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報告対象時期：2011年11月1日～30日  活動団体：34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 福島県沿岸北部、宮城県沿岸南部 

対象者 一般被災者 

実施した 

活動概要 

 

11月7日に福島県の相馬双葉漁業協同組合を訪問し、漁の再開に向けてのワーク

ショップを開催しました。現状、問題点、再開の目処などについての意見交換を行

い、組合員の１日も早く漁を再開したいという意識の統一を図り、来年１月からの操

業開始に向けての足掛かりをつけました。また、引き続き宮城県亘理町の半壊世帯

の被災者からの依頼により、パソコン、毛布、こたつ布団、冬物衣料などの支援物

資配布も行いました。 

 

 

 
漁協とのワークショップの様子  

支援物資の毛布とマフラー、こたつ、布団など 
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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 宮城県本吉郡南三陸町歌津 

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 

 

 ニーズの聞き取り 

歌津地区の集落、仮設住宅、避難所を巡回しながら、住人の話をよく聞き、きめ細

やかな対応を行っています。 

 

 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（地域瓦版情報紙）を隔週発行し（現在700部）、本会が活動している地

域の人々への配布や回覧、仮設住宅の掲示板での案内を行っています。 

 復興の兆しが見える中、最近は、地域の方からの掲載依頼が増え、震災後情報

が滞ってきた中、この情報紙に関する期待度がより高くなってきています。 

また、それに伴い内容も、地域の人が望んでいる情報を考慮し、より充実したも

のに（特に店舗の再開や、復興グッズ、地域プログラム情報など）に変化してきてい

ます。 

 

 生業支援 

今、地域に必要とされているのは、生活再建に向かうための経済活動、生産活動が

実践できる場の支援です。地域から強い希望のあった味噌や漬物の加工場、地場

産品を販売できる直売所の設営に向けて、地域の方と話し合い、討議、調査、ま

た、視察研修を重ねています。 

 

 
直売所の組合設立について地域住民と討議

の様子 
農協直売所の視察研修の様子 
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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 宮城県及び愛知県 

対象者 宮城県の被災児童および仮設住宅居住者、愛知県のボランティアの希望者 

実施した 

活動概要 

 

 仮設住宅入居者間の交流促進を目的とする花植イベントとお茶会を 11 箇所の

仮設住宅、534 戸を対象に実施した。 

 在宅被災者の状況調査もかねて、みなし仮設（借り上げ仮設）入居者と在宅被

災者に暖房器具の配布を進めた。 

 東松島市と石巻市の民間幼稚園に物資提供を行った。 

 東松島市で開催される復興祭のイベントの景品として被災した子ども達に文房

具類を提供できるよう、関係者と調整を進めた。 

 
仮設住宅入居者同士の花植活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設住宅内集会所でのお茶会の様子
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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、東松島市及び福島県 

対象者 山元町、東松島市、福島県の仮設住宅・民賃住宅の住民等 

実施した 

活動概要 

 

 東松島市の仮設住宅において、生活必需品の配布を行なった。 

 山元町の社会福祉協議会の生活支援相談員と共に仮設住宅の個別訪問を

実施し、課題やニーズの把握等を行なった。 

 山元町において、日本財団 ROAD プロジェクトの足湯隊の受け入れ及び

派遣を行なった。 

 山元町で活動している様々な支援団体のとりまとめや活動の調整を通じ

て、仮設住宅住民への円滑な支援提供を図った。 

 山元町による暖房器具の配布に関して、とりまとめや発注等の後方支援を

行なった。 

 山元町社会福祉協議会の災害ボランティアセンターの機能が、ADRAが運

営支援をしている「やまもと復興応援センター」に移行することに伴い、

関係各所と調整を行なった。 

 原発事故の影響により、9つの分校に分かれて勉強を続けている福島県立

富岡養護学校の合同学習実施（11月2日開催）のための支援を行なった。 

 

足湯の様子。仮設住宅の集会所に集った住

民と足湯ボランティアが楽しく交流する場面も

見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

や ま も と 復 興 応 援 セ ン タ ー

（http://yamamoto-4clover.jimdo.com/）  とそこ

で勤務する生活支援相談員。
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団体名 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 山元町の仮設住宅に住む、子ども、高齢者などの住民 

宮城県仙台市内の私立学校に通う中学・高校生 

山元町の子ども、若者及び被災した地域住民 

実施した 

活動概要 

 

 山元町の子ども・若者支援 

子どもを対象としたワークショップ「たからものワークショップ」の開催に向け、引き続

き関係者との情報交換やプログラム実施内容についての相談と調整を行った。 

この結果、12月に山元町で開催される、震災復興イベント「子どもも大人もみんなで

遊び隊」に、ACEとして出展することが決定した。 

また、被災地の子ども支援に関わる団体関係者との情報交換・関係構築を行った。 
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団体名 公益財団法人 オイスカ 

活動地域 宮城県名取市等 

対象者 被災地住民 

実施した 

活動概要 

 

