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報道関係各位         2011年 3月 23日（12:30分時点） 
 

民間災害支援団体「CIVIC FORCE」 
明日より被災地への物資定期便の運行開始	 

４トントラックを毎日１０台、被災地・気

仙沼へ	 
 

バランスの取れた食料や衣料を気仙沼の被災者 2万人に提供 
逼迫した物資ニーズに緊急対応 

現地必要アイテムを販売・提供できる法人も募集 
 
国内の大規模災害時に迅速で効果的な支援を行う民間団体「公益社団法人 Civic 
Force（シビック・フォース）（本部： 東京都港区、代表理事： 大西 健丞）」は、3 月 23
日より宮城県・気仙沼市に向けて、物資運搬を目的にするトラックチャーター便の定

期運行を開始します。開始当初は、5台の 4 トントラックを毎日運行し、3月 25日を目
標に、毎日 10台の定期運行を開始する予定です。 
 
運搬する物資は、現地の支援ニーズや災害・栄養の専門家によって厳選された食料

や日用生活品 119アイテム（※詳細リストは別添）で、Civic Forceが全国から購入も
しくは提供いただき調達します。運搬した物資は、Civic Forceが拠点を置く気仙沼中
学校を拠点に災害対策本部とも連携して、市内の 142箇所、約 2万人に届けます。 
 
気仙沼市の避難所では約 2 万人分の食事を毎日供給する必要がありますが、現在
はおにぎりや味噌汁など、たんぱく質中心の一時的な食料を共有するにとどまってい

ます。このままの食事では、風邪やインフルエンザにかかりやすくなり、避難所での大

量感染が発生する危険性もあります。現地では、行政や自衛隊を通した物資輸送と

配布が行われていますが、依然圧倒的に量が不足しています。また、善意で提供さ

れる物資ではまかないきれない逼迫したニーズに対応するため、いただいている寄

付で必要な物資を大量に調達する計画です。 
 

緊急	 	 東北・太平洋沿岸地震関連	 
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Civic Force では、バランスの取れた食料のほか、支援ニーズの高い衣料や日用生
活品を大量に、かつ安定的に供給することが重要と考え、チャータートラック便を急遽

構築しました。 
 
今回のチャータートラック便の運行は、Civic Force が手配、運行し、現地で活動をす
る特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンや市災害対策本部等と共同して配

布します。今後は、南三陸、陸前高田や大船渡において現地で活動する団体と連携

して、拡大していく計画です。また、Civic Forceでは、現地で被災した方を雇用し、物
資提供体制を拡大していく計画です。 
 
尚、企業からの一定量以上の物資提供も受け付けています。 
募集している物資は、別添の通りです。 
全国各地へのピックアップが可能です。 
 
◆トラック定期便の概要 
出 発 地：  埼玉県戸田市美女木 6-7-3 ニッシンロジスティクス本社倉庫 
出発時間： 不定期（積み込み次第順次出発） 
到着時間： 出発から最速 6時間（高速道路経由） 
協力企業： 株式会社ニッシンロジスティクス 
第一便出発： 3月 23日(水) 既に各地で荷受中 
第一便積荷： 灯油ストーブ 510台（株式会社トヨトミ本社様の無償提供） 

ウレタンマット 100枚（三井化学株式会社様の無償提供） 
米 20 トン分（ヤフー株式会社様、オーガニックサイバーストア様の提供） 

★第一便の気仙沼到着予定は、24日以降、順次 
 
◆Civic Forceのこれまでの活動概要 
Civic Force は、災害発生後すぐ支援活動を開始し、ヘリコプターをチャーターして陸
空から専門スタッフと物資を運搬しています。現在、ピースウィンズ・ジャパンと共同で、

気仙沼中学校に拠点を設置し、市災害対策本部と緊密に連携をとって活動を展開し

ています。 
3月 12日にチャーターヘリで上空から視察を開始。13日に気仙沼で現地調査と初期
物資の運搬をし、14日にはヘリ 3往復で専門スタッフと追加物資を運搬し、救援本部
を設置。以降、天候が許す限り 1日 1～2便運行し、被災者に対する支援を続けてい
ます。 
 
