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マンスリー・レポート vol. 3 

 
東日本大震災発生から 3 ヶ月 

CIVIC FORCE の 

活動報告 
 
 
  震災から 3 ヶ月、復旧・復興フェーズへ移行 
 

震災から 3 ヶ月。Civic Force は、復旧・復興フェー

ズにシフトしていきます。 

いまも 9 万人をこえる方々が避難をされ、応急仮設

住宅の入居率は 4 割程度。依然として 6 万戸近い世

帯で断水が続いており、がれきの撤去も 22％ほどに

とどまるなど、復旧・復興への歩みは着実ではあり、

また、道のりは長く続いていますが、ある程度行政

がカバーできる規模になってきました。 

一方で、復旧・復興に向けた前向きな動きも出始め

ており、今後はその動きを応援する活動に Civic 

Force の力を注いでいく計画です。 

 

 

 

 

 

  緊急支援活動の縮小①－物資の調達・配送事業 
 

水道・電気のほか道路が寸断された地域に大勢の方

が集団避難をする中、Civic Force では、いち早くヘ

リコプターやトラックを使って迅速に支援物資の調

達と配送をしてきました。3/23 からは、毎日 10 台

の 4 トントラックをチャーターし、定期便を運行し

てきたほか、小規模避難所には個別にヒアリングに

まわり、必要な物資をきめ細やかにお届けしてきま

した。物資は、現地の災害対策本部との連携や独自

のニーズ調査によって判明したものと、栄養士の指

導のもと、避難所の食生活から判明した不足する栄

養素を補給する食料を追加して調達しました。これ

までに被災地にお届けした物資は、下記の通りです

（5 月末時点）。 

 

■総量：計 380 トン 

－4t トラック 160 台・10t トラック 1 台 

－食料約 88 万食分、衣料約 18 万点分を含む 

■到着品目：計 546 品目 

－食料：200 品目 

－衣料：66 品目 

－消耗品：138 品目 

－設備用：142 品目 

■物資協力企業：140 社（無償提供社数） 

 

詳細な配送実績は

http://civic-force.org/news/news-492.php に掲載し

ています。物資の購入や運搬には、ご寄付金から 1

億 9,960 万円を充てさせていただいています。 

 

大規模な配送は 5 月末をもって終了しました。しか

しながら、現地からの強いニーズがあり、再開して

いる地元商店でも購入できないものがあれば、都度

柔軟に対応する予定です。併せて、インターネット

上で物資の支援表明を受け付ける[できること]サイ

ト（http://dekirukoto.fm/）も新たな支援表明の受付

を終了しました。160 の支援表明から 40 品目 45,000

個の支援物資をお届けできました。 

 

  緊急支援活動の縮小②－物流の回復事業 
 

東北地方最大の有人離島「大島」に“国道”と呼ば

れる大型カーフェリーが再就航したのは 4/27 です。

以降、本土に病院や買い物に行く車や、まとまった

食料や医薬品を運ぶ支援トラックや仮設住宅の建設

資材、工事車両が行き来するようになりました。島

からはがれきやゴミを本土に運びだせるようにもな

りました。最近では 6/11 に Civic Force が手配・提

供するトレーラーハウス 14 台を 3 便の臨時便に分け

て運送しています（下写真）。 
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Civic Force が広島からカーフェリーを手配し、初期

の諸経費を負担して実現しました。就航を早期に実

現するための初期費用および初月の燃料費等、合計

約 1,700 万円を負担して実現しています（うち 674

万円を執行済み）。6 月からは、Civic Force からの資

金支援なく安定的に運行しており、当事業も一定の

成果のもと終了します。 

 

