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熊本市社会福祉協議会
〒860-0004  熊本市中央区新町２丁目4-27
熊本市健康センター新町分室３階
TEL.096-322-2331  FAX.096-359-1800

■編集・企画

　このたびの熊本地震により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、
関係機関の皆様には、発災直後より迅速なご協力・ご支援を賜りましたことに心から感謝
申し上げます。
　地震発生から早一年近くとなり、熊本市社会福祉協議会では時々の福祉ニーズの変化に
応じ、熊本市の復旧・復興に向けた被災者支援のための活動を継続しております。
　発災当初は、熊本市との災害協定に基づき、地元の大学生や企業のボランティア、県内外
社協職員の皆様の応援、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議からの派遣等、多くの
方に運営支援のご協力をいただきながら、被災した住民の皆様のための災害ボランティア
センターを運営して参りました。また、災害ボランティアセンターとしての活動が終息し
た現在は、市内9カ所に設置された仮設住宅に入居の皆様の生活相談及び見守り活動等に
ついて、地域でご活躍の各種関係団体と連携を図り、地元住民の皆様及びボランティアの皆
様の心温まるご協力をいただきながら種々の取り組みを実施しております。
　依然として支援活動の途上ではありますが、住民の皆様の思いを大切に熊本市の一日も
早い復興に向け、本会を挙げて今後も全力で取り組む所存でございます。
　末尾になりましたが、関係機関の全ての皆様のご支援に改めて感謝申し上げますとともに、
今後ともお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

熊本市社会福祉協議会
会 長

潮谷　愛一

特 集

平成28年
熊本地震に対する支援について

た
く
さ
ん
の『
想
い
』が

熊
本
に
集
ま
り
ま
し
た
！

コ　

  

コ



(2）Vol.65

成28年4月14、16日に発生した熊本地震によって熊本市
でも甚大な被害に見舞われました。

　熊本市社会福祉協議会では、4月22日に｢熊本市災害ボラン
ティアセンター｣を開設。4月30日に｢東区サテライト｣、5月
14日に｢城南・富合サテライト｣の各ボランティア活動拠点を設
置し、11月26日までの約７か月間、被災された方々の住民生
活を支援するため活動を展開して参りました。
　その間、全国から駆け付けていただいた大勢のボランティア
の皆様により、生活空間の確保並びに室内の導線確保を目的と
して、被災世帯の室内清掃・ガレキの撤去作業を中心に、支援
物資の仕分け・避難所の運営支援等を行い、加えて、後半は仮
設住宅への引っ越し支援等の活動も行って参りました。
　これまで、熊本市の復旧・復興に多大なるご尽力をいただい
たボランティア、関係機関の皆様に心よりお礼申し上げます。

熊本市災害ボランティアセンター概要

瓦の片づけ

水前寺公園清掃

家具の搬出 避難所支援

室内清掃 引越し支援

設置期間
平成28年4月22日～11月26日（214日間）

ボランティア依頼件数
7,553件

ボランティア活動延べ数
37,900名

災害ボランティア活動報告

災害ボランティアセンターの運営を通して

　学校や仕事の休みを利用して来て下さっ

た方、何か出来ることはないかと週末に家

族揃って来て下さった方、遠方から何日も

車を走らせて来て下さった方、自分も被災

したが「家にいるよりも気が紛れるから」と

来て下さった方など、たくさんのボラン

ティアさんとの出会いがありました。

　お一人お一人の温かい想いに触れること

が、センターを運営していく上での力強い原

動力となりました。

　四月、突如襲った地震は故郷に甚大な被害を

もたらし、私は市の災害ボランティアセンター

で活動しました。馴れない事と相次ぐ余震の

中、不安でたまりませんでした。ただ、「誰かの

為に何かしたい」と思う多くの人々から強い生

きる力を感じました。私自身が皆さんに支え

られていたのだと気づきました。その支え合

いの輪に少しでも加われたのだと思うととても幸せな気持ちです。

　今回の熊本地震でお世話になった方々、力をお貸し下さった全ての

人々に心から感謝したいです。ありがとうございました。

職員の声ボランティアさんの声

平

熊本県立大学
総合管理学部 ３年　

いわさき    た   か   や

岩﨑 貴夏矢



藤山仮設住宅担当
東　定利
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★全国各地をはじめ地元の皆様方の心温まるご支援に感謝申し上げます。今後もどうぞよろしくお願いします。

被災者の復興支援に向けた取り組み

サロン活動

法律カフェ

仮設住宅自治会活動

仮設住宅各種団体との連携会議

仮設住宅支援
ボランティア
活動紹介

昨年９月１日より生活相談サポートセンターは、熊本市地域支え合いセ
ンターと連携しながら、熊本市応急仮設住宅(東区２か所、南区７か所)

９か所に生活支援相談員９名を集会所又は談話室に常駐させて、入居者の生
活相談及び見守り支援活動を行って参りました。
　また、その活動を通じてつかんだ情報や課題を集約し、各種関係機関と連
携をとりながら入居者のための生活支援・健康増進、地域交流の促進などの
総合的な支援を展開しています。
　今後も入居者の皆様の生活再建に向けて取り組んで参ります。

昨

南田尻仮設住宅にて和三盆作り体験 藤山仮設住宅にてクリスマス会

平原・南田尻合同連携会議

藤山仮設住宅にて｢鏡開き｣

塚原仮設住宅にて｢からいもほり｣

藤山仮設住宅にて
沖縄島唄コンサート＆
宮古そば炊出し

舞原仮設にてハロウィンパーティ 塚原仮設にて竹あかり作成

東町・秋津中央合同連携会議 舞原仮設住宅にて

　東生活支援相談員は、スタッフ最
年長ですが、行動力にあふれ仮設入
居者やスタッフから信頼される心強
い味方であり、スタッフのムード
メーカーとして毎日活躍中です。

