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特定非営利活動法人 ICA文化事業協会 

活動地域 福島県南相馬市原町区 

対象者 福島県国際農友会原町支部の方々 

実施した 

活動概要 

 

農業再建に向けたワークショップにて参加者から出たアイデアの１

つ、水耕栽培についての知識を得るため、ICAと関係のある水耕栽

培の専門家を通じて、宮城県名取市の水耕栽培施設を見学しまし

た。 

当日は専門家の方も来られ、施設についての詳しい説明を受けるこ

とができました。参加者の方々は熱心に質問をされており、水耕栽培

に対する関心の高さを感じました。 

 

施設見学の様子 

 

特定非営利活動法人 IVY 

活動地域 宮城県沿岸北部（宮城県石巻市～気仙沼市）及び山形県山形市 

対象者 被災したが「保育活動」を続ける保育所と山形市に避難しながら故郷の子どもを預かる保育所 

被災地から「起業」しようとするコミュニティ・ビジネス型NPOと会計事務所員 

実施した 

活動概要 

 

幼児を預けて働く環境は震災以前に厳しい状況下におかれている気

仙沼市に於いて有志により立ち上げた保育所の職員の人件費一部

支援や福島県より山形県に避難してきた方たちの保育園の運営と職

員の法定福利費の支援を行う。また、地域に根差し被災地の抱える

問題を地元の視線から問題解決に取り組む地域に密着したNPO法

人の人件費及び労務、会計指導。 

年末を迎え各支援団体の事務担当者は「年末調整」の処理に戸惑い

ながらもIVY担当者の指導の下、その仕組みや事務処理を学んでお

りました。12月を終えると、所謂「個人事業の確定申告」作業に突入し

ます。2月に行った「IVY起業セミナー」に参加し石巻市で会計士とし

て独立を目指す参加者のスキルアップも兼ね、協力を得ながらIVY

担当者と年末調整作業、償却資産申告、確定申告と年明けには各支

援先ともハードなスケジュールが待っています。 

 

年末に向かい事務処理作業が多

くなるなかクレーンゲーム名人（山

形県在住）に景品のぬいぐるみが

「クリスマスプレゼント」として気仙

沼市の支援保育所に配られ保育

士さんたちも一時の間癒された様

子です。 
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公益社団法人 アジア協会アジア友の会（JAFS） 

活動地域 宮城県本吉郡南三陸町 

対象者 南三陸町の32ヶ所の集落 

実施した 

活動概要 

 

【南三陸直売所（みなさん館）運営支援】 

宮城県本吉郡南三陸町歌津字管の浜 57－1 にオープンした「南三陸

直売所 みなさん館」。  

運営の中心は、南三陸町民が担っていますが、まだ不慣れな広報や

アドバイス、資料作成などの必要とされる支援を今後続けていきま

す。 

12 月は、年末に向けて軽トラ市を開催して、旬の野菜や魚介類の販

売促進や、新商品の開発のサポートやカタログ発行を行いました。 

さらに、「南三陸を訪ねる復興エコツアー」と題し、新規で現地を訪問

する事業もスタートしました。南三陸町の方とのふれあい、地域のも

のを食べて買い物し、復興につなげています。 

「みなさん館」のホームページを開設し、美味しい海産物・農産物のネ

ット通販も行い、少しづつですが品揃えを増やしていっています。 

みなさん館 

http://minasankan.com/ 

地域情報紙「桜通信 54 号」 

http://nine-town.org/wp-content/uploads/2012/12/vol.54-完成稿2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん館前の広場で軽トラ市を

開き、年末年始に向けての買い出

し 

 

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、仮設住宅居住者、在宅被災者及び愛知県のボランティア希望者 

実施した 

活動概要 

 

� 地域の独居高齢者の交流を目的とした『ひとり暮らし高齢者のつ

どい』を、東松島市社会福祉協議会とともに行なった。高齢者間

の交流の促進を図ったと同時に、仮設住宅入居高齢者の悩み

や生きがい等について、交流の中で聞くことが出来た。 

� 野蒜地区の現状を子どもの目線と言葉で発信する『かぜの子し

んぶん』の創刊号および第2号の、発送や該当地区への配布が

完了した。 

� 「仮設内で自分たちができること」を子どもたち自身が考えて活

動する『子どもカフェ』を仮設住宅集会所にて開始した。初回は、

仮設に入居している子ども6人と保護者、そして仮設周辺に住む

子ども2人とともに、狭い仮設内でも飾ることができるミニクリスマ

スツリーとお家の方へ渡すクリスマスカードを作成した。 

 

