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復興支援活動 内容

【 発災後行ってきた支援 】

■ 被災地調査

■ 被災者ニーズ調査

[ 具体的事業 ]

■ 炊き出し

■ 配食（調理後配達）

■ 食材提供

■ 物資提供

■ ボランティア受入れ（宿泊を含む）

■ 入浴送迎サービス

■ 被災者交流会（傾聴活動、カフェ運営）

■ 被災者元気づけ小旅行

■ 被災者元気づけ企画

■ 子どもたちのメンタルケア

■ 被災企業対象の商業支援

■ 被災地支援目的の地域活性化事業



発災後調査

ARTICでは、4月14日（木）の
前震発災後すぐに現地に入り、
地震による被害の状況を調査
しました。

その後、4月15日（金）には
炊き出しを始めることを決定。

4月16日（土）の本震発災後
すぐに被災地支援に入り、
最初の炊き出しを行いました。

被災地では既に避難所が稼働
しており、避難されている
方々へのニーズ調査を行い、
集められた声を基に、どの様な
支援を行っていくかを決定
しました。
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支援方針の決定

■ 調査の実施 ・・・ 被災地調査、被災者ニーズ調査

■ ニーズの分析と検討

【 具体的支援事業 】

[ 緊急支援 ]

・健康管理支援 … 炊き出し・配食の実施

・生活支援 … 物資提供、食材提供

[ 継続的支援 ]

・衛生管理支援 … 入浴支援を通した衛生管理（送迎）

・メンタルサポート支援 … サロンの開催、傾聴活動、メンタルケア

・その他の支援 … 被災者慰労、商業復興支援、地域復興支援
など

■ 支援方針の決定
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[ 復興促進支援 ] ボランティア受入れ

事業設計と相関

被災地調査
【 第一フェーズ 】

緊急支援活動

【 第二フェーズ 】

継続的支援活動
今後の展望

[ 緊急支援活動 ]

■ 健康管理支援

■ 生活支援

炊き出し・配食

食材提供

物資提供

衛生管理（入浴送迎）

サロン活動

[ 継続的支援活動 ]

■ 衛生管理支援
■ メンタルサポート

・被災者の長期的な慰労
・子どもたちのメンタルケア
・被災事業者の事業復興
支援（商業機会の提供）

・地域活性化事業への
人的／資金的支援

様々な要支援問題への
対応
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【 支援先の選定 】

・発災直後は益城町を支援。しかし、全国から益城町に支援団体が入ってきた

・一方で、被災人口としては益城町より熊本市東区の方が大きかった。
それにも関わらず、益城町に支援が偏っている傾向にあった

・ARTICとしては解体作業を中心とした支援よりも、被災者の健康や生活を守る
支援に強みがあった（益城町と東区ではニーズに違いがあった）

・炊き出しや配食を行う関係上、ARTICからの距離も勘案し、東区を中心に
活動を行うことを決定した

支援先（活動範囲）の選定について

支援先として、熊本市の東区を中心に
支援を行うことを決定

ARTIC所在
地
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活動マップ

【 活動先一覧 】

[ 熊本市東区 ]
・西原公園 （炊き出し）
・東稜高校 （炊き出し）
・長嶺中 （炊き出し）
・広安西小学校 （炊き出し）
・川上小 （炊き出し）
・平田地区 （炊き出し）
・西原小 （炊き出し）
・健軍小 （炊き出し）
・尾ノ上小学校 （炊き出し）
・尾ノ上中学校 （炊き出し）
・学園大学 （炊き出し）
・秋津中央公園 （炊き出し）
・秋津小 （炊き出し）
・詫麻出張所 （炊き出し）
・サンライフ熊本 （食材提供）
・東野中 （炊き出し、傾聴）
・西原コミュニティセンター （炊き出し、傾聴）
・月出小 （炊き出し、傾聴）
・桜木小学校 （炊き出し、入浴）
・はつらつ交流会館 （炊き出し、入浴）
・若葉小学校 （入浴、サロン）
・長嶺小 （炊き出し、入浴、サロン）
・秋津出張所 （炊き出し、入浴、サロン）
・西原中 （炊き出し、入浴、サロン）
・熊本市総合体育館 （炊き出し、サロン、傾聴）

