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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「がんご屋応急仮設住宅」 

実施した 

活動概要 

 

ICA文化事業協会は5月9日・10日に山元町と新地町で行な

う新規支援事業の調整の為、がんご屋仮設住宅にて自治会

長と住民から聞き取り調査をおこなった。 

山元町「虹の会」にはアメリカ医療系支援団体AmeriCares

のCommunity Directed Initiative Grant支援を提供するように

手続きを行い、無事に支援が完了した。 

また、ICAと震災以降に継続して活動連携があるAmeriCares

とともに、Team300（一般社団法人全国心理業連合会の心

のケアボランティアプロジェクトチーム／所在地：東京都

渋谷区）を訪問し、顔合わせと活動連携の調整を行なった。 

 

山元町山寺「虹の会」活動の模様 

 

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 

 

【農産加工場（石泉ふれあい味噌工房）設営】 

� 利用者募集状況：仕込み味噌、施設利用申込者/グル

ープが 計 115 件（5 月 31 日時点）に達した。6 月末

までは満員御礼となりました。 

� 加工場について、地元女性の手で運営が行えるよう

にし、引き継ぎが完了しました。 

【南三陸直売所（みなさん館）設営】 

� 地場産品ふれあい直売所「みなさん館」出品者対象

の講演会、説明会、会議を開催し、申込者数は、直

売部 44 名/団体と工房部 12 名の計 56 名/団体となり

ました。 

� 直売所と加工場の運営母体となる地域住民を中心と

した組織、夢未来南三陸協議会、運営委員会、そし

て直売所出品者を中心とした直売部、工房部の会議

開催を重ね、運営組織・仕組みの構築、情報共有、

広報を行ってきました。 

【情報紙（桜通信）発行・配布】 

� 情報紙 2 回の計 1450 部発行。（南三陸町の 48 ケ所に

配布・掲示） 

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

 

 

直売所工房部の女性たちと打ち合わせ会

議の様子 
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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 

 

� 仮設住宅住居者及び在宅被災者50名を対象に、生活

の中で楽しみを見つけてもらい、積極的に外に出て

交流してもらうことを目的とした、フラワーアレン

ジメント教室を3箇所の仮設住宅集会所、地区センタ

ーにて開催した。 

� 毎年5月に世界各地で開催される全市民参加のスポ

ーツ交流イベント「国際チャレンジデー」にて、仮

設住宅住居者にラジオ体操とウォーキングの参加

呼びかけや住居者間の交流促進を実施した。 

� 東松島市で開催された「廃用症候群（生活不活発病）

予防」の勉強会にて、仮設住宅で実施されているお

茶会の実施目的を、参加者約50名の方に説明した。 

� 名古屋市で開催された「YOGA HEART 2012」のチ

ャリティーイベントにて、「東北支援レポート」と

題した講演を約40名の方に実施し、被災地の現状や

課題、当団体の活動をお伝えした。 

 

 

 

 

 

 

 

東松島市の仮設住宅集会所等で、「作る、

作ったものをみんなで見る、飾る」をコン

セプトに開催されたフラワーアレンジメ

ント教室の様子。 

 

 

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  

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。 

� 5月26～27日に山元町仮設住宅にて足湯を開催し、36

人の方が参加した。 

� 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。 

� 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。 

� 6月にアメリカの高校生と福島の高校生との交流イ

ベントを開催するため、各所と調整を行なった。 

 

お茶っこサロンの様子。ADRA国際本部

の代表が山元町を訪問し、住民の方々

と交流した。 
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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 

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 

 

被災地の子ども支援を行うNGO主催のイベントに参加し、情報収集を行った。 

イベントでは、岩手県陸前高田市、山田町、宮城県石巻市の3つの自治体の子どもたちによる新しい

街づくりの提案があり、それに対するディスカッションでは、主に子どもの視点をどのように街づ

くりのプロセスに反映していくかを話し合われた。今後の活動に活かしていきたい。 

 

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 

 