 新潟大学農学部川邉洋教授、権田豊准教授及び、NGOアース・ブレークスル

ー菅文彦代表と合同で、海岸林の飛塩・飛砂・防風に関する予備調査を、名取

市及び岩沼市にて行った。今後、育苗・植栽・育林を10年にわたり実施する予

定であるが、海岸林の機能を広く一般に啓発するために必要な調査と考えて

いる。（11月21日） 

 被災地住民・オイスカ職員等10名が、「宮城県山林種苗生産事業者講習会」を

受講した。（11月28日）クロマツなど針葉樹に関しては、林業種苗法の規定等

に基づいた資格、県への登録、農林種苗農業協同組合への加入等が必要で

ある。 

 圃場確保・圃場事務所・駐在員宿舎に関する調整。林野庁・宮城県庁・名取市

役所との調整。 

 

海岸林の飛塩・飛砂・防風に関する予備調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災地住民・オイスカ職員等 10 名が、「宮城

県山林種苗生産事業者講習会」を受講



 9 

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 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、福島

市、会津若松市）、埼玉県（加須市）、岩手県（山田町、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や母親など 

実施した 

活動概要 

 

 保育支援のための、保育セット用遊具・教材製作 

 寄付金調達のためイベント参加 

 被災地出張（16日： 宮城県仙台市の託児施設、17日： 宮城県東松島市の幼

稚園、18日： 福島県郡山市、田村郡、安達郡の保育施設、24日： 宮城県気

仙沼市の保育施設、25日―26日： 岩手県下閉伊郡の保育施設で、現地パー

トナー団体、保育関係者等と、保育状況についての継続的聞き取り調査、およ

び新規支援先の調査を実施） 

 協力団体とのミーティング 

 被災した保育施設に人件費の一部支援 

 被災した子どものための託児施設開設の資金援助 

 

 

CYRの支援で4種類の外遊具が設置された

「のびる幼稚園」（宮城県東松島市）。以前は

何もなかった仮園舎の園庭で、子どもたちは

元気に遊ぶようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉庫のような場所で保育を再開した「キッズ

ROOM おひさま」（宮城県気仙沼市）。保育設

備が不十分なため、備品に囲まれて眠る乳児。

室内は、カーテンで仕切られただけのスペー

スにおまるが置かれている状態。 
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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 東京都(福島からの県外母子避難者支援) 

被災地域各地(被災女性ホットライン) 

被災地域各地(助産師による母乳保育相談) 

宮城県(フィリピン女性をはじめとした外国籍の方のコミュニティ) 

対象者 被災した女性 

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) 

被災した非日本語話者 

実施した 

活動概要 

 (特活)しんぐるまざあず・ふぉーらむを通して、週２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を受けました。また、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や個別相談を行いました。 

 (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。 

 (公財)ジョイセフを通じて、独立開業助産師による母乳育児相談を実施しまし

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。 

 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

ました。 
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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・子ども 

実施した 

活動概要 

 

 心のケアプロジェクト； 

釜石保育園、大槌保育園、おさなご幼稚園にて先生や保護者対象の講習会実施。

第一期心のケアプロジェクト終了につき、第二期スケジュール策定中。 

 

 イトヨ・鮭プロジェクト； 

大槌町ボランティアセンターと協力し、鮭の遡上する川として有名な大槌町内の河

川を再生させる河川清掃ボランティア派遣事業を６月から開始。９月からは環境保

護団体（LIA）と共に、天然記念物である魚「イトヨ」の再生活動として「源水川 イト

ヨ」再生キャンペーンを実施。11月5,6日（参加者43名）、19,20日（参加者40名）をもっ

て今年度の河川清掃ボランティア派遣事業終了。 

 

 コミュニティーカフェプロジェクト“KissANA” 

大槌町仮設住宅にてANAグループ労組連合会と連携し、コミュニティーカフェプロジ

ェクトを実施。仮設のコミュニティースペースを開放し、ANA持ち寄りの食事・飲み物

を住民に提供。11月26日には宮古ヤクルト販売株式会社も参加し、500戸を対象と

したプロジェクトを実施した。 

 

 漁業再開プロジェクト 

8月より同プロジェクトを開始。大槌漁協と協力し漁の早期再開を目指し、地域経済

再生の一助となる事を目的とする。 

① 定置網漁に必須の小型灯浮標32個の購入 

② 定置網漁に必要な仮番屋、作業場、仮事務所など漁業施設5棟の建設 

③ ユニックトラック、フォークリフト、軽トラック、軽ワゴン、殺菌水製造機、製氷機、

冷蔵庫、土嚢製造ホッパーなどの漁業機材の購入 

進捗状況； 

① 27個納品 

② 仮番屋（赤浜）、作業場（赤浜、吉里吉里）完成 

③ 軽ワゴン、フォークリフト2台納品、冷蔵庫、製氷機完成 

*残りユニック車1台、フォークリフト2台、殺菌水製造機2台 
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完成した赤浜仮番屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仮番屋内での食事風
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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 岩手県宮古市山田町・大槌町などの沿岸部、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 

 