●主任生活支援相談員……１名
●生活支援相談員…………９名
　　　　(男性７名、女性３名)

センタースタッフ

生活支援
相談員紹介



■中央区事務所／中央区新町2-4-27　☎288-5081 ■東区事務所／東区錦ヶ丘1-1　☎282-8379　
■西区事務所／西区小島2-7-1　☎288-5817 ■南区事務所／南区城南町宮地1050　☎0964-28-7030
■北区事務所／北区植木町岩野238-1　☎272-1141 ■熊本市南６地域包括支援センター／南区城南町宮地1050　☎0964-28-1131
■介護保険事業所／北区植木町岩野238-1　☎215-3900 ■養護老人ホーム愉和荘／北区植木町米塚105　☎274-6049

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会　中央区新町2-4-27　☎322-2331(代表)
■ボランティア・市民活動センター／☎288-2748　  ■日赤共募推進室／☎247-6215　  ■権利擁護センター／☎288-2742
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善意のご紹介
ご寄付ありがとうございました。

ご協力ありがとうございました。

一般寄付

物品寄付

香典返しの寄付

法人賛助会員

［平成２８年１月～１２月］

［平成28年１月～平成29年２月］

みずほ証券株式会社熊本支店様
ダンソフトウェア株式会社様
株式会社オフィス・ナインティーン様
株式会社シゲスミス様
岡田塗装様
株式会社熊飽自動車様
富士ゼロックス熊本株式会社様
株式会社太陽社様
有限会社岩下事務機様
田村商事株式会社様

株式会社悠生様
株式会社太陽ツーリスト様
有限会社三栄商会様
有限会社田中商店様
有限会社桝本正和堂様
北部病院様
通所介護事業所だんだん様
デイサービスナチュラルウォーク様
住宅型有料老人ホーム海盛様
　　　　　　　　　　　  （順不同）

災害ボランティアセンターへのご寄付
　下記のとおり、多くの団体・企業・個人の皆様よりご寄付をいた
だきました。心よりお礼申し上げます。

　ご寄付の内、支援金につきましては災害ボランティアセンターの
運営に、また、支援物資につきましては市内福祉施設を中心に配付し、
それぞれ大切に活用させていただきました。

●支 援 金／221件（内訳：団体112件、個人109件）

●支援物資／63件  （内訳：団体･企業39件、個人24件）

匿名希望様
海苔で健康推進委員会九州ブロック様
オートネット様
熊本健康マージャン協会様

愛の10円筒設置協力企業様
琴名流熊本県支部旭真会様
カラオケ花舞台 藤瀬正美様
真如苑熊本支部様

熊本県みそ醤油組合青年部様
海苔で健康推進委員会九州ブロック様

◉中央区
 稲村　典子様 下田　國明様 河岸多惠子様 岩本　綾子様
 菊池　泰光様 𠮷田　一美様 (故) 白石ヒデ子様 寺本　仁郎様
 松田千恵子様 松本　　正様 森川　崇照様 中村　英俊様
 田上　　緒様 田中　　功様 樋口サツキ様 (故) 福田　孝一様
 平岡　正浩様 平田キミ子様 野中　正弘様 廣田　誠子様
 莟　　和弘様 髙木　教行様

◉東　区
 宮本　好枝様 工藤　公嗣様 (故) 清田カツヨ様 泉　　峯子様
 浅井　敏昭様 竹下　邦子様 津野田岩子様 副島　弘文様
 矢野　成人様

◉西　区
 岡村　　敦様 岩永　康孝様 (故) 吉村　　文様 江島　一孝様
 黒木美枝子様 山野　一展様 師富理英子様 松村　和生様
 速水　芳郎様 (故) 村井　和子様 中村　　正様 津川　聖子様
 田中　裕子様 藤崎　松江様 平川　健児様 本田キミ子様

◉南　区
 園田ヒロコ様 竹田　弘満様 中原美代子様 田中不二穂様
 武田多嘉子様

◉北　区
 井上名津女様 河田　将一様 荒木　　博様 今井　　芳様
 坂田　治之様 山口　孝子様 山口久美子様 春岡　威雅様
 緒方　一生様 森田タケ子様 正木　良典様 木柑子紘一様
 木村　久光様 髙橋眞知子様

◉熊本市外
 梅本　　悟様（菊池市）

熊本東急会様
株式会社大野商事様

災害対応型自動販売機を
設置しませんか？

災害対応型自動販売機とは？

　熊本市社会福祉協議会では、
「災害対応型自動販売機」の設置
を推進しています。収益金は、
地域の福祉活動や災害時におけ
る支援活動に役立てられます。
設置し、利用していただくこと
で、地域貢献できるものです。
　設置に関する費用や電気代を
負担いただくことはありません。
　ご検討いただける皆様、ぜひ
ご連絡ください。

万が一、災害が起こった場合、避難者等へ自動販売機内の
飲料水を無償で提供できる自動販売機です。

設置者
募集中！

　今回の熊本地震において、災害対応型自動販売機が活躍い
たしました。災害対策の一つとして検討してみませんか？

2016.4.16 熊本地震における使用状況

中央区 5  １ 20.0 180

東　区 0  ０ 0.0 0

西　区 2  ０ 0.0 0

南　区 8  ５ 62.5 1,793

北　区 7  ２ 28.6 576

熊本市 22 ８ 36.4 2,549

設置台数 使用率（%） 本数（本）使用状況（台）

地域福祉推進課　☎096-322-2331問合せ先


