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報告対象時期：2011年10月1日～31日  活動団体：33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 福島県相馬郡新地町、福島市、相馬市 

対象者 一般被災者 

実施した 

活動概要 

 

10月1日〜2日に行われたグローバルフェスタでは、風評被害に苦しむ福島市よ

り梨・リンゴなどの果物や、ジュース・ジャム・蜂蜜などの加工品、そして津

波で流されてしまった縫製工場を再開した相馬市の女性グループから、帽子や

ポーチやストラップなどの手作りの品を購入し、販売した。梨とリンゴは大玉

の上物で品質のよいもので、試食をした方のほとんどが購入してくださり、2

日目の午前中には完売した。 

また、22日に東京で行われたICA定期総会では、新地町の仮設住宅に住むご夫

婦を招待してこれまでの半年間の体験をお話しいただいたり、福島市より購入

したラフランスをチャリティーオークションという形で販売したりといった

支援活動も行った。これらの売上金はすべて相馬市の縫製工場の女性グループ

と福島市の農家の方々に寄付させていただいた。 

 

 

 

 

 

福島県新地町の菅野さん作の震災川柳コー

ナー 

 

 

 

 

 

 

 

グローバルフェスタでの福島支援コーナー

のリンゴと梨 
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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 宮城県南三陸町歌津地区 

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 

 

 生活物資の配布・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、必要とされる生活物資

の配布を実施している。冬支度のための寒さ対策・結露対策等の配布を行った。

また、通常の訪問から住人の話をよく聞き、きめ細やかな対応を行っている。 

 商店会復興プロジェクト 

地域経済の活性化を目的として、生活物資配布等を地元から購入することで商

店会が復活し、商店会から直接配布することで、地域で買い物ができることを

地域住民に伝えるきっかけともなった。 

 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、本会が活動している地域の

人々への配布や仮設住宅の掲示板での案内を行っている。 

配布部数も始めた当初に比べ、倍以上に増えており、より多くの人が情報を手

にすることができるようになった。再開した店の紹介や、地元の方がボランテ

ィアとして地域貢献の話など、復興への明るい兆しを伝えられるような紙面づ

くりとしている。 

 地域コミュニティ支援 

地域の人々が集う、屋外共同作業場や、掲示板の設置について必要性・設置

場所・大きさ等、地域住民と相談のうえ、取り組みを行っている。 

 生計支援 

 生業支援を行っていくための調査、相談を行っている。地域から強い希望の

あった地元の味噌や漬物の加工場の再開に向けて支援している。 

 仮設住宅の地域コミュニティ支援 

新たなコミュニティ支援のために、自治会の懇親会を開くことや地域のお祭り

に協力した。 
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伊里前小学校、仮設住宅での冬物配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域物産加工所建設のための農協婦人部臨

時総会
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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希望者 

実施した 

活動概要 

 

 東松島市生活復興支援センターと協力した活動 

 仮設住宅入居者の間の交流促進を目的とする花植イベントを今月は3回、514
戸を対象に実施した。今まで交流の少なかった入居者に対して花植を通じた出
会いのきっかけを作ることができた。 

 また、アイキャンは地元のボランティアさんの協力を得て約 50 世帯の在宅
被災者に対して聞き取り調査を行った。 

 青少年を対象とした活動 

 愛知県の企業や学校が寄贈したお菓子やリサイクル図書を、東松島図書館が
主催する「子ども秋まつり」に提供した。 
 また被災した教育施設や福祉施設に対してニーズ調査を実施し、幼稚園や介

護施設に対してストーブなどの防寒器具、保育園に対しておむつなどの消耗品

の提供を行った。 

 
「子ども秋まつり －こどもたちからの感

謝メッセージ－」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「仮設住民とのお花植会」 
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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 宮城県亘理郡山元町、東松島市の被災者、福島郡山市・白川市・須賀川市・南

相馬市・大沼郡会津美里町及び石川郡浅川町の小・中学校・高校の児童／生徒 

実施した 

活動概要 

 

・引き続き、山元町の民間賃貸住宅に入居する方々へ生活必需品（スターター

パック）の支援を行った。 

・引き続き、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

遣を行った。 

・山元町社会福祉協議会と協働で「やまもと復興応援センター」立ち上げの準

備（事務所及び備品の設置など）を進めた。 

・引き続き、郡山市、白川市、須賀川市、南相馬市、大沼郡会津美里町の小学

校及び白川市、石川郡浅川町の中学校に対して教育備品の支援を行った。 

 

