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これまでにジャパン・プラットフォームに寄せられた寄付とその使途について
総額：64億4,473万201円

★

これから活用する資金など

★2011年7月7日現在の入金額

10億8,097万2,068円

これまでの加盟NGOへの助成額

17%
43億6,375万8,133円

15%
「共に生きる」ファンドによる助成
10億円
（内、助成決定額
8,481万4,085円）

68%

すでに助成が決定した38事業の
合計額となっています。
3頁で支援分野別に金額を
報告しています。

10億円はファンドとして総額となります。
実際の助成額と団体については4頁を
ご覧ください。

地震発生以来、多くに方々からご支援いただきましたおかげで、
私たちジャパン・プラットフォームは
今日まで支援活動に取り組んでくることができました。
またまだ支援が必要とされています。
これからも、みなさまからのお力添えをお願いしたいとおもっております。
■■東日本大震災 募金受付口■■
三菱東京UFJ銀行 本店
普通 1354054
トクヒ）ジャパンプラットフォーム
■■■■■
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宮城におけるコーディネイト活動の具体的成果

2011年7月11日現在

ジャパン・プラットフォームは、被災者支援４者連絡会議、現地における三者による連絡会議などで、官民連携活動や、物資やサービス提供者と現
場ニーズのマッチング、支援分野別及び市町村における活動のコーディネイトなど、さまざまなことに取り組んで参りました。
炊き出し

仮設住宅

自衛隊、ボランティアセンター、NPOが
それぞれ行っている炊き出し活動について、
情報を共有し、地区毎の担当を割り振るこ
とにより、重複を避けるよう取り組みまし
た。
石巻市では、定期的に三者会議を実施する
ことで、行政、自衛隊、NPOで
約30,000食分（４月下旬時点）をカバー
しました。
気仙沼市では、自衛隊とNPOで役割分担
を決め、自衛隊は主に主食（米飯、味噌
汁）、NPO側は主に副食の提供を行うな
どの協力を実施しました。
在宅避難者の温食のニーズについて、三者
会議で情報共有を行い、対策を実施してい
ます。

仮設住宅に提供するスターターパック★
について、県とNPOで調整し、各市町ご
とに担当NPOを決めました。

担当NPOは各市町、企業とスターター
パックの調達、輸送、ボランティア支援
等に関して調整・実施をしました。

JAFSの活動より

★スターターパックとは、鍋やお皿、布
団など仮設住宅での生活に欠かせない日
用品一式のこと。

GWボランティア受け入れ

PWJの活動より

政府の被災者支援制度
政府による生活再建、事業再建のための
石巻市の復興支援協議会のHPでま
被災者支援制度をNPOが被災者に紹介
とめられている支援制度のリンク
しました。また、被災者支援制度につき、
NPOが被災者から聞き取った疑問点や
ニーズを行政と議論、疑問点解消や制度
改善により、制度の活用を促しています。

GW期間中のボランティア・センター
におけるボランティア受け入れにつき、
四者会議で協議し、県、NPO、
企業から市町社協に応援人員を提供し、
受け入れ態勢を強化しました。
気仙沼市、女川町、石巻市、東松島市
にNPOから応援人員を派遣し、ボラン
ティア・バスの受け入れ態勢を整えま
した。

宮城県内の11市町において、スターター
パック約23,000セットを仮設住宅へ提
供中です。

NICCOの活動より

石巻市ではNGO/NPOが運営する復興
支援協議会のHPで支援制度のリンクを
とりまとめ、掲示しています。
漁業に関する再建支援制度について、
NPO側が疑問点を行政に直接質問し、
明確化しました。
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これまでに助成した支援活動について（JPF参加NGO対象のみ）
初動・ニーズ調査

