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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 岩手県陸前高田市、宮城県亘理郡山元町、福島県新地町、同相馬市 

対象者 東日本大震災一般被災者 

実施した 

活動概要 

 

ICAはアメリカの医療系支援団体アメリケアズから衛生用品配付の依頼を受

け、1月18日に山元町の在宅被災者310世帯、19日に新地町600世帯と相馬市500

世帯、25日に陸前高田市の仮設住宅100世帯へ配布した。アメリケアズは、人

道援助に取り組む非営利の国際的保健機関で、およそ30年間にわたり世界中お

よび米国で、自然災害への対応や貧しい人々に対する医療に関する支援を行っ

ている。 

● 今回配布した衛生用品の内訳は以下の通り： 

歯ブラシ(Oral)、簡易衛生キット（歯ブラシ、ハンカチ、ティッシュ、歯磨き

粉など）、非常用持ち出しバッグ、シャンプー(Suave)、使い捨てひげ剃り

(Shick)、マスク(3M)、タオル（大／小）、懐中電灯、水ボトル、ブランケット、

石けん。 

 

震災発生から10カ月が経ち、最近は支援物資もほとんど届かない状況であっ

たため、受け取った方々には大変喜ばれた。 

 

アメリカから船便で到着した支援物資 雪の陸前高田で支援物資を配布



 3 

 

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 

 

● 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。 

復興の兆しが見える中、最近は、地域の方からの掲載依頼が増え、震災後情報

が滞ってきた中、この情報紙に関する期待度がより高くなってきています。 

1月は狭い仮設住宅で懸念される生活不活発病についての注意点や予防法、復

興支援のためのグッズ紹介、地元商店街の復興等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です。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。 

1 月は、建設会社との打ち合わせ、今後のスケジュール詳細計画や、販売量の

算出、組織の運営、利用者規約などの策定を行いました。 

● 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。 

1 月は予定地の変更による地元協議、建設会社との打ち合わせ、がれき撤去等

の確認を行ってきました。 

また、組合を組織するために、全国中小企業団体中央会から職員を迎え、企業

組合、事業協同組合等についての勉強会を行いました。 

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協議会を開催し、協力体制の呼びかけを行いました。 

地元の利用希望者への呼びかけ、打ち合わせを重ねています。 
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地元仮設テント商店には6店舗が入り、復興

に向けての一歩を踏み出しました 

（情報紙「桜通信」の取材記事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設着工に向けて神主によるお祓い神事 

（南三陸地場産品物産館の建設予定地） 
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団体名 認定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 

 

● 仮設住宅居住者間の交流促進と心のケアを目的とした編み物教室とお茶

会を2地区の仮設住宅、647世帯を対象に実施した。 

● 仮設住宅居住者の自治会が福祉施設で開催したイベントのサポートを行

った（参加者約15名）。 

● ものづくりイベントを自主開催している仮設住宅住居者に、イベントで使

用する材料を提供した。 

● 仮設住宅から自宅への引越作業を行った。 

● 被災家屋のヘドロ出し作業を行った。 

● 東松島市の民間幼稚園の看板及び案内看板の設置準備を行った。 

 

【編み物教室とお茶会の様子】 

 

 

 

 

 

【ヘドロ出し作業の様子】 
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団体名 特定非営利活動法人 ADRA Japan 

活動地域 宮城県亘理郡亘理町、山元町、東松島市及び福島県 

対象者 亘理町、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、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。 

① 1月28、29日には（特活）ACE主催のおしるこ祭りが開かれ、その準備等の

お手伝いを行なった。 

② 1月20～22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。 

③ 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。 

 

県立浪江高校（二本松校）での制服贈呈式の様子 
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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 山元町の児童クラブ、みやまっこクラブ・はまっこクラブ 

山元町の仮設住宅に住む、子ども、高齢者などの住民 

実施した 

活動概要 

 

● 山元町の子ども支援 

山下小学校、坂元小学校内に活動の場が設けられている、みやまっこクラブ・

はまっこクラブの子どもを対象としたワークショップを実施した。ワークショ

ップではゲームの中でインタビューを行ったり、「大切なもの」や「山元町の

好きなところ」等をテーマに絵を描いてもらったりしながら、子どもたちの気

持ちや震災後の状況を知ることができた。 

● 山元町の仮設住宅支援 

1月28日に熊野堂、29日に東田北の仮設住宅にて、山元町復興支援センターの

スタッフの協力を得ながら、おしるこ祭りを実施した。 

 

