
東日本大震災支援 3カ月報告書（2011/3/11－6/10） 

 

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 

 

 3月 11日の震災発生から 3カ月を経て、東

北・関東の各県ではいまなお 10 万人近くが

避難生活を送る一方、仮設住宅の建設、商

店や漁業の再開など、復興の槌音も聞こえ

始めています。 

ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）は震災の

直後に被災地に入り、被災者の状況やニー

ズの変化に合わせて、救援物資の配布を中

心とした緊急支援から復興を見据えた支援

へと、徐々に活動の重点を移してきました。４

月中旬には、内陸部の岩手県一関市に事務

所を開設し、中・長期にわたる支援の体制を整えました。 

 PWJの活動に対し、6月 10時点で 3，000件以上の個人・法人のみなさまから、3億 6千万円を超える

寄付をいただきました。この場をお借りして、心から御礼を申し上げます。 

 この報告書では、震災発生から 3 カ月間の活動の概要と、今後の支援の方針をお伝えします(受益者数

はいずれも 6月 10日現在)。 

 
 

●初動・緊急期の支援（発生直後から 4月上旬ごろまで） 

 

１． 初動調査 

 3月 11日の震災発生を受けて同日中に出動を決め、翌 12日から 13日にかけてヘリコプターを使った

現地調査を行いました。宮城県名取市、石巻市、気仙沼市周辺を上空および地上から視察し、避難所や

災害対策本部などで聞き取りを実施。その結果、津波の被害が大きく、アクセスの難しさが予想される気

仙沼市など三陸地方の沿岸部で支援の必要性が高いと判断し、スタッフの派遣を決めました。 
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津波と火災による被害 
（3月 21日、気仙沼市内で） 

上空から撮影した津波の被災地 

（3月 12日、名取市周辺で） 



２． 救援物資の配布 

 被災地がきわめて広範囲に及んだうえ、ガソリンなどの燃料が

丌足したことから、食料をはじめとする物資の供給に深刻な遅れ

が生じました。PWJ は、震災支援のパートナー団体である公益社

団法人 Civic Forceなどの輸送協力を受け、まず緊急救援物資の

配布に取り組みました。 

最初の物資配布は 3 月 14 日。ヘリで運んだパンや果物などを、

当初の支援拠点とした気仙沼中学校の避難所に届けました。16

日以降は、大型トラックで陸送した大量の食料、布団、毛布、衛生

用品、ストーブ、灯油などを連日、気仙沼市内の避難所などに配布。3 月 18 日には岩手県陸前高田市

と大船渡市、20日には宮城県南三陸町にも配布の範囲を広げました。 

これまでに配布した物資は約160トン、トラックにして40台分になります。PWJが独自に購入したものに

加え、多くの企業から物資の無償提供を受けました。 

 

○配布物資の内容 

分類 配布・提供した物資（主なもの） 

食料品 パン、アルファ米、果物、水、野菜ジュース、粉ミルク、コーヒー、蒲鉾、菓子など 

暖房用具 ストーブ、灯油、毛布・掛布団、介護用マット、マットレスなど 

衛生用品 マスク、おしりふき、タオル、生理用品、おむつ、簡易トイレ、洗濯洗剤など 

衣類 防寒具、おむつ、ジャージ、男女下着、Ｔシャツ、靴下など 

その他 緊急用テント、ガソリン、ポリタンク、ブルーシート、カセットコンロ＋ボンベなど 

 

○受益者数 

事業内容 受益者数 備考 

救援物資の配布 19,555人（気仙沼市 9,878人、陸
前高田市 5,158 人、南三陸町
3,848人、大船渡市 671人） 

気仙沼市はすべての登録避難所、その他の市町は
PWJ が物資を直接届けた登録避難所の避難者数
（いずれも 3月 31日時点）。 

 
 

