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報告対象時期：2011年7月1日～7月31日 

活動団体：31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 福島県相馬市、相馬郡新地町 

対象者 東日本大震災被災者 

実施した 

活動概要 

 

 相馬双葉漁協からの依頼により、津波ですべて流されてしまった漁港事務所

の建設費用を提供させていただき、7月10日に事務所が完成しました。漁の再

開は８月後半になりますが、関係者を集めてのワークショップを開催し、漁の

再開に向けての一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきました。 

 また、町役場からの依頼により、相馬郡新地町の仮設住宅の各戸にプランタ

ー花壇を提供させていただくことになり、仮設住宅５箇所をまわって住民の

方々と一緒に花を植える作業を行いました。 

 

漁協の事務所が完成しました。 

 

 

 

 

 

 

住民と一緒に花を植える ICA スタッフ
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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地区 

対象者 歌津地区28ヶ所の集落・仮設住宅・避難所 

実施した 

活動概要 

 

 生活物資の配布： 

歌津地区の集落、仮設住宅、避難所を巡回しながら、生活物資の配布を実施

している。また、仮設住宅への入居時のタイミングで入居者を対象にとして、

調味料一式、ポリバケツ、消耗品などをセットにしてスターターキットとして

配布し、現地のニーズにあった活動として高い評価を受けた。 

 桜通信の発行： 

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、桜通信という「地域瓦版情報紙」を週一回編集発行し、本会がカバー

している地域の人々へ配布を行っている。特に季節柄、暑さ対策や仮設住宅の

住居内での工夫など、各家庭でも取り組める情報を取り入れた。 

 味噌プロジェクト： 

米や大豆などの原材料を支援物資として提供し、女性たちが味噌を作る工程

までできるよう支援するプロジェクト。地域の人たちは年間50kgの味噌消費す

るために、殆どは各家庭の自作をしている。4日間×2回にわたって900㎏の味噌

作りが完成し、各参加者が持ち帰ることができた。婦人同士の情報の共有にも

つながり、女性たちを活気づけるのに非常に好評であった。 

 商店会復興プロジェクト： 

仮設住宅への入居者を対象にしたスターターキットを、地元の伊里前商店会

を通じて購入、660世帯に配布。（8月も継続事業）共同で利用できる倉庫を確

保し、店舗を失った商店も復帰の一歩となった。 

 物置プロジェクト： 

仮設住宅で共同で利用できる大工道具や日常生活用品を物置にセットし、仮

設住宅の共有スペースに設置した。 

地域瓦版情報紙「桜通信」を受け取って 味噌プロジェクトに参加する婦人たち 
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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 宮城県および愛知県 

対象者 宮城県の被災民・被災した青少年、愛知県の市民・中高校生 

実施した 

活動概要 

 

 東松島市の学童クラブへレクリエーション用品を提供 

 東松島市図書館へ小学生用書籍と絆バッチ（全国の支援者と被災者の絆

という意味を込めて制作したバッチ）を提供 

 東松島の小中学校へ備品・教材を提供 

 東松島災害ボランティアセンターにおいてボランティア調整業務を実

施。 

 愛知県の学校・団体・個人に対して活動報告会を5回実施 

 

アイキャンが提供したワークブックで学習

する被災地の中学校の様子 

 

 

 

 

 

 

 

アイキャンが寄贈した図書が、移動図書館

で利用されている様子 
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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、亘理町、東松島市、福島県12市町村 

対象者 宮城県仙台市・東松島市の特養施設の高齢者、山元町役場・社会福祉協議 会
職員、東松島市・山元町・亘理町の仮設住宅入居者 

実施した 

活動概要 

 

