東日本大震災

被災者支援の進捗報告
2011年１１月１１日現在（８ヶ月後）

特定非営利活動法人ジャパン･プラットフォーム
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル266区
info@japanplatform.org
TEL 03-5223-8891
FAX 03-3240-6090

東北事務所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービル18F

TEL 022-399-7997

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
これから活用する資金など

総額：67億164万7,320円

★

★2011年10月31日現在の入金額

6億7,860万9,774円

10%

「共に生きる」ファンド
による助成

15%
75%

これまでの
加盟NGOへの助成額

10億円
50億2,303万7,552円

（内、助成決定額
2億6,898万8,108円）

すでに助成が決定した50事業の
合計額となっています。
2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。
＜これまでの助成決定額＞
第1回：4,216万7,000円
第2回：5,788万7,133円
第3回：6,852万6,211円
第4回：6,257万3,495円
第5回：3,783万4,269円

（8件）
（10件）
（9件）
（14件）
（７件）

現在第6回申請分審査中です。

被災地では、

日に日に厳しい冬が近づいてきています。
寒さ対策をはじめ
日々変わっていく

支援ニーズに対応するためにも
引き続きお力添えを賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。
■■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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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

10億8,658万4,110円

難民を助ける会
パレスチナ子どものキャンペーン
国境なき技師団
グッドネーバーズ･ジャパン
アジア協会アジア友の会
ジェン
日本国際民間協力会
パルシック

8件

教育支援

4億1,598万6,634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11月11日現在

5件 国境なき子どもたち
ピースビルダーズ
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

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
漁協復興支援
ワカメ加工支援
など

食糧・物資支援

医療・公衆衛生支援

31億2,739万937円

2億1,404万9,989円
医療支援、巡回診療
害虫等の防除作業
など

3件
災害人道医療支援会
日本国際民間協力会

その他

情報収集・IT支援

6,586万2,900円
外国人・女性被災者
に対する法的支援な
ど

19件

1億156万6,817円
3件

3件

難民支援協会
ジャパン・プラットフォーム

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
在宅被災者への食事支援
放射能対策物資の配布
弱者向け食事提供
など

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
日本国際民間協力会
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

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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東日本大震災被災者支援：事業展開（JPF参加NGOのうちJPF助成分）

2011年11月11日現在
事業終了

RJP （日本リザルツ）

BAJ （ﾌﾞﾘｯｼﾞ ｴｰｼｱ ｼﾞｬﾊﾟﾝ）

GNJP （グッドネーバーズ・ジャパン）

生活・事業再建に関する専門家等の出張形式の相談会

事業実施中

食事調理と配給＠岩手・大船渡、

漁協復興支援＠大槌町（7/25～1/24）

＠釜石、遠野、陸前高田、大槌町、住田町（10/17～1/16）

陸前高田（5/20～10/4）

CCP （パレスチナ子どものキャンペーン ）

CF （シビックフォース）

JAR （難民支援協会）

初動調査、物資配布＠岩手県沿岸部（3/21～4/11）

初動調査＠岩手、宮城（3/12～
3/14）

初動調査＠岩手（3/19～3/21）

心理社会的サポート、避難所運営支援、物資配布（4/15～11/30）

外国人被災者への支援・保護（3/30～6/7）
外国人被災者支援、ボランティア派遣等
（6/8～12/7）
BHN（BHNテレコム支援協議会）

PARCIC （パルシック）

初動調査＠宮城（3/17～3/21）

物資配布＠石巻市周辺(3/30～5/31)

医療支援、医薬品提供（3/22～
4/30）

在宅被災者生活支援＠石巻市街(9/1～1/31)

JRA （日本レスキュー協会）

十三浜ワカメの加工支援事業(10/20～3/31)

被災者捜索、救出救助＠岩手

通信インフラ整備、物資配布＠岩手(3/22～9/18)

