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災害被災地支援活動報告 

 

2007 年 12 月 18 日 

日 本 経 団 連 １ ％ ク ラ ブ 

１．会員各社への協力依頼 

（１）御手洗会長名の書簡にて協力依頼 

• 中越沖地震／7月 17 日 

（２）１％クラブニュース増刊号「災害被災地支援情報」のファックス配信に

よる具体的支援に関する情報提供 

• 能登半島地震／3月 28 日、4月 2日、4月 10 日、4月 26 日 

• 熊本県豪雨／7月 11 日 

• 中越沖地震／7月 17 日、7月 25 日、8月 8日、9月 10 日 

• バングラデシュ・サイクロン／11 月 21 日 

２．会員各社から寄せられた報告の集計 

災害名 資金的支援 救援物資提供 

能登半島地震 

[3 月 25 日発生] 

１億８８４２万円 

(104 社･ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

 

(51 社･ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

中越沖地震 

[7月16日発生] 

１０億９９２７万円 

(212 社･ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

１億８９６５万円 

(89 社･ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

バングラデシュ・サイ

クロン[11月15日発生] 

１億 ９６０万円 

(29 社･ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

*( )内は回答数。中越沖地震の救援物資提供は、金額報告分のみを集計。 

 

３．１％クラブが企画・実施した支援活動（国内災害のみ） 

（１）災害ボランティアセンターの支援 

• １％クラブでは、日頃から「災害ボランティア活動支援プロジェクト

会議」(支援Ｐ）のメンバーとして、中央共同募金会、全国社会福祉協

議会、日本ＮＰＯセンター等と連携しながら、人材、資源・物資、資

金の有効活用を促す仕組みづくりなど、災害ボランティア活動の環境

整備を行っている。 

• 支援Ｐは、能登半島地震、中越沖地震の際、被災地の災害ボランティ

アセンターを応援した。支援Ｐがコーディネートした企業からの物資

提供については、添付リスト参照。 

（２）救援物資「うるうるパック」の実施 

• 「うるうるパック」は、被災地域の方々が必要とする物資を一旦県外

で集約し、各世帯に配付できるようパック化して届ける救援物資。被

災地の災害ボランティアセンターでは、被災者との信頼関係づくりや

対話のきっかけとしてパックを活用している。 
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• 能登半島地震、中越沖地震の際には、各社から物資の提供を受け、

企業人がボランティアとして詰め合わせ作業に参加。１％クラブでは、

能登半島の時に１回(22 社から 70 名が参加)、中越沖地震の時に２回

(述べ 42 社から 124 名が参加)実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜詰め合わせ作業の模様＞     ＜心を込めてカードにメッセージを＞ 

 

• 能登半島地震、中越沖地震の際に配付した「うるうるパック」は、以

下の４種類。 

① 被災世帯に配付する基本パック[石鹸､ウェットティッシュ､タオル等]: 

1500 個(能登)／4500 個(中越沖) 

 

 

 

 

 

 

 

↑民生委員が被害状況調査のため一人暮らし高齢者を訪問する際に配付 

 

② 文房具詰め合わせ[ノート、筆記具、

飴等]： 1000 個(能登)／1900 個

(中越沖) 

 

 

 

 

 

 

 

↑カードのメッセージに目を通す子どもたち 
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③ 幼児向けの道具箱： 500 個（中越沖） 

④ 乳幼児を抱えたお母さんやお父さんを支える「親子パック」 

[ベビーパウダー､ウェットティッシュ、ハンドクリーム、バック等]： 

100 個(能登)／100 個(中越沖) 

 

 

 

 

 

（３）災害ボランティアセンター運営のための事務所備品等の仲介 

＜提供いただいた備品等＞ 

• 事務所運営上の基本的な備品（机、イス、書棚、パソコン、携帯電話、

デジタルカメラなど） 

• 被災者へのお知らせ、ボランティア用資料などの印刷物作成のための

複合機、印刷機、コピー用紙 

• ボランティアのための環境整備（付箋紙、防塵マスク、ヘルメット、

救急箱、飲料水など） 

• 分散する活動場所への移動に欠かせないワゴン車 

• 瓦礫や荷物の運搬で活躍する小型トラック 

• ボランティアセンターから要請のあった救援物資（タオルケット、

マットレス等） 

 

