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特定非営利活動法人 ICA 文化事業協会 

活動地域 福島県南相馬市原町区 

対象者 福島県国際農友会原町支部の方々 

実施した 

活動概要 

 

社団法人福島県国際農友会原町支部の方々と、10月から農業再建

に向けたワークショップを行っています。会員のみの会議では、

農業を取り巻く環境の厳しさから、農業への意欲を保つことが難

しく、支部内における農業再建計画の立案が進まない状況にあり

ました。その状況を改善するため、ICAは団体が持つ独自のファ

シリテーション手法を用い、ワークショップにて参加者の意見を

引き出し、議論の活発化を図っています。今後は、集められた意

見を元に参加者の合意形成を行い、支部の目標を設定していく予

定です。 

ワークショップの参加者からは、異なった角度から自分達を見る

ことができたという意見をいただきました。また、このワークシ

ョップにて上がった1つの活動を、12月に実施することになりま

した。 

 

 

ワークショップの様子 

 

 

 

特定非営利活動法人 IVY 

活動地域 宮城県沿岸北部（宮城県石巻市～気仙沼市）及び山形県山形市 

対象者 被災したが「保育活動」を続ける保育所と山形市に避難しながら故郷の子どもを預かる保育所 

被災地から「起業」しようとするコミュニティ・ビジネス型NPO 

実施した 

活動概要 

 

幼児を預けて働く環境は震災以前から厳しい状況下におかれて

いる気仙沼市に於いて、有志により立ち上げた保育所の職員の人

件費一部支援や福島県より山形県に避難してきた方たちの保育

園の運営と職員の法定福利費の支援を行う。また、地域に根差し

被災地の抱える問題を地元の視線から問題解決に取り組む地域

に密着したNPO法人の人件費及び労務、会計指導。 

支援先の一つである気仙沼市のNPO法人「Tree Seed」では小規模

介護事業所「ポプラの木」が正式に宮城県からデイサービス事業

所としての認定を受け、この度、利用者（気仙沼市市民）や支援

者（団体）を招いての「内覧会」を開催しました。地元ケーブル

テレビ局も取材に来る中、利用者さんからは「このような施設（コ

ミュニティスペース）が出来て、嬉しい」「ここを利用し新たな

出会いが出来た」等感想を仰っておられました。 

 

「完成内覧会」を終え雑談を交

え、利用者さんの施設の感想等

を話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

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 

対象者 南三陸町の32ヶ所の集落 

実施した 

活動概要 

 

【南三陸直売所（みなさん館）運営支援】 

宮城県本吉郡南三陸町歌津字管の浜 57－1 にオープンした「南三

陸直売所 みなさん館」。  

運営の中心は、南三陸町民が担っていきますが、まだ不慣れな広

報やアドバイス、資料作成などの必要とされる支援を今後続けて

いきます。 

イベントやプログラム支援の他に、新しくカタログの発行や、お

歳暮ギフトセットの案内なども始めました。 

また、「みなさん館」のホームページを開設し、美味しい海産物・

農産物のネット通販も行っています。 

http://minasankan.com/ 

 

地域情報紙「桜通信」 

http://nine-town.org/?page_id=37 

 

月に一度、情報共有と今後の活

動のために集まって現地メンバ

ーを中心に会議を開いていま

す。 

 

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 

 

� 名古屋の企業の東北ボランティア活動として、半壊した民家

を利用している学童施設及び仮設住宅の集会所にて、100人

ほどを対象に、狭い空間でも飾ることができるミニクリスマ

スツリー作りを実施した。 

� 津波の被害を受けて今は住人が減ってしまった野蒜地区の

現状について子どもたちの目線で発信する『かぜの子しんぶ

ん』を、地域の子ども６人とともに作成した。 

� 子どもたちに未来の自分のまちを描いてもらう『10年後の東

松島を描こう』絵画大会のワークショップを、小野あいあい

まつりの中で開催し、およそ30人の小・中学生が参加した。

ワークショップの中では、どのようなまちにしていきたいか

等の貴重な意見を聞くこともできた。 

 