  緊急支援活動の縮小③－手作りお風呂事業 
 

南三陸町の集団避難所では、いまも断水状態が続い

ており、お風呂の需要は継続しています。Civic Force

では、地元の皆さんが五右衛門風呂を作ろうとして

いる姿をみて、3/30 からお風呂設営を開始しました。

地元の大工さんや東京からの大工ボランティアや、

地域の皆さんとともに、南三陸町内に 6 ヵ所のお風

呂を設営し、いまでは家族連れが週末に利用された

り、平日の部活帰りの学生が立ち寄る“地域のお風

呂”になりました。 

 

現在は、地域の皆さんへの引き継ぎが終了しようと

しています。具体的には、津波により多くが流され

震災直後に入手が困難になっていた灯油給湯器に置

き換え、湯沸しの手間を大幅に削減しました。また

水を確保する困難を解消するため、地元の方々を臨

時に採用し、Civic Force が手配した給水車（下写真）

に水を汲み、配水する体制に移行しています。お風

呂事業には、資材の購入費等でこれまでに 1,145 万

円を活用させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「外ってこんなに平和なんですね」－継続事業 
 

Civic Force が連携するパートナー協働事業において、

NPO 愛知ネットが相談者から聞いた一言です。NPO

愛知ネットは、大船渡市民文化会館に同団体が独自

に手配したトレーラーハウスを「こころの里」と命

名し、心のケアの相談を受け付けています。目の前

で津波にのまれた人は、今も穏やかではない心境で

毎日を過ごしています。ケア終了後に自分以外の世

界に目を向けることをできるようになったこの方は、

少しずつ生活の建て直しに向き合おうとしています。 

 

同じように連携するオン・ザ・ロードが営業再開を

支援した居酒屋の店主は、次のように力強くコメン

トされました。「この店はおかげさまで再開できまし

た。本当にありがとう。 ただ、今回の震災で、僕の

友人も亡くなったし沢山の方が犠牲になりました。

このことを忘れずに、しっかり胸に刻んだうえで、

前に進んでいかないといけない。私の店だけだはな

く、この商店街に、また元のような活気が戻ってく

るのを楽しみに生きていく。全部とは言わない。半

分でいいから、光が灯った昔のような町を切に願う。

石巻は絶対復興出来る。信じている。」 

 

  きめ細やかに被災地ニーズに対応を 
 

Civic Force は、4 月からパートナー団体との協働事

業を精力的に展開しています。平時より Civic Force

のパートナー団体として災害時に専門性を発揮する

団体とともに、緊急支援では行き届かなかったニー

ズに広く対応する仕組みです。Save the dog を除き、

各事業におよそ 1,000 万円程度拠出しています。拠

出する際には、各団体や事業内容を外部専門家と精

査し、毎月の報告のほか、Civic Force が現地に赴き

モニタリングをしています。 
 

     Civic Force パートナー協働事業 
 

■難民支援協会×Civic Force 

4 月より次の 3 事業を展開してきました。 

１）震災直後の安否確認や多言語情報の提供、緊急

支援物資の提供：クルド、エチオピア、ウガン

ダ、カメルーン、ビルマなどの国内難民向けに 3

週間分の食料など、計 16 回のべ 278 人に支援物

資を提供。その他東北で被災したフィリピン人

女性約 100 名に対して生活・健康情報を提供中

です。 

２）難民の「恩返し」ボランティア：日本人と難民

がチームになって「第二の故郷日本への恩返し」

をする岩手県内各所でのボランティア活動に、

のべ 519 人（うち 10％が難民）が参加し、がれ

きの撤去や泥だしなどを実施しています。 
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３）女性サポート：岩手県助産師会等と連携して、

不自由な避難生活を強いられる女性へのからだ

や健康のサポートをしています。「女のなっても

（なんでも）袋」を岩手県内で 400 個配布。袋

の中には DV 予防などの注意喚起のパンフレッ

トも同封されています。 

 

