
 

NGOサポート募金 

「東日本大震災 活動支援まとめて募金」 

2012年2月分活動状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年3月21日 (特活)国際協力NGO センター 



 1
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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 福島県相馬郡新地町及び福島県相馬市 

対象者 福島県相馬郡新地町住民及び仮設住宅住民 

実施した 

活動概要 

 

ICA文化事業協会はジャパン・プラットフォームの助成および本NGOサポート

募金の寄付等を活用し、福島県相馬郡新地町新林仮設住宅から要望を受けた共

同倉庫として使用するアルミコンテナ2台を設置した。新林仮設住宅は高台と

低地の2箇所に別れているため、住民の要望に沿ってそれぞれに1台ずつを支援

した。この後、事業終了となる3月31日までの期間中、仮設住宅住民とともに

共同倉庫内をより使いやすい状態にすべく、倉庫内の棚作りと整頓作業をおこ

なう予定である。 

 

 

 

共同倉庫設置作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同倉庫ロゴマーク取り付け作業 
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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 宮城県本吉郡南三陸町歌津 

対象者 歌津地区32ヶ所の集落・仮設住宅・避難所 

実施した 

活動概要 

 

� 情報発信【桜通信の発行（隔週土曜 月2回発行）】 

南三陸町の地域の生活情報、催し物、イベント、被災者に必要な情報などをま

とめ、桜通信（地域瓦版情報紙）を700部、隔週発行し、本会が活動している

地域の人々への配布や回覧、仮設住宅の掲示板48ケ所での案内を行っていま

す。 

http://www.jafs.or.jp/news/touhoku-jishin-2011.html 

2月は、地元で立ち上がっている仮設テント商店街の店舗紹介や、収穫が始ま

ったワカメ養殖、下記の加工場・直売所の利用紹介などに関する記事を掲載し

ました。 

� 生業支援【地元食品加工場の設営支援】 

今、地域に必要とされているのは、生活再建に向かうための経済活動、生産活

動が実践できる場の支援。地域から強い希望のあった味噌や漬物の加工場の設

営に向けて活動しています。 

2 月 1日より工事が着工し、基礎工事、躯体工事まで進みました。3 月 15日に

建て方完成、4月 5日に OPENの記念式典ができるように準備を進めています。 

名前を「石泉ふれあい味噌工房」とし、歌津の地元の方々中心に、利用者申込

み受付準備、広報できるようにコーディネートを行っています。 

� 生業支援【南三陸地場産品物産館「みなさん館」設営支援】 

地元の農産物・海産物またそれらの加工品を販売できる地場産品物産館の設営

に向けて、地域の方と話し合い、討議、調査、また、視察研修を重ねています。 

2 月は、瓦礫撤去が完了し、瓦礫部分で下がった面積に砕石を入れ、地均しま

で完了しました。 

地元の方々中心に、南三陸農協、漁協、商工会、観光協会、素晴らしい歌津を

つくる協議会等の各種団体で構成された運営委員会、協議会を重ね、現地 NPO

組織化について協議を行ってきました。 
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建設中の地元食品加工場の外観 

（石泉ふれあい味噌工房） 

 

 

 

 

 

 

 

加工場の中の様子（石泉ふれあい味噌工房）
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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、仮設住宅居住者、在宅被災者および愛知県のボランティア

希望者 

実施した 

活動概要 

 

� 東松島市の民間幼稚園にて、幼稚園の看板作成やお花を植えるイベント

を実施。 

� 東松島市図書館及び社会福祉協議会と4月以降の活動計画（まちづくりを

考える絵の作成等）を策定。 

� 東松島復興協議会の幹事団体として、津波被害の大きい地域に住む在宅

被災者350世帯を対象に、暖房器具や衛生用品、空気清浄機等を配布した。 

� 仮設住宅住居者が自主開催しているものづくりイベント（お地蔵様づく

り）の作業手伝いを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園児との看板作り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設住宅内でのものづくりイベント 
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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、東松島市及び福島県 

対象者 山元町、東松島市及び福島県の仮設住宅の住民 

実施した 

活動概要 

 

� 引き続き「やまもと復興応援センター」の運営支援を行なった。生活相

談員による仮設住宅の戸別訪問を通し、住民の方々が抱える課題やスト

レス等の聞き取り・把握を行なった。また、戸別訪問の他、集会所での

お茶っこサロンも開始した。 

� 山元町内での支援活動業務の調整をおこない、仮設住宅地域等での円滑

なイベント・活動の開催に努めた。 

� 2月17～19日、山元町の仮設住宅集会所にて足湯ボランティアの受け入れ

及び派遣を行なった。 

� 2月20日、東松島市の仮設住宅入居者に対して生活必需品を配布した。 

� 福島県では、引き続き生活必需品配布や制服支援を行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足湯を提供する様子
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団体名 特定非営利活動法人 ACE 

活動地域 宮城県亘理郡山元町 

対象者 山元町に住む、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による東日本大震災復興支援の活動報告 

ACEの支援者、寄付者、山元町にいる現地関係者向けに、ACEが行っている震

災復興支援の報告や支援内容の理解促進のため、レポート作成等をした。 

 

� ワークショップ実施後のフォローアップ 

1月に実施した子ども向けワークショップのアンケート集計、子どもたちの描

いた絵のウェブ掲載等、フォローアップを行った。 
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団体名 公益財団法人 オイスカ 「海岸林再生プロジェクト10カ年計画」 