 

チェコ外務大臣が山元町を視察した様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県広野町の仮設住宅（いわき市）への

物資搬入 
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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 

 

 山元町の仮設住宅支援 

山元町社会福祉協議会職員や生活支援相談員、NPO法人ADRA JAPANと会合を

持ち、仮設支援の現状把握と今後のイベント実施等についての協議を行った。 

 山元町の子ども・若者支援 

教育委員会など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、実施可能性の確認を行った。また、子どもたちのグループを訪問し、現

在の生活の様子などをヒアリングし、活動ニーズを調査した。 
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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 

対象者 被災地住民 

実施した 

活動概要 

 

オイスカの創立50周年関連行事がありましたが、「海岸林再生プロジェクト10

カ年計画」は、被災地住民の生計支援を伴う海岸林のための育苗を来年3月に

実施すべく、関係当局などとの協議を引き続き進めております。9月22日のプ

レスリリースにより、一連の動きは河北新報社等に大きく報道され、30日には

ANA、JTB法人東京及び行政当局の協力で、新型ボーイング787機にて、外国

大使館員16カ国20名を含む内外の160人による海岸林視察ツアーを実施しまし

た。 

 

 
海岸林視察ツアー（10月30日・名取市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林野庁東北森林管理局「東北育種場」視察

（10月15日・盛岡市） 
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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（下閉伊郡） 

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・教材製作活動 

・保育セットの資材購入 

・福島県の被災地視察（27日： 郡山市、田村郡、安達郡の保育施設。仮設住

宅の集会所、あるいは敷地内施設で保育を実施中）。 

・被災地自治体、避難所関係者、被災保育関係者等と、保育状況についての継

続的聞き取り調査を随時実施 

・保育専門家とのミーティング 

・協力団体とのミーティング 

・被災した保育施設に外遊具を寄贈 

 

 

 

 

ＣＹＲが寄贈した保育セットの紙芝居に見

入る園児たち。（とみたさくら保育施設、

郡山市 仮設住宅内集会所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＹＲが寄贈した保育セットのプレイパラ

シュートで遊ぶ園児たち。保育者は、次々

と新しい遊び方を開発している。（あだた

らつつじ保育施設、安達郡 仮設住宅内集会

所）
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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。 

 

 

シングルマザーとこどもたちのレスパイト

ケアの様子（長野、２泊３日、７月） 
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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 

 

 シャワーブースプロジェクト； 

釜石市、大槌町、遠野市に設置された仮設シャワーブース２０基について、避

難所閉鎖に伴い撤去、供与を完了しプロジェクト終了。 

 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。 

 園児による遠足企画； 

ゲルプロジェクトに訪れた園児たち（おさなご幼稚園、大槌保育園、大ヶ口保

育園）による自衛隊の岩手駐屯地訪問を企画し、10月14日に実施。 

 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プロジェクトを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。10月は①8日、9日②22日、23日③29日、30日

でボランティアを派遣。 

 物資支援； 

株式会社ブリタジャパン様より大槌町全仮設住宅に家庭用浄水器の提供。数に

して 2105 の浄水器とそれぞれに 3 ヶ月分のカートリッジを付け、10 月 26 日に

贈呈式典が行われた。 

 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。事業内容に変更あり。 

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 

灯浮標については既に27個購入済。漁業施設5棟についても10月中に全て着工

済。漁業機材はフォークリフト、ユニックトラック、軽トラ、軽ワゴン、ホッ

パーの購入契約済。 



 13 

 

株式会社ブリタジャパンご提供家庭用浄水

器贈呈式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子遠足の様子 
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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 

・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）を選んで商品を提供する支援を実施。10月17日よ

り製品の配達を開始。 

・タオルケットの提供 

各役場からの要請を受け、岩手県釜石市、宮古市山田町・大槌町に対して、合

計18,800枚のタオルケットを提供支援。 

・ボランティア宿泊施設に暖房器具を提供 

大槌町のボランティア無料宿泊施設『ホテル寿』様からの依頼により、寒さ対

策の為のストーブ20台を提供。以前はビジネスホテルだった『ホテル寿』は、

震災直後よりボランティアに宿泊施設を無料で開放している。1日最大30名の

ボランティアが利用している。 

 

