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平成２４年３月２日 

報道機関 各位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 東日本大震災から１年。被災地での活動の１年を振り返るとともに、今後の活動展開についてご

報告します。 

 日本赤十字社は、被災地での医療救護活動、救援物資の配付をはじめ、義援金の募集・受付、ボ

ランティア活動、仮設住宅への生活家電セットの寄贈など幅広い活動を行っています。 

義援金は全額１００％が被災県の配分委員会を通じて被災者に届けられています。義援金の受付

を９月３０日まで行いますので、引き続き皆さまの温かいご支援をお願いします。 

 

 

【東日本大震災】 

これからも被災者とともに 

～１年の活動の振り返りと今後の展開について～ 
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【日本赤十字社 社長 近衞忠煇 メッセージ】 

 平成 23年３月 11日午後２時 46分－－日本人が

忘れることのできない、そして災害救護を任務と

する日本赤十字社が決して忘れてはならないあの

日から１年が経とうとしています。震災で亡くな

られた方々へ改めて哀悼の意を表すとともに、被

災されたすべての皆さまに心よりお見舞いを申し

上げます。 

 

 日赤は発災直後から、総力を上げた活動を展開

してきました。医療救護班や介護チーム、こころのケア班などに加え、奉仕団・ボランティアも一

丸となった取り組みは、被災者のいのちと健康を守る上で大きな役割を果たし得たと自負していま

す。こうした活動が可能であったのは、日頃から資金面で日赤を支えてくださっている多くの国民

の皆さまのお陰であり、ここに改めて感謝申し上げます。 

 今回の震災では 3500億円近い義援金（含中央共同募金会）が全国から寄せられました。その善意

は被災された方々を支えただけでなく、私たちの大きな励みにもなりました。義援金が日赤に託さ

れたのは、赤十字への期待と信頼があればこそだからです。深く御礼申し上げるとともに、義援金

の大部分が市町村を通じてすでに被災者に届けられていることをご報告いたします。 

  

 死者・行方不明者が２万人近くにのぼり、壊滅的な被害を受けた市町村もある今回の震災。その

復興には長い期間が必要です。日赤は、各国赤十字社など世界中から寄せられた 963 億円に上る海

外救援金を財源に、被災者の生活再建を目指した幅広い復興支援事業に現在も取り組んでいます。 

 一方、福島第一原発の事故により、いまだ故郷へ帰る見通しすら立たない原発周辺住民の苦悩も

私たちは忘れてはなりません。一時帰宅をサポーする救護活動に加え、これからは自治体が実施す

る健康管理などにも協力していきます。自然災害だけでなく、今

回のような不測の事故に対しても、しっかり備えておくことが必

要です。原発事故に備えるために、私たちは国際的なガイドライ

ンづくりを、専門機関も交えて各国赤十字社と共に進めていきま

す。 

 

 「いかなる状況下でも人間のいのちと健康、尊厳を守る」こと

が日本赤十字社が自らに課した使命です。その責任を引き続き果

たしていくため、今後とも日赤へのご支援をよろしくお願いいた

します。 
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これからも被災者とともに 

 

  これまで実施してきた医療救護活動や復興支援活動については、添付の「日本赤十字社の主な

活動状況」に記載しましたが、現在実施中および今後も実施していく主な活動は次のとおりです。 

 

１．こころのケア活動 

  日本赤十字社のこころのケアは、国際赤十字の基準に沿って実施されるもので、傾聴などによ

る災害ストレスの軽減と、その過程で今後治療の必要な被災者を見出し専門機関につなげること

を目的としています。 

  今後継続実施するこころのケア活動としては、主に仮設

住宅の生活の中での生活不安などによるストレス軽減や、

一人だけで孤立してしまわないようにコミュニティーの形

成支援、運動を通じた健康促進などを中心として実施して

いきます。（岩手県、宮城県、福島県） 

 これまでに１万６千人以上を対象に実施しております。 

 

  

２．医療支援・インフラ復興・整備 

  医療施設そのものの被災により、被災地での診療機能が著しく低下している状況を受け、本格

的な医療施設再建までの医療インフラの復興支援などを行います。 

 ⅰ．公立志津川病院仮設診療所整備 平成２４年３月竣工予定 

 ⅱ．女川町地域医療センター改修 平成２４年２月竣工予定 

 ⅲ．公立志津川病院再建 予定 

 ⅳ．気仙沼市立吉本病院改修 平成２４年１０月竣工予定 

 ⅴ．高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種費用助成（年度内終了予定） 

   岩手県、宮城県、福島県で、これまでに３８万人以上に接種が行われています。 
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３．仮設住宅居住者への支援 