当財団が１０月に被災地で実施した活動は以下の通りです。 

 物品提供 

① 宮古水産高校にカッター船2隻を寄贈 

津波で小型艇7隻のうち、５隻を失った宮古水産高校に、海上実習再開

の為、カッター船２隻を寄贈。今回のカッター船は、水産基礎実習な

どで使用する予定。 

② 釜石市・コジマ電気様とのパートナーシップにより、半壊住宅にお住

いの方を対象にカタログによる物品提供 

釜石市の約563世帯の半壊住宅にお住いの方（※全壊家屋にお住いの方

は日本赤十字より家電支援あり）を支援対象として、コジマ電気様の

カタログから160ポイント分（約8万円相当）選んで商品を提供する支

援を実施。 

11月10日の締め切りまでに563件の申し込みがあり、1件を除いて（1

件分は重複申請の為1通のみの申し込みにまとめたので、その1件分は

却下。）すべて配送済。 

③ 福祉施設などに車両の提供 

 社会福祉法人 親和会様へ、津波で流されてしまった福祉車両の

代わりとして、車両を納入 

 釜石市地域包括支援センター様へ、津波で流されてしまった車両

の代わりとして、車両を納入 

 

 地域住民による地域経済復興への支援 

飲食店再開支援 

大槌町で被災した、以前食料品店や食堂を経営していた6名の方が協力し

て、「おらが大槌復興食堂」を開始。１１月４日付で、CAREは製氷機、

ガステーブル、冷凍庫、作業台、三層シンク、グリラー（グリル）などの

資機材を提供。現在では、多くの方が来店して繁盛している（１２月１２

日現在）。 

 

 地域の絆／心のケア関連 

① コミュニティカフェ運営サポート 
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山田町社会協議福祉会の主催による、仮設住宅地で毎週水曜日に開催され

る心のケアを目的としたコミニティカフェ運営のサポートを引き続き実

施。下記が各仮設住宅地でのコミニティカフェ実施状況： 

 11月2日：＜午前＞町民グラウンド約40名参加 

＜午後＞関谷果樹園約11名参加 

 11月9日：＜午前＞間木扉約30名参加 

＜午後＞平安荘付近約15名参加。 

 11月16日：＜午前＞旧不動生コンⅠ約40名参加 

＜午後＞旧不動生コンⅡ各30名参加。 

（※同日、山田町中央公民館にて、ものまねショー実施） 

 10月26日 ＜午前＞承徳漁具店付近談話室／県北浜口約20名参

加。 

＜午後＞関口農林担い手センター10名参加。 

② コミュニティ新聞発行の支援 

 山田町：第１号「希望新聞」（※以前、山田町避難所内

で配布されていた新聞『くじら山ろく』の復興版） 

－11月11日に第3号発行。49団地に配布。今後も月1回発行予定。  

※引き続きCAREは、情報提供や印刷に関わる資機材の提供、離れた地域

への新聞配達など側面的な支援を実施。 

 
釜石市地域包括支援センターへの車両納入。

試乗に出かけるセンタースタッフと見送るセン

タースタッフ。 

 

 

 

 

 
宮古水産高校カッター船納入。船２隻は、下

関から宮古港藤原埠頭まで、２日をかけて到

着。朝一番、水産高校生も加わり埠頭で船を

トラックから降ろす。 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

団体名 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 沿岸部 

対象者 岩手県における、東日本大震災の被災者の方々 

実施した 

活動概要 

 

 「在宅被災者」へ暖房器具を提供 

宮古市、山田町、野田村の在宅被災者に対して、石油ファンヒーターを提供。 

 岩手県岩泉町小本保育園 建設支援 

現在建設中。12月中旬頃に完成予定。 

 岩手県部活動サポートプログラム 

岩手県沿岸部の中学校・高校を対象に、部活動に必要な用具の購入や修復を支

援。 

 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 

岩手県の中高生が、実施するボランティア活動にかかる費用を支援。 

 コミュニティ形成支援 

山田町及び大槌町において、行政と連携をとりながら、仮設住宅における自治

体形成の支援や地域イベントを開催。 

 無料巡回バス 

日々の買い物の交通手段が困難な方を対象に、無料巡回バスを山田町へ提供。

（山田町社会福祉協議会が運行中。） 

 

 

大船渡市立日頃市中学校の生徒による保育

所訪問ボランティア活動を支援 

 

 

 

 

釜石市立釜石中学校の生徒による植栽整備

のボランティア活動を支援 
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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 キャッシュ・フォー・ワーク／石巻市、気仙沼市 

物資支援／石巻市、気仙沼市（広域） 

対象者 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 

泥上げ・清掃・解体／被災した家屋や店舗の方 

朝市・お茶会・買い物代行／仮設住宅の移動不便者や高齢者の方 

見守り支援・配食サービス／仮設住宅や在宅の高齢者のうち、必要とされる方 

わかめ種付け手伝い／牡鹿半島の被災した漁業関係者の方 

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 

実施した 

活動概要 

 