３． その他の支援 
 
（１）衛星電話、携帯充電サービスの提供 

 電話が通じないため安否の連絡ができない被災者に対し、3月 16－

18 日の 3 日間、気仙沼中学校の避難所で衛星電話を開放しました。

水産加工場などで働いていて被災した外国人を含め、計 94人が利用

しました。また、停電が続くなかで発電機を使い、通話網が回復しつつ

あった携帯電話の充電サービスを提供しました。 
 

（２）医師による往診 

 気仙沼市災害対策本部との調整に基づき、支援が手薄だった離島の大島で 3月 20－21日、個人宅で

避難生活を送っている慢性疾患のお年寄りなどを、三浦市民病院(神奈川県)の協力で医師が往診しまし

た。症状や気づいた点などを、大島の避難所を担当している医療チームや災害対策本部に報告し、その

後のフォローに役立ててもらいました。 

 

 
 

衛生用品の配布（3月 17日、気仙沼市内の避

難所で） 

安否連絡のための衛星電話の開放（3 月
16日、気仙沼中学校の避難所で） 



（３）コーヒーの提供 

 南三陸町と気仙沼市の計 8カ所の避難所で、4月 7日から 10日にかけて、PWJが直輸入している東テ

ィモール産のフェアトレードコーヒー約1,000杯を被災者に提供しました。また、気仙沼中学校では3月21

日、ボランティアの生徒たちの協力で、お湯を注ぐだけで飲めるドリップバッグを配布しました。 
 

（４）仮設風呂の建設 

 津波で生じた廃材を含む地元の資材を活用し、大船渡市内の避難所で仮設風呂を建設しました。地元

の大工などと協力し、足りない資材は PWJが調達・提供しました。 

 

○受益者数 

事業内容 受益者数 備考 

衛星電話の開放、携帯充電
サービス 

約 194人（衛星電話 94人、
携帯充電約 100人） 

気仙沼市の気仙沼中学校避難所 

医師による往診 20人 気仙沼市の大島 

コーヒーの提供 約 1,000人 南三陸町、気仙沼市の避難所 8カ所 

仮設風呂の建設 120人 大船渡市の蛸浦漁村厚生施設避難所 

 
 

●中期的な復興に向けた支援（４月上旬ごろから） 

 

１． 仮設住宅入居者への生活用品の提供 

 今回の震災では、多くの人が津波で家財道具の一切を失いました。

避難所を出て生活を再建するには、衣類や台所用品を含む基本的

な生活用品を一からそろえなければなりませんが、被災者にとって

経済的な負担は小さくありません。 

PWJ は、仮設住宅への被災者の入居が始まったのに合わせ、陸

前高田市、大船渡市、釜石市など岩手県内11,000世帯の入居者に

4月 9日から生活用品を提供しています。品目は県や市町村、他の

援助団体との調整に基づき、家族構成に応じてきめ細かく選定。イオン株式会社の協力を得て調達し、ス

タッフやボランティアが世帯ごとに梱包して届けています。沿岸部の被災地から岩手県内陸部の 4市町の

公営住宅などに避難した世帯を含め、3,769世帯分の提供を終えました。 

 

※PWJが調達・提供している生活用品 

・世帯共通：シャンプー、せっけん、バスタオル、洗面器、やかん、鍋、フライパン、救急箱、時計など 

・個人向け：寝具(掛け・敷布団、枕、シーツ)、什器(皿、コップ、茶碗、汁椀、箸)、傘、歯ブラシなど 

 

○受益者数 

事業内容 受益者数 備考 

仮設住宅入居者への生活用
品の提供 

10,205人（3,769世帯） 陸前高田市、大船渡市、釜石市、住田町、北上市、
金ヶ崎町、花巻市 

 
 
 
 
 
 
 