 

自宅に飾るためのクリスマスツリ

ーを作成する子どもたちの様子 
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特定非営利活動法人 ADRA  Japan 

活動地域 宮城県亘理郡山元町及び福島県双葉郡 

対象者 宮城県亘理郡山元町の仮設住宅及び在宅の住民、福島県双葉郡の公立高校3校 

実施した 

活動概要 

 

【宮城県亘理郡山元町】 

� やまもと復興応援センターの運営サポート（副センター長を派

遣） 

� 山元町社会福祉協議会及びやまもと復興応援センター職員向

けに臨床心理士による「心の健康診断」（通算11回目）を実施 

� 12月22日～23日、仮設住宅にて日本財団ROADプロジェクトと

協働で足湯（通算20回目）を開催。参加住民延べ43人 

【福島県双葉郡】 

� 浪江高校（本宮市の仮設校舎で運営中）における部活動を通じ

た人材育成プログラムを実施 

� 双葉翔陽・富岡高校（いわき明星大学内仮校舎で運営中）にお

けるユニクロと協力したTシャツ作りを通じた人材育成プログラム

を実施 

【東北ハンドベル演奏旅行】 

� 北海道、東北3県（岩手・宮城・福島）、東京でハンドベルの

クリスマスコンサートを広島三育学院高等学校と協力して行

った。  

 

山元町仮設住宅でのハンドベルコ

ンサートで、三育学院の生徒と交

流する住民。 

 

 

特定非営利活動法人 ACE 

活動地域 宮城県亘理郡山元町、仙台市、岩手県陸前高田市 

対象者 東日本大震災によって被害を受けた子ども、大人や高齢者など住民、支援に関わる関係者 

実施した 

活動概要 

 

� ACE販売商品の袋詰めと発送業務の委託 

岩手県陸前高田市の作業所でのチョコレート袋詰めを開始。作業状

況について適宜フォローした。 

� 被災地支援グッズの取り扱い 

引き続き、山元町の仮設住宅で暮らす女性たちが作ったイチゴ形の

エコたわしを団体のオンラインショップや出店イベントで販売した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包装作業の様子。利用者さんが

「てんとう虫チョコ」の仕事をいつも

楽しみにしていてくださるとの報告

も。 
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特定非営利活動法人 オイスカ 

活動地域 宮城県名取市など 

対象者 被災地農家（特に女性） 

実施した 

活動概要 

 

被災地住民の雇用を伴う50万本の育苗・植栽・育林 を通じて、長期

的に協力する「海岸林再生プロジェクト10カ年計画」実施しています。 

12月4日  富山県支部にて活動報告会 

   5日  富山県入善町海岸林実踏調査 

   11日 第2育苗場防風ネット設置作業 

   18日 JICAなごやにて写真パネル掲示（～3月中旬） 

   25日 国・県・市と協議 

 

現在の苗は合計92,000本。うち来

春4月移植目標80,000本。（10か

年 総 生 産 目 標 100ha 相 当 の

500,000本）。撮影：12月26日 

 

特定非営利活動法人 幼い難民を考える会 

活動地域 宮城県（東松島市、石巻市、仙台市、気仙沼市、多賀城市）、福島県（郡山市、田村郡、安達郡、福島市、

会津若松市、伊達郡）、埼玉県（加須市） 

対象者 避難生活を送る幼児期の子どもたちと保育関係者、保護者など 

実施した 

活動概要 

 

① 被災した保育施設への人件費・環境整備費継続支援 

② 被災地支援活動定例会議開催 

・活動の進捗状況確認 

・被災地訪問計画 

・就学支援金支給に関する協議 

・次年度計画の収斂協議 

③ 就学支援金支給開始 

④ ファンドレイズイベント開催協力 
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特定非営利活動法人 オックスファム・ジャパン 

活動地域 岩手県盛岡市・沿岸地域、東京都内 

全国(政策提言活動) 

対象者 � 被災した女性 

� 被災したシングルマザー 

実施した 

活動概要 

 

� (特活)参画プランニングの被災した女性の起業の支援やパソコンのセミナーを支援。 

� (特活)インクル・いわてによる、ひとり親支援の就業支援を支援（就業体験、カウンセリングなど）。ま

た、グループカウンセリングを実施。 

� (特活)しんぐるまざあずふぉーらむによる、福島から東京に避難している母子避難者のパーソナルサ

ポートを支援 

� 東日本女性支援ネットワークによるジェンダーと災害の政策支援活動を支援。復興・防災計画におけ

るジェンダー主流化のトレーニングの実施など。 

 