活動地域 宮城県名取市、仙台市 

対象者 被災地農業従事者（特に女性） 

実施した 

活動概要 

 

� 公益財団法人フォーリンプレスセンターと協働し、中南米（4日）、在京

（29日）、外国プレス約30社の視察受け入れを実施。 

� 林野庁、JICA、FAOの「自然災害における森林の役割と森林・林業の復興」

（国際シンポジウム）in仙台への実施協力を行い、プレゼンを行った。（5

日） 

� 名取市海岸林再生の会設立準備会議を実施。（6日・21日） 

� 育苗場（名取市下増田字北原東500周辺）設置工事準備、土づくり等に没

頭。 

� 経済同友会幹部視察の下見受け入れ実施（21日） 

� 前田建設工業資材センターにて資材搬入準備（27日） 

� 名取市海岸林再生の会発会（29日） 
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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 宮城県（東松島市、石巻市、仙台市、気仙沼市、多賀城市、本吉郡南三陸町）、

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）、岩手県（山田町、岩泉町、大槌町、釜石市） 

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や母親など 

実施した 

活動概要 

 

� 保育支援のための、保育セット用遊具・教材製作（ボランティア作業）

および購入 

� 保育セット寄贈（岩手県下閉伊郡岩泉町の町営保育園） 

� 寄付金調達のためのイベント参加 

� 被災地出張（21日・22日 岩手県下閉伊郡岩泉町の町営・民営計3保育施

設）。被災状況および保育支援の必要性・要望に関する視察と聞き取り。 

� 被災によって経済状況が急変した家庭の子どもたちに対する、就学・進

学支援金支給の継続活調査 

� 被災地保育の人材不足を補うための保育士派遣（気仙沼保育施設） 

� 被災した保育施設への人件費・家賃の一部を継続支援 

 

 

宮城県気仙沼市の緊急託児施設「キッズ

ROOMおひさま」。園舎が流され、飲食店

の倉庫を借り保育を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

派遣先「おひさま」で子どもたちに囲まれ

る保育士。保育担当者の増員は、現場保育

士のゆとりを生むと同時に、子どもたちへ

の保育の質向上につながった。
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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 東京都（福島からの県外母子避難者支援） 

被災地域各地（被災女性ホットライン） 

被災地域各地（助産師による母乳保育相談） 

宮城県（フィリピン女性をはじめとした外国籍の方のコミュニティ） 

対象者 被災した女性 

被災したシングルマザー 

福島からの県外母子避難者（在東京） 

被災した非日本語話者 

実施した 

活動概要 

 

� （特活）しんぐるまざあず・ふぉーらむを通して、週2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、東京在住の福島からの母子避難者に、グループカウンセリングや個別

相談を行いました。 

� （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。 

� （公財）ジョイセフを通じて、独立開業助産師による母乳育児相談を実施

しました。 

� （特活）多言語センターFACILを通して、気仙沼のフィリピン人被災者に

よる、ラジオの番組制作グループ作りを支援しました。自助グループの形

成を目指します。 

� 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

支援しました。 
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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、子ども 

実施した 

活動概要 

 

� 心のケアプロジェクト 

第2期プロジェクト始動につき、2月13日に第一幼稚園にて子どものアセスメン

ト、および教員向けカンファレンスの実施。 

� 大槌町社会福祉協議会支援 

盛岡で実施された東日本大震災岩手県市町村社協害ボランティアセンター連

絡会議に出席。 

� ガードレールプロジェクト 

グッドネーバーズ・ジャパンは大槌町仮設住宅近隣の主要道路にガードレール

を設置するため、募金の呼びかけを実施。目標金額（50万円）に達したことで

2 月 13 日には第一次工事の契約を済ませ、3月 26日に着工予定。 

� セミナー/報告会「日本とモルディブ、津波が結んだ絆」 

スマトラ沖地震の被災国モルディブへの日本の支援と、モルディブによる東日

本大震災支援の“助けあい”エピソードを、モルディブ人ゲスト3名を迎え紹

介。グッドネーバーズ・ジャパンの活動報告も実施。 

� 漁業再開プロジェクト 

漁業再開プロジェクト最後の購入となる殺菌水製造機（漁業機材）の納品。グ

ッドネーバーズ・ジャパンは大槌新組合設立（3月中）までの期間は事業を継

続することとし、建設済みの漁業施設および納品済みの漁業機材の保管、管理

に努める。 

  

ガードレール設置予定道路

 

セミナー/報告会「日本とモルディブ、津波

が結んだ絆」の様子 
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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 岩手県宮古市山田町・大槌町などの沿岸部、釜石市 

対象者 上記地域で被災した方々 

実施した 

活動概要 

 

生活支援の項目 

� 物品提供 

高齢者・障がい者支援 （ヒーター付便座を集会所に提供） 

① トイレ凍結防止と、特に高齢者の方から暖かい便座の希望が多いため、山

田町仮設住宅の集会所へのヒーター付き便座提供。 

② 山田町サポートセンターが管理している6カ所の集会所にまず提供 

③ 最終的には、仮設住宅の集会所27カ所すべてに設置予定 

 