 地域住民による地域経済復興への支援 

・飲食店再開支援 

岩手県宮古市の山田町駅裏にあるプレハブ商店に「ルポ」「パッション」の製

氷機を提供。駅前の洋菓子店「川最」様には、商品を陳列するショーケースを

提供。 

 

 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 

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コ

ミュ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

ミュニティカフェ実施状況。 

・10月5日：＜午前＞町民グラウンド約40名参加 

＜午後＞関谷果樹園約30名参加 

・10月12日：＜午前＞間木扉約40名参加 
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＜午後＞上徳漁具店約10名参加。 

・10月19日：＜午前＞町民グラウンド約40名参加 

＜午後＞旧不動生コン1&2 各10名参加。 

・10月26日 ＜午前＞間木戸約40名参加。 

＜午後＞関口担い手センター7名参加。 

・10月29日・30日9時～16時に旧山田病院にて、山田町社会福祉協議会主催で、

修復写真の写真展（『思い出写真展』）を実施。当団体は、写真展の横にLEGO

社様から寄付をいただいたブロックで遊べる『キッズスペース』を設置。床の

部分がタイル張りだったのでマットを提供して、子どもたちが安全に遊べるよ

うに、また明るい雰囲気になるように設計。 

・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） 

－10月11日：希望新聞第２号配布完了。１日で仮設などに2100部配布した。第

３号は11月11日に発行予定。49団地に1日かけて配布。今後も月1回発行予定。 

・大槌町：「まごころ新聞」 

－ 9月20日にまごころ新聞第２号発行。第3号は2か月後の11月20日頃発行の

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。 

 

 
津波で流された写真を綺麗に洗浄して展示

した『思い出写真展』（希望者には写真を

手渡す）の隣に、子どもたちが遊べるキッ

ズルームがあります。大きなレゴブロック

に興奮して遊ぶ子どもたち。とても楽しそ

うでした。 

 

 
山田町内の仮設住宅は全部で 49 カ所。スタ

ッフは毎月、全ての仮設住宅を回り１軒ず

つ新聞を配達します。新聞配達での訪問は、

住人との楽しい交流のひと時でもあります。

中には日々の暮らしの中で困っていること

を相談してくる人も。 
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団体名 公益財団法人 国際開発救援財団 

活動地域 岩手県 宮古市、山田町、大槌町、野田村 

対象者 東日本大震災の被害者 

実施した 

活動概要 

 

 家電製品の提供 

岩手県の仮設住宅入居者に対して、掃除機、石油ストーブ等の家電類を提供。 

 

 「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・設備の購入や修

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」 

岩手県中学校・高校（5校）の生徒たちが実施するボランティア活動にかかる

費用（必要な道具の購入代、交通費等）をFIDRが負担。 

 

 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

体の形成や地域イベントの開催をサポート。 

 

 無料巡回バス 

仮設住宅で過ごす高齢者や、自家用車を失い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。） 

 

買い物バスの運行支援 

 

 

 

 

顔合わせ懇談会の様子（大槌町） 
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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、常時石巻市で約20名、気仙沼市で約30名の被災者を雇用してきました。 

 雇用者の仕事は、①52軒の被災した家屋や店舗において、がれき撤去・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（2000枚以

上のブランケット）や食材配達（57回）、コミュニティ強化や買物支援を目

的とした朝市（28ヶ所、95回）、高齢者見守り（累計386回）、お茶会（21

回）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。 

 

被災した水産向上のガレキ撤去を行うメン

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（体

操）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 

 

先月に引き続き、岩手県沿岸部の被災地の子どもたちに、学校時間外を過ごせ

る安全な居場所を提供するために、釜石市と山田町のコミュニティーセンター

の修復、再建と同センターでのユースプログラムの運営計画及び、陸前高田市

において運行する移動型子どもセンター（バス）の内装改造が順調に進められ

ており、11月末には開始が予定されている。 

また、被災地への関心が薄れメディアでの報道も減りつつある中、東京におい

てはグローバルフェスタ会場をはじめ、活動報告の発信に力を入れた。 

 