（3/15～3/24）

JEN （ジェン）

飯舘村被災者支援情報ネットワーク(6/23～12/22)
臨時災害放送難聴地域解消＠山元町、亘理町
（9/28～12/28）
ADRA （アドラ ジャパン）

HuMA（災害人道医療支援会）

初動調査、物資配布＠石巻(3/12～3/19)

犬引取り、預かりニーズ調査＠
岩手、宮城（4/10～4/15）

瓦礫等撤去＠石巻管区（4/30～10/29）

PB （ピースビルダーズ）

生活必需品配布＠石巻（5/23～11/22）

初動調査、物資配布＠岩手、福
島（3/24～4/17）

生活必需品配付＠福島県(5/26～11/25)

NICCO （日本国際民間協力会）

生活必需品配付(福島県外避難者向け)

初動調査＠岩手・陸前高田、宮城・名取（3/12～3/20）

学校教育を通じた福島県避難
者への支援（8/17～9/25）

(9/20～1/26)

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）

SCJ（ｾｰﾌﾞ･ｻﾞ･ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）

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、気仙沼(4/26～10/16)

学用品の配布＠岩手、宮城(6/8
～9/30）

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)
社会的弱者の被災者向け越冬支援のための食事提供＠気仙沼、大島(10/26～3/31)

SEEDS （SEEDS Asia）
初動調査＠岩手、宮城（4/1～4/5）

AAR （難民を助ける会）

SVA（ｼｬﾝﾃｨ国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会）

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（5/20～11/19）
障害者・高齢者支援＠岩手、宮城、福島（6/1～12/31）
©2010Google

生活必需品配付(福島県外避難者向け)(10/5～1/4)

文具配布＠気仙沼市（4/15～5/15)
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）
仮設住宅支援＠陸前高田、大船渡、釜石（4/30～10/29）

JAFS （アジア協会アジア友の会）

KnK （国境なき子どもたち）

ICA （ICA文化事業協会）

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＠岩手県沿岸部（3/25～4/12）

初動調査、物資配布＠宮城、福島（3/18～3/31）

炊き出し、物資配布、足湯提供＠南三陸町（3/29～5/12）

緊急教育支援＠岩手県沿岸部（4/21～7/26）

物資配布、ワークショップ（4/6～5/15）

物資配布、情報紙作成、子どもサポート＠南三陸町（6/17～9/27）

緊急教育支援２＠岩手県沿岸部（7/15～9/13）

福島北部沿岸被災者への放射能対策物資配布(8/12～9/25)

東日本大震災被災者支援：対応計画（JPF参加NGOのみ）

2011年11月11日現在

対応期間：3年間を想定（複数年対応）
区分

発災日、出動発議

期間

2011年3月11日

下表の事業費は助成額に基づいた額です
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

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

3ヶ月間＋α

政府

財
源

緊急対応

-

民間

¥5,022,687,552

NGO活動

支援事業

(A A R )

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

✔

難民を助ける会

¥669,334,018
福島県被災者に対する生活必需品の配布事業
¥131,378,838
福島県6市町村の被災者に対する生活必需品支援事業

(A D R A )

¥632,986,000

✔

A D R A J a pa n

福島県の県外避難者に対する生活必需品支援
¥317,762,000

(BA J )

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

¥47,540,548
宮城県山元町・亘理町の臨時災害放送難聴地域解消事業
¥12,006,858

(CA R E)

✔

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

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)

大槌町漁協復興支援

✔

グッドネーバーズ・ジャパン

¥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 A FS )

✔

アジア協会アジア友の会
(J A R )

✔

難民支援協会

初動調査、物資配布

物資配布

¥2,998,480

物資配布

¥20,980,700

¥5,345,460

初動調査、炊き出し

炊き出し、物資配布、足湯提供

生活物資配布及び情報紙発行、子どもケア

¥3,439,160

¥17,281,800

¥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

(J EN )
ジェン

✔

初動調査、物資配布

石巻管区における瓦礫等撤去事業

¥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 R A )