� 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＞ 

仮設住宅に付随する談話室にて、仮設住宅にお住いの方を対象とした心のケア

プロジェクトの一環、特に住民の孤立の防止を目的としとして、毎週水曜日に

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

トを引き続き実施。下記が各仮設住宅地でのコミニティ・カフェ実施状況です。 

2月8日：＜午前＞  間木戸 32名参加  

   ＜午後＞  平安荘果樹園 14名参加 

2月10日：＜午前＞ 浜川目 31名参加 

＜午後＞ 山谷 8名参加  

2月15日：＜午前＞ 旧不動生コン 18名参加  

         ＜午後＞ 旧不動生コン 12名 

2月22日：＜午前＞  上徳漁具店付近 8名参加 

＜午後＞ 県北バス北浜口 8名参加  

               ※ 2月は、累計131名の方の参加がありました。 

 

＜リクリエーション活動支援＞ 

地域で開催されるリクリエーション活動を、資金・物資・人材提供など側面的

に支援。下記が2月に行ったリクリエーション活動支援の詳細です。 

① 2月11日  

宮古市田老地区で活動するNPO田老主催の「田老・夢ほらふき大会」を側面的

に支援。当日は9名の発表者と50名ほどの観客のなか、田老への復興の夢を語

る方が多かった。（審査委員の1人として、当団体職員が参加。大会の景品の

提供。） 
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② 2月28日  

釜石市唐丹児童館の保育園卒園遠足（いちご狩り）を資金面で支援。3～5歳児

が18名、児童館の教員4名が参加。被災以降、外での活動がなかったので、子

ども達も楽しめた様子だった。 

 

＜コミュニティ新聞発行の支援＞ 

情報提供や印刷に関わる資機材（または料金）の提供、離れた地域への新聞配

達など側面的な支援を実施。 

① 山田町：第 6号「希望新聞」（※震災直後、山田町避難所内で配布されて

いた新聞『くじら山ろく』の復興版）が 2 月 11 日に発行。通常通り、約

2000部配布。次号は 3月 12 日 第 7号発行予定。 

② 田老地区：第3号「明日に向かって」が2月10日に発行。主に田老地区で再

開された店舗の紹介など、地域の情報を発信。 

【唐丹児童館卒園遠足（イチゴ狩り）】 

釜石市唐丹児童館の保育園卒園遠足でイチ

ゴ農園へ。震災以降、外で遊ぶことが殆ど

なかったので、子ども達は大はしゃぎでし

た。©CARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【田老 夢・ほら吹き大会】 

宮古市田老地区で活動するNPO田老主催の

「田老夢・ほらふき大会」の模様。田老地

区お住いの皆様に、田老復興まちづくりに

対する「夢・うそ八百」を発表して頂いた。

主催のNPO田老様は、“復興まちづくりの

夢”を後世に語り継ぎ検証したいと考え、

このイベント企画したそうです。©CARE 
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団体名 公益財団法人 国際開発救援財団 （FIDR「ファイダー」） 

活動地域 岩手県 

対象者 岩手県における東日本大震災の被災者 

実施した 

活動概要 

 

� 岩手県沿岸部の中学校・高校を対象に、部活用具の購入や遠征費等の活動

費用を支援。 

� 岩手県の中高生が実施するボランティア活動費用を支援。 

� 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等を支援。 

� 買い物等の交通手段が困難な方を対象に、無料巡回バスを山田町へ提供。

（運行は、山田町社会福祉協議会）。 

� 仮設保育所3ヶ所（津軽石保育所、田老保育所、小本保育所）の支援（リ

ース料を負担） 

� 大槌町内全ての児童の給食費、保育園・幼稚園の保育料を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田町仮設住宅の代表者会議の様子
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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 キャッシュ・フォー・ワーク／石巻市、気仙沼市 

対象者 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 

泥上げ・清掃・解体／被災した家屋や店舗の方 

朝市・お茶会・買い物代行／仮設住宅の移動不便者や高齢者の方 

見守り支援・配食サービス／仮設住宅や在宅の高齢者のうち、必要とされる方 

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  

仮設住宅支援／仮設住宅の棚付けなどを必要とする高齢者 

実施した 

活動概要 

 

� 失業保険も切れ始め、失業問題の深刻化する石巻市と気仙沼市において、

「キャッシュ・フォー・ワーク」を実施し、石巻と気仙沼周辺で合計約50

名の被災者を雇用(4月から、述べ114名)し、同時に再就職支援を行なって

います。 

� 雇用者の仕事は、 

① 被災した家屋や店舗において、ガレキ撤去・ヘドロ除去に加え、草刈り、

リフォーム前の解体や消毒 

② 高齢者見守り 

③ お茶会や高齢者向けのレクリエーション 

④ 引越し手伝い 

⑤ イベントの開催 

⑥ その他被災者である雇用者自身が「地域に必要だと思うこと」 

が対象です。 

� また、両事務所の事務や会計にも地元被災者を雇用して行なっています。 

� また、雇用者の再就職支援の一環として、運転免許やヘルパー等の資格取

得などもサポートしています。 

� 12月・1月と行なった被災地域の起業希望者を対象とした起業家セミナー

のバックアップとして、経営コンサルタントによる個人事業主の相談会な

ども開催しました。 

� 2月は、ボランティアの方々の受け入れも積極的に行い、石巻地元メンバ

ーとボランティアの意見交換会などを行う機会も多くありました。 
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気仙沼市鹿折地区の被災し焼失した薬局の