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、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町 

対象者 一般、子ども 

実施した 

活動概要 

 

� 心のケアプロジェクト 

・幼稚園・保育施設に対するアートセラピー活動の実施 

 12/6 おさなご幼稚園  

・幼稚園・保育施設に対する遠足（ピクニック）の実施 

 12/6,21 鵜住居保育園 / 12/14 唐丹児童館 

・12/24 大槌町仮設グラウンドにて「みんなのあそび場」の実施 

・山田町の以下の6か所の仮設団地集会所にてパソコン教室の実施 

豊間根地区・大沢地区・織笠地区・船越地区・猿神地区・間木戸地区 

� 「三陸の高校生、インドネシアをゆく」研修 

岩手県釜石市・大槌町・山田町の高校生を対象に、2004年のインドネ

シア・スマトラ島沖地震の被災地アチェ州と首都ジャカルタを訪問し、

現地の子ども達と交流し復興の様子を視察する研修の調整 

 

 

 

 

 

 

大槌町仮設グラウンド開催の「み

んなのあそび場」にて、地元参加

者と運営スタッフが木材や工具を

駆使し独創的な作品を作り上げて

いる。 
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公益社団法人 ケア・インターナショナルジャパン 

活動地域 岩手県宮古市・山田町・大槌町・釜石市などの沿岸部 

対象者 上記地域で被災された方々 

実施した 

活動概要 

 

当財団が2012年12月に被災地で実施した活動は以下の通りです。 

� 地域の絆/心のケア関連 

� コミュニティ・カフェ運営サポート 

住民の孤立の防止を目的として、毎週水曜日に仮設住宅の談

話室にて開催されるコミニティ・カフェ運営（山田町社会協議福祉

会の主催）のサポートを実施。町民グランドや多目的広場など

で、計9か所で合計94名が参加。 

� 芸能文化、スポーツ、趣味活動 

� 山田町浜川目、町民グランド、石峠橋の3地区にてコンピ 

ピューター教室を隔週で開催。ケア・インターナショナルジャパン

では運営補助を担当。12月をもって終了。9月末から12月まで、6

か所で計15回、述べ165名が参加。 

 

パソコン教室ではパソコンを触る

ことも初めての方々もいらっしゃい

ましたが、クリック、ダブルクリッ

ク、ドラッグをマスターしました。 

 

 

公益財団法人 国際開発救援財団 

活動地域 岩手県、宮城県、福島県 

対象者 被災された方一般、子ども 

実施した 

活動概要 

 

①岩手県及び宮城県沿岸部の中学校・高校を対象に、部活動用具の

購入や遠征費等の活動費用を支援。 

②岩手県・宮城県・福島県の中高生が実施するボランティア活動費用

を支援。 

③山田町及び大槌町において、仮設住宅団地内の自治会形成や地

域イベント等の実施を支援。 

④買い物等の交通手段が困難な方を対象とした、無料巡回バスの運

行支援（山田町）。 

⑤バス停の設置や消火栓の配備等を通じた、日常生活における安全

確保を目的とした支援。 

⑥観光や水産業の産業復興支援を開始するための調査、および関

係団体との協議（山田町、大槌町）。 

12月 26日～28日、日体大生有志

と共に山田町の全仮設住宅で年

末のお手伝い・正月飾り作り実

施。合わせて山田町の 4 か所で、

日体大伝統の応援スタイルでエー

ルを送った 
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特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK） 

活動地域 岩手県沿岸部その他  

対象者 子ども 

実施した 

活動概要 

 

【釜石市】市内の高校へ、早朝授業クラスやセンター試験の交通手段

支援。市内に住む小学校新入学予定のご家庭へランドセルの支援。

釜石市子ども遊び場マップの作成。 

【大槌町】放課後児童クラブにてポストカード作りのワークショップ、ク

リスマスパーティーの実施。 

【山田町】田の浜地区集会所の再建プロジェクト実施調整中。 

【大船渡市】市内17ヵ所の公民館再建プロジェクトを調整中。 

【陸前高田市】 移動型子どもセンター「走る！KnK子どもセンター」

の運営。 

その他、団体との連携強化・情報収集のためネットワーク会議やイベ

ントに参加。 

【新規支援決定案件】 

被災地に住む子どもを対象にしたワークショップの開催。 

 