先月に引き続き、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

継続した。7月の1ヶ月間で、1,413食を提供した。また、災害ボランティア・セ

ンターへおにぎり約3,000個の提供もおこなった。7月31日をもって炊き出し支

援は終了した。 

仮設住宅入居者への生活必需品支援として、山元町125世帯、亘理町64世帯、

東松島市532世帯、計721世帯に対して寝具、調理器具、浴室用品等を提供した。 

福島県では、地方自治体や商工会と協力して、仮設住宅への生活必需品の提

供をおこなっている。また、自転車104台を双葉町及び浪江町の高校（サテラ

イト校）へ配付した。 

7月初頭より角田市に事務所を構え、今後も仮設住宅支援、コミュニティ支

援を中心に活動を継続していく予定。 

 

山元町の仮設住宅物資支援の様子 

 

 

 

 

 

ボランティア・センターへ提供するおにぎ

りを作成する様子 
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団体名 特定非営利活動法人 AMDA（アムダ） 

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 

宮城県本吉郡南三陸町被災者 

実施した 

活動概要 

 

大槌町では、ＡＭＤＡ鍼灸師が巡回治療を中心に活動を継続している。７月

には約１３０人の鍼灸治療を行った。また、ＡＭＤＡ東日本大震災復興支援事

業の一つである、地元医療支援として、医師、看護師、鍼灸師らの派遣を開始

した。医療、鍼灸スタッフを派遣することによって、被災地の医療スタッフが

夏季休暇を取ることができ、また日常業務の軽減も図ることができる。さらに

南三陸町には医学生、看護学生のボランティアスタッフの派遣を開始。外来患

者の案内や、入院患者の手伝いなど将来の仕事につながるボランティア活動を

行う予定。 

 

 

被災地健康支援としてAMDA医師、鍼灸師

を岩手県大槌町に派遣 

巡回鍼灸治療を行う AMDA 医師と AMDA

鍼灸師 

 

 

 

 

 

被災地医療復興支援として AMDA 看護師、

心理士を志津川病院に夏季派遣 
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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・岩沼市・仙台市、東京都千代田区千駄ヶ谷、岩手県陸前高田市 

対象者 一般 

実施した 

活動概要 

 

 海岸林視察・調査及び、再生に向けた協議（震災直後から継続中） 

※被災地農家の雇用を伴う育苗、造林・育林に関して、関係機関・林業事

業体と被災者を交えて協議中。10年単位のプロジェクトを計画中。 

 海岸林再生に向けたシンポジウム「東北にもう一度、白砂青松を取り戻

したい」開催（7月11日都内。352名参加）＊被災地からも大型バスで上

京。 

 被災地支援活動ボランティア７名を、岩手県陸前高田市に派遣。（７/31

～８/３）災害ボランティアセンターの指示の下、個人宅の草刈りや田

んぼ側溝の泥かき等を行った。 

 

 

 
被災地清掃ボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
海岸林シンポジウム 
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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 福島県、宮城県、埼玉県 

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 

 

 

 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 

 保育セットの教材購入 

 教材・遊具・絵本の募集 

 被災地視察（福島 7/11、宮城 7/12-14、埼玉 7/15、29） 

 被災地自治体、避難所関係者、被災保育関係者等との協議 

 保育専門家とのミーティング 

 協力団体とのミーティング 

 避難所・幼稚園等への保育セット送付（宮城県「大曲浜保育所」、「鳴

瀬地区保育所」、埼玉県「加須騎西高校（福島県双葉町から避難）」） 

 ファンドレイズのため、企業に対して広報活動 

 支援者・団体での遊具・教材製作セッション 

 

 

保育セットの長縄跳びで綱引きをする子ど

もたち（7月11日福島避難所の保育スペー

ス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ｍ以上冠水した保育所。改修がすすみ他

の遊具と一緒に保育セットの人形が置かれ

ている（7 月 13 日宮城保育所） 
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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)、東京都

（福島からの県外母子避難者支援）、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 

・ 福島からの県外母子避難者(在東京) 

・ 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。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。

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を実施。 

 (特活)しんぐるまざあず・ふぉーらむを通じて、長野で被災したシング

ルマザー家族が息抜きをし、カウンセリングを受けられる二泊三日のイ

ベント「レスパイトデー」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。 

 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。 

 
福島の避難所ビッグパレットの女性専用コーナー

をしんぐるまざあずふぉーらむ等が運営 

 