ガレキ撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バレンタインに、地域の女性たちを集めた

チョコ作りのイベント 
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団体名 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 

 

岩手県、陸前高田市における移動型子どもセンター「走る！KnK子どもセンタ

ー」が通常どおり運行された。震災から間もなく一年ということで各国メディ

アの取材依頼が殺到しており、子どもたちが敏感になっている。そのため、取

材受入れは、自治体や学校と相談の上、慎重に対応した。子どもたちは、セン

ターに集うのを楽しみにしており、彼らが安心して過ごせる場を今後も守って

いきたい。 

受験を控えている中学生たちは、仮設住宅より集中できるといって、黙々と勉

強している。 

その他、4月下旬の再開に向けて、釜石市のコミュニティセンター「青葉ビル」

の修復が急ピッチで進められている。また、大船渡市ではコミュニティセンタ

ーの再建に向けて調整が進められている。 

 

 

 

 

 

 

修復が進む釜石市の「青葉ビル」
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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 

 

シェアは、気仙沼市の保健福祉関係者が立ち上げた NPO「生活支援プロジェク

ト K」を支援しています。階上地区に設置したトレーラーハウス「はしかみ交

流広場」を拠点に、階上地域の 6 仮設住宅を主な対象に、以下の活動を共にし

ています。 

� 健康相談・生活相談活動 

健康・生活に関する日々の相談を受け、必要に応じて専門機関や他団体につ

なぐなどしています。また、仮設住宅でのお茶会や地区イベントにて健康相

談コーナーを設けて血圧測定・体重測定を行い、病気の予防や早期発見を促

す活動を行っています。 

� 地域のコミュニティ形成の促進 

孤立が懸念される方や支援を必要としている方々をサポートするため、仮設

自治会の支援を行っています。「はしかみ交流広場」を交流スペースとして提

供したり、地区や仮設自治会のイベントに参加・協力して、住民相互のコミ

ュニケーションを活性化するサポートを行っています。 

 

2 月は、階上公民館にて、探検家・関野吉晴氏による無料上映会＆トークショ

ーを行いました。また、階上中仮設住宅では、先月に続き健康講話を行いまし

た。今回は、震災から 1年を前に、記念日反応などの心の反応について説明し、

心と体のほぐし方を伝えました。また、体調の自己管理を促すため、体操や血

圧測定、個別相談も行いました。 

シェアは、プロジェクト Kと協働する活動を通じ、地域のつながりを支え、被

災地の人々の健康を見守る活動を継続していきます。 
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階上中学校仮設住宅での健康講話。不安や

悲しみ、無気力などと付き合っていく方法

についてボランティア医師が話した。（2012

年 2月 27日）(c)シェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階上公民館にて。関野氏ら上映会のボラン

ティアチームが参加者からの感想や質問を

受ける様子。（2012 年 2 月 25 日）(c)シェ

ア
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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 

 

� 災害ボランティアセンター運営 

当会スタッフの長期派遣は12月20日をもって終了しているが、電話やメール等

を利用してセンター運営に関して当会スタッフが側面的にアドバイス等を継

続している。 

� ボランティア活動隊派遣 

1月の現地視察の際に確認した南三陸町の漁協支援について、2月15～19日に理

事1名とボランティア1名が同町を訪問。この間、2月18日に同町「津の宮」に

漁協全体の集会場プレハブ1棟、「水戸部」に作業小屋となる中古プレハブ1棟

を寄贈した。 

ボランティア派遣については、3月9日より10名を派遣する準備を行った。 

� 派遣者数（2011年3月～2012年2月末） 

現在まで延べ184名（運営要員:延べ51名、活動要員（視察含む）：延べ133名） 

� 主な寄贈品（2月） 

上記2の通り、2月中に2棟のプレハブ支援を完了した。3月以降も継続的に支援

者を募集する。 

 

南三陸町津の宮に寄贈した漁協集会所 

 

南三陸町水戸部に寄贈した作業小屋 
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団体名 特定非営利活動法人 ジェン（JEN） 

活動地域 宮城県石巻市とその周辺 

対象者 東日本大震災で被災し、 

自宅で避難生活を続けている住民の方々 

仮設住宅に入居された住民の方々 

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 

 

� 瓦礫撤去事業 

震災による被害を受け、資機材や資本をな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を行っています。地域の力を活かし、

急務とされている瓦礫撤去を促進しています。 

� 物資配布事業 

仮設住宅へ、生活物資の調達および配布を実施しました。現在は、131か所の

仮設住宅へ、自治会の形成にむけたサポートを行っています。 

� コミュニティ・スペース 

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再生するために、コミ

ュニティ・スペースの再建築や運営をサポートしています。顔合わせの『お茶

（ぢゃ）っこのみ』や弁護士による法律相談など、2月末現在、市内3か所で運

営中です。 

� 中小企業・個人事業主の生業復帰支援 

牡鹿半島にて、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っています。鮎川浜に仮設商店街『おしかのれん

街』を支援。16店舗が入居し、むこう2年間の間に、将来の道筋を作れるよう、

ハード面のみならず、ソフト面でも支援しています。 

� ボランティア事業 

復興支援ボランティア 

緊急期の泥出しから、公共の場所での作業、生業復興のサポートなど、活動内

容が変化している。2月末現在、参加したボランティアの数は述べ4,735名とな

りました。 

� その他の短期プログラム 

子どものための心のケアワークショップ（お絵かき教室、補修サポートなど）

や、手芸教室など。 
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JENが管理運営している集会所でのお年寄