  これまでの災害救護活動では、日本赤十字社は医療救護やこころのケアといった緊急の救護活

動を主に実施してきましたが、生活の質を維持するための今後 3年程度の継続的な支援を実施し

ます。 

 

ⅰ．仮設住宅（賃貸による仮設住宅への入居者を含む）入居者への生活家電セット寄贈 

 すでに 13万セット近く設置済み。平成 23,24年度の設置総

数は、約 137,500セットを予定。 

  

ⅱ．コミュニティーバスの運行 

 仮設住宅と学校、病院を結ぶバスを運行します。宮城県

南三陸町に１台、福島県大熊町に２台を整備。南三陸町で

は１日５回、大熊町では１日４回運行中です。 

 

４．福祉車両等の整備 

 多くの車両が流されるなどの被害を受けたため、特に高

齢者、障害者の送迎など福祉サービス利用のための車両を

確保します。岩手県９ヵ所、宮城県６５ヵ所、福島県１１

８ヵ所に計３３１台の整備を予定。 

 

５．教育支援 

 ⅰ．体育館や運動用具の整備 

  仮設の校舎、教室などによって授業が実施されるなか、

子どもたちが体を思い切り動かせるスペースがないことに

着目して実施する事業です。 

岩手県大槌町に１ヵ所仮設体育館を建設。今後の予定と

して福島県飯館村に 3月竣工予定。 

 

 ⅱ．スクールバスの支援（岩手県、福島県） 

 仮設住宅と学校間の交通インフラがいまだ十分復興して

いない中、これを補完するために実施しているものです。 

これまでに岩手県山田町の３校を対象に６台、福島県大

熊町２校対象に２台が運行。今後、岩手県大槌町７校対象

に５台、福島県葛尾村で２台、いわき市で 1台運行予定。 
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６．原子力災害への対応 

  目に見えない放射線の影響など不安を抱えた生活の中で、心身の健康の管理や増進を目的とし

て実施します。また今後同様な事故が発生したときの赤十字としての対策についても強化を図り

ます。 

 

ⅰ．赤十字としての原子力災害への対応ガイドライン策定 

国際赤十字が策定を計画している原子力事故発生時の対

応ガイドラインの策定に向けて、５月に東京で赤十字国際

会議を実施します。 

  

ⅱ．ホールボディーカウンター、甲状腺モニター等資機材整備 

 福島原子力発電所事故への対応として、体内被曝検査用のホールボディーカウンターと甲

状腺モニターを福島赤十字病院へ、検査機器等を福島県立医大に整備を実施し、県が実施す

る健康管理調査の実施を協力・支援します。また、福島県立医大が実施を予定している、県

外の避難者に対する健康管理調査について、日赤として協力していきます。 

  

  ⅲ．食品放射能測定器の提供 

 福島市に対して食品放射能測定器７７台、二本松市に対して２３台、 

川内村に対して６台整備します。 

 また、宮城県教育委員会からの要望により、学校給食食材用の食品放射

能測定器 3台を整備します。 

 

 ⅳ．その他 

 ① 仮設体育館の設置や、子ども用屋内プレイランドの設置、赤十字奉仕団による交流会開催を

通じたこころのケア 

 ② サマーキャンプ等の形による福島県から放射能の影

響のない他県での一時的な滞在 

 ③ 赤十字の安全講習を通じた放射能についての正しい

知識の普及など 
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７．義援金の今後のあり方を検討 

 

 ⅰ．義援金の受付および配分 

 ２月２９日現在、受付額約 3,493億円（中央共同募金会を含む）、このうち被災都道県へ

は約 3,466億円が送金され、被災された方々には 2,879億円が届けられました。 

 

 ⅱ．義援金の受付を延長 

 義援金の受付は、本年３月末までとして受け付けています

が、被災された方々の状況ならびに被災自治体の意向等を勘

案し、平成 24年 9月末まで受付を延長いたします。引き続き

ご協力をお願いいたします。 

  

 ⅲ．義援金の今後のあり方を検討 

 義援金の受付・配分においては、「公平性、透明性、迅速性」の３つを指針としていますが、

特に今回の東日本での大規模広域災害において、迅速性の確保に課題が残されました。また公

平な配分についてもさまざまな見方があります。 

 義援金について、改めて受付、配分などのあり方について見直していくために関係機関と協

議を始めました。 
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日本赤十字社の主な活動状況（現在活動中のものを含む） 

 

 

医療救護、こころのケアなど発災直後から実施している活動 

 