寒い中、たくさんの方が来てくれました 

 

 

 

 

 

 

大切なものや、山元町の好きなところを描

いてくれました
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団体名 公益財団法人 オイスカ 

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 

 

「海外林再生プロジェクト」の現場総責任者として、東北森林管理局を定年

退職した署長経験者を、職員として正式に迎えた。数多の声掛けの中、群を抜

いて条件の厳しい我々を選んで頂く事が出来た。また、筑波大学3回生を現場

インターン生として採用した。本部のボランティアにも元外資系銀行員、外国

メディア経験者を迎え、実務執行体制を一歩一歩整える事に努めた。来年度予

算編成、資金獲得、名取海岸林再生の会立ち上げ準備、種苗生産者講習会出席、

林野庁シンポジウム発表準備、外国メディア視察受け入れ準備、圃場契約など

これまで同様ハードな活動を実施した。 

 

圃場予定地（名取市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

延々と続く海岸林被害地。
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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、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（宮城県仙台市の一時預かり施設 2施設） 

● 手づくり遊具の寄贈（福島県、宮城県の3保育施設） 

● 寄付金調達のためのイベント参加 

● 被災地出張（27日 福島県：郡山市、田村郡、伊達郡の3保育施設）。保育

状況および中長期保育計画の聞き取り、環境の整備具合（遊具・教材・設備・

備品等の充足状況）を視察。 

● 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

支援金支給活動開始 

● 保育専門家によるミーティング 

● 被災した保育施設への人件費・家賃の一部を継続支援 

 

 

 

 

支援者から寄贈された手づくりの竹とんぼ。

福島県会津若松市の「はまっ子くらぶ」で

は、屋内で飛ばし方の練習をしたり、積も

った雪に突き刺してみたり、子どもたちは

創意工夫を凝らして遊んでいます。 
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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。 

 

2011年末に開催された、被災女性のための 

2日間集中ホットラインの様子 

 

 

気仙沼のフィリピンの女性たちがラジオ番

組づくりの研修を受ける様子 
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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・子ども 

実施した 

活動概要 

 

● 心のケアプロジェクト； 

第二期プロジェクト始動につき新担当者の採用及び研修。 

● 大槌町社会福祉協議会支援； 

グッドネーバーズ・ジャパンはスタッフ一名を同会へ派遣し、大槌町における

復興イベント、ボランティア受け入れ等に係る業務応援を実施。 

● 漁業再開プロジェクト； 

8月より同プロジェクトを開始。大槌漁協と協力し漁の早期再開を目指し、地

域経済再生の一助となる事を目的とする。 

① 定置網漁に必須の小型灯浮標32個の購入 

② 定置網漁に必要な仮番屋、作業場、仮事務所など漁業施設5棟の建設 

③ ユニックトラック、フォークリフト、軽トラック、軽ワゴン、殺菌水製造

機、製氷機、冷蔵庫、土嚢製造ホッパーなどの漁業機材の購入 

*グッドネーバーズ・ジャパンは大槌漁協解散後も、新組合設立（3月中）まで

の期間は同内容で事業を継続する。 

進捗状況； 

① 全32個納品済 

② 仮番屋（赤浜）、作業場（赤浜、吉里吉里）完成、魚市場内に２棟の仮事

務所設置済 

③ 軽ワゴン、軽トラック、ユニックトラック、フォークリフト、冷蔵庫、製

氷機、土嚢製造ホッパー納品済 

*漁協名義である納品済全機材は名義変更を検討中 

*未納殺菌水製造機2台は機材所有権に係る確認書を漁協と交わした後、納品手

続きに入る 

● 物資支援 

旭硝子株式会社より吉里吉里地区在宅避難者70世帯を対象に食器750枚の提

供。 
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届けられた食器（旭硝子株式会社様ご提供）

に喜ぶ在宅避難家族
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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 

 