子どもたちの目線や言葉で作成

する『かぜの子しんぶん』の作

業の様子。 
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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双葉郡 

対象者 宮城県亘理郡山元町の仮設住宅及び在宅の住民、福島県双葉郡の公立高校3校 

実施した 

活動概要 

 

【宮城県亘理郡山元町】 

� やまもと復興応援センターの運営サポート（副センター長を

派遣） 

� 山元町社会福祉協議会及びやまもと復興応援センター職員

向けに臨床心理士による「心の健康診断」（通算10回目）を

実施 

� 11月16日～17日、仮設住宅にて日本財団ROADプロジェクト

と協働で足湯（通算19回目）を開催。参加住民延べ33人 

� 仮設住宅住民を対象に温泉ツアーを実施。参加住民15人 

� 11月24日～25日、仮設住宅にてお茶の水女子大学のボランテ

ィアを受け入れ、マッサージとミニコンサートを行なった。 

【福島県双葉郡】 

� 浪江高校（本宮市の仮設校舎で運営中）における部活動を通

じた人材育成プログラムを実施 

� 双葉翔陽・富岡高校（いわき明星大学内仮校舎で運営中）に

おけるユニクロと協力したTシャツ作りを通じた人材育成プ

ログラムを実施 

 

毎月山元町の仮設住宅で開催し

ている足湯。足湯を楽しみに毎

回参加している住民もいる。 

 

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、岩手県陸前高田市 

対象者 東日本大震災によって被害を受けた子ども、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販売商品の袋詰めと発送業務の委託 

岩手県陸前高田市の作業所でのチョコレート袋詰め業務開始に

向けて、資材の調達や手順の確認等の準備を進めた。 

� 被災地支援グッズの取り扱い 

引き続き、山元町の仮設住宅で暮らす女性たちが作ったイチゴ形

のエコたわしを団体のオンラインショップや出店イベントで販

売。来場者に、山元町の状況とACEの被災地支援活動について伝

えた。 

 

 

 

 

 

 

 

陸前高田市の作業所で包装され

たチョコレート 
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公益財団法人 オイスカ 

活動地域 宮城県名取市など 

対象者 被災地住民、特に女性 

実施した 

活動概要 

 

11 月 4 日 林野庁「海岸林植樹キックオフ」in 仙台荒浜（参加者

200 名）へ当会中野会長参加。 

11 月 9 日 宮城県森林整備課森林育成班、第 1･2 苗場にて生育状

況調査。「生育順調」。 

11 月 13 日 広葉樹種子採取 

11 月 22 日 仙台地区第一治山工事現地説明会、東北森林管理局

コンテナ苗試験植栽を視察 

11 月 26 日 第 1 育苗場防風ネット修繕 

 

活動報告会：広島、名古屋、東京、北海道 

視察対応：豊田自動織機、住友化学労組 

取材対応：TBS、オレンジページ 

 

11月26日防風ネット修繕の休憩

風景 

 

 

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）、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） 

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 被災した保育施設への人件費・環境整備費継続支援 

② 被災地支援活動定例会議開催 

・活動の進捗状況確認 

・被災地訪問報告 

・就学支援金支給に関する協議 

③ 被災地出張： 支援先保育施設を訪れ、保育状況、現行支

援の妥当性・追加支援の必要性を視察・面談。福島県庁を

訪問。（福島県福島市、郡山市） 

 

 

 

 

 

 

福島市飯舘村の「子育てサロン」

は、避難先の飯野町で活動を再

開。毎週火曜日、避難中の母子

が集まる保育スペースとしてだ

けでなく、被災に関わる情報交

換の場としても大きな役割を果

たしている。 
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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、東京都内 

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)参画プランニングの被災した女性の起業の支援やパソコンのセミナーを支援。 

� (特活)インクル・いわてによる、ひとり親支援の就業支援を支援（就業体験、カウンセリングな

ど）。また、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による、福島から東京に避難している母子避難者のパーソナ