[ 熊本市西区 ]
・熊本県立体育館 （炊き出し、傾聴）

[ その他 ]
・益城町古閑 （炊き出し）
・西原村役場 （物資提供）

計 28ヶ所での活動
（益城・西原方面含む）
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活動報告①－１ 炊き出し

炊き出し

実施ヶ所
のべ数

調理総数

4月 21ヶ所 5,400食

5月 15ヶ所 1,240食

総計 36ヶ所 6,640食
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活動報告①－２ 配食

配食

実施ヶ所
のべ数

調理総数

5月 53ヶ所 2,342食

６月 49ヶ所 1,167食

総計 102ヶ所 3,509食

【 配食について 】

・発災後行っていた炊き出しは、被災地の
ニーズに応える形で、5月14日より調理後
配達に切り替えました。
調理後配達を配食として計上しています。

・炊き出し・配食合計 10,149食
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活動報告② 食材提供

食材提供

提供ヶ所
のべ数

提供総数

4月 5ヶ所 1,772食

5月 59ヶ所 3,985食

６月 33ヶ所 780食

総計 97ヶ所 6,537食

【 提供食材 】

・レタス（東芝） ・野菜ジュース
・トマト ・きゅうり
・みかん

など
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活動報告③ 物資提供

物資提供

提供数 内訳

5月 40個
ガスボンベ、
カセットコンロ

【 その他 】

本院に集まる支援物資のそれぞれを、
必要とする避難所にて直接引き渡し

・お椀、おはし
・衛生用品（歯ブラシ、おむつなど）
・トイレ用水
・食品関係

間食の支えになるお菓子のようなもの
箸休めとしての漬物など

■ 物資提供支援
・大本山 宝山寺
・総本山 西大寺寺属婦人会・青年会
・総本山 唐招提寺
・那谷寺（石川県）

など
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緊急支援活動の背景

飲料水

野菜類

野菜ジュース

レタス

震災発災後、
物資を間断
無く提供して
戴いた方々の
おかげで、
10,000食の
炊き出し・
配食や、
6,500食の
食材提供を
行うことが
できました。

いきいき村

信者の方々
（関連寺院）

企業（東芝など）
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活動報告④ ボランティア受入れ

ボランティア受入れ

宿泊
一日

ボランティア

4月 40名 68名

5月 44名 16名

6月 70名 0名

7月 17名 1名

8月 62名 0名

総計 233名 85名
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活動報告④ ボランティア受入れ

【 ボランティアの活動について 】

■ 実働で1,085人分のボランティアの受け入れ

４月 … 195人分／活動日数
５月 … 216人分／活動日数
６月 … 243人分／活動日数
７月 … 51人分／活動日数
８月 … 263人分／活動日数

■ うち長期での団体受入れ

・早稲田大学

第一次：13名 3日間
第二次：16名 3日間
第三次：12名 4日間

・静岡県ボランティア協会

第一次：25名 4日間
第二次： 8名 2日間
第三次： 7名 4日間
第四次：32名 4日間
第五次： 7名 4日間

・びわこ成蹊スポーツ大学

第一次：20名 5日間
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活動報告④ ボランティア受入れ

ボランティア分布

地区 人数

北海道 0名

東北 15名

関東 74名

中部 96名

関西 27名

中国 3名

四国 1名

九州 101名

海外 1名

合計 318名
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活動報告⑤ 入浴送迎サービス

入浴送迎サービス

実施先
のべ数

参加者総数

5月 12ヶ所／5運行 63名

6月 48ヶ所／16運行 157名

7月 34ヶ所／10運行 131名

8月 9ヶ所／3運行 25名

総計 103ヶ所／34運行 376名
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活動報告⑥ 被災者交流会