地域復興支援

1,424万6,165円
8件
本格的な支援のため
の調査など

Civic Force
災害人道医療支援会
日本レスキュー協会
日本国際民間協力会
ピースビルダーズ
ピースウィンズ・ジャパン
SEEDS Asia

9億6,812万4,061円
4件

難民を助ける会
パレスチナ子どものキャンペーン
アジア協会アジア友の会
ジェン
日本国際民間協力会

清掃、瓦礫撤去
ボランティアコーディネート
避難所運営
障がい者、高齢者支援
子どもの心理社会的サポート
など

教育支援

3億9,285万9,890円
学用品の配布
就学環境の整備
スクールバスの整備
など

2011年7月11日現在

3件国境なき子どもたち
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
シャンティ国際ボランティア会
食糧・物資支援

医療・公衆衛生支援

26億2,945万8,669円

2億1,404万9,989円
3件

15件
災害人道医療支援会
日本国際民間協力会

医療支援、巡回診療
害虫等の防除作業
など

その他

炊き出し、
栄養改善のための食事の調理・配給
物資配布
仮設住居等への入居時生活物資配布
など

情報収集・IT支援

5,545万9,400円
2件
外国人・女性被災者
に対する法的支援な
ど

難民支援協会

難民を助ける会
ADRA Japan
ブリッジ エーシア ジャパン
パレスチナ子どものキャンペーン
ICA文化事業協会
アジア協会アジア友の会
難民支援協会
ジェン
国境なき子どもたち
パルシック
ピースウィンズ・ジャパン

8,955万9,959円
2件
被災者の情報ネット
ワーク構築など

BHNテレコム支援協議会
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「共に生きる」ファンドについて

2011年7月11日現在

東日本大震災の被災者の方々の「自立」「共生」「こころ」を支えることを目指し、東日本大震災の支援活動のため
JPFへお寄せいただいた寄付金を財源として、支援活動に共に取り組む団体(非営利団体)をサポートさせていただく
ことになりました。それが「共に生きる」ファンドです。http://www.japanplatform.org/area_works/tohoku/ngo.html
既に第1～３回の応募期間が終了し、第4回は7/13～7/20が受付期間となっております。

第
1
回

ホップの森

¥6,500,000 イベント開催

遠野山 里 暮らしネットワーク

¥4,600,000 福島県内での野菜の買い上げと被災地への輸送

地球市民ACT

¥1,540,000 ワークショップ開催、災害ボランティア育成、炊き出し

市民活動センター神戸

¥3,000,000 情報収集、地元N POとのネットワーク構築、提言及び情報発信

シーズ 市民活動を支える制度とつくる会

¥6,527,000 集

情報環境コミュニケーションズ

¥5,000,000 I T支援

POSSE

¥5,000,000 仮設住宅への移転の支援

NPO愛知ネット

避難所等へのインターネット接続環境の提供、ボランティアセンターへの

¥10,000,000 イベント開催

中越防災安全推進機構

¥6,929,000 広田半島の復興に向けた体制・ネットワークづくり

森のライフスタイル研究所

¥5,120,000 海岸保安林の復旧整備、復旧整備された場所への植樹

国際支援地球村
第
2
回

支援制度に関する情報収集、分析、整理からW e b サイトを通じた情報収

¥997,960 交通手段のない老人世帯等への買物代行

アットマークリアスNPOセンター

¥4,331,925 被災した商店街の再建・復興

パーソナルサポートセンター

¥8,350,000 仮設住居入居者への暮らし再建支援

石巻災害復興支援協議会
日本社会福祉士会
ピースボート災害ボランティアセンター
第3回 温真会 中士幌児童ステーション

¥918,200 寝具の乾燥・交換
¥5,500,000 被災地の地域包括支援センター等へ社会福祉士を継続的に派遣
¥10,000,000 炊き出し、キッチンシステムの購入、飲食店の修理改装
¥500,000 岩手県を中心に子育て支援を実施
※助成確定分のみ。審議継続案件を除く。
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東日本大震災被災者支援：事業展開（JPF参加NGOのみ）

