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特定非営利活動法人 ICA 文化事業協会 

活動地域 福島県相馬郡新地町・南相馬市・福島市、宮城県名取市 

対象者 福島県相馬郡新地町・南相馬市・福島市、宮城県名取市の被災者の方々 

実施した 

活動概要 

 

福島県新地町と南相馬市での調査活動 

―新地町・南相馬市の地元の方により結成されている団体の活動状況と、今後の活動予定について

聞き取り調査を行った。 

福島市の農産物販売支援活動のための調整 

―10 月 6・7 日開催のグルーバルフェスタにて東日本大震災支援活動の一環として、福島市内で採

れた農産物（りんご、梨、ぶどう）の販売を行うため福島市内の団体と提携し、商品の仕入れ、配

送の手続きを行った。 

名取市箱塚桜仮設住宅の動物小屋の増築とアニマルセラピー教室の開催について、アメリカ医療系

支援団体 AmeriCares と連携を図り、スケジュールの調整等を行った。 

 

特定非営利活動法人 IVY 

活動地域 宮城県沿岸北部（石巻市～気仙沼市） 

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が震災以前に厳しい状況下におかれてい

る気仙沼市職員の人件費一部支援、福島県より山形県に避難して

きた方たちの法定福利費の支援を行う。 

気仙沼市にある「つぼみ保育園」では 9 月に入ってもまだまだ暑

さが続いていていた為に「お散歩」の時間を「プール」の時間へ

と変更し、毎日子ども達の楽しいそうな笑い声が響いていまし

た。また 6 月から 3 ヶ月の試用期間を設け採用した職員 1 名が試

用期間を経て正式に職員として保育活動に従事しています。 

各支援団体に於いては、会計（経理）の面で 9 月で一度、仮決算

を行う事にしております。10 月には各事業所共に事務担当者のス

キルアップも図りながら中間期を経理面や総務面について振り

返りを図って行きたいと思います。 

猛暑から一転朝夕の気温差も激しくなってきて各団体職員さん

の中でも体調を崩す方も見られます。自己管理も含めケアにも努

めたいと思われます。 

雨の日でも広い室内で遊 

具遊びも楽しそうです。 
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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）設営 

・直売部の会議を 3 回、地元の出品者対象のセミナー4 回、工房

部試作会を 3 回開催。 

また、建物と什器備品の引き渡しを行いました。 

南三陸直売所「みなさん館」のオープン記念式典とイベントを開

催し、当日の来場者 2000 名を超えました。 

店頭では、海産物、農産物、加工品や惣菜、花卉、復興グッズ、

土産品など南三陸産を中心とした幅広い品物を取り揃えていま

す。また、飲食ブースでは、海鮮丼や弁当、ケーキセット等も地

元の女性たちがグループ「なでしこの会」を立ち上げ、手作りの

商品を提供しています。 

「みなさん館のホームページ」を開設、今後更新していく予定で

す。 

http://minasankan.com/ 

地域情報紙「桜通信」 

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

 

オープン記念式典の際の餅ま

きの様子。当日来場者は 2000

名を超えました。 

 

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 

 

市内仮設住宅入居者およそ 120 世帯を対象に、入居者同士のコミ

ュニケーションの機会を提供することを目的とし、植栽と植栽後

のお茶会活動を東松島市被災者サポートセンターとともに実施。

植物を植える楽しみだけではなく、育てる楽しみを感じながらコ

ミュニケーションを図った。 

栃木県日光市の高校生と東松島市の高校生約 40 人が東松島市に

て交流を持つ為の場を、社会福祉協議会とともに作った。日光市

の高校生は瓦礫分別のボランティア活動を行ない、また、交流会

を通じて同世代目線から見た被災地の現状を把握した。同時に、

双方にとり、災害時にできることを考える機会にもなった。 

名古屋の企業ボランティアが東松島市へ訪れることに伴い、被災

地区の学童施設の子どもたちと交流する場として、楽しい物作り

の時間をコーディネートした。 

 

