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特定非営利活動法人 ICA文化事業協会 

活動地域 宮城県亘理郡山元町・福島県相馬郡新地町 

対象者 山元町市民グループ「虹の会」（所在地:山元町山寺） 

新地町応急仮設住宅の住民 

実施した 

活動概要 

 

� 山元町にて支援を実施した団体の現状調査と情報収集 

� 宮城県亘理町にて事業を行っている団体との意見交換 

� 新地町にて支援予定事業のための情報収集 

� 東北事業において連携活動を行っている団体との調整

と意見交換 

 

 

 

 

 

 

虹の会の手芸活動にて作られている

品々。 

 

 

 

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 

 

【南三陸直売所（みなさん館）設営】 

 

� 直売部の出品者会議を 6回開催。 

出品の部門（農産物・花卉・海産物・工芸品）にグループ分け

をして、出品方法やレジ、コマ割り等開店に向けて地域の

方々と具体的な事項を進めていっています。 

 

� 工房部（厨房・工房利用）会議・試作会を 6回開催。 

スケジュール、試作会準備等を進めています。試作会では、

一日の動きや原価計算、役割分担などのシミュレーションを

行っています。 

 

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

 

 

みなさん館工房部の女性たちが集

まって、惣菜・弁当の試作会の開

催。 
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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 

 

� 仮設住宅生活のストレス軽減や、住民同士の繋がりの強化に

より孤立を防止することを目的とし、仮設住宅入居者32世帯

を対象に、七夕会の開催準備を兼ねたお茶会を開催した。 

 

� 東松島市内の住民に元気になってもらう事を目的とした「女

優 音無美紀子の歌声喫茶」開催のため、会場設営・受付等を

主要3箇所の地区センターにて行ない、約600人が喫茶に参加

した。 

 

� 東松島市社会福祉協議会職員及び震災復興関係者約60人を対

象に、復興住宅入居の際に配慮すべき点や地域との関係作り

に関して、阪神淡路大震災時の事例を挙げながら勉強会を実

施した。また、仮設住宅内に歩行困難な住民が増えており、

これは廃用性症候群（生活不活発病）を原因とすることが多

いことから、同勉強会にて予防体操の講習も行なった。 

 

七夕会の開催準備を兼ねたお茶

会の様子。季節行事を楽しみな

がら、ものづくりを通して仮設

住宅入居者同士の交流を深め

た。 

 

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 

対象者 山元町及び福島県の仮設住宅の住民、福島県の高校生 

実施した 

活動概要 

 

� 山元町の生活支援相談員向けに臨床心理士による

「心の健康診断」を実施した。 

� 6月16～17日に山元町仮設住宅にて足湯を開催し、

約40名の方が参加した。 

� 引き続き、やまもと復興応援センターの運営支援

を通じて、様々な支援団体との調整を行なった。 

� 生活支援相談員が仮設住宅にてお茶っこサロンを

実施し、住民から寄せられた意見や問題解決に向

けた調整がなされた。 

� 6月23～25日、アメリカの高校生と福島の高校生と

の交流イベントを開催し、7名のアメリカの高校生

を受け入れた。 

� 福島県の高校生を対象とした人材育成支援のため

各所と調整を行なった。 

 

浪江焼きそばを食べながら交流する日米

高校生 
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特定非営利活動法人 ACE 

活動地域 宮城県仙台市 

対象者 東日本大震災によって大きな被害を受けた中学生、高校生（前年度教育・生活物資を支給） 

実施した 

活動概要 

 

昨年度、教育・生活物資の支援を行った、仙台市内の中学校、高校を訪問し、生徒たちのその後の

様子についてフォローアップを行った。震災直後は、精神的に不安定だったり、落ち着かなかった

生徒たちもだいぶ安定してきたこと、仮設住宅の状況などが変わったことで、家族と暮らすために

寮を出た生徒も数名いること、など近況をうかがった。支援した物資も、教育や生活の面で役立て

ていただけていることを確認した。今後も生徒たちの心の動きや生活の様子を観察し、子どもたち

が気持ちを発散したり、将来のキャリアについて考える場の提供など、必要に応じて協力していく

ことを確認した。 

 