 

 

 

 

グローバルフェスタ会場ブースで海外から

東北に届いた応援メッセージや岩手県にお

ける支援紹介パネルを展示した。 
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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 

 

気仙沼市において県外医療支援チームや地元の医師、介護事業者等が協力して

結成した『巡回療養支援隊』の健康相談班に参加して支援活動を行ってきまし

たが、気仙沼市行政へ健康相談活動の引継ぎを完了したことに伴い、シェアと

しての健康相談活動を終了しました。 

また、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、活動を共にしています。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、日々健康相談を受けたり、生活相談

会や編み物教室、英会話レッスン、芋煮会などを開催し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。また、地域のイベントには、救護班として

参加するなどしています。今後も、この「はしかみ交流広場」を中心に、地域

のニーズを把握しながら、健康・生活相談支援や人々の交流イベントを積極的

に行うことを計画しています。 

シェアは、プロジェクトKと一緒に行っていく活動を通じて、被災地の人々の

健康を見守りながら、地域の人々のつながりを支える活動を継続していきま

す。 

 

 

「はしかみ交流広場」で行われている、RQ

被災地女性支援センターの手仕事プロジェ

クトの一つである編み物教室の様子 

(c)シェア 

 

 

 

 

 

 

階上地区民運動会での救護班活動の様子 

(c)シェア 
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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。 

 役員による視察団派遣 

第33次隊として、当会代表の小山内美江子、副代表の今川純子ほか役員5名を

派遣。社会福祉協議会関係者との情報交換、町内視察等を行い、現状を把握す

ると共に、当会の活動期間等の協議を行った。 

 派遣者数（3月～10月末） 

34次隊まで延べ163名（運営要員:延べ49名、活動要員（視察含む）：延べ114

名） 

 主な寄贈品（10月） 

町内仮設住宅に隣接する『カフェ・あづま～れ』に防寒・防風シートを支援し、

10月27日に設置を完了した。 

※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。 

 

 

『カフェ・あづま～れ』に設置した防寒・

防風シート 

 

 

 

 

 

 

 
同左 
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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。地域の力を活かし、

急務とされている瓦礫撤去を促進しています。 

 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。 

 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 

ボランティアセンターとの連携のもと、以下のボランティア募集＆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。10

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。 

 その他の短期プログラム 

子どものための心のケアワークショップ（人形作成、サッカー教室など）やフ

ァッション誌による避難所でのマッサージやメイク＆ヘアカットサービス 

など 
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漁業支援（地域住民による漁網作り支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月18日オープン予定の仮設商店街「おし

かのれん街」 
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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 地震、津波被害による被災者、原発事故に伴う避難者 

実施した 

活動概要 

 

 被災者のための交流スペースをOPEN 

借り上げ住宅（民間アパート）に暮らしている被災者には、支援情報やサポー

トが十分に届いておらず、孤独を感じている方が多いことがわかっています。

そのような方々が気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、情報を得たりするこ

とができる交流スペースをいわき駅前に開設し、多くの方に利用していただい

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
いわき駅前にオープンした、交流スペース       

「ぶらっと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ブーケづくり教室には多くの方が参加し、

おしゃべりにも花が咲きました 

 



 24 

 

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 

・登米沢サーフィン大会＆復興祭り、気仙沼市本吉町の津谷商店街で行われた

「復興応援にぎわい市」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。 

・津谷小学校仮設、松岡タウンセンター、福祉の里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

移動図書館車で約800冊の本をお届けしている。大船渡町上平では、平日運行

も開始。また大槌町にて、当団体ナショナルスタッフによる「アジアのお話し

会」イベントも開催した。 

 

 

漁師さんたちとボランティアで作った土嚢

袋が並ぶ蔵内漁港 

 

 

 

 

 

 

 

 
にぎわい復興市の会場となったまちなか 

広場 
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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。10月末時点において、1702名（岩

手県191名、宮城県1014名、福島県604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。 

 女性支援パッケージの配布 

岩手県陸前高田市の避難所の妊産婦と女性100名に、衣料、下着やスキンケア

セット、避妊具を組み合わせた『女性支援パッケージ』の支援を行った。 

 被災した妊産婦対象イベントの準備 

岩手県釜石市において、11月上旬に予定している被災した妊産婦や女性向けの

イベント準備を進めた。イベントでは、被災地のNPOや協賛企業の協力を得た

様々な企画を通してストレスの解消や癒しになる「場」を提供するとともに、

女性の心と体の健康をテーマとしたトークショーを開催する。 

 

