東日本大震災
被災動物救援活動及び会計報告書
期間：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

特定非営利活動法人エーキューブ
平成２４年９月３０日

イラスト
アメリカ グリーンチムニーズの生徒からいただいた応援メッセージです。

被災動物支援にご協力いただきました皆様へ
東日本大震災発生後、日本国内だけでなく海外の皆様か
らも支援物資、支援金という形で支援をいただきまし
た。
いただいた支援物資は、エーキューブ会員の車やレン
タカー（トラック）にて、宮城県内沿岸部（南は山元町、
北は気仙沼市など）の避難所や地域の集会所などに連日
配布。個別に支援を必要とされている方に対しては、個
別訪問や宅配便を利用し支援をしてきました。

気仙沼大島へのフェリーが運行再開まで、船に物
資を積み込む。

宮城県山元町坂元
震災 10 日後の風景
奥には太平洋が見えています

その後、応急仮設住宅が整備される頃には、仮設住宅内にて
ペット飼養されている方に支援物資や飼育相談などの支援
をしてきました。
現在は、支援金を基にフード、ペットシーツ、衛生用品
等の支援のほか、避妊・去勢手術費用の補助と飼育相談を
行っています。
このような活動を継続できるのも、全国からの暖かいご
支援の賜物と思い、私たちの活動にご支援ををいただいた
方々に感謝を申し上げると共に、被災後 1 年間の活動報告
および支援金について報告させていただきます。

【支援活動報告】
≪東日本大震災被災動物救援活動概要≫
東日本大震災発生直後～現在も継続中
支援対象地域：宮城県内の被災地域
【３月】
・会員の安否確認及び被災状況、近隣避難所のペ
ット同行避難状況の確認
・診療可能な動物病院・ペット用品店等の確認
・電力回復後は、ブログから情報を発信し全国か
らの支援物資により支援を開始
・仙台市市内避難所を巡回し「不明犬・猫問い合わ
避難所への物資支援
津波以外の話で会話が弾むことも
せ・預かり先・ペット用品支援」の連絡先を掲示
・ガソリン不足で避難所支援もままならない中、被災
1 週間後には仙台市以外の多賀城市、七ヶ浜町内避難所を巡回、仙台市外での
物資支援開始
【４月】
・道路の不通、ガソリン不足が続く中、支援地域を拡大。
支援が手薄な県南地域の山元町、亘理町、岩沼市、名取市、角田市等の避難所へ支援
また宮城県塩竈保健所岩沼支所との情報交換
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・中旬には、県北からの救援要請があり、
気仙沼市、気仙沼大島へ獣医師同行等により
健康相談、物資支援を開始
・南三陸町、東松島市、石巻市などへは委託により
物資支援
・仙台市内、七ヶ浜町の避難所へは定期的に支援を
継続
・避難所におけるペットの環境整備（テント・
クレート他の設置及び衛生用品等の配布)
・大量の支援物資を、定期的に仕分け作業開始
・仙台市長宛 仮設住宅におけるペットの入居に
ついて嘆願書提出

避難所（体育館）で、飼い主と話すスタッフ

【５月】
・仙台市内、七ヶ浜町、亘理町、山元町、気仙沼市、南三陸町などの避難所支援の
傍ら、物流事情回復に伴い、支援物資を宅配便等での送付作業開始
・山元町支援中の自衛隊より、 保護猫情報有り。動物病院へ搬送
【６月】
・今まで支援してきた避難所を定期的に支援
・各地の避難所整理・統合が始まり、支援避難所
も変化
【７月以降 平成２４年３月まで】
・南三陸町、山元町、亘理町への避難所支援の
ほか、宅配便等により県内各地への物資配送
を継続中
・避難所から仮設住宅への移動が始まり、
それに応じて物資支援のほか、しつけや
マナー等の飼育アドバイスのサポートが追加
・北は気仙沼、南三陸町、南は山元町、亘理町
まで、宮城県内沿岸部を会員の乗用車、
レンタカー（トラック）にて物資支援
・亘理町仮設住宅にて子犬誕生。里親募集
・犬小屋を南三陸町歌津へ配送。（12 月）
・仮設住宅にて「クリスマスプレゼント」実施

気仙沼大島への初上陸の日・・・

≪トピック≫
【支援物資仕分け・移送・調達】
全国からの支援物資を仕分けし配送しました。
通年
30 回以上
【被災地巡回＝物資搬送・飼養相談対応
通算 180 回（のべ 278 箇所）以上
4 月：巡回 71 箇所以上
5 月：巡回 35 箇所以上
6 月：巡回 19 箇所以上
7 月：巡回 36 箇所以上
8 月：巡回 18 箇所以上