日光市と東松島市の高校生の

交流の様子。震災から１年半の

間に地元の高校生が体験した

事や今感じている事について

話し合い、意見交換を行なっ

た。 
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特定非営利活動法人 ADRAJapan 

活動地域 宮城県亘理郡山元町及び福島県 

対象者 宮城県亘理郡山元町の仮設住宅及び在宅の住民、福島県の住民 

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8回目）を実施 

・9月15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17回目）を開催。参加住民延べ76人 

・ADRA支援者によるミニ音楽コンサートをのぞみセンターと協

力して実施。参加住民約20人（のぞみセンターは、山元町で在宅

住民の支援を中心に活動している団体） 

� 福島県 

・浪江高校（本宮市の仮設校舎で運営中）における総合的な学習

の時間と部活動を通じた人材育成プログラムの実施 

・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

ムの実施 

 

ユニクロ社員による講演会集

合写真（福島県浪江高校・総合

的な学習の時間） 

 

 

 

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 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 

 

被災地支援グッズの取り扱い 

先月に引き続き、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。イベントでのお客様からの声をまとめ、山元町の担当

者にフィードバックした。 

作業所の情報収集 

2013 年バレンタインに向けて団体が販売する「しあわせを運ぶ 

てんとう虫チョコ」の袋詰めと発送業務を委託する作業所の情報

収集を開始した。岩手県の作業所が候補として挙がったため、10

月に現地を訪問し、打合せを行う予定。 

 

 

 

 

 

 

イベントでの販売の様子 
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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 

 

9 月 15 日「名取市海岸林踏破ツアー」を実施し、寄付者・会員・支

援企業従業員など 88 名が参加。今秋からの林野庁の海岸林復旧盛

土工事が始まると、被災マツは一斉撤去されるため、その前に津波

直後のままの海岸林を実踏した。全行程 7km。 

【参加者の感想】 

「なぜ黒松か、黒松でいいのか」の疑問に、根の深さに関する知見

で答えて頂き、人づての偏った情報（仙台地区の海岸林情報）で思

慮している自分を恥ずかしく思い、自問に対し自分で確認する機会

になりました。オイスカの方が言われた「確かな情報で行動する為、

勉強しましょう」が今の自分に必要なことだと思いました。 

 

 

 

 

 

海岸林背後の一大農産地跡

地沿いを歩く参加者。画面左

は伊達正宗が400年前に造成

した「貞山（ていざん）堀」 

 

特定非営利活動法人 幼い難民を考える会（CRY） 

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 

被災地支援活動定例会議開催 

活動の進捗状況確認 

被災地訪問予定策定 

被災地の保育施設に教材・遊具送付 

保育士派遣（10 日間フォローアップ） 

    宮城県気仙沼市の保育施設 

 

 

 

 

 

 

支援先のニーズに応える支

援方針にのっとり、被災した

障がいを持つ子どもの託児

施設に学習机と椅子6セット

を寄贈。学びに遊びに役立っ

ている（会津若松市はまっ子

くらぶ）。 
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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、 

(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 

 9/13 安渡保育所 / 9/24 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 

 9/7 鵜住居保育園 /  9/19 唐丹児童館 

� 幼稚園・保育施設に対する「遊び場作り」の実施 

 9/26 唐丹児童館 

� 山田町の仮設団地集会所にてパソコン教室の実施 

 9/1, 9/15, 9/29 豊間根地区 / 9/4, 9/18 大沢地区/  

9/7,  9/21 織笠地区、間木戸地区 

� 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。 

 

唐丹児童館の子ども達が釜石

市内こすもす公園にて久しぶ

りの外遊びを存分に楽しむ様

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 9 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 95 名が参加。 

芸能文化、スポーツ、趣味活動ソシエテ ジェネラル 

証券会社さんから、岩手県山田町にある 2 つのサッカーチーム、

「FC 山田」と「リアス FC サッカースクール」にフットサルボー

ル 20 個が寄贈。 

 

ソシエテ ジェネラル証券会社

さんから、岩手県山田町にある

2 つのサッカーチーム、「FC 山

田」と「リアス FC サッカース

クール」にフットサルボール

20 個が寄贈されました！子ど

もたちが活き活きとボールを

追って駆け回っているそうで

す。 

 

