 特定非営利活動法人 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 

（200字程度） 

先月に引き続き、各避難所での子ども遊び、写真整理、および炊き出し 

新たに、以下の活動を開始 

在宅避難者のニーズ調査と物資配布 

避難所への食材の提供、 

小学校のスクールバスの送迎添乗 

避難所でのカフェスペース作り 

さまざまな活動への被災者の雇用 

 

 

 

 



 31 

 
団体名 特定非営利活動法人ピースウィンズ・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 

 

ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)は、被災地の経済復興のため、4月下旬から陸前

高田商工会への支援を行っています。商工会の会員4名が移動販売車によって

営業再開を図るため、PWJが商工会に対し必要な物品を提供しました。5月16日

には、会員の一人である中野さんの移動販売車が始動しました。当日は商工会

の主催で、移動販売で使用する車や物品の贈呈式を実施し、商工会の代表に車

の鍵を贈呈した後、 「なかのや」が無事に出発しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
贈呈式の様子 

 
「なかのや」始動
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団体名 公益財団法人プラン・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 

2011/5/5、多賀城中学校にて「"こどもの日"フェスティバル」を開催。 

「音楽の時間」、「遊びの時間」、「体育の時間」、「図画の時間」、「理科の時間」と、

様々なアクティビティを用意し、スタンプラリー方式で親と子どもが一緒に楽しめるように

企画しました。保護者向けには「子どもの心のケア」のワークショップも開催。 

参加者は、子ども約250人、大人約100人の計約350人でした。 

 

2011/5/28、仙台市にある仙台国際センターにて、ケア・宮城とともに、子ども支援フォー

ラム「震災後の子ども支援 ～今 そして これから～」を開催。約140人の方々が参加し

ました。 

シンポジウムでは、「宮城県の児童生徒の心のケア」について県の取り組みとして、スクー

ルカウンセラーを被災地の実情に合わせ、手厚く配置しているとの説明がありました。 

パネルディスカッションで、それぞれの立場からの提案や意見が出され、これからの支援の

あり方を展望し、心のケアの重要性を改めて確認する機会となりました。 

今後も、ケア宮城と一緒に、宮城県内で講演会やワークショップを開催していく予定です。 

詳細の情報や最新の情報は、サイトをご覧ください。   http://www.plan-japan.org  

 

 

5/5「"こどもの日"フェスティバル」を開催 

 

5/28 子ども支援フォーラムを開催 
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団体名 特定非営利活動法人 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 

 

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、大船

渡市の避難所等にいる被災者の方々に、栄養バランスを考慮した様々な惣菜を届

ける支援を行いました。 

また、盛岡市に拠点を置く被災地支援チーム「SAVE IWATE」と協力して、陸前高

田市のドライビング・スクールの厨房を利用して食事の調理・配達を行っていくため

の準備をしました。 
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団体名 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド・ジャポン（世界の医療団） 

活動地域 岩手県上閉伊郡大槌町 

対象者 「こころのケア」を必要としている大槌町の皆様 

実施した 

活動概要 

 

精神科医・看護師を中心に、臨床心理士、精神保健福祉士、運動療法専門家など

からなる医療チームを派遣し、岩手県精神保健福祉センターからの依頼のもと、被

災者に対する「こころのケア」を実施しています。避難所や個人宅を訪問し、不眠や

不安などの症状を訴える方々に対し、診療、処方、カウンセリング、傾聴や、体を使

った心のケア（運動療法）を行い、被災者の方々のストレス軽減や、不安の解消に

努めています。 

 

 

 

避難所を巡回する精神科医と看護師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無償貸与頂いた車両と共に避難所を巡回、記

録をする医師 
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団体名 特定非営利活動法人 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、気仙沼市 

岩手県大槌町、山田町、宮古市、田野畑村、野田村、久慈市、一関市（事務所） 

対象者 上記地域住人延べ約80,000人 

内訳：仮設住居生活必需品（106 名）：8,235 名 

ＮＦＩ（緊急支援物資）：68,301 名 

ＣＦＳ：241 名 

運動会(YMCA 共催)：91 名 

学用品支援：3,928 名 

学校再開支援：1,092 名  

学校給食：1055 名 

保育園給食：40 名 

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 

南三陸町での学校再開(5 月 10 日)にともない、CFS の活動は未就学児の保育と、放課

後スクールバスが出るまでのあいだの学童保育を補完する形で継続しています。多くの

保育所がまだ再開していない状況下での日中保育をさせていただき、ご両親にとても喜

ばれています。 

5 月 22 日には、仙台 YMCA との協力によって、伊里前小学校と名足小学校の合同運動

会を開催することができました。玉入れや綱引きなど両校が一緒に交流することができ

ました。 

② 仮設住宅への生活物資配布 

岩手県・宮城県計15,100世帯の仮設住宅に、布団セットと、調理鍋やタオルなど約100

品目にのぼる生活物資を提供しています。 

③  スクールバス・プレハブ校舎支援 

登米市の旧善王寺小学校で授業を再開した戸倉小学校、中学校の生徒さんに、避難所

から学校へ通うスクールバスを提供しています。片道約 1 時間半かかる通学ですが、子

どもたちは学校に通うことができてとてもうれしそうです。また、授業スペースの拡充の

ために、プレハブ校舎 2 基を提供しています。 

④ 保育所への簡易給食提供 

南三陸町で 5 月 16 日より保育を再開した入谷ひがし幼児園に、コッペパンと牛乳の簡

易給食を提供しています。 
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スクールバスで元気に学校に通う、南三陸町

の子どもたち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設住宅への支援物資(一部) 

 