「海岸林再生プロジェクト10カ年計画」 

3月30日に第1・2育苗場で播種したマツザイセンチュウ抵抗性ク

ロマツ、普通クロマツの種子約160,000粒の発芽を4月28日に確認

し、5月末現在約95％が生育。1年に一度だけの播種、自身たち初

の播種の成果について地元は喜んでいる。現在生育中の苗は、最

終的には44,000本の植栽用苗として出荷出来るよう、3年間かけて

育苗する。（種苗生産の全体目標は100haに相当する50万本）プ

ロジェクトの津波を被った畑ではあるが、土壌改良もされてお

り、雑草が次々と生えてくる。病虫害を避けるためにも日々の観

察が欠かせない。 

また、関係当局との協議・情報交換、支援者等への報告、各地の

海岸林の調査など、膨大な業務と格闘する。 

 

「被災地住民が皆でバンザイし

ているように見える」（参画農

家の男性）撮影：5月30日 
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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 

 

� 保育セット寄贈（福島県の保育施設） 

� 被災地支援活動中期計画策定（継続案件） 

� 被災した保育施設への人件費・環境整備費を継続支援 

� 継続支援のための資金調達を目的としたドナー訪問 

� 継続支援を目的とした支援者対象活動報告会（被災地（福島

県富岡町）より講演者招聘） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月26日開催された活動報告会

には多くの参加者が訪れ、福島

県富岡町から訪れた講演者（イ

ンセット右）の話に熱心に耳を

傾けていた。 

 

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の準備を開始。 

� （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サロンや生活相

談を実施。 

� 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。 

 

 

 

 

 

 

 

オックスファム・ジャパンが活

動資金をサポートする、東日本

大震災・女性支援ネットワーク

が作成中の「現場に学ぶ女性と

多様なニーズに配慮した災害支

援事例集」。今後東日本大震災

の支援団体など、様々な機会に

活用し、支援現場でのジェンダ

ー・多様性配慮を推進していく。 
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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 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。（5月24日 釜石第一保育園） 

② 堤乳幼児保育園にて親子向けリラクゼーション実施 

③ 安渡保育所にて仮設砂場設置 

� 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 60 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開始。 

 

 

 

 

 

 

 

安渡保育所仮設砂場作りにて。

しがＮＰＯのボランティアと地

元住民とＧＮＪＰが一致団結し

て作業を進める様子。 

 

 

 

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 

 

当財団が2012年5月に被災地で実施した活動は以下の通りです。 

� 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９カフェを開催。96名が参加。 

� 山田町十年会・地域復興活動のイベント開催で使用するベン

チ、椅子、シェードなどを提供。 

� 宮古市田老地区にて、滋賀県から寄贈されたこいのぼり350

匹をあげる『こどもの日』イベントにて、ロープや設置費な

どを提供。 

� 山田町及び田老地区でのコミュニティ新聞発行支援。 

 

早期復興を祈願して滋賀県長浜

市から宮古市に送られた117匹

のこいのぼり、子どもに日に掲

揚完了！子供たちも大はしゃぎ

でした。 
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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 被災者一般、子ども 

実施した 

活動概要 

 

� 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。 

� 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。 

� 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

地域イベント等を支援。 

� 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） 

� 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） 

 

お花見会などの地域イベント開

催支援を通じて、コミュニティ

の活性化を後押ししています。 

 

 

 

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 

 

「人件費」の支援、会計帳簿の作成（会計ソフトインストール済

のパソコンの寄贈）、労務管理や給与の計算方法の指導、助言。

各支援団体においては代表者の業務軽減を図り、団体の「運営」

「方針」といった経営の部分に集中していただく事や職員達が安

心して業務に取り組める環境作りを目指せる支援を行った。一方

的な「指導」ではなく各事業所に沿ったアドバイスを行い、あく

まで代表者の意見を尊重し相談ベースで取り組んでいる。又、地

元の「雇用創出」にも効果が出始めてきている。保育士、介護業

務等ハローワークからの求人、採用も行っています。支援先のひ

とつ「つぼみ保育園」においては震災から再開した保育場所をも

っと「子どもが広々と遊べる保育スペース」や「お子さんを預け

るのに通勤時に寄り易い場所」を考慮し保育室の移転を行ってい

ます。 

 

 

明るく広々とした場所に移転

した支援団体のひとつ「つぼみ

保育園」（気仙沼市） 
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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  