 

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） とイベント内容を検討 
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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： 

 子ども達へのプレイセラピー 

保育専門家による保育園2園、園児150名へのプレイセラピー、コミュニケー

ション支援、読み聞かせなどを実施した。 

 保育士へのタッチケア 

保育専門家による保育補助を行うことで、その間に保育士に休んでもらい、

タッチケアを通して心と体のケアを行った。 

 

 

 

 

看護学校生ボランティアによる保育補助の

様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレイセラピーの様子。遊びを通して心を

癒していく 
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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 塩竃市、佐賀県 

対象者 塩竃市の小学生、佐賀県への避難者 

実施した 

活動概要 

 

 塩竃市教育委員会からの要望で、小学校の雑巾支援があり、ハッピーストッ

クプロジェクトが主体となり、佐賀県の小中高校、各種団体、外国人グルー

プの支援でメッセージ入り手づくり雑巾を作成し、10月13日に684枚贈呈し

た。 

 10月16日（日）に佐賀県への避難者をご招待し、東北各地の秋の行事である

河原での「いも煮会」が開催された。地元JAや企業協賛などもあり、避難者

60名を含む総勢107名の参加があった。（佐賀県に避難されている方は約300

名） 

 現地にボランティアを派遣する「出番だ！プロジェクト」、被災された子ど

も達の夢を集める「いのちのまつりプロジェクト」ともに、10月は9月まで

の半年の活動の見直し月間とし、11月からの対応を協議し、前者は11月に調

査隊を派遣すること、後者は現地の学校訪問事業をプログラムし、11月に現

地に提案することとなった。 

 

 

幼稚園児がお母さんと一緒に作った雑巾 

 

 

 

 

 

 

東北の定番行事「いも煮会」発起人になっ

ていただいた五十嵐佐賀大学准教授。福島

県出身 
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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 

「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。過去に行った「ベンチ作り」

「お茶の会」「はまっぺし（持ちより食事会）」など、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。また、10月23日より酪

農学園大学学生ボランティアの受入れを開始しており、仮設住宅団地でのコミ

ュニティ形成支援をお手伝い頂きます。以下は活動の一部です。 

・10 月 8 日(土):長洞仮設団地で第 3 回はまっぺしを開催しました。 

・10 月 10 日(祝):杉下仮設団地 自治会主催イベントの協力（物資提供、運営

支援） 

・10 月 11 日(月): 山岸仮設団地 集会所入り口軒拡張工事 

・10 月 12 日(水)：旭硝子、岩城ハウスウェア様からのご支援で岩手県大船

渡市赤崎町の後ノ入（のちのいり）仮設団地」、「後ノ入北仮設団地」の

52 世帯と集会所に計 944 枚の食器（コレール）を配布しました。 

・10 月 14 日(金) ：岩手県大船渡市の仮設住宅団地マップを更新しました。

主な変更点は自治会の有無を「団地独自の自治会」「周辺地域の自治会に

所属」に区別し、集会所と談話室のすみ分け及び談話室部屋番号の加筆で

す。 

・10 月 22 日(土)：山岸仮設団地で第 2 回はまっぺしを開催しました。 

・10 月 29 日(土)：岩手県盛岡市の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（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 

・書類（日本語版）約13,233冊(10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) 

・同書類の英語版、ハングル語版、中国語版をそれぞれ446冊、221冊、240

冊配布しました。 

 遠足・社会科見学支援 

・岩手県大船渡市、釜石市などの小中学校の一部に遠足、社会科見学のため

の費用を補助しました。 
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 ワークショップ開催 

・10 月 01 日（土）：宮城県に住む外国人被災者を対象に第四回「子どもの

こころのケアワークショップ」を開催しました。 

・10 月 23 日（日）：京都市にて京都社会福祉士会向けグリーフワークプロ

グラムの第 6 回目を実施しました。 

 

 

プロジェクトマネージャ船戸(左）と地元自

治会（中央）、仮設住宅支援員(右） 

 