●石巻市と気仙沼市の事務所を拠点に「キャッシュ・フォー・ワーク」を実施し、11月

は石巻市で約25名、気仙沼市で約40名の被災者を雇用しています。 

●雇用者の仕事は、①被災した家屋や店舗において、ガレキ撤去・ヘドロ除去に加

え、草刈り、リフォーム前の解体や消毒、②物資配達や食材配達、コミュニティ強化

や買物支援を目的とした朝市、高齢者見守り、お茶会引越し手伝い、わかめの種付

け、写真洗浄など、被災者である雇用者自身が「今地域に必要だと思うこと」を対象

としています。 

●また、両事務所の事務も地元被災者を雇用して行なっています。 

●また、雇用者の再就職支援の一環として、運転免許等の資格取得などもサポート

しています。 

 

 

気仙沼の被災した倉庫を片付けるメンバー 

 

 

 

 

 

震災前は介護関係の仕事をしていたメンバー

による、高齢者を対象としたお茶会（今回はカ

ラオケ）の様子
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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 岩手県沿岸部その他 

対象者 子ども 

実施した 

活動概要 

 

移動型子どもセンターを「走る！KnK子どもセンター」と命名し、12月1日の開始を目

指し準備や運行する地域との調整にあたった。また、再建を支援している釜石市の

コミュニティセンター「青葉ビル」の来年4月末の再開に向けて、11月25日にビル内

で安全祈願祭が行われ、スタッフが参加した。 

東京においては、キム・ヒョンジュンさん（韓国アーティスト）やジェーン・バーキンさ

ん（仏歌手）のコンサート会場で募金活動や写真展示をさせていただくなど、復興支

援への啓発活動に力を入れた。 

 

 

 

 

釜石市青葉ビルの安全祈願祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェーン・バーキンさんのコンサート会場で復

興支援をPR
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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 

 

シェアは、気仙沼市の保健福祉関係者が立ち上げた NPO(申請中)「プロジェクト K」

を支援しています。階上地区に設置したトレーラーハウス「はしかみ交流広場」を中

心に、以下活動を共にしています。 

 健康相談・生活相談活動 

「はしかみ交流広場」にて、健康・生活に関する日々の相談を受け付け、必要に

応じて専門機関や他団体につなぐなどしています。また、仮設住宅でのお茶会

では健康相談ブースを設けて血圧測定・体重測定を行い、病気の予防や早期

発見を促す活動を行っています。 

 地域のコミュニティ形成の促進 

孤立が懸念される方や支援を必要としている方々をサポートするため、仮設自

治会の活動の支援を行っています。「はしかみ交流広場」にて交流イベントを

開催したり、地区イベントに救護班として参加するなど、地域のコミュニケーショ

ン活動の活性化を図っています。 

シェアは、プロジェクトKと協働する活動を通じ、被災地の人々の健康を見守りなが

ら、安心して生活できる環境づくりと、地域のつながりを支える活動を継続していき

ます。 

 

 

階上地区イベント「お伊勢浜ライブフェスタ」に

救護班として参加。（2011年11月3日） 

 

毎週水曜日、RQ 被災地女性支援センターの

手仕事プロジェクト「編み物教室」への会場提

供を行い、地域交流の拠点としての役割を担

っている。（2011 年 11 月 23 日）



 19 

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 

第35次隊として5名を派遣し、町内片付け、支援カフェ内での絵画体験教室（参加し

た日本画家による）などに携わった。 

 派遣者数（3月～11月末） 

36次隊まで延べ169名（運営要員:延べ50名、活動要員（視察含む）：延べ119名） 

 主な寄贈品（11月） 

企業より寄贈を受けた杖を、平成の森カフェあづまーれ、自然の家○(わ)カフ

ェ、包括支援センター等を通じて足の不自由な高齢者に配布した。 

※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。 
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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、資機材や資本をな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を行っています。 

 コミュニティ・スペース（既存地域＆仮設住宅内の集会所運営）事業 

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、コミュニ

ティ・スペースの再建築や運営をサポートしています。ワークショップや各種アクティ

ビティを通じ、将来的には地域の方々が自主的に運営するための自治会の再構築

＆コミュニティづくりを行います。10月末現在、地域（3か所）で実施しており、年内中

に、仮設住宅敷地内の集会所13か所の運営に着手します。 

 みなし仮設住宅への物資配布 

宮城県内の民間借上げ仮設住宅等（みなし仮設住宅）に住む被災者6400戸に越冬

支援物資（石油ストーブと電気カーペット）を配布します。 

 中小企業・個人事業主の生業復帰支援 

牡鹿半島にて、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っています。支援の対象となる事業（または事業主）は、地

域の商工会などと連携し、公募により選定しています。 

例）牡鹿半島の各コミュニティ（漁村）での漁業復帰支援 

  個人事業主16店舗からなる仮設商店街「おしかのれん街」の建設・運営サポート 

 ボランティア事業 

地域のボランティアセンターや個別家庭のニーズを聞き取り、必要な仕事に対して

ボランティア募集&調整を実施しています。 

 泥出しボランティア 

市街地近辺の居住区域の側溝掃除に加え、北上地区での沢の清掃や瓦礫撤去、

牡鹿半島での漁場支援(種牡蠣つくりの手伝い等)をスタートしました。11月末現在、

参加したボランティアの数は述べ3,500名以上となりました。 

 石巻市の小中高等学校16校への楽器支援 

石巻市で被災した学校の調査を実施。震災で失った楽器（86種類289点）の支援を

実施します。 
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漁業支援（牡鹿半島でのホタ

テ養殖のお手伝いボランティ

ア派遣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のコミュニティスペース

や仮設住宅集会所でのクラ

フトワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のコミュニティスペース

や仮設住宅集会所でのクラ

フトワークショップ 
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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 いわき市で被災された方、および双葉郡からいわき市に避難している方 