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。
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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 

 

 シャワーブースプロジェクト； 

釜石市、大槌町、遠野市に設置した仮設シャワーブースの運営および点検。 

 心理ケアプロジェクト； 

“心のケア・プログラム” 

先生方のためのワークショップを釜石保育園、釜石第一幼稚園、正福寺幼稚園

にて開催したほか、臨床心理士による子どもの行動観察を実施。 

 ゲルプロジェクト； 

7月14日大ヶ口保育園児の受け入れ、17日大槌ふれあいフェスティバルへの参

加をもって終了。 

 釜石保育園増築プロジェクト； 

津波の影響を受け転居した釜石保育園の増築部分建設完了。 

 鮭プロジェクト； 

7月1日から17日の週末でボランティア総勢およそ320人が大槌川、小槌川の河

川清掃に参加。 

 物資支援； 

P&G Japan（プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）より仮設

シャワーブース用シャンプー・コンディショナーそれぞれ100個提供。 

 

サクラマスの遡上が確認された小槌川 

 

 

 

 

大勢のボランティアさんによる河川の清掃
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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 上記地域で被災した方々 

実施した 

活動概要 

 

当団体が７月に被災地で実施した活動は以下の通りです： 

 在宅避難の方、及び地域経済復興の支援：山田町町内の店舗のみで使用

可能な商品券（購入できる品目は食材や調理器具に限定）を、「半壊」

認定を受けた在宅避難者187世帯（約600名）に、1世帯につき2万円を配

布。政府からの支援が行き届かない在宅避難の方への支援及び地域経済

復興支援を同時に行うことが目的。 

 移動式コミニティ・カフェ運営のサポート：山田町の船越多目的広場や

その他の地域にて、8つのコミニティ・カフェ運営のサポートを実施。

述べ230名の方が利用。7月27日に開催された町内集会の会場でも、コミ

ニティ・カフェ設置・運営のサポートをし、コメディ・ショーを実施。

『久しぶりに心から笑った』とのお言葉を多数頂いた。 

 地域内情報共有のサポート： 

・大槌町のボランティアグループ『まごころ広場・うすざわ』により、被

災地の話題・情報を被災者の方に提供することを目的に制作されたコミ

ュニティ新聞、『まごころ新聞』（2週間に1回、約2000部発行予定）の

サポートとして、新聞発行に必要な資機材（コンピューター・インク・

紙・プリンター等）や情報等を提供。 

・山田町にて、現地NGOが運営している被災者向けのコミュニティ新聞『く

じら山ろく』の発行に関して、引き続き必要な資機材を提供するなど、

側面なサポートを実施。7号（600部配布）、8号（500部配布）、9号（400

部配布）を、４つの避難所にて配布。 

 地域伝統・文化行事運営のサポート： 岩手県山田町の関口神社にて7 

月2日・3日に開催されたお祭りの運営サポートを実行。運転手つきシャ

トルバスを提供。会場である神社までの往復の為、約100名の方（主に

お年寄り）が利用。 

 生活用品の配布：17か所の避難所にて、合計2471名（911世帯）に夏用 

ブランケットを配布。加えて、畳マットレス（220枚）及び、虫よけス

プレー（1400個）、殺虫剤（1400個）を宮古市と釜石市にて配布。 

 教材の配布：大槌中学校からのリクエストにより、津波により流され 

てしまった教材（教科書やノート等）、179人分（1年／2年）を提供。 
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山田町大沢地区のコミュニティ・カフェの

様子。お孫さんと一緒に参加される方も多

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大槌町のボランティアグループ『まごころ

広場・うすざわ』のみなさんによるコミュ

ニティ新聞の2ページ目、『ゆけ！こども記

者！』。今回は、こばやし そういちろう君

（7歳）による取材。子どもの目線から、地

域の様子を伝えてくれています。
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団体名 公益財団法人 国際開発救援財団 