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）。 

 

FIDR の支援により発刊される山

田町情報誌の第2号の編集会議の

様子。11 月 11 日の発行日に向け

て鋭意制作中です。第 1 号は、

FIDR のウェブサイトからご覧く

ださい。 
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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 

 

� 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。 

� 大船渡市 

市内 17 ヵ所の公民館再建プロジェクトを調整。 

� 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。 

ほか、ネットワーク会議・イベントへ参加：大船渡市アクション

ネットワーク会議、NEXT KAMAISHI、釜石子どもあそび場 MAP

の作成、陸前高田市子ども支援ネットワーク会議、陸前高田つな

いでフェスティバル。 

� 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の開催。 

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。 

� 陸前高田スポーツ少年団遠征費の支援 

 

山田町の田の浜地区集会所の

再建にあたって、9 月 12 日に起

工式が行われた。完成したら、

幅広い年代の方々に「集いの

場」として使っていただけるこ

とでしょう！ 

 

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。 

9月は、トレーラーハウス「はしかみ交流広場」を拠点とする通

常の活動に加えて、地域の秋のイベントに、運営のお手伝いや救

護班として参加しました。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。 

� なんでも相談 

介護の相談、自治会活動の支援、お茶飲み、イベント打合せなど、

「はしかみ交流広場」の利用が66件ありました。 

� 保健活動 

2か所の仮設住宅のお茶会で健康相談と、地元自治会の行事での

健康体操を行いました。(合計参加人数：のべ71人) 

� 支援者連携 

「はしかみ交流広場」での階上地区支援者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（月1回）を行

い、気仙沼NPO/NGO連絡会（週1回）に参加しました。 

� 編み物講座 

昨年より週1回の開催を継続していますが、持続可能性を考慮し

て9月から1回100円の有料にすると同時に、講座終了後にお茶会

を行い参加者の交流をすすめています。(計4回、のべ76人) 

 

 

階上地区市民運動会での救護

班の依頼を受けました。幸いけ

が人もなく、シェアスタッフも

競技に参加させていただきま

した。（9月30日） 
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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ボランティア活動隊派遣 

第 48 次隊（9 月 15～17 日：7 名）、第 49 次隊（9 月 25～28 日：5

名）を派遣し、災害ボランティアセンターから割り当てられた業

務として、瓦礫の撤去作業、清掃活動、漁協支援に携わった。 

第 48 次隊に参加した社会人の感想は次の通り。「手作業で瓦礫を

一つひとつ分別していくと、ガラスや食器の破片がとても目立ち

ました。ここで生活をしていたんだ、普通の生活が一瞬で失われ

てしまったんだ、ということをしみじみ感じました。今日の作業

は、人の手で行わなければできないものです。地道に少しずつき

れいにしていきます。だからこそ、復興にはたくさんの人の力が

必要であり、時間かかると感じました。」 

② 派遣者数（2011 年 3 月～2012 年 9 月末） 

現在まで延べ 277 名（運営要員:延べ 51 名、活動要員：延べ 226

名）を派遣。活動総日数は 1469 日となった。 

 

津波で大きな被害を受けた住

宅地で作業を行う JHP ボラン

ティアメンバー。9 月中旬にも

関わらず、炎天下での作業とな

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および宮城県

漁協婦人部に対し、漁網、漁具およびアクセサリー作りなど

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、9月にボランティア273人

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。 

 

 

 

 

 

宮城県漁協婦人部のアワビ稚

貝アクセサリー作りと本格的

なアクセサリー販売のための

技術講習会を開催。イヤリン

グ、ピアス、ネックレスの制作

技術と、パッケージへの封入の

仕方などを確認した。 
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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「ぶらっと」の運営 