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 R CS )
日本赤十字社
(K nK )

✔

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

¥18,241,744

(N ICCO)

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

✔

日本国際民間協力会

¥166,141,579
社会的弱者への越冬食事支援
¥27,832,190

(PA R CIC)

✔

パルシック

物資配布

石巻市街地の在宅被災者の生活支援

¥13,010,000

¥15,613,780
十三浜ワカメの加工支援事業
¥20,583,420

(PB)

✔

ピースビルダーズ
(PL A N )

初動調査

学校支援

¥3,000,000

¥4,885,000

✔

プラン・ジャパン
(PW J )

✔

ピースウインズ・ジャパン

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

(R J P)

生活・事業再建に関する専門家等出張形式相談会

日本リザルツ

¥7,876,629

(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 )

✔

S EED S A sia
(S V A )

初動調査
¥726,700
文具配布

✔

シャンティ国際ボランティア会
(W V J )

¥6,061,976

✔

ワールド・ビジョン・ジャパン

東日本大震災における海外からの支援に関する調査事業

(JPF)
ジャパン・プラットフォーム事務局

¥7,403,500
調整活動

（注）各団体、自己資金等でも活動している。

民間財源：

6,701,647,326

円（10月３1日現在）

事業実施中

事業終了

助成合計額

¥5,022,687,552
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「共に生きる」ファンドについて

2011年11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1～6回の応募期間が終了し、現在第6回申請分の審議中となります。

第1回助成額：¥42,167,000

第2回助成額：¥57,887,133

団体名

第

第3回助成額：¥68,526,211

助成金額

事業概要

森のライフスタイル研究所

¥9,984,400

海岸保安林の復旧整備、復旧整備された場所への
植樹

夢ネット大船渡

¥4,926,500

仮設住宅パトロール隊の編成と巡回の実施。地域
コミュニティ情報誌の発行

¥10,115,000

移動販売車・仮設店舗を営業することによる被災
商業者の復興と、地域コミュニティ再生・維持支
援

石巻災害復興支援協議会

¥1,016,500

いしのまき大漁祭りの台地愛として、復興市を開
催するためのサポート

テラ・ルネッサンス

¥7,791,869

刺し子製作指導・製作会・製品販売ルート整備

日本カーシェアリング協会

¥1,000,000

仮設住宅のカーシェアリング

遠野まごごろネット

¥3,000,000

仮設住宅交流・見守り・生業支援のため「まごご
ろの郷」整備

アットマークリアスＮＰＯサポートセンター

5
回

第4回：¥62,573,495

※11月11日現在で承認された案件のみとなります
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東北地方太平洋沖地震
助成額リスト
申請団体（*申請順）

事業名

事業期間

契約額

2 日本国際民間協力会（NICCO)

東北地方太平洋沖地震の被災状況・ニーズ調査と緊急物資配 2011/3/12 － 2011/3/19
布
2011/3/12 － 2011/3/20
東北地方太平洋地震被災者支援のための初動調査

3 ピースウインズ・ジャパン（PWJ）

調査および被災者支援

1 ジェン（JEN)

¥

1,955,500

¥

2,485,065

2011/3/12 － 2011/3/25

¥

2,910,180

2011/3/12 － 2011/3/14

¥

3,000,000

2011/3/13 － 2011/3/26

¥

7,006,920

2011/3/17 － 2011/3/21

¥

972,920

6 災害人道医療支援会（HuMA）

東北地方太平洋地震による宮城県周辺の被災者地域の方々
への避難所運営支援の初動対応調査
東北地方太平洋沖地震被災者に対する緊急支援物資の配布
事業
東北地方太平洋沖地震被災者支援のための初動調査

7 日本レスキュー協会（JRA)