ルサポートを支援 

� 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。復興・防災計画

におけるジェンダー主流化のトレーニングの実施など。 

 

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 

� 幼稚園・保育施設に対するアートセラピー活動の実施 

  11/22 おさなご幼稚園  

� 幼稚園・保育施設に対する遠足（ピクニック）の実施 

  11/20 鵜住居保育園/ 11/15 唐丹児童館/ 11/20 安渡保育所 

� 山田町の以下の6か所の仮設団地集会所にてパソコン教室の

実施 

豊間根地区・大沢地区・織笠地区・船越地区・猿神地区・間

木戸地区 

� インドネシア研修「三陸の高校生、インドネシアをゆく」 

岩手県釜石市・大槌町・山田町の高校生を対象に、2004年の

インドネシア・スマトラ島沖地震の被災地アチェ州と首都ジ

ャカルタを訪問し、現地の子ども達と交流し復興の様子を視

察する研修の調整業務 

 

鵜住居保育園の園児約４０名が

こすもす公園の新しい遊具で遊

ぶ様子。 
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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11月に被災地で実施した活動は以下の通りです。 

� 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61名が参加。 

� 芸能文化、スポーツ、趣味活動 

「平成 24 年度山田町民芸術祭～アートフェスティバル～」 

会場には 20 を超える団体からの作品や、小・中・高校生の

作品そして各仮設団地から出展された手工芸品等の作品な

どを展示。 

CAREでは山田町教育委員会にご協力いただき、山田町芸術

文化協会所属で被災した24の団体を対象に資機材などを提

供。 

 

その中の一団体「野の花会」は、

地域で取れる植物や自然のもの

を使ってお花を活ける活動を行

われています。この度の震災に

よりほとんどの道具が流出した

ため活動も一時休止していまし

たが、再開され、芸術祭でも素

晴らしい作品を展示されていま

した。 

 

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 被災された方一般、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） 

 

11月11日、FIDRが発行支援して

いる山田町情報誌第2号が発行

され、「山田の幸」いっぱいの

お歳暮セットが絶賛発売中で

す！（本誌はWebサイトからDL

が可能） 
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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 

 

【釜石】市内の高校へ、早朝授業クラスのための交通手段支援。 

釜石子ども遊び場マップの作成。 

【山田町】田の浜地区集会所の再建プロジェクト実施調整中。市

民球場電光掲示板の改修支援。山田町へ、出前講座用の車両支援。 

【大船渡市】越喜来の三陸・白磯フットサルコートの整備。市内

17ヵ所の公民館再建プロジェクトを調整中。大船渡市内の中学生

へ、部活動移動手段の支援。 

【陸前高田市】移動型子どもセンター「走る！KnK子どもセンタ

ー」の運営。他団体との連携強化・情報収集のためネットワーク

会議やイベントへ参加。 

 

★新規支援決定案件 

� 被災地に住む子どもを対象にしたワークショップ（映画や新

聞作成、料理教室など）の開催。 

 

11月11日、大船渡市神坂公民館

の祝賀会が開催されました。今

後、地域の方々が「つながる場

所」として多くの方に利用して

いただきます！ 

 

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（主に階上地区） 

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。 

実施した 

活動概要 

 

シェアは、被災者の思いを大切にした復興を支えるため、地元

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。 

秋のイベントが一段落し、11月は地域の行事に参加したり、仮設

住宅のお茶会などで、健康相談や血圧測定を行いました。大きな

仮設住宅では市などが健康相談を行うため、小規模な仮設住宅で

の健康相談を中心に継続しています。 

また、「はしかみ交流広場」を拠点に、なんでも相談、支援者連

携、編み物講座などの活動を継続して行いました。 

仮設自治会への支援では、仮設住宅のお知らせの回覧版やチラシ

の作成依頼などに対応するとともに、会長さんから最近の仮設住

宅の様子や困っている事、気にかかる人などの情報を聞きとり、

関係各所に繋げました。  

 

 