 

 

 

  
配布したコレール（ガラス食器） 
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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 

 

9 月に引き続き、①難民と行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。 

① 10 月はのべ 97 名が参加し、陸前高田市で瓦礫撤去等を実施した。 

②仮設住宅で 15 回、のべ 97 名の法律相談に対応した。 

③ 15 カ所を訪問し、562 キットを配布した。また、思春期キットに入れるため

の冊子を制作した。 

④資格取得を目指した勉強会と、日本語教室を6回実施し、のべ54名が参加し

た。また、7月から学んでいるグループは実技のスクーリングを開始した。 

 

 

 

 

 

介護の実技を習う外国籍の女性 

 

 

アドバイスを受けながら体操を行う女性
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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。難民を助ける会が担

当しているのは半数にあたる約17,500世帯で、10月末までに15,291世帯への

配付が終了しています。 

 宮城県・岩手県で、自宅で人工呼吸器を使う障害者の家庭97世帯に、自家発

電機の配付を始めました。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、経済的に購入が困難な家庭に配付を行っ

ています。 

 「地域みんなで元気になろうプロジェクト」として、炊き出しやマッサージ、

傾聴活動などを組み合わせた地域交流イベントを支援しています。10月23

日に岩手県大槌町で実施したイベントでは、「仮設住宅での暮らしも落ち着

いてきたので、自分たちも参加型の催しをしてみたい」と、仮設自治会の方々

が炊き出しの献立や料理の下準備、テントの設営、地域の方への声かけなど

を率先して行っておられました。 

 

このほか、福祉施設の修繕や支援物資の提供、福島県の子どもたちの精神的ケ

アなどの活動を続けています。 

 

地域イベントでは、炊き出しの調理や支援物資の

配付など、仮設住宅の婦人会や自治会の方々が中

心となって行い、参加した方々にも大好評でした

（10月23日岩手県大槌町） 

 

先天性の病のため、人工呼吸器が欠かせな

い少女のお宅に自家発電機を届ける難民を

助ける会スタッフ（10 月 21 日、宮城県名

取市） 
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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。 

 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。ラジオ電波を受信しづらい地域で

はアンテナの改善を行いました。地元の若手スタッフの育成も進めています。 

 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。住民が

集える場づくりに力を入れ、10月9日には鹿折復幸祈念祭では運営や炊き出し

の協力を行いました。 

 

 

 

 

【気仙沼】鹿折復幸祈念祭での炊き出し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【南相馬】ラジオ電波の受信を改善する作

業
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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 

 

先月に引き続き、被さい者の最新ニーズや今後の意向を把握しようと聞き取

り・アンケート調査を継続している。調査結果は、定期的に集計し、政府の今

後の更なる資料づくりや改善策にいかしてもらえるよう提言活動を政府や地

元自治体と実施してきた。 

また、被さい者が生活と事業再建を手掛けることが可能になるよう、保健師や

看護師、中小企業診断士、保育士、農業と水産業の専門家、心理カウンセラー

など、多様な専門家を招いた相談会仮設住宅以外の場所においても実施してき

た。 

 
専門家相談会終了後の記念撮影の様子（ス

タンドアップキャンペーン中） 

 

 

 

 

 

 

専門家相談会で住民から相談を受けている

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 宮城県石巻市、同県女川町、岩手県大船渡市、同県陸前高田市 

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、陸前高田市および宮城県石巻市、女川町にて支援活動を実施。

ボランティア派遣については4チームが参加。 

【活動内容】 

 がれき撤去・泥の掻きだし作業 

宮城県石巻市にて、全壊地区や沿岸地域などでのがれき撤去や泥の掻きだし。 

 仮設住宅支援 

宮城県女川町の仮設住宅へ布団セットの搬入。10月6日、第2回目の配布（162

セット）を終了した。残り約450セットを11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。大船渡町、盛町、赤崎町を中心

に36軒を専門家（地元大工等）と共に実施。 

 

被災地での活動の他に、ハビタット・ジャパンの学生支部が街頭募金やイベ

ント参加等を通じて東北支援を継続中。10月15日、16日の全国一斉街頭募金で

は、支部10団体が全国6カ所で支援を呼びかけ、およそ90万円を集めました。 
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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 子どもとその家族、被災者一般 