公益財団法人 オイスカ 

活動地域 宮城県名取市、仙台市ほか 

対象者 被災地農業従事者（特に女性） 

実施した 

活動概要 

 

6月 4日～5日  飛砂飛塩調査（名取市広浦・岩沼市南浜）  

6月 7日     チーム海岸林全体会議   

6月 12日    太田猛彦東大名誉教授による天皇皇后両陛下へ

のご進講にて、当プロジェクトが話題に 

6月 20日    RIO+20公式サイドイベント「JAPAN DAY」等

でオイスカと鈴木英二名取市海岸林再生の会会

長プレゼン 

6月 21日   広葉樹採種用母樹林の候補地を実踏調査 

6月 25日   名取市海岸林再生の会班長会議、全体懇親会 

        湘南海岸砂防林実踏調査（清藤参事・吉田） 

        読売新聞全国版（19面・カラー）で大きく掲載 

6月 28日   第 1育苗場ビニールハウス 2棟設置完了 

       宮城県森林整備課 第 1・2育苗場視察調査 

 

RIO+20公式サイドイベント

「JAPAN DAY」等でオイスカと

鈴木英二名取市海岸林再生の会

会長プレゼン 
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特定非営利活動法人 幼い難民を考える会（CYR） 

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、保護者など 

実施した 

活動概要 

 

① 被災地支援活動中期計画策定（継続案件） 

② 被災した保育施設への人件費・環境整備費を継続支援 

③ 被災地（宮城県）出張 

� 18日：宮城県庁にて定例震災関連会議出席（子ども支援会議：

地域団体、外部NGO、県職員らが出席）。本会の被災地事業

を報告。仙台市内の支援先（Kid’s space ピッコロルーム、託

児スペース ポルカ）訪問。 

 

� 19日：東松島市の支援先（のびる幼稚園）訪問。移転予定場

所を訪れる。多賀城市の支援先（おおぞら保育園）を訪問。

その後、宮城県における協力団体と打ち合わせ。 

 

� 20日：登米市（南三陸町、仮設住宅有り）が行う講座開催時

託児に関する会議出席。支援の可能性を視察。 

 

 

 

 

 

 

トレーラーハウスで保育を行う

おおぞら保育園。本会の支援で

フェンスが設置され、小さな子

どもたちが公園まで出かけるこ

となく、屋外で過ごすことがで

きるようになった。 

 

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 

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)参画プランニングいわてを通して、被災した女

性の起業の支援のセミナーを実施。 

 

� (特活)インクル・いわてを通して、沿岸部から盛岡市

周辺に避難してきた女性・シングルマザーや、震災に

より生計手段に打撃を受けたシングルマザーを対象

に「インクルフェア」を開催。こどもふくめて100人

以上が参加し、生活相談、座談会、ハンドマッサージ

や無料ランチなど癒しのイベントに参加。 

 

� 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た。 

 

東日本大震災・女性支援ネットワークが

6/10に開催した報告会。「みやぎジョネ

ット（女性支援ネットワーク）」草の代

表がメッセージを伝える様子。 
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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 

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 

① 釜石保育園にて畑作り実施 

② 釜石市内公園にてキャンドルナイト実施サポート 

 

� 大槌町社会福祉協議会支援 

大槌町社会福祉協議会にてボランティア調整業務のサポートを

実施。吉里吉里海岸清掃プロジェクトを継続的に実施中。 

 

� ガードレールプロジェクト 

大槌町小鎚の生井沢（なまいさわ）地区に 40 メートルのガード

レールを設置するため、70万円の募金活動目標金額達成。大槌町

役場地域整備課や地元業者と共に設置工事完了。 

 

 

 

 

 

 

 