12月21日、今年も大槌町の放課

後児童クラブでクリスマスパーティ

ーを開催しました。たくさんのプレ

ゼントとサンタクロースの登場に、

子どもたちも大喜びでした！ 

 

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（主に階上地区） 

対象者 仮設住宅および在宅の住民全般。保健・生活支援ニーズがあれば誰でも。 

実施した 

活動概要 

 

シェアは、被災者の思いを大切にした復興を支えるため、地元NPO

「生活支援プロジェクトK」と活動し、健康と生活を見守っています。 

12月は、2か所の仮設住宅のお茶会で、インフルエンザとノロウィルス

についての健康講話を行いました。クイズ形式で理解を深めていただ

いたあと、洗い残しが確認できる手洗い実習や、音楽にのって身体を

動かす健康体操も行いました。参加した方からは質問がたくさん寄せ

られ「よりくわしい知識を得られてよかった」、「体を動かせて楽しかっ

た、またやってほしい」という声をいただきました。 

また、仮設住宅自治会の忘年会へのお手伝いと参加をし、同じコミュ

ニティの方々と楽しく過ごす時間の大切さを再認識しました。 

集団移転などの復興整備計画も動き出し、被災者の方々は今後の

生活についての気がかりが多くあります。そういう方々のそばで、み

なさんが健康に過ごせるように、2013年も私たちができることを模索

しながら活動を続けていきたいと思います。 

 

仮設住宅での健康講話では、クイ

ズ形式でインフルエンザとノロウィ

ルスについての理解を深めまし

た。 
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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ボランティア活動隊派遣 

2012年12月26～27日に役員2名を派遣。2013年1月21～24日に実施

する「つるし雛講習会」、3月に計画中の「復興祈念植樹」に関して関

係者と打ち合わせを行った。 

また、27日には、同町戸倉地区で活動を行う地元のボランティア組織

「大自然塾」に寄贈する倉庫用のプレハブ1棟の設置立ち会いを行っ

た。同組織は、震災以後、県外からのボランティアの受け入れを行っ

ており、活動の用具置き場が無かったため、11月訪問の際に要望を

受けていた。冬場は寒いためボランティアの休憩室としても活用した

いと話している。 

②派遣者数（2011年3月～2012年12月末） 

現在まで延べ305名（運営要員:延べ51名、活動要員：延べ254名）を

派遣。活動総日数は1532日となった。 

 

大自然塾でのプレハブ設置を完

了。左から2番目が同組織の塾

長。 

 

特定非営利活動法人 ジェン 

活動地域 宮城県石巻市、南三陸町、女川町 

対象者 東日本大震災で被災した、①沿岸の市街地に居住する方々 ②仮設住宅に入居された方々 ③漁業者・

農業者の方々 ④生活環境の変化した子どもたち 

実施した 

活動概要 

 

� 被災し人口が流出した市街地沿岸部において、町内単位で住民

同士の話し合いの場を設定、地域の課題解決やイベント開催の

補助など、復興へ向けたコミュニティの自治活動のサポートを行

っています。 

� 仮設住宅で生活している方々の自治会形成に向けたサポートと

心のケア活動、炊き出し訓練、救急救命訓練などを行い、地域コ

ミュニティ機能の強化を行っています。 

� ボランティア受入事業として、12月にボランティア28人を受入れし

ました。漁業支援、側溝の泥出しを行いました。 

� 被災地内での子ども支援事業として、「子どもダンス教室」を、プ

ロの講師を招いて継続して実施しています。 

� 佐須浜では住民運営のカキ小屋を支援し、オープンしました。 

� 牡鹿半島東浜地域では、ボランティアと漁業体験を組み合わせ

たツアーを、漁業者グループと共に実施し、継続して行う予定で

す。 

 

仮設旭化成団地にて、団地自治

会、消防と協働し、救急救命講習

を行いました。仮設団地住民の互

助意識・機能の強化を目的に、各

団地で順次実施しています。 
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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 

対象者 いわき市に避難されている相双地区の方々及びいわき市内にて津波や地震で被災した方々 

実施した 

活動概要 

 