■NPO 愛知ネット×Civic Force 

4 月下旬より大船渡市で拠点型の心の相談と、巡回型

の相談事業を展開しています。具体的には、臨床心

理士 5 名程度が、避難所を巡回し、心のケアを必要

とする方と話し合いをしています。また、仮設住宅

に転居した高齢者夫婦の症例を通して、現在は、仮

設住宅転居者に対して、他の医療チームや地元医師

会、保健師やケア・マネージャー、他の NPO 等の地

域の支援者とさらに緊密に連絡を取り合い、戸別訪

問等を通して孤立やアルコール依存症、うつなどに

対応していく予定です。 

 

■ピースボート×Civic Force 

4 月より実施している石巻市の被災者支援事業では、

下記の 2 つの事業を展開しています。 

１）炊き出しの調整：石巻災害復興支援協議会の中

に入り 74,215 食の炊き出しを、ピースボート独

自に 23,320 食を市内 26 箇所の避難所等に届け

ました。 

２）ボランティアの調整：個人のボランティアを受

け入れ、派遣する組織的管理を実現し、これま

でに 550 件の店舗や住宅に、のべ約 15,500 人（1

日/人計算）を派遣してきました。 

 

■オン・ザ・ロード×Civic Force 

4 月より石巻市においてボランティアの受け入れと

派遣を広範に行っています。 

１）ボランティアの受け入れ・派遣：個人ボランテ

ィアの受け入れ拠点を構築し、これまでにのべ

1,421 人を受け入れ、414 軒の店舗や住宅の泥か

き等を完了しました。 

２）避難所・在宅避難者への支援：のべ 173 人のボ

ランティアが、2,402 食の炊き出し食を提供しま

した。またマッサージやヘアカットのサービス

を提供し、各 143 人、117 人が利用しました。 

３）飲食店再生プロジェクト：地震・津波被害を受

けた店舗を再開できるよう、のべ 39 人のボラン

ティアが、2 店舗の再開を支援しました。現在も

6 店舗を継続して支援中です。 

 

■save the dog×Civic Force 

4 月より福島県南相馬市等において、飼い主と離れ離

れになった犬を 2 回保護する活動を行い、計 19 頭を

保護したほか、他団体が同地域で保護した犬計 5 頭

を預かっています。保護した犬は、ケガや病気、飼

育に必要なケアをそれぞれの施したうえで、その動

画や写真をウェブに公開し、飼い主を探します。こ

れまでに 17 頭の持ち主を特定し、うち 9 頭は継続し

て飼うことができるかを確認したうえでお返しでき

ました。飼い主を特定できたものの、継続して飼育

ができない方のペットについては、里親を探してお

り、これまでに 4 回里親マッチングのイベントを開

催しています。現在は、そこで申し出のあった犬の

うち 1 頭を飼い主との相性を確かめるトライアル飼

育してもらっています。 

 

■被災地 NGO 恊働センター×Civic Force 

岩手県遠野市を拠点に、岩手県海岸地域にきめ細や

かな支援を行うための後方拠点を構築する支援をし

ています。大きな津波被害を受けた沿岸部に対して、

内陸部から支援を提供するモデルは、全国的にも先

進的で、各自治体等からも視察が多くあります。 

被災地 NGO 恊働センターは、地元の各種団体や東京

や関西の自治体等と連携して、ボランティア拠点「遠

野ボランティア支援センター（遠野まごころ寮）」や、

被災者復興支援事業「遠野まごころ亭」、民間のボラ

ンティアネットワーク「遠野まごころネット」等の

初期構築のアドバイスを提供しています。 

 

■生活クラブやまがた生活協同組合×Civic Force 

5 月より山形県米沢市に拠点を形成し、山形県内に避

難している福島県民の方で、米沢市を中心とした二

次避難をしている約 1,000 人の皆さんへの生活支援、

自立支援や孤立化の防止支援などを展開しています。

具体的には、二次避難所にほぼ毎日出向いてお茶会

を実施するほか、各種作業を一緒に行ってきました。

その他、岩手県陸前高田市や宮城県石巻市・気仙沼

市や大島町、福島県郡山市や南相馬市に避難する

方々に対して、情報や食材、生活支援物資の提供も

行ってきました。 

 