キャンドルナイトの様子。当日

は約200名の親子が参加した。 

 

 

 

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・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 

 

① 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、合計１９カフェを開

催、２３５名が参加。 

 

② レクレーション活動関連 

� 大槌町 和の会 地域交流支援イベント開催にお

いて、CAREでは花の苗（約1000苗）を提供。 

� ０歳から６歳までの子どもと保護者を対象とした

ママカフェ/サロン「ＴＡＮＮＡ」を週2回試験的に

運営開始。レゴ、マット、キッチンセット、遊具等

を提供。 

 

大槌町では、和の会主催で来場者に花の

苗を頒布する「花まつり」が開催されま

した。お花はブルーサルビア、イソトマ、

ベゴニアなどカラフルな花がたくさん。

大槌の町が花でもっと明るく華やぐこ

とを願って！ 
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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、宮城県、福島県 

対象者 被災者一般、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）。 

 

山田町において、バス停の設置

支援を開始しました。6月に着工

し、７月中には完成する予定で

す。 

 

 

特定非営利活動法人 国際ボランティアセンター山形（ＩＶＹ） 

活動地域 宮城県沿岸北部（気仙沼市～石巻市） 

対象者 津波により被災したが「保育活動」を続ける保育所 

被災地から「起業」しようとする地元団体 

実施した 

活動概要 

 

支援団体における人件費、法定福利費の支援。労務の部分では社

会保険、労働保険の算定月でもあるため計算方法から提出まで各

事業所事務担当者に指導。又、気仙沼市の支援団体「TreeSeed」

が６月末に宮城県からNPO法人として正式に認可され任意団体

から法人化の登記を７月初旬に登記完了の予定である。被災地に

まだまだ山積する課題を地元の目線で問題解決に取り組んでい

ます。その中、高齢者の憩いの場として仮設住宅に住む方々を中

心に定着してきた「ポプラの木」ではスタッフがアイデアを出し

合い毎日様々なイベントを行って大変喜ばれています。 

 

 

支援団体 TreeSeed（気仙沼

市）の運営するお年寄りの憩い

の場「ポプラの木」 
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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 

 

� 陸前高田市 

引き続き、市内4ヵ所で運行している移動型子どもセンター「走

る！KnK子どもセンター」は、多くの小中学生に活用された。 

� 釜石市  

4月に再オープンされたコミュニティセンター、青葉ビルでは、

夏休みの小学生向け写真ワークショップ開催に向けて、参加者の

募集を開始した。 

� 山田町  

田の浜地区集会所を再建中。 

� 大船渡市 

公民館再建プロジェクトを調整中。 

 

 

大船渡市：公民館再建プロジェク

トの視察を行うKnKスタッフ 

 

 

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 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。（主に階上地区） 

実施した 

活動概要 

 

被災者の思いを大切にした復興を支えるため、地元の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。 

6月は、4月から地元の方と準備を進めてきたゴーヤの配布とグリ

ーンカーテンの設置を行いました(6仮設住宅99世帯)。 仮設住宅

の暑さをやわらげるだけでなく、生活の楽しみやご近所の交流に

つながり、スタッフも会話を通してお困りごとを伺えるなどの効

果も期待しています。 そのほか、継続して行っている下の活動

などを行いました。 

① トレーラーハウス「はしかみ交流広場」で・・ 

� 「なんでも相談」保健にとらわれない相談を受けています。 

� 「フリースペース」いつでもお茶を飲みおしゃべりに立ち寄

れます。 

� 「編み物教室」毎週水曜に住民の交流と楽しみとして行って

います。 

� 「支援者連携」地域で活動する約10の機関が月1回集まってい

ます。 

② 仮設住宅で・・（階上地区の6仮設住宅にて） 

� 「健康相談」看護師による体重・血圧測定と相談を行なって

います。 

 

 

設置をしながら、住民同士で設

置の仕方を工夫したり、話をす

るきっかけになり、「大きく育

つといいねぇ。」などの声が聞

かれた。 
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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 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昨年末をもって終了しているが、電話