サロン運営

実施先
のべ数

参加者総数

5月 3ヶ所／3回 24名

6月 12ヶ所／12回 235名

7月 9ヶ所／9回 130名

8月 5ヶ所／5回 78名

総計 29ヶ所／29回 467名
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活動報告⑦ 被災者元気づけ小旅行

玉名温泉小旅行

招待先のべ数 参加者総数

6月 8ヶ所／4回 88名

7月 2ヶ所／1回 9名

8月 4ヶ所／1回 20名

総計 14ヶ所／6回 117名

■ 本事業について

・本事業は玉名温泉観光旅館協同
組合の竹水苑・ホテルしらさぎ
様のご協力により、運営する
ことができています。
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活動報告⑧ 被災者元気づけ企画（落語）

19

落語家招聘と高座の開催

実施先 参加者総数

8／1 秋津出張所 10名

8／2

南阿蘇村社協 49名

ホテルグリーンピア 33名

旅館 朝陽 17名

四季の森 11名

8／3 総合体育館 30名

総計 6講演 150名
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継続的支援活動の背景

約45㎞

継続的支援活動は、多くの方々の
支援によって実行することができ
ました。

■ 災害対策用緊急車両の提供
（日産による提供）

■ ボランティアの参加

■ 九州看護福祉大学の学生に
よる専門的なケア技術の
提供（足湯の実施など）

【 被災地支援に関わる問題と支援 】

・ARTICと東区の距離は約45㎞離れており、移動手段が
必要

・支援する人間を多く運ぶためにも、車両が必要

・災害対策用緊急車両の提供によってこれらの問題が
解決され、継続的支援活動を行うことができました

・福祉系のボランティア学生の参加により、効果的な
支援を行うことができました



活動報告⑨ メンタルサポート支援

学習支援／メンタルサポート支援

実施回数 参加者総数

8月 1回 10名

総計 1回 10名

■ 本事業について

・本事業はＮＰＯ法人みるくらぶとの共同に
よって開催した、被災地の子どもたちの
心のリフレッシュを目指したもの

・震災によって勉強に手がつかなくなった
子どもたちの学習支援の側面も含む

・実施：2016年8月19日～21日

■ 事業協力者
・東電ボランティア（2名）
・びわこ成蹊スポーツ大学（5名）
・レクリエーションインストラクター（1名）
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活動報告⑩ 商業支援

商業支援

実施回数 実施場所

6月 600人／1回 森都心プラザ

総計 1回 －

■ 本事業（商業支援）について

・本事業は、震災によって営業できなくなった
飲食店の復興支援の一環として、お客様に
よる直接購買の機会を設けるために、営業
場所を提供するもの。

・被災された自業主の復興支援の位置づけ

・森都心プラザで開催（6月11日（金））
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活動報告⑪ 地域活性化支援

【 地域活性化支援について 】

■ 震災発災後、復興へと被災者の方々が進む
中で、地域としての活力が停滞する様子が
散見される
（祭りが中止になる、地域での楽しみごと
が減った、活力が湧かないなど）

■ そうした状況下においても、地域ごとで
低下した活力を再興しようとする試みは
あるものの、人員不足や資金不足で開催を
断念せざるを得ない地域がある

■ 地域からの要望に応え、地元祭りの開催の
支援をすることによって、地域の被災者の
方々の元気づけを行う

■ 実績

・地域祭り
（御船カルチャーセンター、7月9日）

・地域祭り
（秋津中央公園、8月13日）

・地域祭り
（益城町、8月27日）
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活動フェーズの経緯

■ 発災
・前震（4月14日）
・本震（4月16日）

■ 調査活動
・被災地調査
・被災地ニーズ調査

■ 直接支援活動の開始
・炊き出し
・物資提供
・配食
・食材提供

■ 継続的支援活動の開始
・入浴送迎サービス
・サロン活動

次のフェーズへの移行

【 現場ニーズの変化 】

・炊き出しを行っていたが、発災後３週間
程度で避難所の混乱が落ち着き始める

・そのため、発災約３週間後には、本院で
調理した汁物を避難所に配送するという
事業に切り替え（配食事業への切り替え）

・5月14日より炊き出しを配食に切り替え

【 直接支援活動の収束 】

・物流インフラの復旧とともに、日常生活に
おける調達活動などが元に戻り始める

・ニーズの収束もあり、6月末をもって直接
支援活動を終了

【 避難所の閉鎖 】

・臨時的に立ち上がった避難所も閉鎖を始め、
拠点避難所のみの運営となる

・熊本市総合体育館を除くすべての避難所が
8月15日に閉鎖となる

・8月15日をもって入浴送迎サービスは終了
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今後の活動の展望