活動 これまでの実績（実施予定のものは「予定」と明記） 

緊急に対応した 

医療救護活動 

【過去最長の救護班派遣】 

発災直後から６カ月以上にも及び、阪神・淡路大震災の約２カ月間と比べて

も長期にわたる活動となっている。 

【８万７千人以上を診療】 

北海道から沖縄県まで全国 92 の赤十字病院から 896 班 6,500 名以上を派遣、

87,000人以上を診療。 

【福島県警戒区域への一時帰宅者の救護活動】〔活動中！〕 

原発事故避難住民の警戒区域内への一時立ち入りプロジェクトにおける健康

面の支援策として、警戒区域外での救護活動の要請を受け、5 月 22 日から 39

班を派遣、470人以上を診療。 

復興に向けた 

医療支援 

〔活動中！〕 

【医療のインフラ復興・整備】 

 ・石巻仮設夜間急患センター整備 12月 1日診療開始 

・石巻仮設病院整備 平成 24年 2月竣工予定 

・公立志津川病院仮設診療所整備 平成 24年 3月竣工予定 

・女川町地域医療センター改修 平成 24年２月竣工予定 

・公立志津川病院再建 予定 

・気仙沼市立吉本病院改修 平成 24年 10月竣工予定 

【高齢者向け肺炎球菌予防接種】 

  70 歳以上の方を対象に肺炎球菌の予防接種を助成（岩手県、宮城県、福

島県） 

【原子力事故対応】 

 ・ホールボディカウンター、甲状腺モニター等整備（福島県） 

 ・食品放射線量測定器の提供（宮城県、福島県） 

石巻赤十字病院 

診療支援 

【石巻地域の医療を堅持 ～全国赤十字病院からの応援により～】 

 甚大な被害を受けた石巻地域で唯一残った石巻赤十字病院の診療体制を維

持するため、全国の赤十字病院から 765人の医師・看護師等を派遣。 

参考資料 
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看護ケア 

【看護師による健康相談、生活指導を継続中】 

 長期化する避難所生活等のニーズに対応するために、岩手県に拠点をおいて

看護ケア班を組織し、６～８月末までの３か月間に 17班 35人の看護師を派遣。

のべ 828人に訪問看護や健康相談、生活指導等を実施。 

こころのケア 

〔活動中！〕 

【１万 6千人以上をケア】 

発災直後から岩手、宮城、福島県で実施。 

９月末まで避難所を中心：718名のケア要員を派遣、対象者 14,000人以上 

１０月以降仮設住宅を中心：延べ 80回実施。対象者 2,804人が参加。 

介護チーム 

【被災した介護職員を支援 ～福祉施設へ日赤介護職員を派遣～】 

 全国 12 の赤十字社会福祉施設から 15 班 67 人を派遣。自らも被災している

被災地の社会福祉施設のスタッフを支援した。 

ボランティア活動 

〔活動中！〕 

【日本全国で１６万２千人以上が活動】 

・宮城県、岩手県などの他に東京本社にもボランティアセンターを設置。 

・全国でのべ 162,538人が活動。 

活動は、被災地のみならず各県単位でさまざまな支援活動が実施されてい

る。仮設住宅での孤立化を予防したり健康増進を図るために、ノルディックウ

ォーキングを実施するボランティア活動や青尐年赤十字のメンバーが放射線

風評被害のある果物の安全性のアピールをするなど特徴ある活動が行われた。

（炊き出し、救援物資仕分け、泥かきなど） 

安否調査 

【日赤初 安否調査サイトを設置】 

 被災地に在住していたり、旅行で被災地に行っていた外国人の安否を気遣う

海外の家族などが利用できるよう、安否が英語、スペイン語等で確認できるサ

イトを設置。この安否調査サイトは国際赤十字がスマトラ地震・津波災害以来

本格的に運用するようになったもの。今回 5,000件以上の登録があった。 

血液の供給 

【一度も途切れることなく、被災地へ血液をお届け】 

被災３県では１カ月にわたり献血を休止したが、医療機関へは全国各地の血

液センターから陸路、空路で輸送し、安定供給を確保。 

救援物資の配付 

【１３万枚以上の毛布を配付】 

日本赤十字社が日常から備蓄している物資を全国から調整して被災地に送

付。 

毛布 132,510枚 ／ 緊急セット（携帯ラジオなど） 30,972セット 

安眠セット（マット、耳栓など） 13,500セット 
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被災者の生活支援等を中心とした復興支援活動 