地震被災者の捜索および救出救助にかかる事業

2011/3/15 － 2011/3/24

¥

676,500

8 ICA文化事業協会（ICA）

東北地方太平洋沖地震被災者の初動調査及び物資配布

2011/3/18 － 2011/3/31

¥

2,998,480

9 アジア協会アジア友の会（JAFS)

東北地方太平洋沖地震被災者支援のための初動調査及び炊
き出し事業

2011/3/20 － 2011/3/28

¥

3,439,160

10 難民支援協会（JAR)

仙台市およびその周辺地域における、外国人被災者の現状お
2011/3/19 － 2011/3/21
よび支援ニーズ把握のための初動調査

¥

553,400

2011/3/22 － 2011/4/30

¥

24,962,980

2011/3/22 － 2011/9/18

¥

42,019,411

2011/3/21 － 2011/4/11

¥

5,889,955

2011/3/21 － 2011/4/25

¥

22,945,430

2011/3/25 － 2011/4/12

¥

1,968,292

4 シビック・フォース（CF)
5 難民を助ける会（AAR)

11 災害人道医療支援会（HuMA）
12 BHNテレコム支援協議会（BHN）
13 パレスチナ子どものキャンペーン（CCP）

東北地方太平洋沖地震被災者に対する医療支援事業
東北地方太平洋沖地震被災地被災者情報通信・医療等支援
事業
子ども緊急支援のための初動ニーズ調査（心理社会的サポー
ト）及び生活物資配布事業

15 国境なき子どもたち（KnK）

岩手県及び宮城県における保健医療支援と避難所生活改善
事業
東北地方地震被災者に対する緊急物資配布および初動調査

16 ピースビルダーズ（PB)

沿海部被災者の生活再建促進支援に向けた調査と緊急対応

2011/3/24 － 2011/4/24

¥

3,000,000

17 難民支援協会（JAR)

東北太平洋沖地域における外国人被災者、災害弱者及び法
的アクセス困難者に対する支援・保護事業

2011/3/30 －

2011/6/7

¥

7,554,200

18 パルシック（PARCIC）

避難民生活支援事業

2011/3/29 － 2011/5/31

¥

13,010,000

19 アジア協会アジア友の会（JAFS)

東北地方太平洋沖地震被災者支援のための炊き出し、及び日
2011/3/29 － 2011/5/12
用品配布、足湯事業

¥

17,281,800

20 SEEDS Asia(SEEDS)

東北地方太平洋沖地震被災者支援のための初動調査事業

2011/4/1

－

2011/4/5

¥

726,700

21 ICA文化事業協会（ICA）

東北地方太平洋沖地震被災者の避難所及び仮設住宅への物
資配布

2011/4/6

－ 2011/5/15

¥

20,980,700

22 日本レスキュー協会（JRA)

宮城・岩手の保健所、愛護センターや愛護団体などに保護され
2011/4/10 － 2011/4/15
ている犬の引き取り・一時預かりニーズの調査

¥

474,800

23 パレスチナ子どものキャンペーン（CCP）

生活支援によるコミュニティエンパワメントと子どもサポート

2011/4/12 － 2011/11/30 ¥

120,162,700

24 シャンティ国際ボランティア会（SVA）

東日本大震災被災における子ども支援（文具配布）

2011/4/15 － 2011/5/15

¥

6,061,976

25 ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）

岩手県仮設住宅等への入居世帯に対する生活物資支援

2011/4/20 － 2011/10/29 ¥

565,133,544

26 国境なき子どもたち（KnK）

岩手沿岸部における緊急教育支援

2011/4/21 － 2011/7/26

¥

198,331,465

27 日本国際民間協力会（NICCO)

岩手県及び宮城県における一般および専門家ボランティア・
コーディネートによる炊き出しと清掃、がれき撤去

2011/4/26 － 2011/10/16 ¥

70,785,369

28 ジェン（JEN)