活動地域 岩手県 （宮古市、山田町、大槌町、田野畑村） 

対象者 東日本大震災の被災者 

実施した 

活動概要 

 

 仮設住宅への支援 

宮古市、山田町、大槌町、田野畑村の仮設住宅に入居する約4,400世帯分の扇風

機、掃除機、石油ストーブ等の家電製品を提供した。 

 仮設保育所建設 

宮古市の津軽石保育所の仮設園舎の建設を開始。 

 中高生のサポート 

「岩手県部活動サポートプログラム」の募集開始。 

岩手県の中学校・高等学校を対象に、部活動に必要な用具・設備の購入や修復

にかかる費用をFIDRが負担する。 

※公募なし。支援対象先は、8月上旬に決定。 

 「岩手県中高生のボランティア・サポートプログラム～復興の地から×生

徒のチカラ」の募集開始。 

岩手県の中高生のボランティア活動を支援するプログラム。岩手県沿岸部で実

施するボランティア活動にかかる費用（必要な道具の購入代、交通費等）を

FIDRが負担する。 

 

家電製品搬入の様子。日本体育大学の学生

のほか、三重県、静岡県からのボランティ

アの方々が配布にご協力くださいました(7

月13日山田町） 

 

 

津軽石仮設保育所の工事の様子（7月30日時

点）
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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」を実施し、石巻市で

約 15 名、気仙沼市で約 20 名の被災者を雇用しています。雇用者の仕事内容は、

津波被害を受けた家屋のガレキ撤去・ヘドロ除去に加え、避難所からリクエス

トを受けた物資や食材の調達・配達、炊き出しイベント、朝市の企画・開催等。

７月初旬から開始した朝市は気仙沼市内の計６箇所の避難所で行い、移動手段

がないお年寄りや避難所の方々から大変好評をいただいています。また市内在

住の５名がコーディネーターとして、雇用者の公募・調整、マスコミ対応、ド

ナー対応、経理等を行っています。 

 

朝市にて豆腐、卵、野菜などを販売 

 

 

キャッシュ・フォー・ワーク開始から３か

月以上が経ち、作業のスピードが上がりま

した
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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 

 

先月に引続き、被災地の小中高等学校が再開した後のニーズに基づいて、制

服や体操着、スクール水着、給食着、合併浄化槽など、教育に関わるあらゆる

物資寄贈を行った他、支援したものが有効に活用されているかモニタリングを

実施した。 

また、パキスタンからパートナーNGOの代表者が来日し、被災地を訪問した

際、7月14日（木）に釜石市立釜石東中学校の生徒にパキスタンの紹介や、大

地震・大洪水からの復興経験について講和を行い、生徒たちと交流を深めた。 

その他、7月26日（火）には陸前高田市立の避難所において、イタリアン・

ジェラート会社「GROM」と協力してジェラート約300食を配布し、避難所や

隣接する仮設住宅で暮らす方々に食べていただいた。 

 

 

 
キャプション：パキスタンの自然災害につ

いて中学生に講和 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸前高田市の避難所でイタリアンジェラー

トを配布 
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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 

 

気仙沼市が立ち上げた『巡回療養支援隊 健康相談班』に参加し、7 月は主に

仮設住宅や小規模避難所で生活をする人々を対象とした、巡回訪問による健康

相談を実施しました。必要に応じて被災者を行政や地元の医療・介護事業者に

繋いだり、記録の整理や関係機関との調整業務を担いました。 

同時に、地域に根付いた復興支援をおこなうため、シェアの活動拠点となる

トレーラーハウスを現地に設置し、地元グループにも活動場所として提供、地

域住民に対する保健支援活動を、地元の人々と協力して開始しています。 

 

仮設住宅で生活する人の血圧を測る健康相

談班スタッフ。一人ひとりの声に耳を傾け

ながら巡回している。 

 

 

 

 

 

 

 

設置されたばかりのシェアのトレーラーハ

ウス。ここを活動拠点とし、今後も地元住

民と協力して保健支援活動を継続していく。
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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 