当財団が2012年1月に被災地で実施した活動は以下の通りです。 

● 物品提供 

① 大槌町コミュニティ・タクシー（大槌町民バス）の運行支援  

・ 被災地における仮設住宅移住者の交通改善の取り組みとして、仮設住宅と

岩手県上閉伊郡大槌町の中心部を結ぶ「大槌町民」バスの運行を12月22日より

開始。地元のニーズに合わせて、2つのルート（ルート1：恵水講・和野方面、

ルート2：吉里吉里・浪板方面）での運行を実施。 

・ 特に「交通弱者」である65歳以上の高齢者と妊婦の方に無料で提供。 

・ CAREは町民バスとなる車両2台を提供。 

・ 開始から現時点の利用者(高齢者と妊婦の方)は、2ルートの累計で282名。 

● 地域の絆／心のケア関連 

① 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。 

・ 1月11日：＜午前＞ 間木戸 18名参加 ＜午後＞ 平安荘果樹園 5名参加 

・ 1月19日：＜午前＞ 旧不動生コン 16名参加 ＜午後＞ 旧不動生コン 

16名参加  

※ハンドケア、ネイルケアのイベントを開催（カネボウ化粧品共催） 

・ 1月19日：＜午前＞ 大浦小学校付近 25名参加  

・ 1月25日：＜午前＞ 上徳漁具店 8名参加＜午後＞ 県北バス北浜口 6名

参加  

② 写真展・キッズ／ママカフェの開催 

1月22日、21日、旧山田病院にて、子どもとそのお母さんを対象にしたキッズ・

ママカフェを開催。キッズルームは企業から提供されたブロックなどを置き、

明るい装飾をほどこし、子どもたちが楽しめスペースを提供している。 

常設の写真展は、全国のボランティアの方が洗浄してくださった写真を、綺麗

なフレームに入れて展示している。ご家族、ご友人、近所の方の写真を見つけ

たら、その場で引き渡し可能。(両日で合計310名参加)  15－6名の子供が参

加。 
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③ コミュニティ新聞発行の支援 

・ 山田町：第 5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 1 月 11 日に発行。通常通り、約 2100

部配布。次号は 2月 11 日 第 6号発行予定。 

・ 田老地区：第2号「明日に向かって」が1月25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。 

※引き続きCAREは、情報提供や印刷に関わる資機材の提供、離れた地域への新

聞配達など側面的な支援を実施。 

 

 

キッズ・ママ カフェ： 

山田町社協様主催の写真展示会と同時に開

催したキッズ・ママ カフェは、大雪などの

悪天候にもかかわらず、2 日で約 300 名の

方にご参加いただきました。当日は、地元

の洋菓子屋『かわい』様から頂いたプチケ

ーキや、スターバックス様から頂いたドリ

ップコーヒーなどを提供し、多くの方から

感謝の声をいただきました。©CARE 

 

 

 

 

 

コミニティ・カフェ(ハンド・ネイルケア) 

当日は、40 代半ばから 70 代後半まで 16 

名の方に参加いただき、会場は、終始なご

やかな会話と笑いにつつまれ、参加された

方から「今日は本当に楽しかった。スタッ

フの皆さんが大変気さくで、会話を心から

楽しむことができました」との感想を頂き

ました。©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 

 

● 物資支援 

① 陸前高田市の在宅被災者へ石油ファンヒーターを支援：182戸 

② 宮古市下町町内会へ家電製品と備品30品を提供 

● 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。 

（山田町社会福祉協議会が運行中） 

● 山田町の新成人の方々へ向けて、桜の木と説明版を贈呈。 

● 今年度分の大槌町の児童の給食費や保育園・幼稚園の保育料等を支援 

（総額2,800万円） 

桜の木を植える新成人の皆さん 

（於：山田町中央公民館）
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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訳65名の

被災者を雇用してきました。 

● 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、③引越し手伝い、④イベントの開催、⑤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。 

● 被災地域の起業希望者を対象とした起業家セミナー（1月は気仙沼で 

2回）や、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。 

 

雇用者の前職を生かした、高齢者のレクリ

エーション 

 

経営コンサルタントを及びした起業セミナ

ー＠気仙沼。
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団体名 認定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 

 

週に3～4日は陸前高田市の仮設住宅横などで「走る！KnK子どもセンター」

（移動型子どもセンター／バス2台）を運行し、小中学生に学習や読書ができ

る場として提供している。冬休み中には、子どもたちがゲームやおしゃべりを

して楽しむ場として重宝された。 

今月から生活協同組合パルシステム東京のご協力を得て、福島県南相馬市の

保育園（園児83名）の給食用に乳製品、冷凍食品、魚介類等の支援を行ってい

る。福島の子どもたちへの「食」の支援は、今後一年間を予定している。 

 

 

 

南相馬市の子どもたちに栄養のある給食を

提供。
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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(申請中)「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、以下活動を共にしています。 