仮設住宅に生活用品を届ける PWJスタッフら
（4月 30日、大船渡市内で） 



２． 子どもの遊び支援／心のケア 

 震災で多くの子どもが大切な家族や友人を亡くし、また、長引く避難生活で心身にストレスを抱えていま

す。心の傷を癒すため、PWJ は遊びや創作活動、スポーツなどを通じて子どもたちの丌安を和らげ、のび

のびと自我を表現できる機会を提供しています。 

まず4月6日から、子どもの遊び相手となるボランティアを気仙沼市

内の避難所に派遣するとともに、陸前高田市や石巻市を含む避難所、

学校など約40カ所におもちゃを届けました。4月7－20日には株式会

社スタジオジブリの協力で、気仙沼市、陸前高田市、大船渡市、南三

陸町の計 19カ所の避難所で「となりのトトロ」などジブリ映画の巡回上

映会を開催しました。 

学校再開後の5月には、気仙沼出身の認定アートセラピストをスタッフに迎え、週末に学校や避難所な

どを巡って遊びの場を提供する「アート＆スポーツキャラバン」を気仙沼市、陸前高田市で始めました。さ

らに避難所や仮設住宅で暮らす大人向けにも、長期化する避難生活に潤いをもたらすガーデニングキッ

トを提供しました。本や雑誌も約 35カ所の避難所に提供しました。 

  

 

学校の先生や保護者、ソーシャルワーカーなど、子どもに直接かかわる人を対象とした各種の研修を

行い、地域全体で長期的に子どもを支える環境づくりにも取り組んでいます。これまでに子どもと遊ぶボ

ランティア、気仙沼市内の中学校の先生などを対象に 4 回の研修を行い、今後も対象を広げて続けます。

さらに、小児科医やカウンセラーを避難所、仮設住宅などに派遣し、被災者がお茶を飲みながら、震災後

の子どもの様子などについての丌安や悩みを気軽に相談できる「お茶っこ相談所」も各地で開設していま

す。 

これらの活動は、米国の非営利団体 Mercy Corpsや Dougy Center とも連携して進めています。 

 

○受益者数 

事業内容 受益者数 備考 

おもちゃの配布 約 1,200人（避難所 40カ所） 気仙沼市、陸前高田市、石巻市 

スタジオジブリ巡回映画会 約 790人（避難所 19カ所） 気仙沼市、陸前高田市、大船渡市、南三陸町 

本や雑誌の配布 約 1,000人(避難所 35カ所) 気仙沼市、陸前高田市 

アート＆スポーツキャラバン 約 200 人（避難所、学校、仮設
住宅など約 10カ所） 

気仙沼市、陸前高田市 

ガーデニング活動 約 80人(主にお年寄り) 気仙沼市 

子どもの心にかかる研修 30人 気仙沼市 

 
 
 
 
 

ジブリ映画の巡回上映会 
（4月 15日、気仙沼市内の避難所で） 

アートキャラバンの車両（5月 13日） アートキャラバンの様子（5月 13日） 



３． 経済復興支援 

 被災地の復興には、打撃を受けた地域の産業を復活させ、経済の循環を取り戻すことが欠かせません。

PWJ は、地元の商工団体や漁協などと連携し、必要な物資の提供などを通じて商業や漁業の再開を支

援しています。 

 仮事務所で活動を再開した陸前高田商工会に対しては 4月下旬、ノ

ートパソコン、液晶テレビ、カラープリンター、スチール棚などの備品を

寄贈するとともに、事務所のインターネット環境を整えました。また、商

工会の会員が移動販売車による営業再開を希望したことから、商工

会を通じて車両などを提供。第１号の移動商店が 5 月 16 日に営業を

始めたほか、3 件の移動商店の支援が決まっており、さらに 6 件の追

加募集を開始しました。陸前高田市役所の要請を受け、避難所にいる

人たちが隣の大船渡市のショッピングセンターまで買い物に行くため

の無料バスの運行も支援しています。 

  

 

 