 

以 上 



2007年7月3日
順不同

物品名 提供数 提供企業 使途／使用者

レンタカー 4台 トヨタ自動車(株) 門前・穴水・輪島
4台 日産自動車(株) 門前・輪島

複合機 2台 キヤノンマーケティングジャパン(株) 門前・穴水各１
印刷機 2台 門前・穴水各１
プリポートマスター 4ケース 門前3・穴水1
プリポートインキ 6ケース 門前4・穴水2
コピー用紙 Ａ４　5000枚×30箱 門前25・穴水5

Ａ３　2500枚×15箱 門前15・穴水5

携帯電話 7台
ソフトバンクテレコム（株）
ソフトバンクモバイル（株）

支援Ｐ会議

デジタルカメラ 8台 キヤノン(株)
各センター２台×３箇所
支援Ｐ会議２台

救急箱 100セット 門前・穴水
寝袋 20袋 門前
懐中電灯 20個 門前
災害用テント 2基 門前
シャワー付タンク 2基 門前
看板 ２枚 （青年会議所）
長机 30本 門前20・穴水10
オフィス机 5脚
オフィスイス 5脚
会議室用イス 40脚
ホワイトボード 1台

1台 （日本NPOセンター） 門前
1台 穴水

冷蔵庫 1台
コーヒーメーカー 1台
丸テーブル 3卓
ＦＡＸ機能付電話 1台
テレビ 1台
ビデオデッキ 1台

ウインドブレーカー 100着 ミズノ(株) スタッフ用

水　(500ml） 2400本 伊藤忠商事(株)

お茶(500ml) 2400本 アサヒビール（株）

ドキュメントケース 1000個 うるうる始業式応援パック

ノート５冊パック 1020パック

液体のり 1000個

ハサミ 1000個

消しゴム（2個パック） 1000個

ペンケース 1000個

下敷き 1000枚

鉛筆 1000ダース (株)三菱東京ＵＦＪ銀行

サイコロキャラメル（5個組） 1120個 明治製菓(株)

能登半島被災地支援　企業からの物資提供リスト
〔災害ボランティア活動支援プロジェクト会議　コーディネート分のみ〕

災害ボランティアセンター運営用物資

門前

コールマンジャパン(株）

リコー(株)

ソニー(株)
門前

三井住友海上火災保険(株)

ボランティア用

コクヨ(株)
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物品名 提供数 提供企業 使途／使用者

石鹸類 2040個 (株)資生堂 うるうる基本パック

1200個 花王(株)

28個

タオル類 112枚

30000枚 日本たばこ産業(株)

2000枚 (株)エーワン精密

315枚 東京電力(株)

240枚 日産自動車(株)

64枚 三井住友海上火災保険(株)

41枚 東京ガス(株)

40枚 キッコーマン（株）

35枚 (株)損害保険ジャパン

480枚

軍手 240組

ウェットティッシュ 5008個 ユニ・チャーム(株)

3000個 （株）大和証券グループ本社

チェルシー 5040個 明治製菓(株)

スナック菓子 1080個 カルビー(株) 福袋／輪島児童センター

ジュース

お茶

アメ 500個 アサヒフードアンドヘルスケア(株）

15ｃｍ定規 280個

クリップ・クリップ入れ 200個

３色サインペン 250セット 住友商事(株)

メモ帳 100冊 松下電器産業(株)