石巻管区における瓦礫等撤去事業

2011/4/30 － 2011/10/29 ¥

380,031,900

29 ジェン（JEN)

石巻市応急仮設住宅 供給物品配布事業

2011/5/23 － 2011/11/22 ¥

663,150,900

30 難民を助ける会（AAR)

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
2011/5/20 － 2011/11/19 ¥
配付事業

669,334,018

31 ADRA Japan (ADRA)

福島県の被災者に対する生活必需品支援事業

2011/5/26

- 2011/11/25 ¥

632,986,000

32 ブリッジ エーシア ジャパン（BAJ）

岩手県大船渡市と陸前高田市における栄養改善の為の食事
調理と配給事業

2011/5/20

-

¥

23,770,000

33 難民を助ける会（AAR)

東日本大震災被災地域における障害者・高齢者支援（施設修
繕、物資配付、調整会議の開催）

2011/6/1

- 2011/12/31 ¥

366,105,032

34 日本国際民間協力会（NICCO)

専門家による害虫等の発生監視と防除作業

2011/6/3

-

2011/12/2

¥

166,141,579

35 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（SCJ)

宮城・岩手の被災児童生徒のための就学環境整備事業

2011/6/8

-

2011/9/30

¥

188,466,449

¥

47,905,200

¥

31,039,060

¥

47,540,548

¥

18,241,744

14 日本国際民間協力会（NICCO)

2011/10/4

39 国境なき子どもたち（KnK）

岩手県中南部、宮城県北部における外国人、女性等の災害弱
2011/6/8 － 2011/12/7
者のプロテクション、法律相談、および在日難民を含むボラン
ティア派遣事業
東日本大震災被災者支援のための生活物資配布及び情報誌
2011/6/17 － 2011/9/27
発行、子どもサポートプログラム事業
飯舘村被災者支援情報ネットワーク（「までいかえるネット」）事
2011/6/23 － 2011/12/22
業
2011/7/15 － 2011/9/13
岩手県沿岸部における緊急教育支援事業2

40 グッドネーバーズ・ジャパン（GNJP)

岩手県上閉伊郡大槌町漁協復興支援事業

2011/7/25 － 2012/1/24

¥

90,000,000

41 ICA文化事業協会（ICA）

福島県北部沿岸被災者への放射能対策物資の配布

2011/8/12 － 2011/9/25

¥

5,345,460

42 ピースビルダーズ（PB)

学校教育を通じた福島県避難者への支援

2011/8/17 － 2011/9/25

¥

4,885,000

43 パルシック（PARCIC）

石巻市街地の在宅被災者の生活支援

2011/9/1

－ 2012/1/31

¥

15,613,780

44 ADRA Japan (ADRA)

福島県の県外避難者に対する生活必需品支援

2011/9/20 － 2012/1/26

¥

317,762,000

45 BHNテレコム支援協議会（BHN）

宮城県山元町・亘理町の臨時災害放送難聴地域解消事業

2011/9/28 － 2011/12/28 ¥

12,006,858

46 JPF事務局

東日本大震災における海外からの支援に関する調査事業

2011/10/1 － 2012/3/31

¥

7,403,500

47 難民を助ける会（AAR)

福島県被災者に対する生活必需品の配付事業

2011/10/5 －

2012/1/4

¥

131,378,838

48 日本リザルツ（RJP）

生活・事業再建に関する専門家等の出張形式の相談会

2011/10/17 － 2011/1/16

¥

7,876,629

49 日本国際民間協力会（NICCO)

社会的弱者の被災者に対する越冬支援のための食事提供

2011/10/26

2012/3/31

¥

27,832,190

50 パルシック（PARCIC）

十三浜ワカメの加工支援事業

2011/10/20 － 2012/3/31

¥

20,933,420

¥

5,023,037,552

36 難民支援協会（JAR)
37 アジア協会アジア友の会（JAFS)
38 BHNテレコム支援協議会（BHN）

計