大船渡市では、移転先で活動を続けている大船渡商工会議所のインターネット環境を整えたほか、仮

設住宅に入居した人に、地元の商店で使える商品券を配布しています。6 月 10 日まで 701 世帯、1,311

人への配布を終えました。また、6月に始まるカツオの水揚げに備え、魚市場の受け入れ機能を整えるた

めの支援について大船渡商工会議所などと調整を始めました。 

南三陸町では、5月29日に開催された「復興市」に協力し、会場と避難所などを往復する送迎バスを提

供しました。また、漁業支援として、同町の歌津漁協、志津川漁協に対し、5月初旬から始まった海中のが

れき除去作業に必要な長ぐつ、雤合羽などを提供しました。その後も、海上に漂流している船を係留する

ためのロープ、海中作業に使う機材などを提供しています。また、活動拠点となる出張所を町内に開設し、

復興に向けた道筋を両漁協と話し合いながら、多くの組合員がいち早く経済的に自立するための支援策

を探っています。 

○受益者数 

事業内容 受益者数 備考 

商工団体への備品提供 職員 37人、会員企業 2,550社 陸前高田商工会、大船渡商工会議所 

移動販売支援 約 650人(1日平均 25人) 陸前高田市 

無料買い物バスの運行支援 1,032人 陸前高田市 

商品券の配布 1,311人（701世帯） 大船渡市 

復興市の送迎バス提供 約 10人 南三陸町 

長ぐつ、雤合羽などの提供 約 300人 南三陸町の歌津漁協、志津川漁協 

営業を始めた移動販売車 

（5月 16日、陸前高田市内で） 

運行を開始したおもいやりバス 
（5月 2日） 

商品券の配布の様子 
（5月 31日） 



 

●資金の活用 

PWJの活動に対し、6 月 10 日時点で 2,200 件以上の個人・法人のみなさまから 3 億 6 千万円を超え

る寄付をいただいたほか、多くの企業・団体のみなさまから物資やサービスを無償でご提供いただきまし

た。海外からも Peace Winds Americaなどを通じて多くの方から寄付をいただいています。物資やサービ

スをご提供いただいた企業・団体のリストは、こちら（http://peace-winds.org/jp/eq/about.html）をご覧く

ださい。寄付のほか、ジャパン・プラットフォームや米国の Mercy Corpsからの事業助成も受けています。 

 これらの寄付・助成を活用し、これまでに約 1 億 7,800 万円を救援物資などの購入費や活動経費として

支出しました。内訳は、初動の調査・緊急支援などに約 6,100 万円、仮設住宅などの入居者に対する支

援に約 8,000万円、子ども支援などに約 300万円、経済復興支援に約 3,400万円です。詳しい会計報告

は、のちほどホームページなどでお知らせします。 

 
 
 

●今後の活動予定 

 6月以降もPWJは、被災地の一日も早い復興に向け、一関事務所を拠点に岩手、宮城両県での支援活

動を続けます。当面は、引き続き①仮設住宅入居者への生活用品の提供②子どもの遊び支援／心のケ

ア③経済復興支援を活動の柱として想定しています。また、福島第一原発の事敀に伴う問題にも関心を

払っており、いわゆる風評被害で深刻な打撃を受けている福島県産の農産物の販売などを通じて支援に

取り組む予定です。 

 仮設住宅の建設は 8 月ごろまでがピークとなりますが、その後も雇用促進住宅や民間の借り上げ住宅

への被災者の入居が続く見通しです。PWJ の生活物資の提供もそれに合わせ、10 月ごろまで続ける予

定です。子どもたちに笑顔を届ける活動は、当面、来年 3 月ごろまで続ける予定で、その後は状況をみな

がら継続の必要性を判断します。仮設住宅などの入居者と近隣の住民とが協力・連携して子育てや地域

づくりに携われるような支援にも取り組みたいと考えています。経済復興支援のうち、商工団体や商店街

への支援については、政府や自治体の対応を見極めつつ、来年 3 月ごろまでをめどに、仮設店舗などに

よる商店の営業再開をサポートしていく方針です。漁協に対する支援も、政府の復興計画との調整が必

要ですが、養殖漁業などの再開に向けた取り組みを来年夏ごろまで支援する予定です。 

 PWJ は、中・長期的には被災した方々が主体となって地域の復興を進められるようにしたいと考えてお

り、ニーズの変化や他の支援団体の動向などもみながら、有効な支援の方策を探っていきます。引き続

きみなさまのご理解・ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

 
 