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。 

 ボランティア活動隊派遣 

・流出した思い出品の修復や展示作業へのボランティア人員派遣 

・町内の片づけや瓦礫撤去作業、保育園補助などのボランティア人員派遣 

 派遣者数（3月～7月末） 

25次隊まで延べ136名（運営要員:延べ44名、活動要員：延べ92名） 

 主な寄贈品（7月） 

思い出品の修復や展示に必要な備品類（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）の派遣を通じ、同町の復興に力を注いでいく。 

 

 

フェンスに取り付けられた「ありがとう」

の看板（南三陸）
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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、 

・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 

・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。 

 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。７月末現在、4,423 件への配布を完了した。 

 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、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ⓨ・の 再 建

築や運営をサポートする。７月末現在、市内３か所（中屋敷地区、鹿妻地区、

黄金浜地区）で運営中。石巻市を中心に10か所の開設を目指す。 

 中小企業・個人事業主の生業復帰支援 

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。 
 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、以下のボランティア募集＆調整を実

施。 

・炊き出しボランティア 

4月12日以来、中屋敷地区、鹿妻地区（６月に終了）の２か所で、自宅避難

者を対象に炊き出しを実施してきたが、ニーズの低下より、7月22日にいっ

たん終了。７月末現在、通算で21,875食を配布した。 

・泥だしボランティア 

市街地近辺の居住区域の側溝掃除に加え、北上町十三浜地区での沢の清掃や

瓦礫撤去、牡鹿半島東浜地区での漁業支援（種牡蠣つくりの手伝い等）をス

タート。７月末現在、調整したボランティア数は述べ2,926名となった。 

 その他の短期プログラム 
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子どものための心のケアワークショップ（人形作成、サッカー教室など）やフ

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 

 

 

仮設住宅での物資配布の人びとの列

牡鹿半島の東浜地区の漁港にて牡蠣養殖の

お手伝いをするボランティア 
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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復興活動に向けた地元NPOとの協議 

 小浜地区災害ボランティアセンターの運営協力および災害ボランティア

センター休止以降の復興に向けた取り組みへの調整・協議。 

 復興活動に向けた活動についての協議。 

 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750世帯配付済み） 

 市内で避難中の中学校PTAに対して、夏休み期間中のスクールバス支援 

 避難住民への支援物資配布会実施 

 広野町への飲料水送付20トン。 

 

 

スクールバスが学校に到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時提供住宅入居者への物資提供
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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 

・気仙沼市本吉地区と唐桑地区にある避難所の巡回をおこない、必要物資の聞

き取りや物資配布を行った。 

・山形県最上町へ2泊3日の温泉ツアーを実施。2か所の避難所から計52名が参

加。 

・見舞金配布時の交通誘導・整理やイベントアレンジなど。 

 岩手県での活動 

7月17日に移動図書館活動を開始。第一回目は陸前高田市の仮設住宅のある4か

所を巡回し絵本やコミック、小説、一般書を貸し出しした。第二回目は大船渡

市と山田町を巡回。 

 

初回は750冊の本を用意しました。 

 

 

 

 

 

 

テントの下でお茶を飲みながら読書タイム。 



 23 

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 

 