他】
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南三陸町歌津、黒ラブさんへの家を配送

9 月：巡回 15 箇所以上
10 月：巡回 8 箇所以上
11 月：巡回 16 箇所以上
12 月：巡回 14 箇所以上
※各月とも巡回以外に、随時物資発送・電話での問合せ・相談他各種対応
【東日本大震災における被災犬・猫のケア 対応】
＊シャンプー可能な場所についての問合せ対応・連絡代行
＊被災犬・猫のシャンプー受け入れ可能施設の調査及び依頼・被災犬搬送対応
＊獣医師と共に避難所を巡回：仙台市内、山元町、亘理、岩沼、名取、塩竈、多賀城、
気仙沼大島

【被災犬・猫の一時預かり】
①山元町、被災地にて救援活動中、飼主のいない犬を保護、塩竈保健所岩沼支所からの
依頼を受け、一定期間会員宅で犬を預かり世話をしました。（1 頭）
②被災により犬の飼育が困難になった方からの依頼を受け、一定期間会員宅で犬を預かり
世話をし、里親を探しました。（1 頭）
③仙台市内、避難所生活で猫の飼養が困難という方からの依頼を受け、一定期間会員宅
で猫を預かり世話をしました。（1 頭）
④仙台市内、被災により猫の飼養が困難になった方が上杉包括支援センターに相談、同
センターからの依頼を受け、一定期間会員宅で猫を預かり里親探しをしました（2 頭）
⑤亘理町、被災地で救護された猫について自衛隊より連絡を受け、猫を引き取りに向か
い、動物病院へ搬送、その後会員宅で猫を預かり世話をしました。（1 頭）
⑥仙台市内のコンビニエンスストアから連絡を受け被災子猫を救護、一定期間会員宅で
預かり世話をしました（5 頭）
⑦山元町、避難中の方から飼い猫の救護について相談を受けた獣医師からの連絡を受け、
猫を救護し一定期間会員宅で預かり担当獣医師に引き渡しました。（1 頭）
⑧仮設住宅ペット飼養者の動物病院付き添い
実施日：3/7
実施場所：市内仮設住宅～市内動物病院
従事者数：1 名
上記のエーキューブ単独の支援活動のほか
「仙台市被災動物救護対策本部」メンバーとして
・宮城野区、若林区、太白区内の応急仮設住宅、見なし仮設住宅への支援
・被災小学校低学年を対象にした動物介在教育
・応急仮設住宅集会所での動物介在活動
を行ってきました。
現在、継続中。
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【収支報告】
H23年度支出内訳（H23年４月１日～H24年３月３１日）
支

受取支援金

人件費

2,282,808

通信費
0

印刷製本費
0

消耗品費

0

986,798

H22年度からの支援金累計
前期繰越額 当期受入額 当期減少額 次期繰越額
内容
(H22年度から （H23年度受 （H23年度支 （H24年度へ
の繰越）
取支援金）
出額）
の繰越）
東日本大震災支援金
387,700
2,282,808
1,739,070
931,438

出
保健衛生費
219,475

旅費交費費

荷造運搬費

393,680

支出合計

139,117

当期経常増減額

1,739,070

備考

説明
1. 上記表は、H23 年度 NPO 法人エーキューブ収支計算書からの抜粋
2. H22 年度（3 月期）は支援金受取のみで、支援金支出なし
3. 人件費：計上せず
4. 通信費・印刷製本費：外の事業会計に計上
5. 消耗品費：フード、トイレシート、ケージ、などのペット用品
6. 保健衛生費：被災動物のワクチン代、血液検査代などの医療費
7. 旅費交通費：物資配送のためのガソリン代、高速代、フェリー代、レンタカー代等
8. 荷造運搬費：物資運搬のための宅配便代、赤帽代

【支援物資、支援金をいただいた方】
2011 年 3 月 11 日（金）14:46 東日本大震災発生以降 ～ 2012 年 3 月 31 日迄

◎支援金のご協力をありがとうございました。

順不同

赤坂動物病院院長柴内裕子様 赤坂動物病院千葉陽子様 秋野由利様 伊藤由紀江様、鮎子様
ｲﾅｶﾞｷﾀｴｺ様 井本英子様 ｲﾜｵｱｽｶ様

ｴｻﾞﾜｷｮｳｺ様 ｵｵﾂｶﾐｶｺ様 長田伸子様

甲斐千鶴子様

柿本真由美様 片岡香織様 金子美紀様 上石由美様 上岡寿子様 川村ｶﾞﾙﾆｴ様 伊達直子様
鬼頭あけみ様 工藤紀恵様 黒田貴子様 佐賀展子様 澤木久美子様 ｼﾐｽﾞｶﾂﾐ様
下野裕美様