以上 
 

PWJ の東日本大震災支援の活動報告は、特設ホームページ（http://peace-winds.org/jp/eq/）でもご

覧いただけます。ブログ、Twitter、Facebookでも最近の活動状況を報告しています。 

ブログ http://ameblo.jp/pwj-touhoku/ 

Twitter http://twitter.com/#!/peacewindsjapan 

Facebook https://www.facebook.com/PWJPublicRelations 

 

http://peace-winds.org/jp/eq/
http://ameblo.jp/pwj-touhoku/
http://twitter.com/#!/peacewindsjapan
https://www.facebook.com/PWJPublicRelations


【これまでの主な活動経過】 

 

3月 11日 宮城県沖で大地震発生。対策会議で出動を決定 

3月 12日 初動調査を開始。ヘリコプターで宮城県名取市、石巻市、気仙沼市周辺を視察 

3月 13日 気仙沼市での支援を決定。緊急支援物資の調達と空路・陸路での輸送を開始 

3月 14日 気仙沼市内で支援物資の配布を開始 

3月 16日 気仙沼中学校の避難所で衛星電話の開放と携帯電話の充電サービスを開始（～18日） 

3月 18日 岩手県陸前高田市、大船渡市に活動範囲を拡大。支援物資の配布を開始 

3月 20日 宮城県南三陸町に活動範囲を拡大。気仙沼市の大島で医師による往診を開始（～21日） 

3月 28日 大船渡市で仮設風呂建設事業を開始（31日完成） 

4月 6日 子どもの遊びボランティアの派遣を開始 

4月 7日 ジブリ映画の巡回上映を開始（～20日）。南三陸町などでコーヒーの提供を開始（～10日） 

4月 9日 陸前高田市で仮設住宅、雇用促進住宅、市営住宅などの入居者への生活用品提供を開始  

4月 11日 一関事務所を開設 

4月 15日 避難所などにおもちゃ箱の配布を開始（おもちゃ箱はアート＆スポーツキャラバンでも使用） 

4月 21日 陸前高田商工会の仮事務所のインターネット環境を整備し、備品を提供 

4月 25日 無料買い物バス「おもいやりバス」が陸前高田市－大船渡市間で運行開始（6月末まで予定） 

4月 27日 海の瓦礫撤去に必要な物資（長靴、カッパ、手袋など）を南三陸町の漁協に提供 

4月 30日 大船渡市で仮設住宅などの入居者への生活用品提供を開始 

5月 2日 宮城県石巻市でおもちゃ箱を配布 

5月 5日 大島で、こどもの日のアートイベントを開催 

5 月 8 日 気仙沼市内の避難所でアート＆スポーツキャラバンを開始。岩手県釜石市で仮設住宅などの

入居者への生活用品提供を開始 

5月 9日 岩手県住田町で仮設住宅などの入居者への生活用品提供を開始 

5月 12日 気仙沼市、陸前高田市の避難所に雑誌や本の配布を開始 

5月 16日 陸前高田市で移動商店の第１号が営業を開始 

5月 17日 大船渡市で商品券の配布を開始（7月末までを予定） 

5月 18日 岩手県金ヶ崎町で仮設住宅などの入居者への生活用品提供を開始 

5月 21日 岩手県北上市で仮設住宅などの入居者への生活用品提供を開始  

5月 20日 南三陸町に漁業支援のための出張所を開設 

5 月 29 日 南三陸町で開催された福興市に送迎バスを提供。大島でお茶っこ相談会とアート＆スポーツ

キャラバンを実施 

6月 7日 陸前高田商工会で移動販売の希望者を追加公募。岩手県花巻市で仮設住宅入居者への生活

用品提供を開始 