● 健康相談・生活相談活動 

「はしかみ交流広場」にて、健康・生活に関する日々の相談を受け付け、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ブースを設けて血圧測定・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

治会の活動の支援を行っています。「はしかみ交流広場」を地域の交流スペース

として提供したり、地区イベントや仮設自治会イベントに参加して、地域のコ

ミュニケーション活動の活性化のサポートを行っています。1 月は、階上中仮設

住宅にて、インフルエンザについての健康講話と予防のための手洗いチェッカ

ーを実施しました。また、体調の自己管理を促すため、タオル体操や血圧測定

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、被災地の人々の健康を見

守りながら、安心して生活できる環境づくりと、地域のつながりを支える活動

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の様子。

仮設住宅内でのインフルエンザ流行を防ぐ

ため、予防についての大切さについて理解

をしてもらった。（2012 年 1月 23 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階上中学校仮設住宅での手洗いチェッカー

の様子。蛍光ローションとブラックライト

を使い正しい手洗いの方法を確認してもら

った。（2012年1月23日）
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団体名 認定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 

同町への継続支援の調査として、1月30日に理事2名が同町を視察。支援カフェ

「あづまーれ」への継続支援について調査した所、現在仮設住民の駐車スペー

スとなっているため施設設置は難しい状況であると分かった。その後、漁師た

ちが浜で作業する小屋がなく困っているとの新たな情報を得て、町内9つの漁

村代表者が話し合いをもったところ、9か所の浜に小屋を設置してほしいとの

要望を受けた。 

ボランティア派遣については、3月より派遣する方向で募集を行っている。 

● 派遣者数（2011年3月～2012年1月末） 

現在まで延べ182名（運営要員:延べ51名、活動要員（視察含む）：延べ131名） 

● 主な寄贈品（1月） 

12 月に災害ボランティアセンターに寄贈したシルバーカーの配布状況をフォ

ローした所、仮設所や老人ホームに配布され活用されていることが分かった。

また、上記 2 の支援に必要なコンテナハウスを寄贈したいという企業からの申

し出を受けたため、2 月以降の設置に向けて準備を行った。今後も継続的に支

援者を募集していく。 

南三陸町内の老人ホームで活用されている

シルバーカー
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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、1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 

① 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。1月末現在、参加したボランティアの数は述べ4,514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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仮設住宅での住民参加ワークショップ。仮

設住宅を飾るためのお花をプランターに植

えました。「久しぶりに土に触った」「夜

に家に帰ってきたら花が植えてあって嬉し

かった」などの声をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設住宅でのカラオケ大会。ご自分でお菓

子を持ち寄って下さったり、昼間から大勢

の方にご参加いただき、住民の方々が心待

ちにしてくださっていた様子がわかりまし

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 いわき市在住の被災者（いわき市民及び相双地区等からの避難者） 

実施した 

活動概要 

 

今月も様々な教室を開催し、多くの方が交流スペースを利用しています。各

教室は毎回にぎやかであり、教室からサークル活動が生まれるなど活気がでて

きています。最近いわき市に引っ越してきた双葉郡の避難者も多く、そのよう

な方には常連の方々が話しかけ、地元のお店や病院情報を教えるなどの交流も

生まれています。一方、震災から1年近くなって改めて震災のことを思い出し

て精神的に不安定になったり、このあとどうなるのかといった生活上の不安を

訴えたりする人も増えてきています。 

 

子どももお年寄りも楽しんだ折り紙教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康チェックでは体の不調や薬のことなど

様々な相談が寄せられています
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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 大谷小学校にて、絵を描くことを通して普段、子どもたちが言葉にできな

い感情や気持ちを自由に表現していく場、子どもの心のケアのプログラムとし

て、「Book for the Future 子どもたちが描く声」を実施した。 

② 大谷公民館にて、キャンドルづくりのワークショップを行った。 

③ 今朝磯仮設、福祉の里仮設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（1月

の利用者数310人、貸し出し冊数757冊）、及び大槌町での文庫活動をしている。 

 
「Book for the Future 子どもたちが描く

声」で絵を描く子ども 

 

 

 

 

 

移動図書館での貸し出し風景
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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に対する

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。 

● 義援金（ケショ）受給者のネットワーク作り 

ケショを支給した岩手県、宮城県、福島県で被災した産婦のネットワーク作り

に向けて、産婦の意見やニーズを吸い上げる調査手法の検討を進めた。今後、

このネットワークを活用し、専門家の協力も得ながら、ケショ受給者への精神

面でのサポートを実施していく。 
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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。 