等でセンター運営に関し側面的にアドバイスを継続している。 

② ボランティア活動隊派遣 

6月16～17日まで、第44次派遣として職員1名を派遣。16日は、  

プレハブ支援1棟の仮設置立ちあいとこれまでの支援状況の確認

を行った。17日は、同町での片付け作業のボランティア活動に 

従事した。 

③ 派遣者数（2011年3月～2012年6月末） 

現在まで延べ237名（運営要員:延べ51名、活動要員：延べ186名） 

④ 主な寄贈品（6月） 

漁協の作業小屋として要望を受けたプレハブ計1基。 

 

 

9棟目となる漁協へのプレハブ

支援を実施。嵩上げ工事中のた

め、今回は仮設置となった。 

 

特定非営利活動法人 ジェン 

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、①在宅被災者の方々、②仮設住宅に入居された住民の方々、③生業復帰を

目指している個人事業主および漁師の方々。 

実施した 

活動概要 

 

� 既存のコミュニティにおいて、住民同士の話し合いの場

を設定、イベント補助など自治活動のサポートを行いま

した。 

� 仮設住宅で生活している住民たちの自治会形成に向けた

サポートと心のケア活動を行いました。 

� 生業復帰支援として、石巻市とその周辺の漁師に対し、

漁網及び漁具の支援を行ないました。 

� ボランティア受け入れ事業として、6月にボランティア

236人受け入れ、漁業支援、除草活動などを行いました。 

 

 

 

 

 

 

追波川仮設住宅の集会所におい

て、臨床心理士を派遣。また、住

民の皆さんにマッサージのサービ

スを提供しました。皆さん気持ち

よさそうにマッサージを受けてお

られました。 
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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 いわき市在住の被災者（いわき市民および相双地区等からの避難者） 

実施した 

活動概要 

 

① 交流スペースの運営 

6月は毎週行う、健康運動教室、傾聴ボランティア、就職相談に加え、各手

芸クラスやクラスから派生したサークル活動も盛んに行われた。4月にイト

ーヨーカドーへ移って以来、利用者数は増えており、月1000人を超える方に

利用していただいている。 

② 情報誌「ぶらっと通信」の発行 

生活情報や活動報告を掲載したぶらっと通信第8号の発行。いわき市の5つの

交流スペースの紹介、避難後いわきで再開したお店の紹介を掲載。なお今号

は相双地区の広報誌にも同封していただくことができた。 

③ 借り上げ住宅への見回り活動 

先月に引き続き、借り上げ住宅訪問。高齢一人暮らし世帯では買い物や普段

の生活での不便を訴える声も多い。日赤からの家電セットの支給を受けられ

なかった世帯もある。どの家庭も今後の見通し（生活拠点、収入、仕事、子

供や孫世代の将来など）が立たないことへの不安が大きい。 

「ぶらっと通信」は各世帯に郵送しており、多くの世帯で「行くことはでき

ないが毎号楽しみにしている」との声をいただいている。見回り後、外出の

きっかけになったとぶらっとに来て下さる方もいた。 

④ 七夕飾りプロジェクト 

８月６日から３日間行われる「平七夕まつり」の七夕飾りをぶらっとと、双

葉地区からの皆さんでそれぞれ作るプロジェクトを進めている。現在仮設住

宅や借り上げ住宅にお住いの方に集まっていただき、竹飾りを作っている。 

アート書道教室。写経もで

きて心落ち着く時間になり

ました。 

 

七夕で飾る竹飾りをボラン

ティア、利用者の方で作っ

ています。8月6日からいわ

き駅前に飾ります。 

 

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 蔵内地区にて、ワカメの刈り分け・のれん分け、ホタテの種袋作

り作業を実施した。また、ワカメ復活祭も行われ、ワカメの刈り

取り体験のサポートなどを実施し約100人の来場者があった。 

② 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（6月の利用者数725人、貸し出し冊数1,734冊、のべ49仮設団地に