義援金（ケショ（＊））申請受付及び給付 

7月1日より、岩手県、宮城県、福島県で被災した産婦さんを対象に義援金

（1人5万円）の申請受付及び給付を開始した。7月末までに、209名（岩手

県43名、宮城県67名、福島県99名）に義援金を支給した。 

＊「ケショ」はスワヒリ語で「あした」を意味する。 

 物資配付：下記の支援拠点に対して、救援物資の提供を行った。 

・ 岩手県：山田町役場健康推進課（ベビーシューズ、ベビーおくるみ） 

・ 宮城県：山元町の助産師（夏物マタニティ衣類、授乳服） 

・ 福島県：郡山市もみじ助産院（夏物マタニティ衣類、授乳服、ベビー

服） 

・ 猪苗代市の助産師（授乳服） 

 女性支援パッケージ配布の調整及び被災女性への配布 

岩手県釜石市、大槌町の被災女性に対し、衣料、下着やスキンケアセット

を組み合わせた『女性支援パッケージ』（国連人口基金（UNFPA）の委託

により制作）を、250セット配布した。 

 市町村が実施する健診事業に必要な資機材教材の支援 

震災で被害を受け、健診事業の実施が困難な行政機関等への支援として、

岩手県の宮古市、山田町、釜石市及び福島県助産師からの要望に対応し、

身長・体重計、助産師家庭訪問キットや沐浴人形、離乳食模型など、乳幼

児健診や両親学級用に必要な資機材教材の支援を行った。 

   

 
岩手県大槌町の幼稚園で『女性支援パッケ

ージ』を配布 

 

福島県助産師に家庭訪問用キットを提供。 
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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、福島県、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 

 

 「被災後の子どものこころのケアの手引き」を7月末までに約12,000冊を全

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)。 

 7 月 16 日(土)、大船渡市三陸町越喜来にある杉下（山村広場）仮設住宅団

地の 80 世帯に、旭硝子・岩城ハウスウエアから提供いただいた食器「コ

レール(R)」（4 種類で計 739 枚）を配布しました。 

 7月17日(日)、岩手しぜんとあそぼキャンプｉｎテンパークに参加するスタ

ッフに向けて、「被災後の子どものこころとからだのケアについてのワー

クショップ」を開催しました。 

 7月24日(日)、石巻の医療ソーシャルワーカー向けにグリーフワーク・プロ

グラムを実施しました。グリーフワーク（悲嘆作業）：人は大切なものを

失った後に自分の感情や反応のバランスを崩すことがあり、そのような状

態に向き合い、自分の存在の実感を取り戻すこと。 

 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、常駐スタッフと酪農学園大学(北海道)、青山学院大学(東京)の学

生ボランティアと共に、仮設住宅におけるニーズの聞き取り調査や、仮設

住宅のコミュニティ形成のためのベンチつくりを行いました。 

 岩手県大船渡市の学童クラブ、にこにこ浜っこクラブとキッズクラブいか

わに通う児童に対して、グループ遊びなどを盛り込んだアクティビティを

行い、社交性・コミュニケーション能力を育み、また一時的に増えた児童

同士の交流を円滑に行うための補助的役割を提供しました。 

 
7月16日仮設住宅にて食器を配布する様子 

  

7月24日グリーフワーク・プログラム実施の

様子
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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 

 

6 月に引き続き、①難民と行なうボランティア派遣事業、②弁護士による法律

相談、③助産師など専門家による女性相談とキット配布、④外国籍被災者支援

を実施した。 

 7 月はのべ 244 人が参加し、陸前高田市で瓦礫撤去と炊き出しを実施し 

た。 

 避難所から仮設住宅に場所を移行して開催した。制度の変更に合わせ 

て、随時情報を更新しながら行なった。 

 7 月は、11 カ所を訪問し、358 キットを配布。キットの中身は、日焼け 

留めや汗対策のアイテムを入れ、避難所生活から、夏場や仮設住宅暮らし

に対応した内容に変更した。アロマテラピストによるマッサージも実施。 

 就労支援を継続中。気仙沼市在住の外国人 9 人が、資格取得を目指し、4 

ヶ月間コースを開始した。週１回の勉強会では、気仙沼市役所職員、地

元ボランティアとの恊働で、学習の支援体制を整えた。 

 

アロマテラピストによるマッサージ 

 

 

 

 
竹駒小学校青空サロンでの法律相談 
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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 

 