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、述べ419人の小中学生に活用された。 

保護者の方とも話をする機会が増え、各地でお礼を言われるよう

になった。「子どもたちは週５でもいいと言うくらいバスを気に

入っており、バスがない日は家で勉強に集中できていない」とい

う話や、利用している中学生は家で「みんなで勉強している方が、

家で勉強するより集中できるし楽しい」と話しているとのこと。 

� 釜石市 

4月に再オープンされたコミュニティセンター、青葉ビル内の小

部屋を事務所として使わせていただくことになり、GW前後に引

越しをした。今後は、青葉ビルを拠点にビデオワークショップや

写真ワークショップなどソフト面の活動を実施していく予定。 

� 大船渡市 

公民館再建プロジェクトを調整中。 

 

 

「走る！KnK子どもセンター」

で勉強に励む中学生 

 

 

 

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。 

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随時受けていま

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の機関が週1回集まって

います。 

② 仮設住宅で・・ 

� 「健康相談」域内の６仮設住宅のお茶会にて6回行いました。 

� 「自治会支援」回覧板や総会資料作成など8件お手伝いしま

した。 

③ イベントとして・・ 

� 階上公民館において、気仙沼で支援を続ける大泉医師による

講演「健康の秘訣」と三線コンサートを行いました。（公民

館との共催） 

 

輪になって気仙沼音頭を踊る様

子。大泉医師の健康講話では考

えるだけでなく、みんなで身体

を動かし、笑い、大きな声で歌

って楽しい時間を共有しまし

た。 (5/23) 
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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自宅で避難生活を続けている住民の方々、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 

 

� 物資配布事業：仮設住宅へ、生活物資の支援、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・カフェ：市内3か所で「お茶っこ

のみ」などコミュニティ・カフェ運営中です。 

� 生業復帰支援：石巻市とその周辺の漁師さんおよ

び個人事業主さんに対する支援。 

� 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。5月末現在、参加したボ

ランティアの数は述べ6,903名となりました。 

 

南境第4団地内の集会所でカラオケ大会を

開催しました。とうとう我慢できなくなり

思わず踊りだす方もでました。手にはホウ

キとボウル、久々に笑声が「こだま」しま

した。 

 

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。 

� ボランティア活動隊派遣 

① 5月3～6日まで／第42次隊（後半）12名がわかめの茎の選別

作業、瓦礫の撤去作業などを行った。 

② 5月17～19日まで／プレハブ支援の設置立ち会いのため、職

員1名を派遣。また、今後支援を計画している当会関係者5

名がプレハブ支援の現場や南三陸町各所を視察した。 

� 派遣者数（2011年3月～2012年5月末） 

現在まで延べ236名（運営要員:延べ51名、活動要員：延べ185名） 

� 主な寄贈品（5月） 

漁協の作業小屋として要望を受けたプレハブ計6基。 

 

 

漁協へのプレハブ設置の様子 
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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 

 

� 交流スペースの運営 

5月は大熊町、富岡町、浪江町それぞれの町民の集いを利用者の

アイデアで開催し、1年ぶりの再会や情報交換で有意義な集まり

となった。手芸教室等のイベントでもその時間の中で交流が生ま

れ、サークルで活動するなど発展している。 

� 情報誌の発行 

生活情報やイベント情報を掲載した「ぶらっと通信」の発行を継

続。第7号ではいわき明星大学の心理学教授による「こころの健

康コラム」、特集では心療内科の紹介、子育てサポート情報を掲

載した。 

� 借り上げ住宅への見回り訪問 

昨年、借り上げ住宅を訪問した際にデータをとった高齢世帯、1

人暮らしの世帯を中心に見回りを開始。見回り後、こちらで様子

を見守る世帯、行政へつなぐべき世帯を検討し見回りを継続す

る。 

 

 

富岡町民の集いの様子。顔見知

りとの再会で皆さん話が尽きな

い様子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

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、ワカメの刈り分け作業を実施した。 

② 気仙沼図書館にて、昨年の冬に気仙沼市立大谷小学校で行わ

れた学習支援「まなびーば」で子どもたちが描いた絵をもと

にストーリーをつけた絵本『ぷんぷん谷』の読み聞かせを実

施した。 

③ 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（5月の利用者数641人、貸し出し冊数1,583冊、の

べ50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。 

 

気仙沼図書館での絵本の読み聞

かせ 
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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、5 月生まれのお子さんをお持ちの産婦 233 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。 