巡回）、及びかねざわ図書室を毎週月・木曜日および第一・三日曜日

に開館。陸前高田コミュニティ図書室を週５日開館。大槌町24か所で

の文庫活動をしている。 

 

山田町での移動図書館車

運行 
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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 

 

昨年義援金（ケショ）を支給した産婦とお子さんへの 1 歳のお誕生日ギフトとして、支援企業の協

力も得て、6月生まれのお子さんをお持ちの産婦 247人に以下のギフトを贈りました。 

 

� メッセージカード 

� 絵本「ママ」 

� CD「Lumiere」（大島花子さん CD） 

� １歳バースデーお祝いセット 

� お絵かきセット＆お絵かきイラスト集（動物園）  

 

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 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 

 

� 海外からの支援をつなげる「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、クレディスイス財団様からの支援による新し

い園舎建設のお手伝いをしています。 

 

� 内閣府「新しい公共」助成事業 

事業内容：釜石市と「釜石横浜子ども協議会」を設立し、2つ

の保育園の子ども達、教職員への心のケアと共に、釜石市、

地元NPO等と協働して地域コミュニティの再構築のお手伝い

も実施。 

 

6月は震災以降、釜石では各団体がそれぞれに「子ども支援」

を行ってきましたが、他団体と交流し合う場がありませんで

した。 

そこで釜石市と協働で、市内で活動を行う関係者及びNPO・

NGOを対象に、「子ども支援」についての現状・課題・意見

等の情報交換会を開催しました。 

当日は予想以上の25名の参加があ

り、予定の2時間では足りず、延長

するほど大好評でした。これによ

り、各団体や市が連携を取りなが

らの有効な支援が期待されます。 
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特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 
佐賀県 

宮城県 

対象者 
仮設住宅の女性 

大切な人を失った子どもたち 

実施した 

活動概要 

 

① GENKIいっぱいツアー 

被災地の方々から「ぜひ来てほしい」という

声を受け、支援先の施設を中心に佐賀からス

タディツアーを送ることを決定し、募集を始

めました。年内に5本を出す予定 

 

② いのちのまつりプロジェクト 

被災地の子どもたちと富士山に登るイベン

トの企画・説明会などを佐賀で実施した。気

仙沼を中心に10人を招待する。人選は被災地

のカウンターパートと進めている。 

 

※ 総会も実施しました。 

http://www.genkiokurou.jp/_1020/_1008/_1684.

html 

 

 

 

 

詳細は 

http://www.genkiokurou.jp/_1020/_1007/_1688.html 

 

 

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 岩手県大船渡市 

対象者 大船渡市及びその周辺の子ども、住民 

実施した 

活動概要 

 

① グリーフワーク 

大船渡市の生活支援相談員は仮設住宅団地などを訪問し、

相談業務を行っています。そのような業務を行う中で、生

活支援相談員自身も被災者の悲しみに同調し、精神的喪失

を体験する場合があります。この体験への適切な対処やケ

アが行われないと、長期化が予想される対人支援の質を維

持することが難しくなります。 そこで、前向きに支援活動

を行っていけるようサポートするため、6月 16日、17名の

生活支援相談員の方を対象に、グリーフワーク（悲嘆作業）

を実施しました。 

 

② 子どものこころのケアの相談会・講習 

「子どものこころのケア」に関する公的支援が手薄な私立

保育園や幼稚園において、個別相談や講習を実施していま

す。特に多くの世帯が被災した大船渡保育園で、6月19日、

保護者や保育士への個別相談と講習を実施しました。 

 

 

なぐさめのハート 
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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、法律相談会を11回開催、のべ83人が集

まった。また、女性を対象とした健康相談会やアロマセラピーを

5回開催、のべ62人が参加した。尿漏れパンフレットの配布も開

始している。 

 

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、ネット

ワーク連絡会の運営も継続して行っている。 

 

 

 