実施した 

活動概要 

 

 子ども支援 

・仮設住宅における子どもたちの放課後の居場所づくり 

・子どもイベント（小学校での音楽リサイタル、仮設集会所での音楽やアート

のワークショップ、それぞれ専門家が参加） 

 

 生活・コミュニティ支援 

・毎週末と祝日のバーベキューイベント 

・被災写真の返却展 

・鍼灸師や理学療法士によるあん摩やマッサージ 

・手芸カフェ 

・仮設住宅への生活必要物資の配布（食料、衣類など） 

・仮設団地周辺の環境整備（排水溝作り、交通安全看板やベンチの設置など） 

 

※各活動では自立に向けて地元住民が参加している。 

 

 

画家による子どもアートワークショップ

（仮設住宅の集会所） 

 

 

 

 

 

 

 

住民参加のさんまバーベキュー（仮設住宅） 
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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 岩手県陸前高田市、大船渡市 

対象者 陸前高田市の2,148世帯、大船渡市の1,811世帯 

実施した 

活動概要 

 

ＰＷＪは、8 月末より仮設住宅等に入居した被災世帯に対し、冬に備えて暖房

器具等を配布することを念頭にアンケート調査などの準備を進めてきました。

10 月、陸前高田市の 2,148 世帯にファンヒーターを、大船渡市の 1,811 世帯に

ホットカーペットをそれぞれ提供することになりました。配布する暖房器具に

ついては、各市商工会との協力により地元の家電小売店から購入し、配送する

ことで、地域経済の活性化に貢献することも目的としています。 

 

 

 

 

仮設住宅の様子 
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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 

 

 栄養バランスのとれたおかずの調理と配達 

岩手県盛岡市に拠点を置く被災地支援チーム「SAVE IWATE」と連携して、

陸前高田市のドライビング・スクールの厨房で栄養バランスを考慮した様々な

おかずを調理し、仮設住宅等に配達する事業を10月4日まで実施しました。 

 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ーセンターの設置準備  

 岩手県大船渡市で「3.11 三陸気仙復興協議会（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ーセンターの設置準備を進めました。 

 

 
キッチンでの盛りつけ（陸前高田10月初旬） 

 

 

 

 

被災地支援を行う地元グループに無料貸与

した4輪駆動車 
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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 岩手県上閉伊郡大槌町 

対象者 「こころのケア」を必要としている大槌町の皆様 

実施した 

活動概要 

 

精神科医・看護師の派遣を中心に、岩手県精神保健福祉センターからの依頼の

もと、被災者に対する「こころのケア」を実施しています。現在は毎週金曜日

に「上町ふれあいセンター」にて「震災ストレス相談室」を開設する他、仮設

住宅や個人宅を訪問し、不眠や不安などの症状を訴える方々に対し、診療、処

方、カウンセリング、傾聴等を行い、被災者の方々のストレス軽減や、不安の

解消に努めています。 
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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、新潟県柏崎市、 

一関市（当団体事務所の所在地） 

対象者 上記地域住人延べ約 199,500人（活動開始時点よりの累計） 

実施した 

活動概要 

 

 ９月からの継続 

① 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 

② スクールバス・学校備品・副教材支援 

③ 仮設住宅への衣料品・生活物資配布 

④ 仮設調理場（コミュニティ・キッチン）支援 

⑤ 給食センター応急稼働支援 

⑥ 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 

⑦ 宮古市 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） 

 １０月新規事業 

① 被災した地域の水産業の再開のために、宮城県漁協志津川支所に和船を１

２隻供与しました。 

② 福島県浪江町から二本松市に避難して生活している児童・生徒に屋外での

びのびと活動してもらい、また、浪江町からの被災者を数多く受け入れて

いる新潟県柏崎市に避難している生徒たちとの交流をしてもらうため、ス

ポーツや工芸など様々な活動を盛り込んだ交流ツアーを実施しました。 

③ 被災した子供たちの心のケア活動として、宮城県南三陸町の子どもたちを

対象に、美術館探検やねんど作り・どろ遊び体験活動を実施しました。 

 

宮城県の漁協に供与した船の進水式の様子 
 

福島県浪江町の児童・生徒を対象とした交

流ツアー 