� 内閣府「新しい公共」助成事業 

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支援と共に、釜石市、地元NPOなど

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。 

5月は保育園の様々な活動に参加。新現地スタッフと子ども達、

先生方との親睦を深めました。 

 

保育園の子ども達とピクニック。 

段ボールのソリで滑り台。 

スタッフも童心に帰って楽しみ

ました。 
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特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 亘理郡山元町 

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 

 

� イロドリを送ろう運動 

仮設住宅にある女性の生きがいを創出するために集会所で手芸

活動を行っている。われわれは彼らから要望のあった手芸道具の

支援のため佐賀からきれいな色とりどりの布やはぎれ、ミシンを

集める活動をしている。７月に第一陣を送付する予定。 

� いのちのまつりプロジェクト 

8月23日に被災地の親兄弟友達を失った子どもたちを、富士山山

頂に招待し、夢ハンカチを届けるプロジェクトの参加者募集を佐

賀、東京、名古屋などで開催した。７がつから、岩手から神輿を

リレーし、富士山に同日到着するプロジェクトの準備を行った。 

  

詳細は 

http://www.genkiokurou.jp/ 

_1020/_1007/_1682.html 

及び 

http://www.genkiokurou.jp/ 

1005/_1299/_1681.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 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 

 

� 韓国語講座開催(岩手県大船渡市) 

住民の方から「震災によって休止している韓国語を学ぶサークル

を再開したい」という声があり、日韓文化交流会（NPO法人）と

協力し韓国語講師派遣、韓国語講座を開催しました（4月13日）

震災後初めてとなる韓国語講座となり、趣味を通じたつながりが

取り戻され、参加者(20名)楽しい講座になりました。今後は2週間

に一度のペースで開催される予定です。 

� 菜園「友結ファーム」の支援（長洞仮設住宅団地内） 

住民がファームでの共同で作業にあたり運営を通じて、人のつな

がりを形成する機会を提供する事を目的としています。主に、学

生ボランティアを受け入れ、住民と協働して用地の耕起、土壌改

良、作付け、収穫、環境整備、道具小屋の建設などの活動支援を

行っています。 

   韓国語講座の様子 
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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13回開催、のべ101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6回開催、のべ85人が参加した。 

加えて、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

を継続すると共に、ネットワーク連絡会の中では、アセスメント

を実施した。 

 

女性を対象とした健康相談会の

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。5月は6ヵ所で

実施。13日には、宮城県石巻市の仮設福祉ハウスで、お花と

全国の方々から寄せられた応援メッセージを配付するとと

もに、ミニコンサートを開催しました。 

� 福島県では、子どもたちは放射能の問題や遊具の不足により

屋外で遊ぶ機会がほとんどなくなり、狭い仮設住宅の中で非

常に制限された生活を送っています。そこで仮設住宅の敷地

内に小型の屋外遊具を設置しました。また、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プロジェ

クトなどを進めています。 

� この他、福島県相馬市内の仮設住宅（約1,300世帯）への全戸

訪問や、約10ヵ所の福祉施設への機材提供や修繕、17の授産

施設の販路拡大支援などを行っています。 

 

仮設福祉ハウスの集会場で、神戸

のミュージシャン、すぎたじゅん

じさんのミニコンサートを開催。

住民の皆さんとも一緒に合唱を

楽しみました（2012年5月13日宮

城県石巻市） 
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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 岩手県釜石市 

宮城県仙台市・石巻市など 

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）、及びスタッフ養成のためカウンセラーを

派遣している。 

� 看護チーム（第5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（5月17日～23日）に加え、

上記「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 福島市・いわき市 

� 福島市の児童養護施設の子ども達の健康被害を防ぐため

の支援を行うと共に、いわき市の仮設集会所での健康相談

のため、保健師を派遣している。 

 

派遣カウンセラーによる「心のケア

に関する」スタッフ研修の様子 

 

 

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 それぞれの地域の住民 

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。5月には住民による菜園づくりの活動が始まり、必

要な農機具等の支援も行いました。 

� 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。 

� 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。仮設住宅の夏の暑さ対策として、「緑のカーテン」の導入

に向けた準備と話し合いを始めました。 

 

仮設住宅の暑さ対策として、「緑

のカーテン」の準備を始めまし

た（宮城県気仙沼市鹿折地区） 
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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 