 

子ども達の笑顔のために
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団体名 認定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 

また、風評被害で契約栽培米の買取を拒否された宮城県登米市の農家の酒米を

佐賀の酒蔵に引き取り、新酒を作り寄付付商品として販売。益金を東松島市の

被災した介護施設および仮設住宅の支援金にする。酒造りが始まった。 

● いのちのまつりプロジェクト 

東松島市NPO法人のんび～りすみちゃんの家（グループホーム）の理事長、伊

藤寿美子さんと復旧の見込みのない仙石線東名駅から野蒜駅まで、3月10日に

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

作業の協力を実施。 

ボランティアもお手伝い！宮城の風評被害

米に麹の命を吹き込む。 

http://www.genkiokurou.jp/_201/_1059/_

1592.html（朝日新聞記事） 

 

http://www.genkiokurou.jp/var/rev0/000

0/4046/11223181019.jpg
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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 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 

 

● 岩手県大船渡市での主要活動 

① 「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4名）が同市の複数の仮設

団地で「コミュニティ形成」の為の支援をしています。同市内の仮設住宅団地

で継続実施している「干し柿つくり」の他、「新春書き初め大会」を市内小学

校で実施しました。「干し柿つくり」同様、地域住民を巻き込み、主体性を住

民に移すことによる活性化を狙っております。「新春書き初め大会」には団体

スタッフ、学生ボランティアの10名、講師3名）が開催を支援し、越喜来中学

校児童、教員計21名が参加しました。この大会は、自分を表現し前向きかつ元

気に過ごしていくきっかけを提供すること、「書」の専門家から本物の書道を

学ぶ機会を提供し、子どもたちの学びと生活の充実を図る事を目的としまし

た。 

② 仮設住宅団地集会所「軒」（のき）拡張工事 昨年10月から継続して行っ

てきた集会所、談話室を含む大船渡市内仮設住宅団地37カ所での軒先拡張工事

が完了いたしました。これは地元住民からの「雨天時に集会所（談話室）玄関

内に水滴が入り込んで、床が水浸しになる」という意見を元に大船渡市都市計

画課からの要請もあり、同課職員、末崎町山岸仮設住宅団地の永井支援員（株

式会社ジャパンクリエイト）の協力と共に費用負担、業務立会いを行いました。 

● 被災後の子どものこころのケアの手引き」無料配布 

① 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) 

② 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616冊、

315冊、338冊、358冊配布しました。 

● ワークショップ開催（ルーテル学院大学 講師） 
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団体名 認定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 

 

12 月から引き続き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 76名の法律相談に対応した。 

② 女性キットをのべ 11 ヵ所訪問し 423 個、思春期セットを 113 個配布した。 

③ 講習会を 7回開催した。また、第三陣がスタートを切っている。 

 

また、自立的なコミュニティづくりを支えるため、地域のコミュニティ復興

につながる「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 11 日のセレモニーに向けて準備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

11月に行われた桜ラインの植樹の模様。 

©難民支援協会 

外国籍女性への就労支援の一環として行わ

れた日本語教室の模様。©難民支援協会
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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、山元町、仙台市、東松島市、多賀城市、南三陸町、岩手県陸前

高田市、釜石市、福島県相馬市、須賀川市、ほか 

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。1月末までに22,455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、作業療法士・理学療法士によるマッサージと健康体操や、心のケア、時

には物資配付や炊き出しなども加えたイベントを行っています。寒さが厳しく

なってますます自宅に閉じこもりがちになり、特に高齢の方は体を動かさない

ことで急激に体調を悪化させてしまいがちです。1月中は福祉施設や仮設住宅

の集会場、仮設商店街で計9回のイベントを実施しました。 

 

この他、民間借り上げ住居（みなし仮設）で生活される方々への暖房器具な

どの提供や、福島県相馬市の子どもたちの精神的ケア、福祉施設の修繕、授産

施設の販路拡大支援などを行っています。 

福島県南相馬市から避難している谷津ミヨ

子さん（発達障害児支援団体代表）に食器

棚などをお届けしました。左は難民を助け

る会の浅野武治（2012年1月12日 宮城県名

取市） 

 