仮設自治会主催で行われた「カ

ボチャ粥と豚汁の会」のお手伝

いに行きました。1人暮らしの方

に声をかけ、配って回ったり、

一緒に集会場でいただきまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 



 9

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 

� ボランティア活動隊派遣 

第52次隊（11/23～25）として6名を南三陸町に派遣した。11/23

はボラセンからの業務として、漁協での漁網加工作業に携わっ

た。 

11/24・25は、三島チームからの9名、県外ボランティアの方々、

地元の方々と合同で復興を祈念する桜の植樹を行った。24日は寺

浜地区の神割崎キャンプ場に80本、戸倉地区津の宮に15本、25

日は滝浜地区に40本、2日間で合計135本の桜を植樹することがで

きた。 

神割崎キャンプ場に河津桜を植樹したが、これは伊豆では1月末

には咲く早咲きの品種であり、南三陸町では震災が起きた3月11

日頃に咲いて欲しいという願いを込めている。早ければ来春より

咲く予定。 

� 派遣者数（2011年3月～2012年10月末） 

現在まで延べ303名（運営要員:延べ51名、活動要員：延べ252名）

を派遣。活動総日数は1546日となった。 

 

地元の方々と一緒に河津桜の植

樹作業を行うJHPボランティア。

三島チームが手配したユンボが

穴掘りに大活躍。 

 

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被災地の女

性起業支援 

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。 

� 被災地の女性起業支援としてワークショップを開催 

� ボランティア派遣事業として、11月にボランティア243人を

受け入れ、漁業支援や仮設住宅団地での住民たちとの交流活

動などを行いました。 

 

 

JENが管理運営しているコミュ

ニティ・カフェのHANA荘で、

既に起業している方を講師に招

き、被災地の女性を集めてワー

クショップを開催しました。 
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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 いわき市に避難されている相双地区の方及びいわき市内にて津波被害、家屋損壊のあった方々 

実施した 

活動概要 

 

① 交流スペース「ぶらっと」の運営 

� 11月は毎週金曜の健康運動教室はじめ、定番となった教室の

人数も増えた。定番となった教室からサークルとなって、利

用者の方が自発的にスペースを活用できるようになってい

る。 

� 富岡町、大熊町、浪江町の町民の集いを行った。 

� いわき市沿岸で津波被害に遭われた方、借り上げ申請ができ

なかった方などの個別対応。 

② 「ぶらっと通信」発行 

月間の交流スペース予定、富岡町から移転していわき市で営業さ

れたお店の紹介、自治会のお知らせ、行楽情報等を掲載。写真を

多く使うことにより、雰囲気の分かる紙面を目指している。 

③ 要注意世帯見回り 

昨年調理器具を配布した世帯の中から、改めて見回り訪問の必要

と思われる約200軒を選定し、見回り活動開始。訪問時には茨城

県のNPOコモンズさんからご提供いただいたおでんやくずもち、

北海道上士幌のNPOからご提供いただいたジャガイモ等をもっ

て訪問を開始。今回の見回りいわき市全域の借り上げ住宅にお住

まいで、中高年男性の一人暮らし世帯、子育て世代、いわき市民

で津波被害に遭われた世帯、高齢世帯を中心に見回り。仮設住宅

との支援の格差など問題があり、引き続き丁寧な支援が必要。 

 

定番となったスケッチ教室。初

参加の方含め、20人以上の参加

があり、男性も参加しやすい教

室となっている。 
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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、亘理郡山元町）、福島県（南相馬市）、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】 

� ワカメの種付けから収穫までを体験できる「マイワカメプロ

ジェクト」を本吉町の蔵内漁協で開始し、初回の種付けイベ

ントを行った。 

� 福祉の里仮設にて編み物・お茶会を行った。 

【宮城県亘理郡山元町・福島県南相馬市での活動】 

南相馬市での移動図書館車で本の貸し出しや集いの空間づくり

も開始。（11月の利用者数311人、貸し出し冊数187、のべ13仮設

団地に巡回） 

【岩手県（山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市）での活動】 

4地域の仮設団地に対し、移動図書館車で本の貸し出しや集いの

空間づくり（11月の利用者数825人、貸し出し冊数1,984、のべ50

仮設団地に巡回）、及びかねざわ図書室、陸前高田コミュニティ

図書室を開館。ほか、大槌町25か所での文庫活動を実施している。 

ワカメの種付け作業体験をする

参加者 

 