①交流スペース「ぶらっと」の運営 

� 12月は定番の教室で新規参加者が増えた。また23日にクリスマ

ス会を開催し、「ぶらっと」を利用されている65名の方と楽しい時

間を過ごすことができた。震災後初めて大きな会に参加できた、

と喜ぶ参加者の声が印象的だった。 

� 12月は双葉町、楢葉町の町民の集いを開いた。土日の開催は

地域のイベントとぶつかることもあるが継続して行うことで参加

者が増えればと考えている。 

②「ぶらっと通信」発行 

いわき市内のクリスマスイベント、交流サロンの紹介、健康コラム、

「ぶらっと」での月間イベント予定を掲載した。約1500世帯への郵送

と、双葉郡各町の広報誌同封及び役場配布分を合わせ10,000部印

刷した。広報に入っていた通信を見て、と「ぶらっと」に来て下さる方も

増えていている。 

③いわき市NPOネットワーク「3.11被災者を支援するいわき連絡協議

会（みんぷく）」での部会立ち上げ 

12月の会議で支援部会の立ち上げが決定し、子供支援、借り上げ住

宅支援、防災減災教育ツアー部会の3つが確定した。各団体が取り

組みやすい部会で積極的に活動することによって支援のスピードを

上げることが期待されている。 

 

12月23日のクリスマス会。音楽や

抽選会を楽しみました。 
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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、亘理郡山元町）、福島県（南相馬市）、岩手県沿岸（山田町、大槌町、大船渡市、陸前

高田市） 

対象者 一般 

実施した 

活動概要 

 

【気仙沼市での活動】 

� 大谷、鹿折小学校にて、冬休みを利用した学習支援プログラム

「学びーば」を行った。（2校の参加者数99人） 

� 福祉の里仮設にて編み物・お茶会を行った。 

【宮城県亘理郡山元町・福島県南相馬市での活動】 

南相馬市での移動図書館車で本の貸し出しや集いの空間づくりも開

始。（12月の利用者数239人、貸し出し冊数463、のべ13仮設団地に

巡回） 

【岩手県（山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市）での活動】 

4地域の仮設団地に対し、移動図書館車で本の貸し出しや集いの空

間づくり（12月の利用者数711人、貸し出し冊数1,908、のべ50仮設団

地に巡回）、及びかねざわ図書室、陸前高田コミュニティー図書室を

開館。ほか、大槌町25か所での文庫活動を実施している。 

 

移動図書館車の周りで遊ぶ顔なじ

みになった子どもたち@南相馬で

の運行にて 

 

 

 

公益財団法人 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 

 

① ファースト・バースデー・ギフト 

2011年に義援金（ケショ）を支給した 12月がご出産月の産婦 2

人に、1 歳のお誕生祝いギフトを贈りました。 

② クラウドフォース・クリスマス・ギフト プロジェクト 

セールスフォース・ドットコムの協力により、同社主催イベント

「クラウドフォース・ジャパン 2012」（12月 6日＠東京ビッグサイ

ト）の中で、ファースト・バースデー・ギフトを送った被災産婦

1757 名に贈るクリスマス・ギフトの梱包ボランティア作業を行

いました。 

③ 「リフレッシュママクラス」開催 

被災地の母親たちが、本音の交流を通して励まし合い、「生き

る力」、「育てる力」を取り戻す心的支援プログラム「リフレッシ

ュママクラス」を福島県南会津町、矢祭町、塙町、及び県北保

健福祉事務所で計 8 回実施し、のべ 92 人の被災産婦が参加

しました。 

 

クリスマス・ギフトの梱包作業には、

「クラウドフォース・ジャパン2012」に

参加したたくさんの方々の協力をい

ただきました。 
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特定非営利活動法人 地球市民 ACTかながわ 

活動地域 岩手県釜石市 

対象者 釜石市の2つの保育園の園児、保育士、約200名とその家族、並びに周辺の方々 

実施した 

活動概要 

 

� 2011年5月より「心と体のケア」を継続 

内閣府の「新しい公共事業」助成により釜石市と「釜石横浜子ども

支援協議会」を設立し、下記海外の財団と共に、2つの保育園の子

ども達、教職員への心と体のケアを行っています。 

※12月は、保育園のクリスマスキャロルのお手伝いをしてきました。

12月1日、釜石駅前にて保護者、地域の方など約100名が参加し、

クリスマスキャロルが開催されました。園児たちは一生懸命練習し

た歌を元気いっぱいに歌い、卒園生や保護者、先生方、釜石出身

の歌手や演奏者たちも歌や演奏を披露し、寒さを吹き飛ばす暖か

い会となりました。当日は多くのボランティアさん達とホットココアと

チョコバナナをプレゼントしました。 

� 海外からの支援をつなげる「子ども達が安心できる場を」 

KHWドイツ子ども財団様、クレディスイス財団様からの支援による2

つの保育園の新しい園舎建設のお手伝いをしています。 

①2013年3月完成予定 ②2014年3月完成予定 

 