理学療法士・作業療法士によるマッサージ。

積雪のあったこの日は、外出の難しい方々

のため車で送迎をしたり、戸別訪問して出

張マッサージも行いました（2012年1月22

日 宮城県東松島市）



 32 

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 ● 岩手県 釜石など 

● 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、毎月（月

命日を挟んで4日間）カウンセラーを派遣し、教会内の「ふぃりあ」（心のケ

アのためのサロンスペース）と、数か所の仮設住宅へ出向く「移動ふぃりあ」

への協力を行っています。 

② 看護チーム派遣（第3回）による仮設住宅と孤立集落（箱崎白浜地区）の

在宅被災者のための訪問ケア活動を行いました（1月23日～28日）。 

● 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 
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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い憩えるサロンの運営支援を開始しました。1月に2ヶ所

のサロンを開所。それぞれ週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。仮設住

宅の冬対策として、窓や鉄骨に断熱シートを貼る方法の説明会と、高齢の方が

暮らす世帯での防寒作業を行いました。 

 

【南相馬】仮設住宅の入居者が集うサロン

を運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

【気仙沼】仮設住宅の防寒対策を進める 
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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 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、相談者

のフォローアップを行った。専門家への相談仲介や後日の問題解決支援などに

より、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、イベントを開くことにより、多くの相談者が相談会上に足

を運んで頂いた。 

 

相談会とイベントを同時に開催し、来場し

た住民の皆さま 

 

 

 

 

 

 

相談会で相談に応じる専門家



 35 

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 

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にて支援活動を実施。 

● 活動内容 

① 家屋の修繕・修復 

岩手県大船渡市における被災住宅の修繕活動。新聞等各種広報紙で活動を案内

すると共に、支援の申込み受付を開始。また、住宅に関する支援制度の説明や

相談業務も併せて実施。みなし仮設にお住まいの被災者に対する支援。 

② 宮城県東松島市の全みなし仮設被災者を対象に、昨年12月申し込み用紙を

送付。こたつ、こたつ布団、電気毛布、ホットカーペット、ファンヒーターの

中から2点を選び、申し込みを終えた方から順番に配布、1月に配布完了。 

● 活動風景 

みなし仮設にお住いのある方から、「寒くて、どうしようかと思っていたので、

本当にありがたい気持ちでいっぱいです。アパートの私達は、何も届かないと

思っていたので、大事に使わせて頂きます。」とお便りを頂きました。被災地

では一般的に応急仮設住宅が注目される傾向にありますが、偏りがちな支援

の動向を考慮し、東松島市や東松島復興協議会との調整を重ねた結果、

みなし仮設にお住まいの被災者へ支援を行いました。 

 

東松島市のみなし仮設アパートへ、暖房器

具を配布 

 

 

東松島市のみなし仮設アパートへ、暖房器

具を配布
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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 

① 建築許可が下り、1月23日に着工した。地盤の掘削作業を行い、また結露

防止の保護シートで地盤を覆った。 

② 教育長とミーティングを持ち、管轄や運営に関して協議を開始した。 

● 子ども支援 

① 大槌北小学校グラウンド内仮設商店街にて、正月の連凧上げを子どもたち

と行った。 

② 佐野屋球場仮設集会所での子どもクラブにて正月イベント（かるた大会、

書初め、凧揚げなど）を行った。 

③ 佐野屋仮設集会所での子どもクラブの活動を、毎日放課後に継続中。 

● 被災者生活・物資支援 

① 各仮設団地での週末イベントは、餅つき、肉うどん、など食材を提供しな

がら実施している。作業には地元住民の方を雇用。調理には地元の皆さんに積

極的に参加を呼びかけ自発的な地域内交流を促している。 

② 北小学校グラウンド内 仮設商店街にて餅つき、虎舞の演舞、連凧上げ（上

述）を行った。多くの町民の参加と観覧があり、地元商店街の新年初売りを盛

り上げた。 

● コミュニティエンパワメント 

① 写真の複写作業がほぼ完了し約30万枚の写真がデータベース化された。 

② 1月の写真展として城山中央公民館にて4日間開催した。 

③ 写真展の中で初めてデータベースを利用した検索を導入し、顔認識検索や

キーワードによる検索を試験的に実施した。 
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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、宮城県南三陸町において、地元の経済