霜山容子様 ｾﾝﾊﾞﾐｴ様

永田ﾄﾞｯｸｽｸｰﾙ代表大井様 中村千晶様

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂﾘｰ（カ）様 ﾄｶﾞｼﾋﾃﾞｶｽﾞ様
西村一子様

野尻裕子様 ﾊｷﾞｲｴｲｼｭｳ様 ﾏﾂﾊﾞﾗﾙｲｺ様 I.M 様

虎谷百合子様

認定 NPO 法人えひめｲﾇ・ﾈｺの会様

毛利碵様

山本明日香様

㈲ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ・ｳﾒﾔｼｷ様 ﾜｲﾙﾄﾞﾍﾞﾘｰｺｰｷﾞｰｽﾞ様 上野裕美様 ｲﾄｳｹｲｺ様 ｲｼｲﾕｶ様 池上京子様
カフェモンサンルー様
浅田信一様
山本由利子様

西岡奈々子様

脇屋尊行様

長田伸子様

林菜穂子様

古村直芳様・あつみ様

尾形宏子様

白澤弥生様

アークヒルズ自治会水野幸枝様
コバヤシキョウコ様

佃眞紀子様

ユ)ナーチヤ様
ナガタケイコ様

大島真知子様

黒木裕子様

八木加奈様

三品より子様
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椿田俊枝様
杉野恵子様

西村裕美様
峯沢洋子様

新東動物病院新東英子様

山田ちや子様

大山真理様

吉川範子様

早乙女ルツ様 堀内美咲様

小黒武彦様

加藤誠一様

543,738

トクヒ)ニホンヒューマンアニマルネイチャーボンドソサエティ様
秋葉涼子様

葛西弘章様 島田真須美様

高橋知佳子様

カ)コウダンシャ様

佐藤慶様

◎支援物資のご協力をありがとうございました。

順不同

阿礼順子様 稲垣多恵子様 （株）ｱﾎﾟｲﾝﾄ JOY-DOG-HOUSE 様 岩上由紀子様 栗田吾郎様
工藤様 山沢亜美様 山本浩子様 小野崎容子様 藤浪由佳里様 （株）ｸﾛｽﾛｰｽﾞﾌﾟﾗﾝ様
(有)ｽﾍﾟｯｸｽｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 大石恵子様

DOG CAFE 様

DOG SHOP Wan Wan 様 e 様 e-netshopPet

館様 Orange Cafe 大塚和子様 PRM myDOG 様 wildberry 出荷センター様
あいち動物病院様 ｱｲﾘｽﾜｺｰ様 明石光隆様 安食八千代様

小島幸子様

芦屋動物愛護協会様 阿部美智子様 阿部光恵様 荒川りえ様 飯田良枝様 飯塚耕史様
池田妙子様 伊藤忍様 井上未来様 猪股有希子様 伊古田絵里様 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ様
ｳｲﾘｱﾑｽ美由紀様 ｳｲﾘｱﾑｽ澪奈様 植田友美様 宇高有希子様 大木恵子様 大庭千佳子様
大山真理様 岡田ますみ様 小川綾子様 小川ひろ子様 小川美由紀様 奥主香保子様
小木様 奥村様 長浩美様 小澤とし子様 加藤祐子様 かのこﾜﾝｽﾞ/福井睦子様
（株）KPS 様 かみしま動物病院様 嘉屋剛史様、恭子様 桔梗真理子様 菊地知佳子様
岸本佳織様 木村隆子様 木村直道様 工藤みえこ様 工藤由希子様 国兼久子様
久保みどり様 黒坂明香様 桑原麻実様 小泉瑞穂様 小倉さかえ様 小櫻亜湖様
ｺｺﾛ株式会社（快適いぬ生活）立石詠子様

ｺｺﾛ株式会社（ﾍﾟｯﾄﾗﾝﾄﾞ事業）野中美幸様

小島さつき様 小寺様 小松亜侑美様 小柳幸子様 近藤友希様 ｻｲｶﾞﾊﾞﾚｴ 雑賀俊子様
ｻｲｶﾞﾊﾞﾚｴ雑賀淑子様 斉木あゆみ様 斎藤明香様 坂本亜由美様 佐川桂子様 白山由実様
桜庭由美様