東町仮設

38戸

秋津中央公園仮設

54戸

南田尻仮設

28戸

平原仮設

27戸
舞原仮設

87戸

さんさん2丁目

16戸

塚原仮設

96戸

藤山仮設

195戸

これまでは、避難所における
支援活動が主であったため、
東区の避難所を中心に直接的な
支援を行って参りました。

今後は、市内に建設された
8箇所の仮設住宅を中心と
して、熊本市近隣の自治体に
設置された仮設（益城町、御船
町など）および市内のみなし
仮設に対して、入居されて
いる方々に対する直接的な
支援を行って参ります。

避難所から仮設住宅へ

総戸数 541戸

みなし仮設 約4,600戸
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[ 復興促進支援 ] ボランティア受入れ

今後の活動の展望①

[ 緊急支援活動 ]

■ 健康管理支援

■ 生活支援

炊き出し・配食

食材提供

物資提供

衛生管理（入浴送迎）

サロン活動

[ 継続的支援活動 ]

■ 衛生管理支援
■ メンタルサポート

・被災者の長期的な慰労
・子どもたちのメンタルケア
・被災事業者の事業復興
支援（商業機会の提供）

・地域活性化事業への
人的／資金的支援

[ 今後は ]

・仮設住宅に入居されている
方々への支援
（事業理念に基づく活動）
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様々な要支援問題への
対応

被災地調査
【 第一フェーズ 】

緊急支援活動

【 第二フェーズ 】

継続的支援活動
今後の展望



今後の活動の展望②

仏教の慈悲の精神に基づき、自然災害等に
よる精神的、社会的に困難な情況に置かれ
た人々に寄り添う活動を通じて、

■ 孤立・孤独を防ぎ

■ 自立・自助への手助けを行う

理念（ミッション）

■ 仮設で生活される方々が、日々の
仮設における生活のなかで、笑顔を
生み出すように毎日を過ごしている
こと

■ 仮設で生活される方々が、孤独感や
孤立感を強めることなく、豊かな
交流の中で生活できていること

■ 仮設で生活される方々が、自分の
生活復興に向けて意欲をもって
生活できていること

■ 仮設で生活される方々が、自分の
努力で生活を創っていこうという
前向きな意思をもっていること

ビジョン

避難所から仮設住宅へ
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今後の活動の展望③－１

被災者の方々の緩やかな復興を支えていく

サロン活動

集会所の環境づくり
（設備の充実）

自治会運営の
お手伝い

笑顔
づくり

交流
支援

生活を
守る

個人としての
復興支援

相談
援助

生きがいづくり活動

意欲
向上
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今後の活動の展望③－２

【 これまで 】様々な会議に積極的に参加

・被災の現況を確認するため
・被災地支援に必要な情報を得るため

今後も積極的に会議に参加していく

【 目的 】

■ 様々なＮＰＯと協働し合って、
互いを活かしあった支援を
行っていくため

■ 既存のＮＰＯが、積極的に
被災地支援を行おうという
意欲を持てるように、連携の
仕組みづくりを進めるため
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被災者に
寄り添う活動

ＮＰＯとの
連携構築

（プラットフォーム）

仏教の慈悲の精神に基づき、自
然災害等による精神的、社会的
に困難な情況に置かれた人々に
寄り添う活動を通じて、

■ 孤立・孤独を防ぎ

■ 自立・自助への手助けを
行う

理念（ミッション）

今後の活動の展望③－３
30