仮設住宅居住者 

への支援 

〔活動中！〕 

【生活家電セットを寄贈】 

 プレハブ仮設住宅だけではなく、賃貸（借り上げ）による応急仮設住宅への入

居者も含め、約１３万世帯に生活家電セット（洗濯機、冷蔵庫、テレビ等）を寄贈。 

今後も県外からの帰還など新たな入居者の増加に対応していく。 

【仮設住宅の集会所へ備品を寄贈】 

 仮設住宅でのコミュニティーづくりの支援として、740カ所以上に長机、座

布団、冷蔵庫など約３万２千点を寄贈。 

【冬対策セットの配付】 

 プレハブ仮設住宅に断熱シートと保温パットなど約 14万点を配付。 

【コミュニティーバスの運行】（宮城県、福島県） 

 仮設住宅と学校、病院を結ぶコミュニティーバス３台を運行。 

【ノルディック・ウォーキングの実施】 

 仮設住宅での運動不足解消に 30回、400人以上を対象に実施。（岩手県） 

【災害復興公営住宅の建設】（岩手県大槌町） 

【コミュニティー形成支援のための交流会等実施】（岩手県、福島県） 

避難所居住者支援 

【避難所の生活環境改善】 

 避難所へ給水タンクやシャワーを 13箇所 18台設置。 

冷却タオルや虫除けスプレーなど夏快適セットを 145カ所、24万点配付。 

高齢者への支援 

【被災施設へ介護用ベッド９５９台を寄贈】（岩手県、宮城県、福島県） 

 高齢者・障害者福祉施設など 161施設に 959台を寄贈。 

【グループホームへ家電等を寄贈】 

 高齢者グループホームへ約 2,200点の家電・什器を寄贈。 

【福祉車両を寄贈】 

 被災自治体、高齢者・障害者福祉施設へ 331台を寄贈予定。 

教育支援 

〔活動中！〕 

【岩手、宮城、福島の幼稚園から高校へ多様な支援】 

 ・園児と保護者を対象に熱中症予防やこころのケアを実施（岩手県、福島県） 

・157校へ保健室の備品約 1,719点を整備（宮城県、岩手県） 

・15カ所の給食センターへ 8,931点の資機材を寄贈（宮城県、福島県） 

・小中高校生 6,932人に懐中電灯を配付（岩手県） 

・学校へパソコンの寄贈や環境の整備（福島県、岩手県） 

・幼稚園・保育園で映画を上映（岩手県、福島県） 

・共同仮設校舎に仮設体育館を寄贈（岩手県、福島県） 

・スクールバス運行中 8台。今後 11台運行予定（岩手県、福島県） 
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・すまいるぱーく＝屋内遊び場提供（福島県） 

・小中学校 15校に 17台のＡＥＤを寄贈（岩手県） 

・尐年サッカーチームへ練習用ジャージ 3,655着を寄贈。 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ整備 
岩手県、宮城県のボランティアセンター11カ所にテント、ＡＥＤ等を寄贈。 

 

クウェート政府から寄せられた寄付金・総額 401億円による支援 

被災県が実施する

事業への支援 

〔実施予定〕 

【岩手、宮城、福島県が実施する被災者支援事業等への支援】 

 クウェート政府からの原油寄贈にもとづく 401億円を各県に送金。それぞれ

の地域の事情にあわせた優先度や緊急度に従って以下の 8分野で活用される。 

・地域基盤復興  ・医療支援   ・福祉/介護支援   ・教育支援 

・農林水産業支援 ・中小企業支援 ・雇用支援 ・原発事故の被災者支援 

24年度には、各県とも住宅再建支援などの生活支援をはじめとして、 

岩手県では、三陸鉄道の車両や駅舎の整備、郷土芸能復興支援など、 

宮城県では、養殖施設や観光施設の復旧など 

福島県では、文化財の修復、原発事故被害の中小企業支援など、 

特色のある活動が実施される。 

義援金（主に国内の個人・法人・報道機関の皆さまから寄せられた義援金） 

義援金の受付 

〔受付中！〕 

【義援金の受付を延長】 

 義援金の受付を平成 24 年 9 月末まで延長。全額が被災都道県の自治体を通

じて、被災者に届けられる。 

・受付額 約 3,493億円（中央共同募金受付分を含む）（2月 29日現在） 

・15都道県への送金額 3,466億円（日赤と中央共同募金から）（2月 29日現在） 

・被災者への配付額 2,879億円（2月 24日現在） 

※義援金受付にかかる諸経費は、日赤社員（会員）からの寄付金で対応。 

 

※活動の財源について 

上記の表で示した「医療救護、こころのケアなど発災直後から実施している活動」および「被災者の

生活支援等を中心とした復興支援活動」は、日ごろから日本赤十字社の活動のために寄せられている社

費（会費）や寄付金、並びに海外の赤十字社から寄せられた海外救援金 562億円に基づいて実施されて

います。 

 義援金はこれらの活動には一切使われていません。全額が被災都道県および市町村を通じて被災され

たかたがたに届けられます。 