9月は13の手芸などのクラスと、5回の体操教室、4回の傾聴ボラ

ンティアを行った。 

� 初めて男性限定の「竹かご作り」を実施し男性の参加を呼び

掛けた。 

� いわき市沿岸部の津波被害の大きかった地域（四倉・久ノ浜、

豊間・薄磯）、及び南相馬市の集いを開いた。 

� 毎週金曜の健康運動教室ではこれまで半年以上10名前後の

参加者だったところ、9月より定期的に参加される方が増え、

最終金曜日には26が集まり、大盛況となった。 

② ぶらっと通信」発行 

双葉郡の各広報誌に同封していただくことで、いわき市にお住い

の双葉郡からの皆様に「ぶらっと」の存在を徐々にしっていただ

くようになった。実際に、広報誌に入っていて初めて来てみたと

いう方が増えている。9月号は12000部発行し、1426通を各家庭へ

郵送、約8000部を各町の広報誌へ同封、それ以外をぶらっとにて

配布とした。 

 

 

男性限定、カゴ作り 

 

大盛況だった健康運動教室の

様子 

 

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）、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 

蔵内地区にて、ワカメのけた清掃を行った。 

福祉の里仮設にて編み物・お茶会を行った。 

� 亘理郡山元町での活動 

8 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（2 日間の利用者数 111 人、貸し出し冊数 144）を開始した。 

【岩手県（山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市）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（9 月の利用者数 816 人、貸し出し冊数 1,725、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ー図書室を週 5 日開館。

大槌町 25 か所での文庫活動をしている。 

運行を開始した山元町で移動図

書館車を見に来た子どもたち 
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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 

 

ジョイセフでは、2011 年に義援金（ケショ）を支給した被災産婦に、お一人おひとりのご出産月に

合わせて、1 歳のお誕生祝い（ファースト・バースデー・ギフト）を贈っています。9 月は、産婦

192 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 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 

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。 

・ 9月は「釜石横浜子ども支援協議会」主催で第2回「釜石子ども

支援 情報交換会」を開催しました。釜石の保育園・幼稚園の

先生をお迎えし、子ども達の現状について情報共有する場とし

ました。34名参加。 

・ 専門家による子ども達の心を癒すドラマセラピー開催。 

・ セラピストによる教職員の身体と心を癒すタッチケア実施。 

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。 

第2回「釜石子ども支援 情報交

換会」の様子。 

前回に引き続き有意義な情報

共有の場となり、活発な意見交

換も行われました。 
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特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 ① 東松島市 

② 佐賀 

対象者 ① ご高齢者 

② 福島の子供 

実施した 

活動概要 

 

① 出番だプロジェクト 

佐賀の大学生3名を宮城県東松島市に佐賀と東北をつなぐ被災

地応援ボランティアとして介護福祉施設「NPO法人のんび～り 

すみちゃんの家」にリレー形式で派遣しました。宮城県で開催

された大きな音楽イベント「エアージャム」の復興支援コーナ

ーのボランティアも実施。 

② ハッピーストック プロジェクト 

福島のカウンターパートを通して、11月の佐賀インターナショ

ナル･バルーンフェスタに福島の親子の招聘の資金調達のため

バザーなどを実施しました。 

 

①、②の模様とも、佐賀から元

気を送ろうキャンペーンのフ

ェイスブックページをご参照

ください。 

http://www.facebook.com/sagaka

ragenki 

WEBサイトにも詳細をアップ

しています。 

http://www.genkiokurou.jp/ 

 

のんび～り すみちゃんの家

の引越し手伝い 

 

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 

 

岩手県大船渡市内の小学校に在籍し、小学校陸上競技記録会に参

加する児童及びその応援団を対象に、「小学校陸上競技記録会」に

参加する際の交通費支給支援を行いました。 

三陸鉄道南リアス線は東日本大震災以来、未だ全線不通となって

おり、大会会場への交通手段がバスのみと限られている背景があ

ります。被災地された方々の多くは家や職を失い、経済的に不安

定な状況にあり、今回の支援対象のような課外授業への費用負担

が難しい場合があります。今回支援をすることになった「小学校

陸上競技会」会場への交通費用が保護者への経済的負担が多きい

との地元の方からの意見を元に支援する事となりました。 
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特定非営利法人 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 7 回開催、のべ 36 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 7