2011年7月11日現在

KnK （国境なき子どもたち）

BHN（BHNテレコム支援協議会）

初動調査、物資配布＠岩手県沿岸部（3/25～4/12）

通信インフラ整備、物資配布＠岩手（3/22～8/21）

事業終了

緊急教育支援＠岩手県沿岸部（4/21～7/26）

飯舘村被災者支援情報ネットワーク（6/23～12/22）

事業実施中

PWJ （ピースウィンズ・ジャパン）
初動調査、避難所設置＠岩手、宮城（3/12～3/25）

JAR （難民支援協会）

仮設住宅支援＠陸前高田、大船渡、釜石（4/30～10/29）

初動調査＠岩手（3/19～3/21）
外国人被災者への支援・保護（3/30～6/7）

BAJ （ブリッジ エーシア ジャパン）

外国人被災者支援、ボランティア派遣等

食事調理と配給＠岩手・大船渡、陸前高田（5/20～8/19）

（6/8～12/7）

CCP （パレスチナ子どものキャンペーン ）
SCJ （セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）

初動調査、物資配布＠岩手県沿岸部（3/21～4/11）

学用品の配布＠岩手、宮城（6/8～9/7）

心理社会的サポート、避難所運営支援、物資配布（4/15～9/14）
JAFS （アジア協会アジア友の会）

JEN （ジェン）

初動調査、炊き出し＠南三陸町、気仙沼（3/20～3/28）

初動調査、物資配布＠石巻（3/12～3/19）

炊き出し、物資配布、足湯提供＠南三陸町（3/29～5/12）

瓦礫等撤去＠石巻管区（4/30～10/29）

物資配布、情報紙作成、子どもサポート＠南三陸町（6/17～9/27）

生活必需品配布＠石巻（5/23～11/22）

（3/12～3/14）
PARCIC （パルシック）

初動調査＠岩手・陸前高田、宮城・名取（3/12～3/20）

物資配布＠宮城・石巻市周辺

医療支援、物資・トイレ・通信の提供＠陸前高田、名取、岩沼（3/22～4/25）

（3/30～5/31）

ペストコントロール＠気仙沼、陸前高田、大船渡、その他沿岸部13市町村（6/3～12/2）

PB （ピースビルダーズ）
初動調査、物資配布＠岩手、福島
（3/24～4/17）

AAR （難民を助ける会）
初動調査及び物資配布＠岩手、宮城、福島（3/13～3/26）
生活必需品配付＠福島県（5/26～11/25）

初動調査＠岩手、宮城

NICCO （日本国際民間協力会）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄによる炊き出し、清掃・がれき撤去＠陸前高田市、気仙沼市（4/26～7/25）

ADRA （アドラ ジャパン）

CF （シビックフォース）

SEEDS （SEEDS Asia）

生活必需品配付＠福島県（5/20～11/19）
障害者・高齢者支援＠岩手、宮城、福島（6/1～12/31）

初動調査＠岩手、宮城
©2010Google

（4/1～4/5）

HuMA （災害人道医療支援会）

ICA （ICA文化事業協会）

JRA （日本レスキュー協会）

SVA（ｼｬﾝﾃｨ国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会）

初動調査＠宮城（3/17～3/21）

初動調査、物資配布＠宮城、福島（3/18～3/31）

被災者捜索、救出救助＠岩手（3/15～3/24）

文具配布＠気仙沼市（4/15～5/15）

医療支援、医薬品提供（3/22～4/30）

物資配布、ワークショップ（4/6～5/15）

犬引取り、預かりニーズ調査＠岩手、宮城（4/10～4/15）
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東日本大震災被災者支援：対応計画（JPF参加NGOのみ）
区分