紙芝居を使った法律相談の様子 

 

特定非営利活動法人 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 

 

� 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」プロジェクトを実施しています。6月は合計11

回開催し、約170名の方が参加されました。福祉施設や仮設住

宅などでミニコンサートも開催。来場した方々も一緒に楽し

く歌い、「仮設住居ではなかなか大きな声がだせないので、

ストレス発散にも繋がった」との声もいただきました。 

� 被災地の障害者の方々が経済的に自立できるよう、約10ヵ所

の福祉施設の修繕、17の授産施設の販路拡大支援などを行っ

ています。商品の品質管理指導や新たな商品の企画、販路開

拓など、各施設で必要とされる支援を行っています。 

� この他、福島県では、相馬市内の仮設住宅（約1,500世帯）の

全戸訪問や、放射能の問題や遊具の不足により屋外で遊ぶ機

会が限られた子どもたちのため、大型屋外遊具の設置や、放

射線量の低い地域での遊び場を提供する活動などを進めてい

ます。 

 

 

ミニコンサートでは「一緒に大

きな声で歌えてストレス発散に

なった」との感想も（福島県相

馬市） 
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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 ① 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） 

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）、及びケアに関するスタッフ・ボラ

ンティア対象の研修や支援者の心理ケアのため、カウンセラーを派遣している。 

 

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 福島市・いわき市 

いわき市の社協の要請により、仮設集会所での健康相談（月2回）のため、保健師・医師を派遣して

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 福島県南相馬市、宮城県気仙沼市 

対象者 上記地域の住民 

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 

仮設住宅の入居者の憩いの場となるサロンを6ヶ所で週6

日運営しています。地元の講師を招き、定例の歌謡教室を

開催しました。 

 

� 福島県南相馬市での災害ラジオ局の運営支援 

住民に必要な情報を伝えるラジオ局「南相馬災害FM」の

運営支援を継続しています。ラジオ局の愛称「南相馬ひば

りFM」が決まり、記念の公開生放送イベントが開催され

ました。 

 

� 気仙沼市鹿折地区の地域支援 

住民の声をもとに地域に密着した生活支援を行っていま

す。6月は仮設住宅の夏の暑さ対策として、「緑のカーテ

ン」の導入に協力しました。また地域からの要望に応じて

防災集団移転アドバイザーを招き、住民との会合を開きま

した。 

 

仮設住宅の夏対策として「緑のカーテ

ン」を住民と設置 
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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 

 

� 生活・事業再建に関する専門家等の出張形式相談会の実施 

 

先月に引き続き、復興支援が行き届いていない地域の仮設住宅で

出張形式の相談会を10回実施した。生活・事業の再建への第一歩

を支援するために、住民からの相談を受けてきた。 

① 大規模相談会 3日、11日、17日 

② 中規模相談会 7日、8日、21日、22日 

③ 小規模相談会 1日、28日、29日 

その他、短冊プロジェクトとアサガオプロジェクトの実施、障が

い者福祉施設の訪問、「大槌・釜石・大船渡の仮設住宅支援に関

わる情報交換会」や「第 7回お茶っこサロン会議」に出席した。 

詳しくは、日本リザルツのブログ  http://resultsjp.sblo.jp/ 

 

 

6月3日、相談会に参加した医師

が相談を受けている様子 

 

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、宮城県東松島市、石巻市、女川町など 

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 

 

ハビタット・ジャパンでは引き続き、「家」や「建物」を建て直

すことで、被災者の暮らしとコミュニティを立て直す支援を展開

しています。 

 

① 家屋の修繕・修復 

� 宮城県東松島市 

ボランティア動員による個人宅および店舗の修繕支援活動。 

� 岩手県大船渡市 

個人宅の修繕支援事業を継続。6月は新たに15軒の修繕が完了。

またこれと並行して、戸別訪問などによる住宅修繕の方法や資金

調達に関するコンサルティングを継続。 

 