回開催、尿漏れパンフレットに関するアンケートも実施した。 

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桜ライ

ン 3.11 の活動も継続しておこなっている。 

また、紙芝居を用いた法律支援の模様は、日弁連の司法シンポジ

ウムで報告し、好評をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

司法シンポジウムでの発表の

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」プロジェクトを継続的に実施しています。マッ

サージや傾聴活動、手芸教室、ミニコンサートなどを組み合

わせて、多くの方が参加できるよう工夫しています。9月には

3県で計17回実施しました。 

� 福島県相馬市で9月29日（土）・30（日）の2日間にわたり、

プラネタリウム上映会を実施しました。可動式プラネタリウ

ムを体育館に設置し、計10回の上映会に子どもたちとその保

護者合わせて500人近い方々が来場。「星が好きになった」「勉

強にもなりとてもよかった。また開催してほしい」と好評で

した。 

� このほか、災害時などに備えて宮城県、福島県で足踏み式吸

引機を配付したり、福祉施設の修繕、福祉作業所で作られる

商品の販路拡大支援なども継続しています。 

「勉強にもなった」と大好評だ

った移動式プラネタリウム上

映会（2012年9月29日、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 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）、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 

 

� 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）、及びスタッフ養成研修のためカウンセラーを派遣している。 

看護チーム（第 7 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（9 月 6

日～10 日）に加え、上記の「ベースふぃりあ」「移動ふぃりあ」に協力している。 

� 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。 

� 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（毎月 2 回）のため、医師・保健師を派遣している。 

 

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 宮城県気仙沼市、福島県南相馬市、 

対象者 上記地域の住民 

 

 

� 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。仮設住宅での孤立を防ぐため仮設住宅の

住民たちと菜園づくりを進めてきたが、9 月には収穫祭を開催で

きた。 

� 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 6 ヶ所で週 6 日運営

している。9 月には共にサロンを運営する地元 NPO のメンバーと

神戸を訪問し、阪神淡路大震災を経験した人々と意見交換の場を

持った。今後の南相馬の取り組みを検討するための情報を得るこ

とができた。 

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。聴取地域を広げるためのアンテ

ナ移設工事が 9 月 13 日に完了し市内全域で聴けるようになった。 

 

南相馬ひばり FM のアンテナを

移設し、聴取地域が広がった。 
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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 

今月も、復興支援が行き届いていない釜石市諸地域の仮設住宅で

出張形式の相談会を地道に実施した。生活・事業の再建への第一

歩を支援するために、住民からの医療、税務、法律等の相談へ対

応した。 

今月より巡回式個別相談の実施を開始し、保健師による健康相

談、保育士による育児相談等を行い、住民への身近な相談相手に

なるように尽力した。同時に「被さいローン減免制度を住民に知

ってもらう活動」を強化。釜石市のみならず近隣地域へ一斉に当

団体が作成したパンフレットを住民ほぼ全員に行き渡るよう配

布した。 

更に9月7日に第二回復興支援に係る意見交換会を釜石市内で実

施。仮設住宅の自治会会長の方々、市のご担当、他のNGO団体の

方を交えて活発な議論を行った。 

 

第二回復興支援意見交換会 

 

当団体作成「被さいローン減免

制度のご案内 
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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、被災者の住環境を改善するこ

とを目的に、「家」や「建物」の修繕を通じたコミュニティ

の再建を行っています。 

家屋の修繕・修復 

� 岩手県大船渡市および宮城県東松島市 

個人宅の修繕支援事業を継続。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。 

コミュニティ再生 

� 宮城県女川町 

漁師小屋の建築支援 

� 宮城県東松島市および名取市 

人々が集える場所を提供するため、公民館の修繕や公園な

どに東屋を建設。 

� 岩手県大船渡市 

応急仮設住宅における共有物置や縁台などの作成と設置。 

ボランティア活動 

日本全国から集まった学生個人および企業のボランティア

チームが参加。上記、家屋修繕には破損部分の撤去など事

業者による工事が必要な箇所以外の作業を、またコミュニ

ティ再生事業では、実際に小屋や縁台などの作成を行いま

す。 

 

 

 

宮城県女川町にて、漁師の作業小屋を

作るボランティア。地域経済と人々が

集まる場所を再建する。 
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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