元気いっぱい歌う園児達。会場全体

が暖かい雰囲気になりました。 

「子どもの笑顔から復興へ！」 

今後も細く長い支援を続けていきま

す。 

 

 

 

特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 宮城県山元町、仙台市、東松島市 

対象者 宮城の支援先の運営者 

実施した 

活動概要 

 

来年度以降の支援の形を検討するための調査として、スタッフを3

週間派遣し（11月27日～12月17日）我々のカウンターパートの手伝

いをしながら状況を検討した。 

山元町の「ささえ愛山元」、東松島市の「のんび～り すみちゃんの

家」仙台市「i-くさのね」でインタビューしたり、観察した事を総合する

と「継続性」が重要であること、震災前からあった問題が震災で表面

化したこと、自立発展のためには支援だけではむつかしいこと、な

どが見えてきた。遠い九州で支援を続けるためには被災地を忘れ

ないことが重要であるのだが、リアリティを日常の中で意識するのも

むつかしい状況で、いかに多くの方々に意識してもらうかも重要な

活動になってきそうである。今年も宮城県登米市の農家から幻もコ

メ「イセヒカり」を栽培してもらい、佐賀の酒蔵に寄付付き商品を仕

込んでもらっているが、3月11日に向けて課題も残っている。 

 

のんび～り すみちゃんの家の代表

の伊藤寿美子さんの講話のお手伝

いをする。 

http://www.genkiokurou.jp/_1032/_1

033/_1719.html 
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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 

 

コミュニティ支援として、仮設住宅などで法律相談会を6回開催、のべ29人が集まった。女性を対象とした健

康相談会やアロマなども3回開催、のべ22人が参加した。 

ボランティアセンターでのボランティアコーディネートやネットワーク協議会の運営も継続している。加えて、

各事業の地元（現地団体）への引き継ぎや、現地NPOの法人化を含むキャパシティビルディング活動をす

すめている。 

 

特定非営利活動法人 AAR Japan［難民を助ける会］ 

活動地域 宮城県、岩手県、福島県の東日本大震災とそれにともなう原発事故で被災した地域 

対象者 被災した障害者、高齢者、子どもなど 

実施した 

活動概要 

 

� 宮城県気仙沼市の仮設住宅では結露が深刻で、カビの発生か

ら肺炎の原因ともなっていました。高齢の方は濡れた天井を拭く

のも難しく、肺炎は命とりにさえなりかねません。住民の方々が

手作業で断熱工事を行うこととなり、その資材の購入を支援する

とともに、工事をお手伝いしました。12月5日から1週間かけて、

計10世帯、20部屋の簡易工事を行いました。 

� 岩手、宮城、福島で、長期にわたる仮設住宅暮らしのストレスを

軽減し、住民同士の交流の機会を作る「地域みんなで元気にな

ろう」プロジェクトを継続的に実施しています。12月は3県で計10

回実施し、約1,000人の方が参加されました。福島県新地町では

16日にクリスマスイベントを開催し、470人が参加。ゲーム大会や

地元合唱団による第九演奏などで大いに盛り上がりました。 

� そのほか福祉施設の修繕や機材提供、福祉施設の商品の販路

拡大支援、福島の子どもたちへの遊具の提供などを行っていま

す。 

 

「今日から結露を心配しなくてす

む。ありがとう」簡易工事が終了し

た渡戸仮設住宅で。後列左は

AAR仙台事務所の大原真一郎

(2012年12月5日) 
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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 岩手県釜石市、②宮城県仙台市・石巻市など、③福島県福島市・いわき市など 

対象者 仮設住宅や孤立集落の在宅被災者の方々（主に高齢者⇒岩手県釜石、福島県いわき市）、及び児童養護

施設の子ども達（福島県福島市） 

実施した 

活動概要 

 

① 釜石地区 

� カリタス釜石の「ベースふぃりあ」（教会での心のケアサロン）と、仮設住宅での「移動ふぃりあ」（傾聴活

動やお茶っこサロン）、及びスタッフ養成研修のためカウンセラーを派遣している。 

� 看護チーム（第8回）は、仮設住宅と孤立集落（白浜地区）の在宅被災者のための訪問ケア（12月6日～

11日）に加え、上記の「ベースふぃりあ」「移動ふぃりあ」に協力している。 

② 仙台・石巻 

� 東北教区被災者支援センターの活動を支える東北教区センターのスタッフの人件費サポートを続けて

いる。 

③ 福島県 

� いわき市の仮設集会所での健康相談（毎月2回）のため、医師・保健師を派遣している。 

� NPO法人「福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会」が行う児童養護施設の子ども達を健

康被害（内部被ばく・外部被ばく）から守る活動を支援している。 

 

