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マンスリー・レポート vol. 5 

 

東日本大震災発生から 5 ヶ月 

CIVIC FORCE の活動報告 
 

 

  5 ヶ月目にして一次避難所解消に向かう 

 

3 月 11 日の東日本大震災が発生して 5 ヶ月が経過し

ました。これまでに 15,689人の方の死亡が確認され、

4,744 人の方が行方丌明との届出（8/10 現在、警察

庁まとめ）があり、各自治体では、いまもなお毎日

捜索活動とご遺体の身元確認が行われています。 

学校や公民館などの避難所には、15,000 人をこえる

方が、集団生活を送り、その他、旅館・ホテルなど

の二次避難所には、2 万人以上が身を寄せています

（7/28 現在、政府まとめ）。一方で、各地での仮設

住宅の建設・整備が進み、多くの自治体では、予定

した建設戸数を今月中に引き渡すことができる見通

しです。南三陸町でも、まもなく仮設住宅の引渡し

が完了し、同月末までに避難所が閉鎖されます。こ

れからは応急仮設住宅を中核にする新しい地域づく

りが課題になります。 
 

がれきの撤去は、宮城県内では 41％、気仙沼市では、

55％の達成度です（環境省発表）。気仙沼市では、5

月 16 日から私有地でのがれきの撤去が始まってお

り、地区ごとに順次着手し、7 月 15 日から続いて倒

壊家屋の解体が始まっています。置き場の確保とが

れきの処分は、大きな問題として残っていますが、

生活圏におけるがれき撤去は各地で進んでいます。 
 

Civic Force では、緊急支援ニーズが、地元行政等を

中心に対応できる範囲に収束していることをかんが

み、6 月下旬から復旧・復興フェーズと位置づけ、次

なる支援策を調整・実施しています。 

 

 

 

 

  400 トンの力持ち、10万人と 2万台を運搬する 
 

4 月 27 日、3,000 人以上が暮らす東北地方最大級の

宮城県気仙沼市の有人離島「大島」と本土を結ぶ航

路に、広島県江田島市から無償貸不された総量 397

トンの大型カーフェリー

「ドリームのうみ」が就

航しました。いわゆる「海

の国道」が震災で途絶え、

生活再建やインフラ復旧

などの遅れを解消するた

め、航路廃止に伴い役割

を終えたばかりのフェリ

ーを手配し、法定点検費

や回航代、燃料代等を負

担して実現したものです。 
 

4 月 27 日から 7 月 31 日までの運行実績です（気仙

沼発・大島浦の浜発の合計値）。現在も唯一の大型カ

ーフェリーとして 1 日 8 往復運行し、気仙沼本土側

と大島の人と物（車両含む）の流通を支えています。 

 

■乗船人数実績：合計 101,023 人 

－4 月 27 日～30 日：3,568 人 

－5 月：30,661 人 

－6 月：31,331 人 

－7 月：35,463 人 

■車両輸送実績：合計 20,585 台 

－4 月：842 台（内訳）大型 42、小型トラック

300、乗用車 475 台、単車 25 

－5 月：7,415 台（内訳）大型 386、小型トラッ

ク 1,959、乗用車 4,888、バス 9、単車 173  

－6 月：5,797 台（内訳）大型 424、小型トラッ

ク 2,348、乗用車 2,798、バス 22、単車 205  

－7 月：6,531 台（内訳）大型 342、小型トラッ

ク 2,306、乗用車 3,578、バス 33、単車 272  

 

  復旧・復興に向けて多目的・稼動型拠点を提供 

 

Civic Force では、トレーラーハウス 20 台を寄付金か

ら購入をし、コンテナハウス 20 戸を商社の双日株式

会社から寄贈を受けて、南三陸町や気仙沼市大島に

搬入しています。それぞれ南三陸町や大島のボラン

ティア団体「大島復興チーム（おばか隊）」に無償貸

宮城県 

岩手県 
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不し、使途の調整や管理をお願いしています。 

 

