東日本大震災

被災者支援の進捗報告
2011年12月12日現在（9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：67億1,217万2,644円

★

★2011年11月30日現在の入金額

4億5,121万4,249円

7%

「共に生きる」ファンド
による助成

これまでの
加盟NGOへの助成額

15%

52億6,095万8,395円

10億円
（内、助成決定額
3億2,419万4,471円）

78%

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：4,196万7,863円
第2回：5,788万7,133円
第3回：6,852万6,211円
第4回：6,842万3,495円
第5回：5,583万4,269円
第6回：3,155万5,500円

（8件）
（10件）
（9件）
（15件）
（8件）
（8件）

すでに助成が決定した55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。

まもなく、
年の瀬、そして新年がやってまいります。

少しでも希望をもって
新しい年をむかえることができるよう
ご支援のほど
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

12億2,658万2,353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
ブリッジ エーシア ジャパン

11件

教育支援

4億5,970万9,434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12月12日現在

6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
ADRA Japan

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

19件

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

1億1,706万2,700円
4件

1億156万6,817円

外国人・女性被災者
に対する
難民支援協会
法的
グッドネーバーズ・ジャパン
支援
ジャパン・プラットフォーム
など

3件

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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企業連携事例のご紹介：日産＆ブリヂストンによるNGO車両支援
― JPFがハブとなり企業の協力で「支援車両・冬用タイヤ確保＆メンテナンス」のスキームを構築 ―
日産よりご提供いただいた車両が、現地での支援活動で活躍しています。被災地では雪が舞うようになり、

冬用タイヤの入手が必須とされました。ところが、通常国内では使用されていない車両のため、冬用タイヤ
を入手することができません。そこでブリヂストンにより特殊車両用のタイヤを、日産プリンス宮城よりび

交換・点検という支援を頂戴し、日産ご提供の車両は今日も被災地を走ることができています。
車両提供
（特殊車両特別許可）
※6月
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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12月9日現在

事業終了

事業実施中

RJP （日本リザルツ）

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

漁協復興支援＠大槌町（7/25～1/24）

HuMA（災害人道医療支援会）

CCP （パレスチナ子どものキャンペーン）

医療支援、医薬品提供（3/22～
4/30）

＠釜石、遠野、陸前高田、大槌町、住田町（10/17～1/16）

HFHJ （ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン）

心理社会的サポート、避難所運営支援、物資配布（4/15～11/30）

被災住宅応急修繕（12/1～6/30）

児童館整備運営、コミュニティ支援＠大槌町（12/1～3/31）

JRA （日本レスキュー協会）
犬引取り、預かりニーズ調査＠
岩手、宮城（4/10～4/15）

BAJ （ﾌﾞﾘｯｼﾞ ｴｰｼｱ ｼﾞｬﾊﾟﾝ）

NICCO （日本国際民間協力会）

食事調理と配給＠岩手・大船渡、陸前高田（5/20～
10/4）

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）
炊き出し、清掃・がれき撤去＠陸前高田、気仙沼(4/26～10/16)

コミュニティセンター運営・配食＠大船渡（12/1～5/31）

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

JAR （難民支援協会）

社会的弱者被災者へのの食事提供＠気仙沼、大島(10/26～3/31)

外国人被災者への支援・保護（3/30～
6/7）

JAFS （アジア協会アジア友の会）

外国人被災者支援、ボランティア派遣等

PB （ピースビルダーズ）
学校教育を通じた福島県避難
者への支援（8/17～9/25）

SCJ（ｾｰﾌﾞ･ｻﾞ･ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）
学用品の配布＠岩手、宮城(6/8
～9/30）

炊き出し、物資配布、足湯提供＠南三陸町（3/29～5/12）

（6/8～12/31）

物資配布、情報紙作成、子どもサポート＠南三陸町（6/17～9/27）
地元食品加工場・直売所設営（12/1～5/31）

BHN（BHNテレコム支援協議会）
通信インフラ整備、物資配布＠岩手(3/22～
9/18)

PARCIC （パルシック）

飯舘村被災者支援情報ネットワーク(6/23～
12/22)

物資配布＠石巻市周辺(3/30～5/31)
在宅被災者生活支援＠石巻市街(9/1～1/31)

臨時災害放送難聴地域解消＠山元町、亘
理町（9/28～3/31）

十三浜ワカメの加工支援事業(10/20～3/31)
JEN （ジェン）
瓦礫等撤去＠石巻管区（4/30～10/29）

ADRA （アドラ ジャパン）

生活必需品配布＠石巻（5/23～1/31）

SVA（ｼｬﾝﾃｨ国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会）
文具配布＠気仙沼市（4/15～5/15)
PWJ （ピースウィンズ・ジャパ
ン）
仮設住宅支援＠陸前高田、大
船渡、釜石（4/30～10/29）

ICA （ICA文化事業協会）
物資配布、ワークショップ（4/6
～5/15）
福島北部沿岸被災者への放射
能対策物資配布(8/12～9/25)

生活必需品配付＠福島県(5/26～3/31)

生活必需品配付(福島県外避難者向け)
©2010Google
(9/20～1/26)

AAR （難民を助ける会）

県立高校制服支援（11/11～2/16）

生活必需品配付＠福島県（5/20～12/9）
障害者・高齢者支援＠岩手、宮城、福島（6/1～12/31）
福島県外避難者向け生活必需品配付(10/5～1/4)

KnK （国境なき子どもたち）
緊急教育支援＠岩手県沿岸
部（4/21～7/26）
緊急教育支援２＠岩手県沿岸
部（7/15～9/13）
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「共に生きる」ファンドについて

2011年12月12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
次回第7回申請受付期間は2011年12月19日-2011年12月26日。助成決定は2012年1月31日頃を予定しています。

第1回助成額：¥41,967,863

第2回助成額：¥57,887,133

第4回助成額：¥68,423,495

第5回助成額：¥55,834,269

団体名
岩手看護短期大学
まちづくり・ぐるっと おおつち
国際支援地球村
プロジェクト結コンソーシアム
第
６
回

第3回助成額：¥68,526,211

助成額

支援概要
¥970,000

¥13,971,800
¥416,000

健康医療にかかわる情報を図書館で提供する
地元野菜および被災者の生産する食品・工芸品移
動販売、仮設住宅移動支援、雇用促進
独居高齢者を中心とした在宅被災者の見守り

¥1,000,000

ボランティアによる遊び・学びの場の運営

フロンティア南相馬

¥933,700

原発影響地域の子どもの屋内スポーツ活動

みちのくふる里ネットワーク

¥975,000

電話相談・巡回等のための生活相談員配置・養成

¥4,200,000

仮設住宅・在宅避難者への食材・炊き出し支援を
通じたイベント実施

¥9,089,000

役場のIT環境を整備し、被災者情報相談、支援物
資在庫管理、NPO情報発信支援を通じて三者の協
働体制を支援

ワンファミリー仙台

情報環境コミュニケーションズ

※12月12日現在で承認された案件のみ
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