実施した 

活動概要 

 

交流スペース「ぶらっと」では、毎日20－30人に方が利用している。定期的に手伝っ

てくださるボランティア（被災者も含む）もいる。その他、週3回程度教室やイベントを

行うことで様々な人が交流する場となってきている。 

今月からは、ボランティアの編集委員による月刊発行情報紙の制作が始まった。 

その他、いわき市社会福祉協議会とパルシステム福島との共催で、12月24日に民

間借り上げ住宅に住んでいる方むけにクリスマス会を開催することとなった。現在、

その準備を進めている。 

 

けん玉チャンピョンがやってきた！チャンピョ

ンに教えてもらう子どもたち 

 

 

 

 

 

 

情報紙創刊号をたくさんのボランティアの協力

により発送 
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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】 

 本吉町にて「秋のウォーキング交流会」に参加し、いも煮をふるまうなどのお手

伝いをした。 

 気仙沼市内の蔵内地区で、土嚢袋に砂利を詰める作業など養殖ワカメの復旧

のお手伝いを行った。 

 今朝磯仮設、津谷小学校仮設、福祉の里仮設にてお茶会・青空カフェを行っ

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地域の仮設住宅に移

動図書館車で約800冊の本をお届けしている。大槌町内にある仮設団地の集会所

および談話室に、小さな図書スペース（いわゆる「文庫」）を設置し、文庫活動も開始

した。 

 

ウォーキング中の参加者たち 

 

 

移動図書館での貸し出し風景
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団体名 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 

 

 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。11月末時点において、2177名（岩手県

222名、宮城県1266名、福島県689名）に義援金を支給した。 

 

 現地助産師の活動支援 

宮城県を中心に、助産師による妊産婦や女性に対するケアやカウンセリングに対

する支援として、助産師の家庭訪問に係る交通費支給などの支援を継続的に実

施した。 

 

 被災した妊産婦対象イベントの準備 

11月5日、釜石市立甲子小学校の体育館で、釜石市と釜石市教育委員会の後

援、支援企業等の協力により、被災した妊産婦や女性向けのイベント「HOPE for 

Mothers Café」を開催した。「女性の心と体の健康」をテーマに、産婦人科医師に

よるトークショーやアロマハンドマッサージなどの様々なプログラムを行い、120名

以上のお母さんとそのご家族にくつろぎの空間を提供するとともに、女性向け支

援物資を組み合わせた『女性支援パッケージ』を提供した。会場には、釜石市で

被災した女性やお母さんへの支援活動に取り組む「ママハウス」（虹の架け橋の

会）のブースも設置し、「ママハウス」の情報をお母さんたちに伝え、利用の促

進に努めた。 

 

 

HOPE for Mothers Caféでは、多くの支援企業がお母さんと子どもたちのためのブースを出展した

他（写真左）、助産師による相談コーナーも設置しました（写真右）。
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団体名 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 岩手県釜石市の2つの保育園の園児、保育士、約200名 

実施した 

活動概要 

 

岩手県釜石市の保育園への支援活動： 

 

 保育園の教職員へのドラマセラピー 

教職員10名を対象にドラマセラピストによる心のケアを行った。 

ドラマセラピーとは、演劇的手法を意図的に用い、ドラマという現実とは適度

な距離を保つ虚構の世界を保障しながら、問題解決の能力の向上や心身の安定

を図るもの。 

 

 保育補助 

看護学生ボランティアによる保育補助を行うことで、その間に保育士は震災以

降滞っていた事務作業などを行うことができた。 

 

保育補助の様子（0歳児クラス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育補助の様子（4歳児クラス）
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団体名 特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 宮城県 石巻市、東松島市、気仙沼 岩手県一ノ関市千厩 

対象者 一般 

実施した 

活動概要 

 

● 出番だ！プロジェクト：遠くはなれた地でできることをテーマに、現在の活動

と今後についてのニーズサーベイで、ボランティアチームを、気仙沼をベース

に派遣した。１名は長期滞在中で、今後の方向性を立案予定 

● ハッピーストックプロジェクト：石巻を中心に４箇所の仮設住宅に毛布を５３

０枚送付した。毛布は九州の量販店㈱ナフコが昨冬の在庫分を提供。運搬は佐

賀の物流会社㈱トワードがCSRとして支援。 

● いのちのまつりプロジェクト：東松島市野蒜の『のんびーり すみちゃんの家』

というグループホーム（代表：伊藤壽美子氏）と夢ハンカチによる「仙石線、

心のつながりで再びつなげよう」とするプロジェクトの展開がはじまった。３

月１０日に仙石線東名駅から野蒜駅の一区間に、夢ハンカチと手をつないだ人

でつながりあうために、伊藤さんを中心に地域の方々にエンパワーメントする

手伝いも実施。 

● 風評被害で契約の一方的破棄を企業から言い渡された契約酒米農家の支援事業

の準備を企業とともにはじめた。 

 