発災日、出動発議

期間

2011年3月11日

JPF物資
ﾏｯﾁﾝｸﾞ

初動調査・対応
2011年3月12日～6月11日

日数

緊急対応

復旧・復興

6月12日～（状況に応じて判断）

（状況に応じて判断）

3ヶ月間

政府

財
源

2011年7月11日現在

3ヶ月間＋α

-

民間

¥4,363,758,133

NGO活動

支援事業
(AAR)
難民を助ける会

✔

初動調査、物資配布

東日本大震災被災地域における障害者・高齢者支援事業

¥7,006,920

¥366,105,032
福島県浜通り相双地域6市町村被災者に対する生活必需品の配布事業
¥669,334,018

(AD RA)
AD RA J a pa n

福島県6市町村の被災者に対する生活必需品支援事業

✔

¥632,986,000

(BAJ )

岩手県大船渡市と陸前高田市における栄養改善ための食事の調理と配給

ブリッジ エーシア ジャパン

¥23,770,000
通信インフラ整備、物資配布
¥42,019,411

(BH N )

飯舘村被災者支援情報ネットワーク

BH N テレコム支援協議会
(CARE)
ケア・インターナショナル・ジャパン
(CCP)
パレスチナ子どものキャンペーン
(CF)
Civic Fo rce

¥47,540,548
✔
✔
✔

調査、物資配布

子どもへの心理社会的サポート、避難所運営支援

¥5,889,955

¥120,162,700

初動調査
¥3,000,000

(EW BJ )
国境なき技師団
(GN J P)
グッドネーバーズ・ジャパン

大槌町漁協復興支援

✔

¥90,000,000

(H FH J )
ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン

（H ID A)
ホープ・インターナショナル開発機構

✔

(H uMA)

初動調査

医療支援

災害人道医療支援会

¥972,920

¥24,962,980

(ICA)
ICA文化事業協会
(J AFS )
アジア協会アジア友の会
(J AR)
難民支援協会

✔
✔
✔

初動調査、物資配布

物資配布

¥2,998,480

¥20,980,700

初動調査、炊き出し

炊き出し、物資配布、足湯提供

¥3,439,160

¥17,281,800

生活物資配布及び情報紙発行、子どもケア
¥31,039,060

初動調査、物資配布

外国人被災者支援

外国人被災者等の災害弱者支援、ボランティア派遣

¥553,400

¥7,554,200

¥47,905,200

(J CF)
日本チェルノブイリ連帯基金
石巻管区における瓦礫等撤去事業

初動調査、物資配布

(J EN )
ジェン

✔

¥1,955,500

¥380,031,900
石巻市応急仮設住宅 供給物品配布事業
¥663,150,900

(J RA)

被災者捜索・救助

ニーズ調査

日本レスキュー協会

¥676,500

¥474,800

(J RCS )
日本赤十字社
(KnK)
国境なき子どもたち

✔

物資配布・初動調査

岩手県沿岸部における緊急教育支援

¥1,968,292

¥198,331,465
岩手県沿岸部における緊急教育支援２
¥18,346,269

(N ICCO)
日本国際民間協力会

✔

初動調査

医療支援、物資配布、トイレ・通信提供

ボランティアコーディネートによる炊き出し及び清掃・がれき撤去

¥2,485,065

¥22,945,430

¥70,785,369
専門家による害虫等の発生監視と防除作業
¥166,141,579

(PARCIC)
パルシック
(PB)
ピースビルダーズ
(PLAN )
プラン・ジャパン
(PW J )
ピースウインズ・ジャパン

物資配布

✔
✔

¥13,010,000
初動調査
¥3,000,000

✔
✔

初動調査、避難所設置

岩手県仮設住宅等への入居世帯に対する生活物資支援

¥2,910,180

¥565,133,544

(S CJ )

宮城・岩手の被災児童生徒のための就学環境整備事業

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

¥188,466,449

(S EED S )

初動調査

S EED S Asia

¥726,700

(S VA)
シャンティ国際ボランティア会
(W VJ )
ワールド・ビジョン・ジャパン

✔

文具配布
¥6,061,976

✔

(JPF)
ジャパン・プラットフォーム事務局

調整活動

（注）各団体、自己資金等でも活動している。
申請中

事業実施中

事業終了

助成合計額
申請中の合計

¥4,363,758,133
¥108,346,269
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