特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター 

活動地域 宮城県気仙沼市、福島県南相馬市 

対象者 上記地域の住民 

実施した 

活動概要 

 

� 気仙沼市鹿折地区の地域支援 

仮設住宅や在宅生活など個々の住民のケースに合わせ、地域に密

着した生活支援を行っています。防災集団移転に関し、12月にはアド

バイザーを交えて地区ごとの住宅相談会を実施。移転予定地を住

民、アドバイザー、JVCで歩き、図面を元に意向を話し合いました。 

� 福島県南相馬市の仮設住宅におけるサロン支援 

仮設住宅の入居者の憩いの場となるサロンを、地元団体に協力し７

ヶ所にて週6日運営。12月にはクリスマスイベントが開かれました。 

� 福島県南相馬市での災害ラジオ局の運営支援 

地域に密着した情報を伝えるラジオ局「南相馬ひばりFM（南相馬災

害FM）」の運営支援を継続。12月には各地の災害FMが集うワークシ

ョップを開催しました。 

 

【南相馬】各地の災害FMが集うワ

ークショップを開催 
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特定非営利活動法人 日本リザルツ 

活動地域 岩手県釜石市とその周辺自治体 

対象者 上記活動地域の仮設住宅等で生活する住民 

実施した 

活動概要 

 

� 医師・保健師による健康相談会 

鵜住居町箱崎地区にて、医師と保健師による健康相談会を実施しま

した。釜石市教育委員会の「絵本カー」にご協力いただき、相談会の

合間に紙芝居や折り紙も楽しみました。また、仮設住宅を一件一件ま

わる巡回形式の健康相談も行いました。住民の方々の小さな不安を

ひとつでも取り除けるように、アドバイスを行いました。 

� 竹とんぼ講習会 

釜石市教育委員会が行う「放課後子ども教室」にて、地元の大工さん

を招き、「竹とんぼ作り講習会」を開催しました。この日、終業式を終

えて集まった子供たちは、大工さんの鮮やかな技術に興味津々。根

気強く竹を削って形作りを行いました。 

 

先生と、竹とんぼ作りに真剣に取

り組む少年。 

 

 

 

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、宮城県東松島市、石巻市、女川町、名取市など 

対象者 所有する家屋が全半壊認定を受けた被災者、仮設住宅入居者、および被災したコミュニティ全体 

実施した 

活動概要 

 

� ソーラーパネル設置事業 

【岩手県大船渡市】：重度障がい者を抱える世帯を対象に行われる、

第一フェーズソーラーパネル設置事業への締め切り。 

� コミュニティ再生事業 

【宮城県女川町】：女川町出島において、ボランティアによる漁師小屋

の建築、設置。出島では合計４棟目の設置。 

【岩手県大船渡市】：市内轆轤石仮設において、雨よけ用のひさしと、

屋外用踏み台の作成、設置。 

【岩手県陸前高田市】：市内仮設図書館において、ボランティアによる

雨よけ用のひさしの作成、設置。 

� 家屋の修繕・修復事業 

【宮城県東松島市】：支援対象選定終了。工事完了世帯対象の、公示

後調査について建築士を手配。 

 

女川町出島で漁師小屋を建てる

ボランティア 
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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 子どもたち、町民 

実施した 

活動概要 

 

� 大槌子どもセンター：  

月～金曜日、午前10時から午後6時まで。利用登録している子ども

数は200人を超えている。曜日ごとのプログラムを組みながら、さま

ざまな子どもたち、保護者のニーズに出来るだけ答えることを心が

けていて、広い年齢層の子どもが活動に参加している。クリスマス

会や冬休みのイベント、冬休み中の対応も実施。 

また職員研修を実施し、センター職員だけでなく町内の保育士や子

ども関係者が参加。 

� 写真データベースの公開 

町内の商業施設と町役場にデータベースPCを設置して継続して公

開している。 

� おせちの配布 

仮設住宅に暮らす高齢者世帯約300戸に対して、地元のNPO法人

「まちづくりぐるっと大槌」の協力で年末に手作りのおせち料理を配

布。大好評だった。 

 

大鎚町内の仮設住宅に住む高齢者

に12月30日、31日と配布。 

 

 

 