 
ナフコの従業員の方々と関連会社の方々が

続々と集まって下さり、なんと約 2 時間で

箱詰めは完了！！ 

 

 

 

 

 

 

被災地到着は、11 月 22 日。毛布を心待ちに

していた方々の笑顔は、支援した私たちも

笑顔にしてくれます。 
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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、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 

 

 岩手県大船渡市での主要活動 

① 「コミュニティ形成支援」大船渡市復興ボラセンから委託を受け、専任ス

タッフ（プログラムマネージャ1名、コーディネータ2名）が同市の複数の

仮設団地で「コミュニティ形成」の為の支援をしています。11月から新た

に「干し柿つくり」を仮設住宅団地5か所で行う予定です。いずれも地域住

民を巻き込んで主体を住民に移すことをねらいとしています。 

② 岩手県盛岡市の肴町商店街にて東日本大震災復興支援活動を紹介した写真

展に出展しました。今回で 2 度目の出展となります（企画：特定非営利活

動法人アイディング http://www.iding.org/） 

 被災後の子どものこころのケアの手引き」無料配布 

① 同書類（日本語版）約13,281冊(11月までの累計)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) 

② 同書類の英語版、タガログ語版、ハングル版、中国語版をそれぞれ488冊、192

冊、235冊、250冊配布しました。 

 特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパンが行う支援活動を映像

化しました(オフィシャルWEB、YouTubeで公開中) 

日本語版 

http://www.youtube.com/watch?v=7TQZjmcKAf0 

英語版 

http://www.youtube.com/watch?v=Gvjz2w7ia1w 

 ワークショップ開催 

① 11月05日（土）：第六回 子どものこころのケア（盛岡市） 

② 11月19日（土）：グリーフワークプログラム（大船渡市） 

③ 11月20日（日）：グループワークプログラム（大船渡市） 

「干し柿つくり」の記事 写真展の写真
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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 

 

10 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外国籍被災者就労支援を

実施した。 

①10 月はのべ 117 名が参加し、陸前高田市で瓦礫撤去等を実施した。なお、東京

からのボランティア派遣のバスの運行は 11 月末で終了となった。 

②仮設住宅で 13 回、のべ 106 名の法律相談に対応した。 

③女性支援に関しては、のべ 25 カ所を訪問し、1424 キットを配布した。また、思春

期キットを、５つの小中学校で 147 キット配布した。 

④資格取得を目指した勉強会と、日本語教室を9回実施し、のべ81名が参加した。 

依頼者の説明を受けるボランティア 

©難民支援協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しくできた思春期キットの冊子 

    ©難民支援協会 
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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、山元町、岩手県釜石市、大槌町、大

船渡市、陸前高田市、山田町、福島県南相馬市、相馬市、富岡町、新地町ほか 

対象者 被災した障害者、高齢者など 

実施した 

活動概要 

 

 福島県の仮設住宅と借り上げ住居に入居する全世帯に、台所用品や掃除機、

こたつ机などの日用品を配付する活動を行っています。難民を助ける会はこの

うち半数にあたる約17,500世帯を担当。さらに県外の避難者で希望する世帯へ

も配付しており、11月末までにそれらを加えた20,719世帯に配付を行いました。 

 宮城県・岩手県で、自宅で人工呼吸器を使う障害者の家庭に、自家発電機を

配付しています。震災後、停電によって人工呼吸器の発電ができなくなり、命

の危険にさらされた方々が多くいました。しかし在宅家族へは政府からの発電

機の支援がないため、重症心身障害児のいる家庭に配付しています。11月末

までに23台を提供しました。 

 被災した福祉施設の授産品の販路拡大を支援しています。施設の被災に加

え、顧客も被災したことから販売先が減り、収益が激減しています。そこで、コ

ンサルタント会社のご協力をいただきながら、販路拡大の戦略を共に検討。ま

た、商品の広告チラシを作成し、難民を助ける会の支援者に送付するなどして

います。 

この他、仮設住宅の集会場などで炊き出しやマッサージ、傾聴活動などを行う「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。また、寒さ対策として暖房

器具の提供や、福島県相馬市では放射線量の非常に高い地域の小学校でカウン

セリング活動も支援しています。 

 

24時間呼吸器を必要とする5歳の男児宅に発

電機を届けました（2011年11月11日、宮城県

仙台市） 

 

物資をお届けした福島県加島区の仮設住宅

で、提供したコタツに入りながらお話しを伺う

難民を助ける会の田中育（左）（2011年11月3

日）
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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 ① 岩手県 釜石など 

② 宮城県 仙台・石巻 

対象者 仮設住宅及び孤立集落の在宅被災者の方々（主に高齢者） 

実施した 

活動概要 

 

 釜石地区 

 カリタス釜石（カトリック釜石教会）の「心のケア」チームへカウンセラーを

派遣し、教会内の「ふぃりあ」（心のケアのためのサロンスペース）と、仮

設住宅へ出向く「移動ふぃりあ」への協力を行っています。 

 看護チーム派遣（第2回）による仮設住宅と孤立集落（箱崎白浜地区）の

在宅被災者のための訪問ケア活動を行いました（11月20日～27日）。 

 