復興を支援するため、商工会を通じて移動販売車を提供しています。2012年1

月現在、南三陸町では計9台の移動販売車を提供しています。パンや花などの

専門店による販売は、地域の人々に喜ばれ、 

12月にオープンした仮設の商店街でのイベントへも出展するなど、コミュニテ

ィの中心としての発展へつながるサポートを継続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

南 三 陸 町 の 移 動 販 売 車 （ 花 屋 ）

南三陸町のイベント
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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 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティセンター建築中に休憩所兼倉

庫として使用するドームを建設
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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。こころの病は脳という臓器の不調と言われる。運動は

脳にも影響を与えるという観点から運動とメンタルヘルスの研究活動を進め

ている体力医学研究所の運動チームメンバー。彼らの被災地での実践が、いま

医療チームとの連携にも繋がりつつある。 

現在は月2回ほど仮設団地の集会所等で活動しています。運動が身体的な健康

に良いということは多くの人がご存知ですが、運動が精神的な健康や睡眠、認

知機能など、様々な点で効果が実証されていることは意外と知られていませ

ん。運動チームでは、運動の持つこれら多くの効果を実感して頂きながら、住

民相互のコミュニケーションを図っていこうと考えています。 

 

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 

対象者 原発地域より避難者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。 

1 月は編み物教室、絵本読み聞かせ、タオルを使っての「まけないぞうさん」

作成、英会話教室などの催しを行いました。その他の日は、民生委員さんに相

談を受けて頂いたりしています。参加者は男性 63名、女性 109 名、子ども 27

名、合計 199 名でした。 

また、1 月 19 日まで世界の子供たちの写真を展示しました。19日以降は 

マアザラシの写真を展示しました。 

さらに、「ＮＰＯ法人 ザ・ピープル」から提供された食器を無料にて配布い

たしました。 

 

 

 

まけないぞうさんうまくできました 

 

読み聞かせに夢中の子ども達 
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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、女川町、石巻市、名取市 

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、

岩泉町、洋野町、矢巾町、滝沢村、藤沢町、雫石町、紫波町、新潟県柏崎市、

一関市（当団体事務所） 

対象者 1月に支援した人数 約31,448人 

実施した 

活動概要 

 

● 12 月からの継続事業 

① 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 

② 仮設住宅への衣料品・生活物資配布 

③ 学校給食、及び給食センター応急稼働支援 

④ 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戸別訪問 

⑤ 仮設住宅への「仮設のトリセツ」配布 

⑥ 南三陸町の集会所への消耗品（飲み物など）支援 

⑦ 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 

⑧ 気仙沼市や宮古市の仮設団地において、親睦会などのイベント開催 

⑨ 気仙沼市の漁業を活性化させることを目的とした、「ブランド力向上プロ

ジェクト」（実施に向け、計画中） 

● 1月の新規事業 

① 気仙沼市の仮設住宅に住む被災者の買い物や通院のための交通手段の確

保を目的として、社会福祉協議会に「福祉車両」を寄付しました。 

② 災害時には避難所として機能する気仙沼市の小・中学校に対して、井戸・

ソーラーパネル・ビオトープ（自然生態系を表す空間）を支援しています（現

在は数か所において井戸の掘削をしています）。この支援によって、環境防災

教育への貢献も期待できます。 

③ 南三陸町の復興計画に子どもたちの声を反映するために、“「子どもに笑

顔を地域に夢を」南三陸まちづくりプロジェクト”を開始しました。その一環

として、ワークショップを開催し、復興のために必要なことを子どもたちと話

し合いました。 

④ 南三陸町の被災した漁協の方々の仕事の再開のために、収穫したワカメを

加工するための資器材（ワカメをボイルする窯など）を支援しました。 

⑤ 気仙沼市の漁港で水揚げされた魚介類を保存・加工するための超低温冷凍

冷蔵庫施設が津波の被害にあったため、復旧工事の資金援助、また、関連する

資器材の支援をしました。それによって、施設を一部稼働することができまし

た（3月頃に本格的に稼働する予定）。 

⑥ 宮古市は積雪量の多い地域であり、転倒事故の恐れなどから仮設団地に住

む方たちの外出の機会を減少させていました。よって、宮古市の中学校・高校
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に対して除雪用具を支援し、学生たちの協力を得ながら仮設団地の除雪活動を

実施していただきました。仮設団地の住居環境の改善だけでなく、仮設に住ん

でおられる方々と地元の学生との交流を深めていただくことにも貢献するこ

とができました。 

 

復興計画について意見を出し合う子どもた

ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井戸の掘削現場のようす 

 