Ａ４ノート 49冊

エンピツ 8ダース

ベビーパウダー 108個 乳幼児サロン／

日焼け止め剤 120個 輪島児童センター

乳児用おしりふき 108個

虫除けティッシュ 144個

歯磨きティッシュ 144個

ショッピングバッグ 150個 (株)伊勢丹

おかゆ 5022個 うるうる生活応援パック

ロゴ入りスーパーバッグ 5000枚

女性用ズロース 300枚

女性用シャツ 150枚

女性用ソックス 200足

男性用ももひき、パンツ 各300枚

男性用シャツ 150枚

婦人用シャツ 125枚

紳士長袖シャツ 75枚

紳士半袖シャツ 100枚

紳士ブリーフ 50枚

紳士ズボン下 200枚

紳士トランクス 240枚

ソックス 100足 日本毛織(株)

紳士半袖シャツ 200枚 住友商事(株)

アサヒビール(株）・アサヒ飲料(株)

和光堂（株）

グンゼ(株)

住金物産(株)

味の素(株)

三菱地所(株)

(株)損害保険ジャパン

旭精機工業(株)

東京海上日動火災保険(株)

1152本
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物品名 提供数 提供企業 使途／使用者

ショッピングバッグ 1400個 (株）伊勢丹 うるうる生活応援パック

卓上カレンダー 141個 (株)損害保険ジャパン

カレンダー 50本 三井住友海上火災保険(株)

壁掛けカレンダー 7個 旭精機工業(株)

ビール（24本） 3セット アサヒビール(株) イベント景品

色鉛筆 2セット 日本電気(株)

スタンド式クリーナー 1台

電気温冷庫 1台

シャンプー＆リンス 2セット

ボディーソープ 2セット

ボディーソープ１+石けん２ 5セット

ハンドタオル 10枚

ぬいぐるみ 10個

エコバッグ 100個 (株)ダイエー

４色ボールペン 100本 本田技研工業(株)

ハイポトニック飲料（24本） 6ケース 味の素(株)

エプロン 2枚 住友商事(株)

ポリエステル原反 64本 白井松新薬（株）　 その他（イベント等で利用）

フードプロセッサー 1台 （１％クラブ） その他

＜金額換算総額＞ 1,630万円相当

コスモ石油(株)

●１％クラブ「うるうるパック」作業参加企業(21社、70名)
味の素、エトバス、キヤノン、熊谷組、コスモ石油、資生堂、シティバンク、ジャパンエナジー、住友商事、ソフト
バンクグループ、帝人、日産自動車、日清オイリオグループ、日本電信電話、日本ユニシス、バンダイナムコ
ホールディングス、日立製作所、本田技研工業、マースク、松下電器産業、明治製菓、

(株)資生堂

日産自動車(株)

6



2007年11月14日／順不同

物品名 提供企業 使途／使用者

6台 トヨタ自動車(株) 柏崎、支援Ｐ
4台 日産自動車(株) 西山
4台 刈羽

原付スクーター 2台 西山、刈羽
複合機リース 2台 西山、刈羽
ＦＡＸリース １台 刈羽
デジタル印刷機 2台 西山、刈羽
GPS・地図ソフト付業務用デジ
タルカメラ・リース

2台 支援P

デジタルカメラ・リース 3台 キヤノン(株) 支援P
3台 ＮＥＣグループ
3台 松下電器産業(株)
1台 (株)東芝

パソコン用ソフト 17個 マイクロソフト(株) 支援P
携帯電話リース 10台 ソフトバンクモバイル（株） 支援P
中古会議用テーブル 10個 ダイセル化学工業(株) 西山
書類棚 2個 コクヨ(株） 西山
コピー用紙（A４サイズ　１箱5000枚） 60箱
コピー用紙(A3サイズ　1箱2500枚） 54箱
蛇口付大型水筒(20リットル） 11個 柏崎、西山、刈羽
　　　　　　　　　 　(7リットル） 3個 柏崎
小型救急箱 100個 柏崎
付箋紙 2880組 柏崎、西山、刈羽、支援P

4800枚 柏崎
2000枚 日本バイリーン(株) 柏崎

中古ヘルメット 55個 ナカシマプロペラ(株） 刈羽
スポーツ飲料(500ml) 3000本 アサヒビール(株）／アサヒ飲料(株） 柏崎
スポーツ飲料(粉末) 10000箱 味の素(株) 西山