 

 

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 

 

① ファースト・バースデー・ギフト 

2011 年に義援金（ケショ）を支給した被災産婦のうち、11 月が

ご出産月の産婦 82 人に、1 歳のお誕生祝い（ファースト・バース

デー・ギフト）を贈りました。 

② 「フレッシュママクラス」開催 

深い傷を負いながら子育てをしている被災地の母親たちが、本音

の交流を通して励まし合い、「生きる力」、「育てる力」を取り

戻す心的支援プログラム「フレッシュママクラス」を開催しまし

た。 

福島県の 2 市町村（伊達市、桑折町）で実施した計 4 回のクラス

には、のべ 40 名の被災産婦が参加しました。 

「フレッシュママクラス」は、現地の保健師、及び自治医科大学

公衆衛生学部門、母子保健推進会議の連携協力、及び厚生労働省

母子保健課の指導により実施しています。 

「フレッシュママクラス」で夢

を語る参加者 
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特定非営利活動法人 地球市民 ACT かながわ 

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 

内閣府の「新しい公共事業」助成により釜石市と「釜石横浜子ど

も支援協議会」を設立し、下記海外の財団と共に、2つの保育園

の子ども達、教職員への心と体のケアを行っています。 

※11月は教職員の身体と心を癒すセラピストによるタッチケア

を実施。引き続き「子どもの笑顔から復興へ」を合言葉に活動し

ていきます。 

 

� 海外からの支援をつなげる「子ども達が安心できる場を」 

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。 

プロのセラピストによるアロマ

オイルを使用した本格的なタッ

チケアは保育園の先生方に大人

気。身体がほぐれると心も癒さ

れる。 

 

特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 佐賀 

対象者 宮城県の被災者の家族、佐賀県民  

実施した 

活動概要 

 

ハッピーストック プロジェクト 

被災された方々から佐賀から元気を送ろうキャンペーンの宮城

県の事業協力者を中心に佐賀に招聘し、ささやかな安らぎを提供

し、また、震災を忘れないために佐賀で報告会を実施していただ

いた。その際に、佐賀の被災地支援をした佐賀大学の学生ボラン

ティアチームとのコラボレーション企画とし、佐賀のネットワー

クを広げる事業としました。 

新聞記事です。 

佐賀の国際熱気球大会で、大会

実行委員会が被災者のために特

別係留を実施してくれました。 

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

1059/_1705.html 

報告会の模様です 

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

1059/_1706.html 
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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、仮設住宅などで法律相談会を6回開催、

のべ26人が集まった。女性を対象とした健康相談会も4回開催、

のべ33人が参加した。また、就労支援をした外国籍女性のフォロ

ーアップも実施した。 

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やネッ

トワーク協議会の運営、桜ライン3.11のバックアップ活動も継続、

桜ラインの秋の植樹も実施した。 就労支援のフォローアップの様

子 

 

特定非営利活動法人 AAR Japan（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 

 

� 福島県では子どもたちへの支援として、仮設住宅や幼稚園な

どへの屋外遊具の設置や、放射線の心配をせず思い切り遊べ

るよう放射線量の低い地域での合宿などを行っています。11

月23・24日には西会津で3回目の「ワクワク子ども塾」を実

施。子どもと保護者合わせて33人が参加し、クリスマスの衣

装づくりなど様々なワークショップやAARスタッフ手作り

の食事を楽しみました。 

� 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」プロジェクトを継続的に実施しています。マッ

サージや傾聴、手芸教室、ミニコンサートなどを組み合わせ、

多くの方が参加できるよう工夫しています。11月は3県で13

回実施しました。 

� そのほか、被災地の障害者が社会に参加し、経済的自立を図

れるよう、福祉施設の修繕や機材の提供、福祉施設で作られ

た商品の販路拡大の支援をしています。 

 