◆Civic Forceの募金活動 
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発災時より現地で活動するための募金を集めています。3月 23日現在、全国の 3万
5千人の皆さまから 4億 6千万円の寄付をいただいています。未曾有の災害支援に
あたるため、今後もさらに募金をお願いしていきます。振込先は下記の通りです。 
 
銀行：  三井住友銀行 青山支店 普通 ６９７３０３１ 
 公益社団法人 Civic Force（コウエキシャダンホウジンシビックフォース） 
ゆうちょ： ００１００‐１‐６６２８５０ 公益社団法人 Civic Force 
ウェブ： Just Giving Japan（http://justgiving.jp/c/1515） 
 
◆報道関係者からの問い合わせ先： 
公益社団法人 Civic Force 担当： 粕谷・根木（ねき） 
TEL: 03-6804-6063、FAX: 03-5770-0531、Email: info@civic-force.org 
 
 
＜別添＞物資リスト 
１．一時的に必要なもの 

    
緊急度

高 

必要個数 

（目安） 

（単

位） 

調理 食事インフラ 1 電気ポット   2,300 個 

    2 電気ホットプレート   2,000 個 

    3 炊き出し機材   1,000 個 

    4 発電機   1,000 個 

    5 ガスコンロ ○ 2,000 個 

    6 ガスボンベ ○ 9,000 個 

  
キッチンキッ

ト 
7 鍋 ○ 2,000 個 

    8 フライパン ○ 2,000 個 

    9 ボール ○ 2,000 個 

    10 包丁 ○ 2,000 個 

    11 まな板 ○ 2,000 個 

    12 おたま ○ 2,000 個 

    13 フライ返し ○ 2,000 個 

    14 缶きり ○ 5,000 個 

衣料品 肌着 15 パンツ（男性用） ○ 93,000 枚 

    16 パンツ（女性用） ○ 93,000 枚 

    17 肌着（男性用） ○ 93,000 枚 
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    18 肌着（女性用） ○ 93,000 枚 

    19 ブラジャー ○ 93,000 枚 

    20 靴下（男性用） ○ 93,000 枚 

    21 靴下（女性用） ○ 93,000 枚 

  靴 22 長靴   9,000 足 

大工道具 トイレ設営 23 大工道具セット ○ 2,000 セット 

    24 鉄パイプ   9,000 セット 

    25 ビニールシート   9,000 枚 

  お風呂セット 26 ビニールプール   4,600 台 

    27 ボイラー   4,600 台 

娯楽品 娯楽品 28 小説   9,000 冊 

    29 まんが   9,000 冊 

    30 プロジェクター   1,000 個 

    31 DVD   1,000 個 

    32 DVD プレイヤー   1,000 個 

生活用品 生活用品 33 懐中電灯   1,000 個 

移動用品 移動用品 34 自転車   1,000 台 

       

2. 恒常的に必要なもの（個数は週単位） 

    緊急度高 
必要個数

（個） 
（単位） 

食事 炭水化物 35 アルファ米   5,000 
パック/

週 

    36 水戻し餅   5,000 
パック/

週 

    37 カップ麺   46,000 食/週 

    38 はちみつ ○ 9,000 食/週 

    39 氷砂糖   9,000 食/週 

  たんぱく質 40 ウインナー   9,000 食/週 

    41 魚缶（さば、いわし、等） ○ 46,000 食/週 

    42 肉缶（やきとり、等） ○ 46,000 食/週 

    43 佃煮（貝、小魚、等） ○ 46,000 食/週 

    44 ツナ缶   46,000 食/週 

    45 コンビーフ   46,000 食/週 

    46 カレー缶   46,000 食/週 
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    47 シチュー缶   9,000 食/週 