る。 

パレスチナ人のゲストを迎えて、地元との交流イベントも

開催した。 

� 写真データベースの公開。 

町内の商業施設にPCを設置して、データベースを公開。多

くの町民が現在も写真探しをしておられる。 

� 上記の事業実施のため、大槌町との協議も行ってい

る。 

 

 

大槌子どもセンターの前で。 

 

 

 

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、東京都目黒区 

対象者 気仙沼市の市民劇団うを座に所属する子どもたち 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)は、パートナー団体 CARE-WAVE

と共同で、東北被災地の演劇に携わる子どもたちが、震災後に感

じた思いや現状を歌やメッセージを通して発信するミュージカル

公演を実施します。 

2012 年 12 月に東京で行われる本公演に向けて、9 月 16 日に目黒

で行われた「めぐろ SUN まつり」にて、PWJ は気仙沼うを座か

ら 8 名の子どもたちを招待しました。本番の舞台が始まりました。

心から湧き上がる思いをセリフにこめ、舞台でしっかりと前を見

つめる子どもたちセリフのひとつひとつから、災害のおそろしさ

とともに、私たちが直視すべき現実が浮かび上がります。 彼女た

ちの真剣な姿に、多くの人が足をとめ、舞台を眺めて称賛を送っ

ていました。 

ひとりでも多くの人たちに、東北の子どもたちからのメッセージ

を届けたい。そんな思いを込めてパフォーマンスを終えました。 

 

気仙沼の子どもたちによるパフ

ォーマンス 
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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役立て

られました。 

多目的コミュニティセンター運営 

岩手県大船渡市で「さんさんの会」と協力して建設した多目的コ

ミュニティセンターを拠点に、困窮者への配食や、様々なイベン

ト（アートフラワー教室、咀嚼セミナー、さんま焼大会）を実施

しました。また、9 月 22 日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でお茶会の開催 

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を運営しました。 

 

内装と外装を一新したドーム型

のコミュニティスペース（岩手

県上閉伊郡大槌町） 

 

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 福島県の相双地区（相馬市、南相馬市、双葉郡） 

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、福島県の相双地区（相馬市、南相馬市、双葉

郡）において精神科病院とクリニックのすべてが閉鎖されている

現状を打破するため、NPO 法人「相双に新しい精神科医療保健福

祉システムを作る会」を、精神科医・看護師の派遣、医療機器の

提供、福祉車両の提供等により支援していくことを決定致し、２

０１２年２月より開始しております。このたび、「つくる会」の訪

問看護活動に必要な福祉車両が完成し、その贈呈式が「相馬広域

こころのケアセンターなごみ」にて行われました。贈呈された福

祉車両は車椅子搭載可能仕様の 7 人乗りで、冬季の凍結した道路

にも使用可能な４WD 仕様となっており、１年を通じて活用が期

待されております。使用用途は、相双地域である南相馬市、相馬

市、新地町における仮設住宅でのこころのケア活動や精神科医に

よる住民への往診活動、体の不自由な方の通院支援などに使われ

ます。 

 

福祉車両の贈呈式が行われまし

た／福島そうそうプロジェクト 

 

 

 

 

 



 18

 

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 

 

9 月は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 13 回の催しを行ない、一月の利用者は男性 119 名、女性 393

名、子ども 175 名、合計 687 名でした。 

イベントの一つである読み聞かせの紹介を行ないます。 

講師の田中さんは、今回、いつもの倍以上の量の本を持って来てく

れて、たくさん読み聞かせをしてくれました。参加した子供たちの

年齢層は 2 歳から小学校低学年生くらいでした（参加者 10 名）。田

中さんは、絵本を読みながら問題を出したり、ウクレレを弾いたり

するなどの工夫しながら読み聞かせをしてくれたので、参加した子

供たちは元気いっぱいに答えたり一緒に童謡を歌ったりと、とても

楽しそうでした。 

 

この常設サロンで毎月行なわれ

る読み聞かせを楽しみにしてい

る「常連さん」がたくさんいら

っしゃいます。 

 