毎月2回、支援が行き届いていない地域で仮設住宅での出張形式

の相談会を実施している。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 5月13日 釜石市箱崎町C仮設住宅 

参加した主な専門家：医師、整体師、保健師、保育士、企業専門

家 

② 5月20日 釜石市箱崎町C仮設住宅 

参加した主な専門家：弁護士、税理士、保健師、整体師、保育士、

企業専門家 

その他、昨年に引き続きアサガオプロジェクト、そして短冊プロ

ジェクトを開始した。 

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

 

5月20日、弁護士と保健師がペア

を組んで仮設住宅を巡回してい

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。 

� 家屋の修繕・修復 

① 岩手県大船渡市 

個人宅の修繕支援事業を継続。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 宮県東松島市、七ヶ浜町 

動員による個人宅および個人店舗の修繕支援活動。 

� コミュニティ再生 

① 岩手県大船戸市 

仮設住宅における共有物置の製作を開始。 

② 宮城県東松島市 

公民館の修繕支援の継続。 

 

 

岩手県大船渡市における仮設住宅用物置

製作の様子 
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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 子どもたち、地域住民 

実施した 

活動概要 

 

� 「大槌子どもセンター」での放課後の活動（月～金曜）

とイベントの受け入れ 

� 調理イベント、仮設住宅地での女性向けのイベント 

� 流失写真の返却展示会の開催、写真の整理継続 

� 移管など今後に関して町と協議中 

� 地元NPOとの協力関係の継続 

 

 

 

 

 

大槌子どもセンターで美術家の指導

による絵画のワークショップを開

催。作品はセンターの壁を飾ってい

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 宮城県気仙沼市 

対象者 仮設住宅にて生活される被災世帯、商工会会議所に属する法人の経営 

者、支援地域のコミュニティなど 

実施した 

活動概要 

 

2012年5月16日、気仙沼市内にある鹿折中学校からすぐ近くの仮

設グラウンドがオープンしました。震災後、鹿折中学校の校庭に

は仮設住宅が建設され、生徒たちは従来の５分の１のスペースで

体育の授業や部活動を行っていました。部活動や体育の授業で子

供達が思い切り走りまわる広いスペースがなくて困っていると

の教育委員会からのニーズを受けて実施しました。 

サッカー部の生徒からは、「今まで仮設住宅の横のスペースを使

っていましたが、やはりスペースとしては小さかったです。これ

からは大きなグラウンドで思いっきりサッカーの練習ができる

ので嬉しいです。」 

と嬉しそうに報告がありました。 

このグラウンドは鹿折中学校生徒だけでなく、気仙沼市のイベン

トや一般の方々にも開放されます。気仙沼市の復興に向けて、住

民の皆さんが一致団結できるような場所になってほしいと願っ

ています。 

 

 

新グラウンドでサッカーの練習

が開始©PWJ 

 

 



 16 

 

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、食事の配給 

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、困窮者のた

めの食事の配給も行いました。 

� 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。 

 

 

完成間近の多目的コミュニティ

センター（大船渡市） 

 

 

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、ご報告致します。この支援

活動は岩手県からの要請に基づき行われたものです。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。

高齢者患者の多いこの地域では通院時の足の確保が大きな問題

となっており、病院側と地域住民の双方から強く同設備の設置の

要請が強くあったため、今回のプロジェクト実施に至りました。

この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。 

 

岩手県立大槌病院の仮設診療所

での高圧電源設備とＣＴ建屋の

工事の様子。 
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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 

 

いわき市小名浜のショッピングモール「リスポ」内に常設の

被災者交流サロンを設けて定期的にイベント活動を行なって

います。目的は被災者同士、被災者と受け入れ住民との相互

交流をはかること、そして被災者の皆さんに明るく楽しく希

望を持って生きて頂くためのお手伝いです。 

5月のイベントは、折り紙教室、編み物教室、縫いぐるみ作成

教室、読み聞かせ、民生員さんとの懇談会などを催しました。

参加者は男性87人、女性279人、子ども92名、合計458名でし

た。 

皆さん毎回のイベントを楽しみにされています。今後もより

楽しんで頂けるイベントを企画していきたいと思います。 

 

 

5月24日に開催した「折り紙教室」

のようすです。手先を使うことで、

頭の体操にもなると、毎回好評で

す。 

 

 