西会津で開催した「ワクワク子

ども塾」で、自分たちで作った

クリスマス衣装を身につけて楽

しむ子どもたち（2012年11月23

日） 
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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 福島県 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。 

� NPO法人「福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会」の活動及び法人運営のサポート

を行っている。 

 

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 宮城県気仙沼市、福島県南相馬市 

対象者 上記地域の住民 

実施した 

活動概要 

 

� 気仙沼市鹿折地区の地域支援 

仮設住宅や在宅生活など個々の住民のケースに合わせ、地域に密

着した生活支援を実施。11月には「副市長・関係課と仮設住宅分

科会参加団体との意見交換会」に参加し、気仙沼NPO/NGO連絡

会の一員として仮設住宅自治会長支援などの必要性を提言しま

した。 

� 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、地元団体に協力す

る形で6ヶ所にて週6日運営。11月には現地の活動を東京で伝える

報告会を開催しました。 

� 福島県南相馬市での災害ラジオ局の運営支援 

地域に密着した情報を伝えるラジオ局「南相馬ひばりFM（南相

馬災害FM）」の運営支援を継続。各地の災害FMが集うワークシ

ョップを開催するための準備を進めました。 

 

気仙沼市長・副市長との意見交

換 
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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 

 

11月9日（金）午後6時半より早稲田大学西早稲田キャンパス55

号館S棟竹内記念ラウンジにて第4回復興支援に係る意見交換会

を当団体主催で開催しました。この意見交換会は早稲田大学重点

領域研究機構東日本大震災復興研究拠点・先端環境医工科学研究

所と共催で実施しました。これまで釜石市で生活・事業再建に関

する専門家等の出張形式相談会を実施してきた活動を踏まえ、ま

た同市で地元の方々中心の意見交換会は2回、大阪でも1回行って

きており、今回はその集大成という意味も込め実施したもので

す。当日は被災者の方を始め、国会議員、専門家、大学教授、

NPO関係者、有識者、学生等復興支援に深く携わる方々が多く参

加され活発な意見が交換されました。来月に報告書に纏め、ぜひ

復興支援活動の一助になればと思っております。 

第4回復興支援に係る意見交換

会終了後に出席者全員で

「We♥JAPAN」(復興Tシャツ)を

持って。 

 

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、名取市など 

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 

 

� ソーラーパネル設置事業 

【岩手県大船渡市】：重度障がい者を抱える世帯を対象に行われ

る、ソーラーパネル設置事業への申し込みが開始。 

� コミュニティ再生 

【宮城県名取市】：みなし仮設として利用されている、愛島雇用

促進住宅に、網戸を設置。また閖上地区日和山で東屋の建築開始。 

【岩手県大船渡市】：市内2か所の応急仮設住宅において、ボラ

ンティアによる雨よけ用のひさしと窓の外に置く縁台、踏み台を

設置。また市内4か所にスクールバス待合所を建築。 

� 家屋の修繕・修復 

【宮城県東松島市】：支援対象世帯の選定が進行中。同時にボラ

ンティアにより、津波や地震によって被害があった箇所（壁や床

板など）の解体作業を実施。 

 

岩手県大船渡市大豆沢仮設で、

窓や洗濯竿を雨から覆うことが

できる、ひさしを取り付けるボ

ランティア 
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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、町民 

実施した 

活動概要 

 

� 大槌子どもセンター 

・月から金曜日、午前10時から午後6時まで。利用登録している

子ども数は200人を超えている。保育士を雇用し、放課後の子ど

も支援事業を継続中 

・曜日ごとのプログラムを組みながら、さまざまな子どもたち、

保護者のニーズに出来るだけ答えることを心がけていて、広い年

齢層の子どもが活動に参加している。 

・勤労感謝の日のプレゼント作りなどイベントを継続。 

・発達障害に関する研修を実施し、センター職員だけでなく町内

の保育士や子ども関係者が参加。 

� 写真データベースの公開 

・町内の商業施設と町役場にデータベースPCを設置して継続し

て公開している。 

 