 宮城県 仙台・石巻 

 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、住民が必要な情報を得るためのラジオ

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ています。11月は仮設住宅の集会所でもラジオが聴け

るよう機材の調達、設置も行いました。 

 気仙沼市鹿折地区の地域支援 

支援が届きづらい地域で、住民の声をもとに生活支援を行っています。住民が集え

る場づくりに力を入れ、11月20日には地域の小学校の学芸会や収穫祭に協力しま

した。 

 

【気仙沼】子どもたちの伝統太鼓の発表に

協力。壇上の太鼓は JVC の呼びかけにより

寄贈されたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南相馬】南相馬災害ＦＭラジオ局の運営を支

援。読みやすい原稿づくりをアドバイス。
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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 (遠野市を拠点に) 岩手県釜石市、上閉伊郡大槌町、陸前高田市 

対象者 上記活動地域の仮設住宅や集合住宅で生活する被さい者 

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の相談会 

住民からの聞き取り調査から得られたニーズに基づき、医師や保健師、保育士、整

体師、作業療法士、心理カウンセラー、企業診断士、税理士など手配し、仮設住宅

等での出張形式の相談会を定期的に実施した。専門家への相談と巡回時の個別

相談などで、合わせて計160人以上の住民から相談を受けた。専門家への相談や

後日の問題解決支援などにより、90人以上の住民の生活又は事業の再建にこぎつ

けた。 

 

出張相談会の会場看板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師・保育士・整体師など専門家に相談する

様子
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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 主に岩手県大船渡市、宮城県石巻市・女川町・東松島市 

対象者 家屋の全壊および半壊認定を受けた被災者ならびに津波の被害を受けたコミ

ュニティ 

実施した 

活動概要 

 

岩手県大船渡市および宮城県石巻市、女川町、東松島市にて支援活動を実施。 

【活動内容】 

 がれき撤去・泥の掻きだし、浸水した床板や壁はがし 

宮城県石巻市などで、民家や工場などでがれきや泥の清掃作業や、被災した民

家の壊れた床板や壁をはがす作業。 

 仮設住宅支援（※） 

11月4日、宮城県女川町の仮設住宅にて、第3回目の布団セットの配布（278セ

ット）を終了。宮城県東松島市では、冬季に需要のある暖房器具などの家電製

品配布の準備を完了。12月に配布予定。 

 家屋の修繕・修復 

岩手県大船渡市における被災住宅の修繕活動。現地スタッフによる査定、調査

が継続中。 

 

（※）東松島市では行政と協力し、みなし仮設住宅で生活をする被災者（約1,400

世帯）を対象に、石油ファンヒーターや電気毛布など、冬季に必要な家電製品

の配布を予定しています。11月中に各家庭に申込書を送付し、できるだけ希望

に沿った製品を届けられるように聞き取り調査を行いました。申込みを終えた

家庭から、随時配布する予定です。 

 

宮城県女川町の仮設住宅に布団を搬入する

様子 

 

 

 

 

 

宮城県仙台市の被災民家で床板をはがして

いる様子
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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、釜石市 

対象者 子どもと家族、被災者一般 

実施した 

活動概要 

 

 子ども支援事業： 

① 佐野屋の仮設住宅集会室を子ども支援の拠点として毎日放課後の「児童ク

ラブ」的活動を継続、付近の生井沢の仮設住宅談話室でも週に1回クラブ

を実施。 

② 児童クラブのスタッフとして、地元住民の方を雇用。 

③ 仮設住宅付近の安全をチェックし、「子ども飛び出し注意」などの看板作

成掲示したり、子どもたちが通りに出なくても良いように遊歩道を作るな

どの安全対策を実施。 

④ 音楽とアート、それぞれの専門家を招いた子ども向けワークショップを開

催。 

 （吉里吉里小学校、佐野屋仮設集会室、生井沢仮設集会室、釜石昭和園

ほか） 

⑤ 大阪の自然史博物館のボランティアチームと共同で、「貝と化石のワーク

ショップ」を開催（城山公民館）。 

⑥ 児童館の具体的な建設計画を策定。・児童館建設について、町長から正式

要請を受けた。また提供される町有地の場所も確定したので、本格的な事

業開始が可能になった。 

⑦ 学校、教育委員会との協議から、学用品などの支援を実施。（裁縫道具、

楽器のマウスピースなど） 

 被災者生活・物資支援 

① 各仮設団地での週末イベントと炊き出しを継続。作業には地元住民の方を

雇用。物資の配布も同時に実施。 

② 全国から寄せられた手編み帽子なども配布。編み物など手仕事カフェは大

好評である。 

③ 主な仮設団地での炊き出しは一巡した。 

 コミュニティエンパワメント 

① 11月28日から30日まで、城山公民館で写真返却展を開催した。 

② 複写作業を継続している。またデータベース化作業を開始・継続中である。 
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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 宮城県南三陸町 

対象者 一般被災者 

実施した 

活動概要 

 