りの集い。震災後、一旦散り散りになった

メンバーが再結成し、歌や踊りで盛り上が

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡鹿半島の狐崎浜の伝統的なお祭りへお手

伝い。前の日からお餅の用意やのぼりの準

備などで参加し、当日は神輿ボランティア

で地域の皆さんと一丸となり盛り上がりま

した。 
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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 

対象者 津波被害による被災者、原発事故による避難者（主に借上げ住居入居者） 

実施した 

活動概要 

 

被災者のための交流スペース「ぶらっと」の運営を継続。週4回程度の手芸教室な

ども好評で多くの方が利用し交流が生まれている。 

また、被災地以外に暮らす人たちに向けた企画として12月に実施した「Listenいわ

き」の次の企画として、「Feelいわき」を」実施した。20名の参加者とともに1泊2日で

いわきを訪問した。地元の方々にガイド役を担ってもらい、津波被害の状況、現在

の復興に向けた地域の状況、放射能に対する意識、双葉郡からの避難者受け入れ

など、いわき市の抱える課題を共有し、参加者に感じとってもらった。 

 

 

交流スペースで実施した藍染教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Feel いわき」沿岸部で地元の人の話を聴く参

加者 
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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、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 

① 3/11 に、市内 13 ヵ所の仮設住宅や公共施設で開催予定の、追悼式で使用

するキャンドル作りを、今朝磯仮設、天ヵ沢仮設、蔵内仮設、津谷小学校、

大谷公民館にて実施した。 

② 集団移転支援として、専門家の協力のもと、豊間沢地区の移転対象の住民

の方とともに、移転後のシミュレーションのための模型づくりを行った。 

③ 今朝磯仮設、福祉の里仮設、津谷小学校にてお茶会を行った。 

� 岩手県での活動 

岩手県沿岸部の山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市、4地域の19の仮設住

宅に対し、移動図書館車で約2,000冊の本の貸し出しや集いの空間づくり（2月

の利用者数455人、貸し出し冊数1,293冊）、及び大槌町での文庫活動をしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模型作りを行いながら具体的なイメージを

膨らませる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団移転候補地を見学する住民、地主の方  
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団体名 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 

 

� 現地助産師の活動支援 

福島県の助産師による妊産婦や女性に対するケアやカウンセリングの支援と

して、助産師の家庭訪問に係る交通費支給などの支援を継続的に実施した。 

 

� 物資支援 

下記の支援拠点及び被災者に対して、物資の提供を行った。 

① 岩手県「カシオペア女性と若者を支援する会」（女性・男性衣料） 

② 宮城県気仙沼市児童養護施設（子ども服） 

③ 福島市内子育てセンター（女性衣料） 

④ 福島県からの避難者世帯（中野区に避難）（女性・男性衣料） 
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団体名 特定非営利活動法人 地球市民ACTかながわ/TPAK 

活動地域 岩手県釜石市 

対象者 岩手県釜石市の2つの保育園の園児、保育士、約200名 

実施した 

活動概要 

 

 

� 岩手県釜石市の保育園への支援活動 

「子ども達が安心できる場を」 

2つの保育園の再建計画が順調に進んでいます。KHWドイツ子ども財団様、ク

レディスイス証券株式会社様からのご支援をいただき、釜石市の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。 

先生方は2013年3月の卒園式は新しい園舎での開催を希望しています。 

 

現在、測量作業中です。 
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団体名 特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 仙台～東松島～気仙沼 

対象者 子ども、高齢者、仮設の方々 

実施した 

活動概要 

 

� ハッピーストック プロジェクト 

風評被害米で作成した寄付つき純米吟醸酒「福興支援の酒 絆伝心」造りが進

み、完成を待つばかりとなりました。その過程において、その趣旨に賛同した

佐賀の伝統芸能である(有)名尾和紙がお酒のラベルの製造を、特殊印刷を㈱音

成印刷がそれぞれ CSR として初参加しました。協力者が広がり、1000 本のお

酒も予約で完売しそうです。100 本は東日本に送ります。 

 

� いのちのまつりプロジェクト 

3月10日の夢ハンカチと人とキャンドルでつなごうというイベント「走れ仙石

線」の準備作業の協力が進む。野蒜小学校と成瀬第2中学校を中心に夢ハンカ

チを集める活動を行いました。 

 

※紹介用のダイジェスト動画を作成しました。 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rBesp8nz3SY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「走れ仙石線」のチラシイメージ 

 

 

 



 28

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 宮城県、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 

 

� 「コミュニティ形成支援」 

大船渡市復興ボラセンから委託を受け、専任スタッフ（プログラムマネージャ

1名、コーディネータ3名）が同市の複数の仮設団地で「コミュニティ形成」を

目的とした支援活動を行っています。 

① 『豆まき』イベント…仮設住宅団地との交流、住民たちの自立の足掛かり

を目的に、豆まきイベントを実施しました。 

② 『コミュニティ・ファーム』…2月より仮設住宅団地の隣接農作地（市保

有地）を活用し仮設住宅団地の住民の方と農作物を作成する「コミュニテ

ィ・ファーム」イベントを開始しました（2月中は2回実施）学生ボランテ

ィアを受け入れており、現在は5名が参加しています。 

• 大船渡小学校設備（家具）修繕等工事 

大船渡市教育委員会からの支援要請を受け、03月末までに大船渡小学校設

備（家具）修繕への資金援助を行いました（継続中）工事を開始するにあ

たり、現地建設会社、大船渡小学校との調整、工事日程の管理を行ってい

ます。 

• 卒業アルバム制作支援 

保護者の経済的負担を軽減する為、また、子どもたちが学校生活の思い出

と記録を胸に刻んで、新たな生活に臨む為の活力を得る機会を提供する事

を目的に卒業アルバム制作への資金援助を行いました（継続中）対象は大

船渡市内公立小中学校全22校の卒業生（805名）が対象です。 

 