パートナー協働事業の活動の状況は、Civic Force の

ホームページで随時報告しています。 
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産業復興にむけた取り組みを応援 
 

Civic Force では、復旧・復興にむけた現地の前向き

な動きをさらに積極的に支援していく計画です。 

 

■少しでも早く落ち着いた生活を－生活再建 

 

被災された方々の生活再建にあたり、障壁となる事

象を取り除くことで支援していきます。 

具体的には家屋修繕にあたってのコンパネと言われ

る合板を 1,000 枚提供したほか、応急仮設住宅に自

宅にとどまりながら修繕をしたい方に、地元団体を

通してトレーラーハウス 14 台を大島に無償貸与す

るなどの活動を展開しています（下写真：フェリー

から積み下ろすトレーラーハウス）。また、Civic Force

では、エマージェンシーテントを 1,200 張り調達を

し、家屋の修繕にあたって必要な仮の居住空間を提

供する予定です。 

なお、トレーラーハウス 6 台は、南三陸町内に設置

され、医療従事者や消防関係者など支援の担い手に

ご利用いただき、まだ長く続く支援活動をスローダ

ウンさせない取り組みをしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、個人が生活再建に必要な情報を一元管理・提

供できる生活情報提供のあり方も検討・調整を続け

ています。国・県・市レベルの情報を一元的に管理

し、相談できる先があれば、被災された方の生活再

建を加速させることができるのではないか、と考え

ています。 

 

■ビジネスの力で地域を元気に－産業復興 

 

地域を元気にするのは、やはり経済です。Civic Force

は、企業や行政、市民の力を災害支援に効果的に投

入することを特徴としていますが、産業復興におい

ては、企業の力を引き出し、伸ばすことを応援しま

す。現時点では、気仙沼地域などで積極的に動いて

いる事業者に対して資金提供する仕組みや方法を外

部専門家とともに慎重に検討を重ねています。随時

ホームページ上で公開していく計画です。 

 

寄付金執行状況のご報告 

 

6 月 11 日時点で、約 4.5 万の個人と法人の皆さまか

ら、合計約 8 億 9 千万円のご寄付をいただいていま

す。改めて皆さまのご理解とご支援に御礼申し上げ

ます。（ご支援いただいている法人のリストは、

http://civic-force.org/activity/higashinihon/cat36/

でご確認いただけます）  

 

5 月末日現在、そのうちの約 3 億 4,488 万円を執行さ

せていただきました。 

具体的には、緊急支援物資の購入と配送に 1 億 9,960

万円、大島への大型カーフェリーの就航にかかる費

用のうち 674 万円を緊急支援活動として活用しまし

た。手作り風呂の設営関連には 1,145 万円、7 つのパ

ートナー団体と実施している多面的事業については、

費用の一部として 5,182 万円を、トレーラーハウス

20 台の購入・運搬の一部として 5,694 万円を、エマ

ージェンシーテント 1,200 張の購入費のうち 1,000

万円を、大島や唐桑での産業復興に関連して 165 万

円を使わせていただきました。活動にかかる人件費

や実費については、事業共通の諸経費 666 万円を除

き、各事業費の中に計上しています。尚、全ての寄

付金の活用においては、都度理事会で承認している

ほか、監事により適正な意思決定と会計業務が行わ

れていることを確認しています。 

 

※なお領収書の発行について一部不手際がありまし

た。ご迷惑をおかけした皆さまにお詫び申し上げます。 

※毎月 11 日前後に発行しているマンスリー・レポー

トは、http://civic-force.org/news/monthly/ からご

覧いただけます。ホームページや twitter では毎日最

新の活動状況や現地の様子を報告しています。また

YouTube で特別動画の配信を、facebook で英語の情

報発信をしています。 

@civicforce 
 

http://www.facebook.com/civicf

orce  
 

http://www.youtube.com/user/civi

cforceorg    