7月には宮城県、岩手県、福島県で、高齢者や障害者、在宅避難者などへの

支援物資の配付、炊き出し、巡回診療、福祉施設の修繕活動などを実施しまし

た。 

長引く避難生活で、高齢の方々は運動量が減り、身体の機能が弱まる傾向が

あります。そこで難民を助ける会では、マッサージなどのリハビリテーション

や、一人ひとりに合った運動と生活環境についてのアドバイスなどを行う活動

を始めました。7月には看護師、作業療法士、社会福祉士などからなるチーム

が、宮城県石巻市の牡鹿半島にある10カ所の避難所、高齢者施設、障害者施設、

個人宅を訪問しました。 

ある避難所では、変形性関節症を患う80代の女性が、膝の強い痛みのため、

あまり動き回れずにいました。そこで、作業療法士が膝を丁寧にマッサージす

るとともに、避難所にある物を使って起き上がる際の補助とすることを提案し

ました。また、この避難所には洋式トイレが男性用にありませんでした。高齢

の方にとって和式トイレは負担が大きいため、和式トイレにかぶせるタイプの

洋式トイレを取り入れるよう、避難所に提案しました。 

ご高齢の方々は、長引く避難生活の中でも身体の機能を低下させないよう、

日常的に運動を行う必要があります。そのためには、一時的なマッサージや筋

力トレーニングを行うだけでなく、それらを日常の中に取り入れていけるよう

提案することが重要です。住み慣れた自宅から避難所、避難所から仮設住宅へ

と、生活環境が変化していく被災者のために、今後もこの活動を続けてまいり

ます。 

 
高齢者施設で、足腰の機能を維持するため

の簡単な体操をお伝えしました。左中央は

難民を助ける会の河野眞作業療法士 

 
両膝の痛みを訴える避難所の女性にマッサ

ージをする石井清志作業療法士
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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 ・ 岩手県釜石など 

・ 宮城県仙台など 

対象者 避難所・仮設住宅・孤立集落の在宅被災者 

実施した 

活動概要 

 

 釜石地区では、6月からはカリタス釜石ベース（カトリック釜石教会）の 

「心のケア」チームの活動にカウンセラーの派遣などを通じて協力してい

ます。内容は、釜石地区の避難所・仮設住宅などでの巡回ケア及び傾聴活

動です。 

 8月には看護チームによる仮設や孤立集落の在宅被災者の訪問ケアを行う 

予定です。 

 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（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 

 

 福島県南相馬市での災害ラジオ局の運営支援 

原発事故の被害を受けている南相馬市で、住民が迅速に情報を得るために開設

された災害臨時ラジオ局「南相馬災害FM」を支援。スタッフ1名が駐在し、原

稿の作成や取材、番組の構成など番組の運営に協力しました。 

 気仙沼市ボランティアセンターの運営支援 

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。 

 気仙沼市鹿折地区の地域支援 

支援が届きづらい地域で、住民の生活支援や漁の再開に向けた支援、また避難

所の暑さ対策として扇風機を提供しました。 

 
【気仙沼】避難所に扇風機を提供

【南相馬】市民に必要な情報を届けるラジオ局 
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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、上閉伊郡大槌町、陸前高田市（遠野市を拠点）など 

 

対象者 岩手県釜石市、上閉伊郡大槌町、陸前高田市などで生活する被さい者 

実施した 

活動概要 

 

現地協力団体と、特に必要とされる情報が届いていない地域を中心に、政府

発行の資料と当団体の独自資料を使いながら、被さい者の最新ニーズや今後の

意向を把握しようと聞き取り調査を継続している。集計した調査結果は、政府

の今後の更なる資料づくりや改善策にいかしてもらえるよう提言活動も実施

している。 

一方で、被さい者が早期の生活再建と事業を手掛けることが可能になるよう

専門家の紹介や関係機関との中継を進めている。 

 

関係資料を手渡し相談にあたるスタッフ 

 

 

 

 

 

 

仮設住宅などを回り相談にあたるチーム
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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 

対象者 家屋の全半壊認定を受けた被災者、津波の被害を受けたコミュニティ 

実施した 

活動概要 

 