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、福島県郡山市、岩手県大船渡市 

対象者 演劇に携わる小学校から高校生 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパンは、東北被災地の子どもたちによるミュー

ジカル公演「CARE WAVE AID vol.5 -被災地の子どもたちによる

平和宣言3.11-」を開催しました。 

2012年12月19日、宮城県気仙沼市、福島県郡山市、岩手県大船

渡市の子どもたち37名が東京に集まり、プロの俳優とともに舞台

に立ちました。「あのとき日本中が感じた“絆”の心を忘れないでほ

しい」「私たち東北被災地の子どもたちに思いを寄せていただいた

ように、世界の恵まれない子どもたちにも思いを」。被災を体験し

た子どもたちによる、社会の諸問題に対する“無関心”への警報、

そして未来の希望と平和へのメッセージなどがセリフにこめられた

舞台は、まるで天に轟き地に響くかのような迫力をもって展開され

ました。フィナーレでは会場客席からの温かい声援と拍手に包ま

れました。 

 

舞台に立つ東北被災地の子どもたち 
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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 

対象者 岩手県の被災者の方々 

実施した 

活動概要 

 

� 被災地支援に使用する車両の貸与 

岩手県盛岡市に拠点を持つ「一般社団法人SAVE IWATE」

に4輪駆動車両の無料貸与を継続しました。この車両は、支

援物資の受け取り・配給・在庫管理のための輸送、被災地ま

たは被災者宅への支援物資の輸送、ボランティアやスタッフ

の輸送などに使用されています。（先月に引き続き、現在、譲

渡手続き中） 

� 多目的コミュニティスペースの運営 

岩手県上閉伊郡大槌町で「一般社団法人おらが大槌夢広場」

と協力して、多目的コミュニティスペース「町方ドーム」の運営

を行っています。地元の住民の方たちを対象にパソコン教

室、お茶の教室、そば打ち体験教室、リース作り教室などの

各種教室、イベントが行われました。 

 

 

クリスマスやお正月に向けた、リース作り

（岩手県大槌町 町方ドームにて 12月5

日） 

 

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 福島県の相双地区（相馬市、南相馬市、双葉郡） 

対象者 津波被害と原発事故の影響で避難を余儀なくされた住民 

実施した 

活動概要 

 

震災から1年9ヶ月が経過した最近では、仮設住宅を出て行く方が

徐々に増えてきています。 

仮設住宅を出ることが皆さんの目標の１つだと思っていましたが、そ

こには複雑な思いがあるようです。津波で家を流されてしまった方の

中には、同じところに家を建てることができず、新たな土地に新居を

構えなければならない方が数多くいます。仮設住宅の様に常に周囲

に気を使うことなく、自分の家に住むことができるのは嬉しいことです

が、やっと関係性を築き、気軽におしゃべりできる相手も見つかった

仮設住宅を出て、新しいところには周りにどんな人がいるのかわから

ないその状況で、また一から関係を築いていかねばならないというこ

とは、非常に大きな不安要素でありストレスであると漏らされていまし

た。さらに今後も複雑化してくるであろう気持の変化を受け止め、皆さ

んが新たなストレスと向き合っていけるよう関わっていきたいと思いま

す。 

 

仮設住宅を出ることが皆さんの目

標の１つだと思っていましたが、そ

こには複雑な思いがあるようで

す。 
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特定非営利活動法人 れんげ国際ボランティア会 

活動地域 福島県いわき市小名浜地区 

対象者 原発事故被災地域からの避難者の皆さん 

実施した 

活動概要 

 

12月は小名浜市のショッピングモール・リスポ内に設けた小名浜交流

サロンにおいて14回の催しを行ないました。一カ月間の利用者は男

性126名、女性345名、子ども135名、合計606名でした。 

12月22日に行われた海藻を使ってのクリスマスカード作りの様子をお

伝えします。 

材料の海藻は、春先に伊豆の下田の浜辺に打ち上げられた海藻を

採取して冷凍保存したものを使いました。 

参加した子どもたちは「面白い！！」「楽しい！！」「海藻いっぱい～」

など大きな声で楽しそうに話しながら作っていました。 

出来上がったカードは、海藻おしば協会の方が持ち帰り、乾燥させて

ラミネート加工をしたら完成です。後日、自宅に直接送ってくれるとの

ことで、参加者は届くことを楽しみにしています。 

 

様々な色、形の海藻を利用しての

カード作り。指導は(財)日本海洋

レジャー安全・振興協会、海藻お

しば協会 

 

    