宮城県でトップレベルの水揚げ量をもつ南三陸町で、震災後も秋鮭が例年通り

川に戻ってきたことから、ピースウィンズ・ジャパンは志津川淡水漁業共同組

合を支援し、南三陸町営の鮭・マスふ化場の再開に必要な備品（網、産卵台、

トラック、卵を洗う角ザルなど）や仮設の作業場、工具を提供しました。これ

らの備品や工具を活用し、ふ化事業のための秋鮭の捕獲が再開しました。被災

したコミュニティの自立と活性化につながることを願っています。 

 
遡上した鮭を捕獲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
採卵後に受精させる作業
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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 

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設置準備  

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

設置準備を進めました。 

 

ＳＡＶＥ ＩＷＡＴＥに貸与した車両（岩手県山田

町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コミュニティセンターの建材等の荷下ろし（岩

手県大船渡） 
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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 岩手県大槌町 

対象者 メンタルケアを必要とする被災地の方々 

実施した 

活動概要 

 

仮設住宅団地のコミュニティ運営のため奔走する方のお宅にお邪魔した。「みん

な家の中に閉じこもっちゃって、全然出てこないんだ。なんとかして引っ張り出さな

きゃって思ってるんだ。事前予告なしで避難警報のサイレンを鳴らすとかね。それ

くらいしなきゃみんな外に出てこないだろう」その言葉からは、コミュニティの人々

を気づかう熱い気持ちが伝わってきた。「閉じこもっていては心身共に弱ってしま

う」そんな声を受け、世界の医療団では、6月まで活動に参加していた「運動療法

チーム」に再度加わってもらう運びとなった。運動機能低下防止のみならず、身体

を動かす事によるストレスの軽減など、心をほぐす効果も絶大であることは実証

済みである。こころのケア＝精神科、とは限らない。医療、運動、その他私たちに

成し得るすべての手段を使ってこころのケアを継続していく。（そのケアを大槌の

あらゆる場所に届けるにあたり交通手段が必要ですが、プジョー・シトロエン・ジャ

ポン株式会社より現在貸与頂いている車輛を、ご厚意によりこの度お譲り頂ける

運びとなりました。他にも、本当にたくさんの方々の善意に支えられて活動を継続

することができています。皆さまに改めて心からの謝辞を申し上げます。） 

 

大槌のあらゆる場所に届けるにあたりプジョ

ー・シトロエン・ジャポン株式会社より現在貸

与頂いている車輛をお譲り頂ける運びとなり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

現在、多くの支援団体が、「仮設住宅での孤

独死防止」「社会的弱者支援」などを目的とし

て様々な取り組みを行っている 
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団体名 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 

対象者 中央台仮設住宅住民 

実施した 

活動概要 

 

 いわき市小名浜にあるショッピングモール「リスポ」内に「小名浜ふれあ

いセンター」を設置し、子育て、手芸、マッサージ、老化防止体操、法律

相談などのメニューを準備し、避難者の方々にサービスの提供を行ってい

ます。今後もさらにプログラム内容を充実し、センターに行けば、有益な

情報が得られ、楽しいことがあり、心の安寧や安らぎを得られる、そんな

有意義な場にしていきたいと考えています。 

 ラーメンの炊出し 

① 11/18 いわき市四ツ倉地区の障害者作業所施設「わいわい作業所」 

② 11/19 いわき市小名浜中央台仮設住宅 

以上の2地区において熊本トンコツラーメン炊出しを行いました。作業所102

食、仮設住宅375食、2日間で合計477食の炊出しでした。 

 

被災者の皆さんの憩いの場、情報提供の場と

して小名浜に交流サロンオープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めてのトンコツラーメンに舌つづみの中央

台仮設住宅の皆さん 
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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、岩泉町、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（当団体

事務所）、新潟県柏崎市 

対象者 １１月に支援した人数 約27,500人 

※前月までは活動当初からの累計で人数を報告しておりましたが、今回より対

象期間で新規に支援させていただいた方々の人数をご報告いたします。 

実施した 

活動概要 

 

１０月からの継続 

 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 

 仮設住宅への衣料品・生活物資配布 

 給食センター応急稼働支援 

 新潟県柏崎市に避難中の福島県民世帯への見守り支援員よる戸別訪問の

支援 

 仮設住宅への「仮設のトリセツ」配布（１０月より他の支援団体を通して、

大船渡市、石巻市などの他の地域にも配布開始） 

１１月新規事業 

 新潟県柏崎市に避難している被災者を対象に、同市での生活が安心、安定

したものとなるように被災者同士のコミュニティ形成のための「ふるさと

交流会」を行いました。 

 被災した宮城県の高校の教育環境の向上のために、実習関連の物品支援を

行いました。 

 被災した宮城県の中学生への教育の一環として、地元の産業にかかわる

方々から直にお話を聞くなどの総合学習の機会を設けました。 

 宮古市と南三陸町の仮設団地の住居環境の向上を目的に、草刈り機や集会

場物品（下駄箱や傘立てなど）を支援しました。 

 

新潟県柏崎市における「ふるさと交流会」のよ

うす 

 

衣料品配布のようす 

 