� 「被災後の子どものこころのケアの手引き」無料配布 

① グリーフワーク・ワークショップ開催(02月19日) 

② 同書類（日本語版）約14,732冊(01月までの累計)を全国の希望者にお届け

しました(引き続き希望者に無料でお送りします) 

③ 同書類の英語版、タガログ語版、ハングル版、中国語版をそれぞれ624冊、

323冊、346冊、366冊配布しました。 
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子どもたちの一斉攻撃でたじろぐ鬼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

子どもたちみんなで豆の準備 
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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 

 

引き続き①弁護士による法律相談、②助産師など専門家による女性相談とキッ

ト配布、③外国籍被災者就労支援を実施した。 

① 仮設住宅で 9 回、のべ 46名の法律相談に対応した。 

② 女性キットをのべ 4 ヵ所訪問し 570 個した。同時に、体操や集まった方が

お話しできるサロンも行っている。また、小中学校で思春期セットを 68

個配布した。 

③ 第 3 グループに向け、講習会を 6 回開催した。また、就職をした第 1 グル

ープの方が職場での経験を話す機会も設けた。 

 

また、地元発の「桜ライン 311」プロジェクトの後方支援を継続して行ってお

り、3月のセレモニーに向け準備を進めている。 

加えて、2月末にはこれまでの支援活動を振り返るシンポジウムを開催。支援

に携わった方が多く登壇し、「当事者の声が聞けてよかった」と来場者からも

好評を得た。 

 

2 月末のシンポジウムの様子(JAR) 

 

 

 

 

 

就職した第1グループのメンバーが、これか

ら仕事探しを始めるメンバーに職場体験を

語る(JAR) 
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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 宮城県東松島市、石巻市、女川町、山元町、仙台市、気仙沼市、栗原市 

岩手県大槌町、釜石市、陸前高田市、大船渡市、田野畑村、宮古市 

福島県郡山市、相馬市、伊達市、富岡町、南相馬市、須賀川市 

対象者 被災した障害者、高齢者など 

実施した 

活動概要 

 

� 福島県の仮設住宅と借り上げ住居に入居する全世帯に、ADRA JAPANと

共同で台所用品や掃除機、こたつ机などの日用品の配付を行っています。警戒

区域の含まれる自治体で、要請のあった南相馬市、富岡町では、県外避難者へ

も支援を行っています。地域の経済復興に寄与するため、可能な限り地元の商

店および商工会を通じて物資を調達。2月末までに22,591世帯への配付が終了し

ました。 

 

� 宮城県と岩手県沿岸部の被災地域で、生活不活発病の予防と地域交流を目

的に、「地域みんなで元気になろう」と題し、作業療法士・理学療法士による

マッサージと健康体操、傾聴活動、交流イベントなどを、これまで約80回実施

しています。 

 

� 応援メッセージ付きのチョコレートを配付する「まごころキャンペーン」

を実施。被災地用に1箱500円のチャリティチョコレートの購入を全国に呼び掛

けたところ、約2,500個をご購入いただきました。併せてメッセージも寄せてい

ただき、チョコレートに添えて仮設住宅や幼稚園、保育園、漁協組合などにお

届けしました。 

 

この他、福祉施設への機材提供や修繕（約50ヵ所）、福島県相馬市の子どもた

ちの精神的ケアや市内の仮設住宅（1,361世帯）への全戸訪問、授産施設の販路

拡大支援などを行っています。 
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福島県郡山市のたちばな幼稚園でチャリテ

ィチョコレートの配付や絵本読み聞かせの

イベントを実施。放射能の影響で、震災以

来子どもたちが屋外で遊んだのはわずか5

回という。左は難民を助ける会の伊藤美洋

（2012年2月23日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設住宅集会場での手芸教室に参加された

皆さん。講師を務めたのも同じ仮設住宅の

住民の方です（2012年 2月 5 日、宮城県東

松島市） 
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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・石巻 

対象者 仮設住宅及び孤立集落の在宅被災者の方々（主に高齢者） 

実施した 

活動概要 

 

� 釜石地区 

① カリタス釜石（カトリック釜石教会）の「心のケア」チームへカウンセラーを派

遣し、教会内の「ふぃりあ」（心のケアサロン）と、仮設住宅へ出向く「移動ふぃ

りあ」への協力（傾聴活動やお茶っこサロンなど）を行っています。 

② 「移動ふぃりあ」は毎週延べ14回で、「ふぃりあ」を含めると毎日3か所で実施

しています。 

③ 派遣カウンセラーは「ふぃりあ／移動ふぃりあ」へに加え、地元社協などの要

請に応じて、支援者対象のケアのための講座やワークショップにも協力して

います。 

 