② コミュニティ再生 

� 宮城県東松島市 

公民館の修繕支援完了。 

� 岩手県大船戸市 

仮設住宅における共有物置の製作を継続。 

 

 

東松島市における公民館修繕支

援の様子 
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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 小学生を中心にした子どもたち、およびその保護者 

実施した 

活動概要 

 

� 大槌子どもセンターでの放課後支援事業を継続している。 

（月～金、毎日放課後から午後6時まで） 

� 学校の協力で、ランドセルを持ったまま子どもたちがセンターによることが可能になった。 

� 午後6時までに時間を延長したため、子どもたちの居場所として、特に就労している保護者を支

えることも出来るようになった。 

� センターでは、各種のイベントも実施している。また、地元の住民の協力を得て、畑作りなど

も行っている。 

� 津波で流失し拾得された写真を清掃し返還するための活動を継続している。 

 

特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン 

活動地域 岩手県大船渡市 

対象者 岩手県大船渡市の商工会加盟業者 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)は、東北被災地で地元の商

店が再び事業を始めることを後押しするため、大船渡市の商

工会を通じ、特に支援が入りにくい小規模事業者（サービス

業なら雇用人数 5人以下など）を主な対象として、助成事業

を実施しました。 

支援対象のひとつ、地の森八軒街のタバコ屋の商業者からは

「震災後にお店をやめようかなと思ったけど、お客様に「や

らないのか？」「タバコないか？」と言われ、「やることが何

もないより、お店やったほうがいいかな」と思うようになり

ました。」と、かつてのにぎわいを取り戻すための前向きな

言葉をいただきました。 

 

大船渡のタバコ屋さん(c)PWJ 
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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建設、地元NPOのサポート 

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建設作業を進め 6月上旬に完

成しました。6 月下旬に同会の運営評議会を開催し運営をサポー

トしました。 

� 多目的コミュニティスペースの設置準備 

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、お茶会や生計向上活動などを行う多目的コミュニティス

ペースの設置準備を行いました。 

 

 

完成した多目的コミュニティセ

ンター内部の厨房の様子。運営

評議会もここで開かれた。 

 

 

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、福島県等の被災地 

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 

 

世界の医療団では震災直後の津波により全半壊した岩手県内の

２つの県立病院（県立大槌病院、県立山田病院）の仮設診療所に、

Ｘ線ＣＴ装置の設置支援を、ことし３月にすでに発表しました。

この度、各病院におけるＸ線ＣＴ装置の設置が完了し、6月4日よ

り、支援機器の稼働が始まった旨、改めてご報告致します。 

 

本プロジェクトの実施により、県の予算不足からＸ線ＣＴ装置の

設置が遅れ、診断を要する患者が被災を免れた近隣の県立病院ま

で往復２時間をかけて通院している現在の同地区の状況が解消

されます。画像装置関連産業界がＣＴ装置本体を提供し、世界の

医療団がＣＴ装置本体を設置するＣＴ室の提供を行い、対象病院

のＣＴ診断機能復旧を行います。プロジェクトによる受益者は年

間2,000人となるものと想定しています。 

 

CT装置及びCT室の贈呈式の様

子 
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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 

 

今月の被災者交流サロンでは編み物教室や折り紙教室など 6回の

イベントを行ないました。来場者数は女性 395名、男性 122名、

子ども 133名、合計 650名でした。 

写真はペットボトルカバーを作る教室です。教室開催時間前から

数名の参加者がサロン内で待っていました。 

作品がこれからの季節に使用できるものなので、教室が始まると

参加者が次第に多くなってしまい、先生は指導するのがとても大

変そうでした。 

作品の制作が細い毛糸での作業だったこともあり今回では終わ

らなかった人もいたので、6月22日に仕上げの時間を開催するこ

とになりました。また、参加者が多すぎるとのことで次回の教室

開催から人数の制限を付けることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

大賑わいの手芸教室（今回はペ

ットボトルカバーの作成） 

 

 

 