佐々木陵子様・政子様 笹渕今日子様 佐藤順様 佐藤典子様 塩浦美幸様

ｼﾞﾔﾂｸﾗｯｾﾙﾃﾘｱ単犬種ﾚｽｷｭｰ様

新城知子様 杉山寿子様 鈴木彩子様 鈴木加世子様

鈴木史恵様 鈴木まゆこ様 須田賀津江様 須田陽子様 住吉尚子様 関口芙未様
関根典子様 瀬上里佐様 ｿｳﾙﾒｲﾄ本岡佐知子様 曽我真衣様 竹井雅明様 竹沢さなえ様
竹田典子様 竹元智子様 谷口真理様 ちばわん吉田千枝様 佃真紀子様 津崎けい様
寺島理恵様 寺部ゆかり様 動物の病院くすめ様 ﾄﾞｯｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ様 友貞真里様 長尾綾様
中川幸久様 中野愛子様 南雲智江様 畑江美子様 花田等様 林じゅん様

畔郁子様

比田明子様 平井三和子(J-HANBS) 様 平野誠様 平山香里様 福島真美子様 藤井康水様、
風間詠子様 藤原かよこ様 藤原良博様 ﾌﾙｲﾐｴｺ様 古屋敬子様 ﾍﾟｯﾄﾌｫﾚｽﾄひばりヶ丘店様
貴正恵様 保坂和志様 細川啓子様 細田芽様 前田知佐様 増田未来様 松浦和代様
松下弥生・久美子様 松下裕子様 松本恵理子様 松本しのぶ様 見上富江様 三木佐希子様
三國恵様 水海道ｱﾆﾏﾙｸﾘﾆｯｸ様 水島賢久様 水谷紘子様 水野敦子様 三井義也様
緑川喜久代様 宮山友紀様 宗像宏美様 森川保二様、美穂子様 森川律子様 柳田真里様
山口梢子様 山城裕子様 山地美央様 山端郁子様 山本江美様 山本忠義様
夢想工房水口弥様
吉澤風美子様

流様

吉田則子様

水口屋甚兵衛様
吉成幸子様

吉川愛子様

吉川博美様 吉沢薫様

ライフ商品デザイン研究所有志一同様

わぁーみー動物病院様 渡辺治香様 渡辺尚子様 渡邉美香様

ﾜﾝﾆｬﾝﾌﾟﾘﾑ 西田信子様

芦屋動物愛護協会様 安形朋子様 安藤りえ様 井上沙織様 磯部匡信様

湯川美津子様

茨城県獣医師会第 10 支部（河嶋敏察様 下倉則夫様 飯田操様 山室司様 苦瀬秀雄様
菅谷種雄様 遠藤誠様 岩崎周二様 落合薫様 栗田吾郎様 岩崎陽三様 石原大輔様
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法