� 宮城県 仙台・石巻 

仙台JOCSを通じて東北教区被災者支援センターの活動（仙台市荒浜地区・石巻

市など）に協力をしています。 

 

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

 

       お茶っこサロンの様子 

（移動ふぃりあの活動の一環で） 

 

 

ケアのための講座の様子 

（コミュニケーションワーク） 
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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 

対象者 当該地域の住民・被災者 

実施した 

活動概要 

 

� 福島県南相馬市の仮設住宅におけるサロン支援 

仮設住宅の入居者が集うサロンの運営支援を行っています。2月、新たなサロ

ンをオープンしました。週5日開き入居者にお茶やマッサージチェアを提供し、

仮設住宅での閉じこもりや健康悪化を防ぎます。 

 

� 福島県南相馬市での災害ラジオ局の運営支援 

住民が必要な情報を得るためのラジオ局「南相馬災害FM」の番組づくりの支

援を継続しました。 

 

� 気仙沼市鹿折地区の地域支援 

支援が届きづらい地域で、住民の声をもとに生活支援を行っています。生業支

援として、地域の特産品であるワカメ養殖の再開支援に取り組みました。 

 

【南相馬】仮設住宅に新しいサロンをオー

プン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【気仙沼】特産品のワカメの収穫をサポー

ト 
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団体名 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や集合住宅で生活する被さい者 

実施した 

活動概要 

 

� 生活・事業再建に関する専門家等の出張形式相談会とフォローアップ 

 

先月に引き続き、医師や弁護士、保育士、整体師、中小企業診断士など手配し、

仮設住宅等での出張形式の相談会を実施した。また、相談会と並行し、釜石市

のなかで支援がなかなか届かない地域を選定し、整体師による小規模相談会を

行った。住民の生活と事業再建への第一歩を支援する活動を継続してきた。相

談会実施日に合わせ、チラシでの宣伝などを行うことで、多くの相談者が足を

運んで頂いた。 
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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 主に岩手県大船渡市、宮城県東松島市、石巻市 

対象者 家屋の全半壊認定を受けた被災者ならびに津波の被害を受けたコミュニティ 

実施した 

活動概要 

 

岩手県大船渡市および宮城県東松島市（※）、石巻市にて支援活動を実施。 

 

� 家屋の修繕・修復 

岩手県大船渡市では、被災した住宅について、その修繕資金の一部を補助する

支援を行っています。現在も、スタッフによる戸別訪問やチラシ配布に加え、

地元の広報誌や新聞紙を通して、修繕ニーズの集積を続けています。現状、ニ

ーズの高い候補者から、被災住宅の修繕に必要な資金面のコンサルティングと

共に実地調査を行い、支援を受ける家族を選定しています。 

 

� 1月、天候と寒さを理由に休止していたボランティア派遣を2月11日より再

開。宮城県多賀城市に宮城オフィス兼ボランティア宿泊施設を開設すること

で、継続的なボランティア動員を実現。東松島市では漁具の保管に使われてい

るコンテナを塗装し、石巻市では仮設住宅入居者のための東屋を建設していま

す。 

 

※東松島市での活動風景 

東松島市宮戸は自然が豊富で、震災前は漁業や地域に根差した観光業が営まれ

る場所でした。現在は津波の被害を免れた数隻のボートで漁業が少しずつ再開

される中、漁具を保管するコンテナに東松島の美しい海岸の風景を描くため、

ボランティアを派遣。ペンキで子供たちが海で泳ぐ姿や、福が訪れるよう願い

を込めて七福神を描くなど、工夫しながら地元の方が喜んで下さる絵を描いて

いました。 

 

東松島市、コンテナペンキ塗り 

 

 

石巻市、東屋づくり
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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、釜石市 

対象者 子どもと家族、被災者一般 

実施した 

活動概要 

 

� 児童館建設事業 

2月20日(月)には上棟式および餅まきを行った。関係者や近隣住民、小学生児童

約80名が伝統を学ぶ授業の一環として参加。岩手日報などで紹介された。 

� 子ども支援 

仮設集会所での子どもクラブの活動を毎日放課後に継続しているが、バレンタ

インデー前にチョコレート作りのイベントを開催。当日は共同通信社の取材が

あり、翌日都内各所の電光掲示板ニュース及びネット記事にて配信された。 

� 被災者生活・物資支援 

① 積雪や水道管の凍結などにもかかわらず、各仮設団地を回って、食材を提

供しながら実施している週末調理イベントは好評継続中。節分には恵方巻

き作りを行い非常に好評だった。 

② 大槌町婦人会へ毛糸を提供し、町内3か所の仮設住宅地にて編み物会を継

続実施中。各所毎回20名前後が参加し継続的に集まるきっかけとなってい

る。 

� コミュニティエンパワメント 

3月に開催する約3週間の写真返却展に備え、写真の整理作業を継続した。 

町の広報誌と一緒に、大槌町の全戸に写真展の案内が配布された。 
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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 宮城県南三陸町 

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)は南三陸町の歌津漁協を通じてわかめの塩蔵

加工支援をしています。わかめの加工に必要な備品を提供することで、わかめ

を塩蔵する作業を行う女性グループの雇用機会の確保につなげることを目的

としています。 

2 月中旬、わかめの収穫と加工が開始され、わかめの収穫と加工作業を通じて、

歌津地区では漁師や加工に携わる女性たちなどのにぎやかな声が響きわたり

ました。 

 