   トレーラーハウス 

全長 10m 程度の被牽引車

で、1 台で 3～4 人程度の

家族が生活できる耐震型

の可動式居住空間です。

キッチンや冷蔵庫、ベッ

ドなどを完備しており、自由に移動・駐車できるこ

とで、幅広い利用対象や用途を想定できます。 
 

南三陸町では、震災後毎日のように日夜支援業務に

あたり、疲労が蓄積されている支援関係者のプライ

ベートスペースとして6台を利用いただいています。

具体的には、志津川病院の医療関係者のほか、災害

対策本部や消防関係者用の休憩・仮眠用に利用いた

だいています。大島では、4 台を消防関係者や、ボラ

ンティアの宿泊用として利用し、残り 10 台を、家屋

修復工事をしながら自宅敷地内に住む被災された個

人宅に設置する計画です。お盆明けに希望者を公募

し、3 ヶ月～6 ヶ月間短期の貸し出しをします。 
 

   コンテナハウス 

全長 12m、幅 2.5m、高さ

2.5m のコンテナを住居用

に加工したもので、キッ

チンやテーブルなどを完

備しています。1戸で 8

人程度の家族が居住できる広さがあります。20戸は、す

べて大島に提供され、下記のような使途で順次利用され

ていく計画です。 
 

3戸： 仮設住宅の公民館として 

島内 3か所の仮設住宅に 1台ずつ 

2戸： 大島中学校内、男子用・女子用の更衣室として 

2戸： 朝市用として 

3戸： 島内で流された自治会館の仮設として 

3戸： 災害対策本部、防災倉庫として 

2戸： 自治会館、防災倉庫として 

3戸： 浦の浜の復興商店として 

2戸： 現在利用希望者公募中 
 

  復旧・復興フェーズでの事業展開 

 

Civic Force では、新しい経済圏の創出（経済）とき

め細やかで継続的な被災者ニーズへの対応（社会）

を目指し、活動を継続しています。経済と社会の両

輪により、被災地の復旧・復興に即効性ある活動を

心がけています。 
 

きめ細やかで継続的な被災者ニーズへの対応 

＊Civic Forceパートナー協働事業 
 

被災地における多様なニーズに専門性をもって応え

ることができるパートナー団体と連携して、岩手

県・宮城県・福島県・山形県で広域に社会的サービ

スを提供しています。各事業には 300 万円～1,000 万

円程度を拠出しています。拠出する際には、組織と

事業内容を外部専門家と精査し、毎月の報告を求め

るほか、Civic Force が外部専門家とともに現地に赴

きモニタリングをしています。第一期では、8 団体と

連携して、協働しています。 
 

■災害看護支援機構×Civic Force 

避難所や自宅避難を余儀なくされている被災者の心

と体の健康維持と仮設住宅入居後の生活再建を目的

に、5 月から宮城県気仙沼市（面瀬）、岩手県陸前高

田市（福祉避難所：炭の家）、岩手県山田町（知的障

害者施設：はまなす学園）にて活動しています。 

具体的には、認知症や身体機能に制限のある方が身

を寄せていた炭の家には、災害看護職 3～5 人が 24

時間のシフトを組み、6 月末までに閉鎖するまで、医

療、看護、心のケアや生活支援をしました。 

面瀬では、避難所において高齢者を中心に健康相談

を行いながら、仮設住宅への転居の支援をしていま

す。また、はまなす学園では、5～8 人の看護師など

が6月から常駐を始め、感染予防や救急対応のほか、

津波に流されたカルテの作成や、学園スタッフの心

のケアなどを行っています。 
 

■NPO 愛知ネット×Civic Force 

PTSD（心的外傷後ストレス障害）の予防を目的に、

岩手県大船渡市を中心に心のケアを提供しています。 

7 月は、避難所 6 ヶ所、仮設住宅 2 戸、老人保健施

設 2 ヶ所と、地域活動支援センター1 ヶ所、学校 2

ヶ所など、延べ 85 人に出張のケアを行ったほか、拠

点型の「こころの里」で 17 人にカウンセリングをし

ました。併せて、釜石市の学校の保護者や教職員約

20 人に対して、心のケアに関する講習会を開催し、

心のケアの重要性を認識いただきました。 

避難所生活が長期化する中、先の見えない丌安や喪

失したものの受け入れられなさに起因すると思われ
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る訴えがあるものの、「話すだけでもすっきりした」