  脂質 48 ビーナッツ   5,000 
パック/

週 

    49 ミックスナッツ ○ 5,000 
パック/

週 

  ビタミン 50 
乾燥野菜（切り干し大

根、等） 
  9,000 

パック/

週 

    51 みかん ○ 46,000 個/週 

    52 リンゴ ○ 46,000 個/週 

    53 キウイ ○ 46,000 個/週 

    54 グレープフルーツ ○ 46,000 個/週 

    55 オレンジ ○ 46,000 個/週 

    56 野菜ジュース ○ 93,000 缶/週 

    57 
果物缶（桃、パイナップ

ル、等） 
  15,000 缶/週 

    58 たくあん   15,000 缶/週 

    59 梅干し   9,000 
パック/

週 

  ミネラル 60 ワカメ   9,000 
パック/

週 

    61 のり ○ 9,000 
パック/

週 

    62 ふりかけ（小魚、系） ○ 9,000 
パック/

週 

    63 小魚   9,000 
パック/

週 

    64 乾燥味噌汁のパック   9,000 
パック/

週 

  食物繊維 65 干しぶどう   9,000 
パック/

週 

    66 干しプルーン ○ 9,000 
パック/

週 

  嗜好品 67 
栄養価の高いクッキー

（SOYJOY,等) 
○ 9,000 

パック/

週 

    68 フルーツゼリー ○ 9,000 パック/
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週 

    69 チョコ   9,000 
パック/

週 

    70 黒砂糖   9,000 
パック/

週 

    71 コーヒー ○ 5,000 
パック/

週 

    72 紅茶 ○ 5,000 
パック/

週 

    73 緑茶 ○ 5,000 
パック/

週 

    74 こぶ茶   5,000 
パック/

週 

  調味料 75 かつおぶし   23,000 
パック/

週 

    76 醤油   5,000 本/週 

  ビタミン剤 77 
マルチビタミン(1 か月

分） 
○ 12,000 袋/週 

    78 グルタミン(1 か月分）   12,000 袋/週 

    79 
ゼリー状飲料（ウィダー

インゼリー） 
○ 12,000 袋/週 

    80 
アミノアシッド(1 か月

分） 
  12,000 袋/週 

  食事ツール 81 お皿 ○ 46,000 個/週 

    82 サランラップ ○ 9,000 本/週 

    83 使い捨てコップ ○ 154,000 個/週 

    84 使い捨て箸 ○ 154,000 本/週 

    85 スプーン ○ 46,000 個/週 

    86 フォーク ○ 46,000 個/週 

生活医薬

品 
医薬品 87 うがい薬 ○ 5,000 個/週 

    88 
うがい薬用使い捨てコ

ップ 
○ 463,000 個/週 

    89 目薬 ○ 9,000 個/週 

    90 コンタクトレンズ洗浄液   5,000 個/週 
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    91 マスク ○ 46,000 
パック/

週 

    92 口洗浄モンダミン ○ 9,000 個/週 

    93 
のどスプレー（アズレン

配合） 
○ 9,000 個/週 

    94 サロンパス   9,000 
パック/

週 

  介護用品 95 大人用オムツ ○ 5,000 
パック/

週 

    96 おしりふきペーパー ○ 5,000 
パック/

週 

  乳児用品 97 粉ミルク   5,000 
パック/

週 

    98 哺乳瓶   2,000 本/週 

    99 離乳食   2,000 
パック/

週 

  衛生用品 100 アルコール消毒液 ○ 9,000 本/週 

    101 歯ブラシ ○ 46,000 本/週 

    102 歯磨き粉 ○ 9,000 本/週 

    103 汗さらさらシート ○ 46,000 
パック/

週 

    104 髭剃り ○ 46,000 本/週 

    105 シャンプー、リンス ○ 9,000 本/週 

    106 石鹸 ○ 2,000 個/週 

    107 生理用品   5,000 個/週 

    108 トイレットペーパー   5,000 
パック/

週 

    109 
テッシュペーパー

（BOX） 
  2,000 

パック/

週 

    110 
テッシュペーパー（ポケ

ット） 
  2,000 

パック/

週 

    111 ウェットティッシュ ○ 9,000 個/週 

    112 バスタオル   5,000 枚/週 

    113 フェイスタオル   5,000 枚/週 

    114 洗濯用洗剤   5,000 本/週 
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  文房具 115 紙 ○ 9,000 冊/週 

    116 ペン ○ 9,000 本/週 

    117 クレヨン ○ 2,000 
パック/

週 

  防寒具 118 カイロ   46,000 
パック/

週 

    119 灯油   2,000 
リット

ル/週 

 
 