 

わかめの収穫の様子(C)PWJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工作業に携わる女性(C)PWJ 
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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 

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SAVE IWATEに4輪駆動車両を無料貸与する支援を

行いました。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

輸送などに役立てられました。 

 

� 多目的コミュニティセンターの設置準備 

岩手県大船渡市で「さんさんの会」と協力して、文化講座やレクリエーショ

ン活動、生活相談、困窮者のための食事の調理などを行う、多目的コミュニ

ティセンターの設置準備を進めました。 

 

盛岡にある物資の集積場から配送分を積み

込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月下旬、コミュニティセンターの床暖房

の配管工事をしました（大船渡市） 
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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 ジャパン（世界の医療団） 

活動地域 岩手県大槌町 

対象者 メンタルケアを必要とする被災地の方々 

実施した 

活動概要 

 

世界の医療団は震災直後から、運動チーム【（財）明治安田厚生事業団 体

力医学研究所】と協力し、直接からだにはたらきかけることによるメンタル

ヘルスにも取り組んでいる。冬本番を迎え、手袋なしではしびれるような外

気によって仮設住宅の水道管やトイレの水が凍るような日も珍しくない。ま

た医療チームでは、「こころのケア」の一環として、心の状態と切り離せな

い不眠の問題を被災された方々に理解していただき対処を身につけていた

だければと「眠りのコツ講座」を大槌町社会福祉協議会と共同開催している

が、在宅避難者の心身共に大変な状態が表面化し始めた。まだまだ十分では

ないが、公私ともにサポートが入りつつある。 

 

 

こころの健康維持とは、誰もが日常生活の

中で行っていることではないだろうか。や

り方はひとそれぞれ。 

 

 

 

 

 

 

 

この運動プログラムは、年齢を問わずひと

りひとりの健康状況、身体能力に合わせた

体の動かし方を知って実践するものです。
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団体名 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 広野町、楢葉町など原発地域より避難した仮設住宅などにお住まいの皆さん 

実施した 

活動概要 

 

ショッピングモールリスポ内にふれあい広場「小名浜地区交流サロン」を設置

して各種イベントや教室などを催しています。 

2 月の行事は編み物教室、タオルを使っての「まけないぞうさん」作成、その

他の日は、民生委員さんに相談を受けて頂いたりしました。参加者は男性 69

名、女性 160 名、子ども 66 名、合計 285 名でした。2 月の来場者は 1月の 1.4

倍に増えました。小名浜サロンのことが徐々に浸透してきていると考えられま

す。また、リフレッシュ事業として、引きこもりにならないように、湯元温泉

に食事つきのご招待を致しました（開催 2 回参加者 47名）。この事業は地域包

括支援センターや社会福祉協議会と協働で行われています。 

 

 

小名浜ふれあいサロン・編み物教室 

 

 

 

 

 

フレッシュ事業・温泉ご招待
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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、女川町、石巻市、名取市、新潟県柏崎市、岩手県大

槌町、岩泉町、山田町、宮古市、田野畑村、野田村、久慈市、二戸市、洋野町、

矢巾町、滝沢村、藤沢村、雫石町、紫波町、一関市（当団体事務所） 

対象者 2月に支援した人数 約460人 

※2月に新たに支援させていただいた方々のみをご報告しております。活動が

継続している事業に関し、過去にすでに支援させていただいた方としてご報

告済の場合、上記人数には含んでおりません。 

実施した 

活動概要 

 

1月からの継続事業 

� チャイルド・フレンドリー・スペース（CFS）で子どもたちの心のケア 

� 南三陸町歌津地区学童保育再開支援事業 

� 宮城県の被災した学校への体育用品や実習関連の物品支援 

� 気仙沼市の漁業を活性化ささるための「ブランド力向上プロジェクト」

の実施 

� 仮設住宅への衣料品・生活物資・「仮設のトリセツ」配布 

� 学校給食及び給食センター応急稼働支援 

� 新潟県柏崎市に避難中の福島県民世帯への見守り支援員による個別訪問 

� 南三陸町の集会所への消耗品（飲み物など）の支援 

� 仮設団地で親睦会などのイベント開催 

� 小・中学校への井戸・ソーラーパネル・ビオトープの支援 

2月の新規事業 

� 福島県から新潟県柏崎市へ避難している方々を対象に、2月26日に柏崎市

市民プラザで避難者交流イベントを開催しました。来月も同様のイベン

トを開催予定です。 

� 宮城県南三陸町の11の浜にわかめ等の養殖の作業を行う作業用のテント

12棟とその中で使用する資機材を支援しました。この支援により漁業者

の方々はより快適な環境で作業を行うことができるようになりました。 

� 南三陸町志津川中学校仮設団地の集会所にガス乾燥機を1台支援しまし

た。この支援により、住民の方々がより集まりやすく、交流を深めるこ

とができる集会所になることが期待されます。 

� 南三陸町の歌津老人福祉センターで被災者の交流イベントを行い、参加

者同士の親睦を深めました。歌津漁協のわかめなど地元南三陸町産の食

材を使った料理を提供し、コミュニティ形成・雇用・食などの側面から

の多角的な支援を実現しました。 
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当団体が支援してきた南三陸町の養殖わか

めの初集荷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌津老人福祉センターでの交流イベントの

様子 