と、変化を生むことができています。 
 

■難民支援協会×Civic Force 

難民ボランティアの派遣や、女性の保護（プロテク

ション）、被災外国人へのケアを継続しています。 

7 月は、難民 36 人を含む 112 人がボランティアとし

て陸前高田市で活躍しました。また、避難所 11 ヶ所

で 550 個の女性キットを配布したほか、女性が気軽

に集まり話ができる場作りをしました。そのほか、9

人の外国人を対象に、被災外国人が就労できるため

の、日本語教育の支援も進めています。 
 

■被災地 NGO 恊働センター×Civic Force 

海岸部における後方支援拠点を形成し、さらに被災

地自治体に対して、災害に強い町・地域づくりを政

策提言する取り組みを続けています。また、被災者

の生きがいしごと作り事業として「まけないぞう」

をテーマにした手作り製品の作成を、ほぼ毎日異な

る避難所を訪問して実施しています。 
 

■生活クラブやまがた生活協同組合×Civic Force 

被災地に対する支援拠点を山形県米沢市に形成する

とともに、福島原発事故に起因する避難者を効果的

に支援する活動を継続しています。 

7 月は拠点形成のための情報誌「ボラよね新聞」を月

5 回発行したほか、避難者が必要な物資を各品 10 円

で購入できる「10 円バザー」には、7,000 点以上の

物資を 300 人に提供することができました。さらに

福島からの避難者を 80 人分以上受け入れられる施

設を米沢スキー場内ペンション村に確保しました。 
 

■save the dog×Civic Force 

大震災ならびに福島原発事故により被災した犬の保

護と生活の回復を目指して、活動を続けています。 

7 月は、保護し里親に出している犬の生活状況のチェ

ックのほか、飼い主が見つからず里親に預ける里親

トライアルを 2 頭で実施しました。現在、9 頭を保

護し、所有者を探しながら生活回復を図っています。

また、計画退避地域の一部にあたる福島県飯舘村か

ら2頭の保護要請があり、これに対応する計画です。 

なお、ピースボートならびにオンザロードの 2 団体

との協働事業は、6 月末日で予定通り満了しました。

8 月初旬に外部専門家とともに終了時のモニタリン

グをしました。近日中にモニタリング報告書をホー

ムページで掲載してご報告する計画です。 

 

さらに、復興支援を目的とし、専門性、新規性があ

り、かつ地元の被災者コミュニティが参加する事業

を対象とする第二期事業を開始しました。1,000 万円

を上限とし、事前審査や中間モニタリング、終了時

モニタリング等を外部専門家とともに進めています。

現時点で確定している 3 団体をご紹介します。詳細

は追ってホームページ上でご報告します。 
 

■森は海の恋人×Civic Force 

気仙沼市舞根地区では、津波で 52 世帯のうち 45 世

帯の家屋が流され、住民の集団での高台移転が決定

しています。この被災後の新しいまちづくりのモデ

ル事業として、環境を軸にした持続可能なまちづく

りを模索します。自然環境体験学習のワークショッ

プやサマースクール、研究機関と連携した自然環境

調査のほか、地元住民主体の高台における新たなま

ちづくりの取組みを主導していきます。 
 

■地域再生プロジェクト×Civic Force 

気仙沼市の離島大島では、震災前まで本土側での移

動を確保するため、大島と本土側に各 1 台車を所有

している島民が多くいました。2 台とも津波に流され、

また新たに購入するめどがたっていない島民の移動

が特に制限されています。地域再生プロジェクトで

は、自動車を用意し、大島の被災者の生活の足を確

保する事業を開始します。 
 

■みんなのことば×Civic Force 

生演奏のクラシックコンサートで“聴く”“歌う”“演

奏に参加する”ことを通して、音楽の持つさまざま

な効果により、避難生活の中で感情の発散や未来へ

の希望を持つなど、精神的活力を取り戻す事業を開

始しました。すでに宮城県内では、南三陸町や気仙

沼市、岩手県宮古市や山田町などで地元コミュニテ

ィとともにコンサートを開催しています。 

 