 7月8日から11日、7月15日から19日の日程で、岩手県大船渡市にてボランテ

ィア総計101名が活動しました。 

 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 

とその内容は下記の通り。 

 全半壊個人宅：床板や壁を剥がし、床下の汚泥除去、清掃作業を実施。 

 公園や側溝などの公共施設：道路脇の側溝や公園でのがれき撤去と清掃作業 

の実施（主に重機での作業が困難な場所）。 

 ハビタット・ジャパンでは、ボランティア活動を継続すると共に、

被災地復興のための長期的な支援を行っていきます。  

 

 

 
個人宅で床板を剥がす作業 

 

 

 

 

 

公園の清掃作業
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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 

 

 先月に引き続き実施した活動 

・各避難所での子ども遊び、写真整理、物資配布 

・在宅避難者のニーズ調査と物資配布 

・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 

・大槌町の仮設住宅（全2100戸）に、地元の企業と共同で、被災者を雇用して

家具を製作して設置（電子レンジ台と下駄箱） 

 新たな活動 

・仮設住宅での物資配布、 

・子ども向けの活動 

・イベントへの参加（大槌町わくわくドーム） 

・地元産品の物産化の試行 
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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、4 月上旬より、岩手県の仮設住宅、

応急仮設住宅、雇用促進住宅、さらに県が家賃を負担する民間住宅に入居する

被災者世帯に生活用品を配布しています。 

陸前高田市の仮設住宅にて配布を開始し、現在では大船渡市、釜石市、北上市、

花巻市、遠野市、奥州市など岩手県南部の広範な地域を対象に、配布を続けて

います。現在まで約 7500 世帯、2 万人もの方々に配布を行いました。 

 

 

釜石市での配布の様子01 ©PWJ 

 

 

釜石市での配布の様子02 ©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の方々 

実施した 

活動概要 

 

岩手県大船渡市のレストランのシェフを中心とする被災者がボランティア

で立ち上げた「３・１１三陸気仙復興協議会（通称さんさんの会）」と協力し

て、大船渡市の避難所や仮設住宅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」と連携して、

陸前高田市のドライビング・スクールの厨房を利用して肉、魚、野菜などを使

ったおかずを調理し、避難所や仮設住宅に配達する支援も実施しました。 

 

調理の様子（大船渡・さんさんの会） 

 

 
キャプション：盛り付けの様子（陸前高田） 
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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・看護師の派遣を中心に、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、傾聴等を行い、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。 

 

 

ボランティア医師がひとりひとりのお話に

耳を傾けます 
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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 

岩手県大槌町、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、一関市（事務所） 

対象者 上記地域住人延べ約 108,830人（活動開始時点よりの累計） 

実施した 

活動概要 

 

 6 月からの継続活動 

・ 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 

・ 仮設住宅・避難所への衣料品・生活物資配布 

・ スクールバス・プレハブ校舎支援 

・ 小中学校へのおかず給食支援 

・ 保育所への簡易給食支援 

・ 仮設調理場（コミュニティ・キッチン）支援 

 ７月からの新規事業 

・漁協支所プレハブ事務所支援 

震災によって被災した宮城県漁協戸倉出張所及び歌津支所に対して、仮設事務

所として使用する目的でプレハブ事務所、仮設トイレ 2 基、エアコン、事務机

及び椅子(戸倉出張所のみ)を設置しました。事務所の復旧には数年かかること

から、このプレハブ事務所は当面漁協として業務を行うための事務所として使

われていきます。（合計受益者数約 343 名） 

・給食センター応急稼働支援 

流失した給食センターの再建まで、南三陸町学校給食センターでは町立小中学

校に完全給食を提供することができません。そこで、町村合併前に稼動してい

た歌津給食調理場に回転釜、食缶、洗濯機および乾燥機を設置しました。これ

により今年度二学期から歌津調理場を応急稼働し、一品の温菜（汁物、カレー、

シチューなど）を調理・供給できるような態勢の確立を目指しています。（合

計受益者数約1,100名） 

 
南三陸に設置された漁協支所プレハブ事務

所 

 
気仙沼市の避難所でコミュニティキッチン

で作られた食事が配られる様子 