畑で育てて焼き芋にしました。 

 

特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン 

活動地域 岩手県陸前高田市 

対象者 陸前高田市広田町 地域住民 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパンは、地域の防災をテーマに、大震災

の経験を検証する取り組みを地域の自治組織と共に進めていま

す。広田町で開催した自主防災会と勉強会によって、子供や高

齢者といった災害弱者の支援や備蓄すべきものについて、活発

に意見交換がなされました。自主防災会では、震災直後の避難

方法など、一人ひとりの経験談を集めた記録を作ることを目的

としています。 

勉強会に参加した住民からは、「同じ広田町の中でも、山や沿

岸地域など、地形や事情が集落ごとに異なるが、それぞれの異

なる活動内容について知ることができて、とても参考になった」

と声があがっています。 

 

 

自主防災会の勉強会の様子 
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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

駆動車両の無料貸与を継続しました。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使用さ

れています。（現在、譲渡手続き中） 

� 多目的コミュニティスペースの稼働開始 

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、多目的コミュニティスペース「町方ドーム」の運営が開

始されました。地元の住民の方たちを対象にパソコン教室、アロ

マテラピー教室、そば打ち体験教室、ペーパーフラワー教室など

の各種教室、イベントが行われました。 

� 地元NPOのサポート 

岩手県大船渡市で支援活動を行っているNPO「さんさんの会」の

運営評議会に参加し、NPOの運営面等でのアドバイスをしていま

す。 

 

お花の教室の様子（岩手県大槌

町町方ドーム） 

 

 

 

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 岩手県と福島県の被災地の方々 

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 

 

8月に大槌町内の病院スタッフ向けに月1回6ヶ月間の予定で、

LAVAチームによるヨガレッスンを開始し、その後も継続してい

る。初回を担当した3人のメンバーは、病院スタッフとの対話を

大事にしました。 馬路講師は後からこの時のレッスンを振り返

っています。「（実施するまでは）何ができるのか、こうしてあ

げたら喜ばれるだろうか、どんな風に接するべきか...などなど

様々な想いが頭を巡っていたように思う。」「（レッスンを終え

てみると）たった1時間ほどでも、腹を割ってコミュニケーショ

ンをはかれば、信頼関係がうまれ、そこには温かな穏やかな空気

が満たされる。いま意識し大切にしていることが再確認できた時

間でした。」 

講師も参加者も原点にもどっていく。馬路講師の言葉を借りると

「やはり行き着くところは、シンプルに私が私でい続けること。」

レッスンを終えて、さわやかにかいた汗をぬぐって仕事に戻って

いく看護師さんや技師さんらの満面の笑みが、院内の空気をさら

に明るくしていたのが印象的でした。 

 

世界の医療団では発生当初か

ら、常に他団体との協力関係を

大切にし、大槌での「心のケア」

活動を行ってきました。 
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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 

 

11月は小名浜市のショッピングモール・リスポ内に設けた小名浜

交流サロンにおいて15回の催しを行ないました。一カ月間の利用

者は男性123名、女性335名、子ども160名、合計618名でした。 

11 月 30 日に行われた健康サロンの様子をお伝えします。 

いわき市が行う健康診断の結果は自宅へ直接郵送されます。その

ため、健康診断書の見方が分からない人が多くいらっしゃいま

す。そこで今回、小名浜地区保健福祉センターの協力で、診断書

の見方の説明を中心とした健康相談会を開催しました。 

気になっている人が多かったようで開始時間前から多くの方が

サロン内に集まって頂きました。参加者は、保健士や栄養士など

に血圧測定をしてもらったり、食事の事や症状に会った栄養の取

り方などの説明を聞いたりして今後の体調管理に気を配ってい

ました。 

 

保健士さんや栄養士さんなどに

専門的アドバイスを受けること

ができ、今後の健康管理に大い

にためになりました 

 

 

 