1080個 エスエス製薬(株）
20個 (財)電力中央研究所

支援者輸送 1名 (株）日本航空

ウレタンマットレス 500枚 刈羽
ウレタンロール 7巻 柏崎
ラップ 150本 刈羽
タオルケット 1200枚 住金物産(株） 柏崎、西山、刈羽

3000個 (株)資生堂 うるうる基本パック

5040個

タオル類 5016枚

500枚 あいおい損害保険（株）

2000枚 （株）エーワン精密

100枚 住友商事（株）

300枚 （株）損害保険ジャパン

342枚 東京ガス（株）

1000枚 日産自動車（株）

50枚 （社）日本損害保険協会

200枚 （株）ＷＯＷＯＷ

防塵マスク

三井化学(株）

(株)ダイエー

救援物資（災害ボランティアセンター経由）

石鹸類

キヤノンマーケティングジャパン(株)

(株)リコー

本田技研工業(株)

住友スリーエムグループ

コールマンジャパン(株）

中越沖地震被災地支援　企業からの物資提供リスト
〔災害ボランティア活動支援プロジェクト会議　コーディネート分のみ〕

災害ボランティアセンター運営用物資

レンタカー

提供数

ノート型パソコン 支援P

飴類 柏崎

柏崎、西山、刈羽中越パルプ工業(株)
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物品名 提供企業 使途／使用者提供数

500個 あいおい損害保険（株）

3000個 花王(株）

キャラメル 3000個 森永製菓(株）

ドキュメントケース 1000個 うるうる始業式応援パック
水のり 1000個
はさみ 1000個
消しゴム 1000個
鉛筆削り 1000個
下敷き 1000個
レポート箋　 2000冊

1020冊
3240冊 (株）コクヨ工業滋賀
300本 双日(株）

1400組 森ビル(株）
キャラメル 1600個 明治製菓（株）
収納箱 500箱 うるうる幼児パック
道具箱 500箱
３種ペン 1000本

いろ紙 500冊

シール 1000枚

ノート 1000冊

グミ 640個 明治製菓（株）

ベビーパウダー 108個 うるうる親子パック

乳幼児用おしり拭き 108個 （乳幼児教室用）

虫除けティッシュ 144個

歯磨きティッシュ 144個

日焼け止め剤 120個

ハンドクリーム 120個 （株）伊勢半
エコバッグ 100個 ソニー（株）

＜金額換算総額＞ 2,408万円相当

和光堂（株）

コクヨ(株)

ペン類

●１％クラブ「うるうるパック」作業参加企業(42社、124名)
アイネット、味の素、いすゞ自動車、ＮＥＣフィールディング、オムロンヘルスケア、協和発酵工業、熊谷組、ク
ラシエ製薬、KDDIエンジニアリング・アンド・コンサルティング、コスモ石油、資生堂、資生堂開発、ジャパンエ
ナジー、首都高速道路、全国建設業協会、総合メディカル、双日、ソニー、ソフトバンクグループ、ダイエー、
ダイムラー・クライスラー日本ホールディング、テプコシステムズ、富山化学工業、豊田通商、日清オイリオグ
ループ、日清製粉グループ本社、日本ガイシ、日本航空、日本人材派遣協会、日本新薬、日本たばこ産業、
バクスター、パスコ、フィリップモリスジャパン、富士フイルムＲＩファーマ、ベンチャー・リンク、本田技研工業、
ミサワホームホールディングス、三井ホーム、三菱電機、明治製菓、森ビル

ウェットティッシュ類

ノート

コクヨ(株)

8


	災害被災地支援活動報告
	１．会員各社への協力依頼
	２．会員各社から寄せられた報告の集計
	３．１％クラブが企画・実施した支援活動

	能登半島被災地支援　企業からの物資提供リスト
	中越沖地震被災地支援　企業からの物資提供リスト