今後はさらに地元団体への支援のみを目的とするパ

ートナー協働事業第三期を予定しています。 

 

きめ細やかで継続的な被災者ニーズへの対応 

＊企業間連携による社員ボランティアの派遣事業 
 

がれきの撤去は、道路や

私有地などの生活空間で

は徐々に進行しています。
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一方で、かつての観光名所だった砂浜や地域の農水

産業の拠点など、産業復興に欠かせない空間につい

ては、まだ行政の手が届いていません。産業復興に

むけて、Civic Force では、企業の社員ボランティア

を継続的に派遣するプログラムを富士ゼロックス株

式会社ならびに国連グローバルコンパクト事務局と

連携して構築し、運用を開始しています。夏休み後

は急激に減尐することが予測されつつ、いまだ高い

ニーズのあるボランティアを、複数企業が連携して、

継続的に派遣できるプログラムです。 
 

7 月 4 日～8 日にかけて、大島に 221 人の富士ゼロッ

クス株式会社新入社員がボランティアをしたほか、7

月 9 日～16 日には、化学メーカーJSR 株式会社から

121 人の社員がボランティア活動をしました。現在

は、8 月下旬の複数社によるパイロット派遣ならびに

9 月以降の派遣プログラムを調整中です。今後は、さ

らに企業の参加を受け付け、希望する企業と協業し

ながら活動を継続し、規模を拡大していく計画です。 

併せて、南三陸町や大島等においてボランティアが

生活する拠点を確保するため、エマージェンシーテ

ントを 1,200 張購入し、順次必要張数を配備してい

く計画です。 
 

新しい経済モデル「共益経済圏」の創出 

＊基金総額目標 5億円の基金構想始動 
 

Civic Force が主導する基金構想が始動しました。 

地域の復旧・復興にとって、いわゆる経済が速やか

に立ち上がることが丌可欠です。一方で、震災前か

らある地方経済の課題に加え、震災によってサプラ

イチェーンが途絶えている現状を考えると、旧来の

産業復興ではなく、新しい経済圏、経済モデルを構

築する必要があると考えます。地域経済に波及効果

のある中核事業を支援することで、「共益経済圏」を

構築すべく、金融の専門家や東北経済のキーパーソ

ンが集まり、第一号、第二号案件についての協議を

開始しています。できる限りすみやかに案件を決定

し、執行していく計画です。近日中に詳細をホーム

ページで公開します。 
 

寄付金執行状況と執行計画のご案内 
 

8 月 10 日時点で、約 4.9 万の個人と法人の皆さまか

ら、合計で約 10 億 4,000 万円のご寄付をいただいて

います。およそ 65％が個人、35％が法人からいただ

いています。改めて皆さまのご支援に御礼申し上げ

ます。 

7 月末日現在の執行済み確定金額をご報告申し上げ

ます。（ ）内は、執行予定金額を含む金額表示です。

執行予定金額とは、前金等で支払っている残額を含

む数値です。現在、執行済み確定金額の総計は、4

億 4,103万円で、執行予定総額は、5億 391万円です。 
 

事業 金額 

緊急支援物資の調達・配送 2 億 2,155 万円 

生活改善のための風呂設営 1,667 万円 

離島へのカーフェリー就航 1,900 万円 

パートナー協働事業 
5,546 万円 

（1 億 1,000 万円） 

多目的・稼動型拠点の提供 6,441 万円 

新しい地域産業の創出準備 
1,666 万円 

（2,500 万円） 

ボランティア受入用テント 3,654 万円 

事業共通の諸経費 1,074 万円 
 

寄付金の執行においては、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。 
 

今後の執行計画は、下記の通りです。 

引き続きパートナー協働事業を推進するために、約 1

億円、新しい地域経済圏を創出する基金事業に約 3

億円、ならびに事業共通の諸経費や、今後表出する

ことが想定される新規ニーズに柔軟に、かつ迅速に

対応するための予算を 1 億円確保しています。ただ

し、被災地ニーズが日々刻々と変化している上、資

金があるほどに活動規模は拡大できます。引き続き、

復興事業へのご支援、ご協力をお願いします。 
 

※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/civicforce  
 

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