内田貴之様 新野孝信様
永山かおる様

湯浅玲美様

堀江崇文様

磯部匡信様 ） 宇野聖子様

遠藤可奈子様 遠藤久美様 遠藤誠様 横山麗子様 岡田明子様

岡田由美様 河瀬直美様 角田様 ㈱ｸﾛｽ ﾛｰｽﾞﾌﾟﾗﾝ様 ㈱ペットオフィス様 寒河江央恵様
関珠巳様

丸林裕子様 岸智子様 岩崎周二様 岩崎陽三様 岩田朋美様 吉田秀行様

吉田則子様

吉田美也子様 吉田妙子様 吉本悦子様 吉澤風美子様 玉岡京子様

金子こずえ様 金沢理恵子様
工藤夏美様 荒木恵子様
黒坂明香様 今井綾様

苦瀬秀雄様 原和己様

高橋美香様

戸田久美子様 後藤克彦様

高山美知江様

今西透様 今村あき様

高瀬祥代様

佐々木ﾙﾐ子様

佐々木淳子様

佐藤亮子様 佐伯弥生様 佐野忍様 桜井千尋様 桜庭舞様 三浦様
三本 cs 館山和枝様 山崎加奈子様 山室司様

高木裕子様
佐々木直香様

山本泰子様 山本忠義様 四分一淳子様

寺岡弘子様 寺島理恵様 治部百合子様 蒔田美奈子様 若狭邦宏様 若山広樹様 手塚様
秋山かおる様 秋山和子様 住吉尚子様

小笠原陽子美様 小田嶋暖苗様 小島さつき様

小林ゆみ子様 小澤とし子様 松浦ひろみ様

松岡英子様

松本ﾁｬｯﾋﾟｰ様 松木明美様

上村師子様 上地綾子様 上野菜穂美様 新野孝信様

森近栄司様 真理子様 水谷沙織様

杉本由美様 菅谷種雄様 瀬谷房子様

成田英里様 西村直子様

成瀬泰則様

斉藤千代子様 斉木あゆみ様 石橋素子様
石塚恵子様 赤利久美子様

石原大輔様 石崎祐子様

石川由美子様

千石佳江子様 千葉なおみ様 千葉正博様

千脇裕生様

川上香様 前田美恵子様 早瀬望様 村上ふみえ様 村本幸恵様 大熊真紀様 大森貴子様
大木きみよ様 丹羽真実様 池森美加様 中山美保様
中谷聡恵様

中島千鶴様

中川れい子様 中谷様

猪股理恵様 町野利子様 町野雅子様 長橋さやか・のぞみ様

長田真希子様 長野千恵様 帝塚山ﾊｳﾝﾄﾞｶﾑ様 田村理恵様
渡辺恵美子様

島千佳様

東郁子様

湯浅玲美様

東京都農業大学伴侶動物学研究室 増田宏司様
藤田朋子様

動物ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱすてっぷ・ﾏﾑ様

猫まるｶﾌｪ 川瀬様
富田容子様

白井恵子様

冨田寿美恵様

米山裕子様 米倉洋子様

武田千恵子様

田畑純也様

藤原由利子様

藤田聡子様 藤田智恵子様 藤田道子様

内田貴之様

板垣あい様

田中ﾐｶ様

内田利恵様

飯塚ひとみ様

日下部泰斗様

飯田操様 尾形宏子様

風間詠子様 福島わかな様

平川裕美様

別井ヨネ様 保坂明子様 保坂和志様 芳野香様 望月和子様

水海道ｱﾆﾏﾙｸﾘﾆｯｸ様 堀江崇文様 堀内由貴子様 末広明美様 木所浩美様 木村友香様
門脇ゆか様 野口利恵様 野村智之様 野中美幸様 有海杏子様 来田千明様 落合薫様
立元光子様

鈴木なつこ様

株式会社グレビス様
渡邉景子様

鈴木信江様

濱本真由美様

株式会社 Up-Draft 様

渋谷千賀子・小林やすこ様

ﾜｲﾙﾄﾞﾍﾞﾘｰｺｰｷﾞｰｽﾞ&ﾌｧﾐﾘｰ様

梅村登志美様

高山ゆみこ様 毛内薫様 石井美紀様 ㈱Ｂｕｒｇ様
中矢真輔様・加代様

鈴木真弓様

小松伸枝様 佐藤友香里様

こみね動物病院 小峰美和子様

㈱チャーム 速水里和様

和田みどり様 中里ふみ様

小山田様

瀬戸康倫様

尾本美緒様

松本由里子様 秋葉ちはる様

小川真記様 TOM CAT 様

K9 ナチュラルジャパン様
中屋真理子様

齊藤悦子様

宮寺好子様

土居陽子様

小崎典子様

石川寛様

浦安犬の会川端順一郎様、皆様

酢谷智子様

伊藤孝紀様

高橋由恵様

武田隼人様・仁美様

㈱ﾌﾟﾗﾈｯﾄ・ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ荒木幸子様

植田奈々様 鈴木真理子様 岡田ますみ様 岩瀬久仁子様 根岸准子様 森近英司・香織様
重岡雅代様 西村直子様 木村ゆう子様 ㈲ｲﾝﾃｯｸ ｽﾀｼﾞｵ・ｷｬﾘｺ高塚真理子様 すずきひろこ様 猪
狩美子様

白澤弥生様

山本直美様

ｻｳｽｶﾚﾝﾂ様

長谷川晶子様

甲斐菜穂美様

Ryuko 様 日本ｽﾘｰﾅｯｸ(株)古川清之様 児玉奈津子様 新井場かおり様 大塚雅子様
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谷本慶子様

小木知子様

吉田様

中神朋子様

㈲Ａｂｂ撫養ルミ子様

山地様

保坂みち様

馬渡真由美様 石川なぎさ様 NPO 法人ｾﾗﾋﾟｰﾄﾞｯｸﾞすまいるわん時田真緒様

越野聡美様

大井美紀様

武田千恵子様 岸田美菜子様 橋立貴子様 藤田悠賀様 村田様 三嶋ユカリ様
富川久代様 西池明子様 土井ゆり子様 小島弘子様 藤井綾子様 渡辺様 内田理恵様
㈱ｹｲｺﾚｸｼｮﾝ様 道満規世子様 高塚様 auto 様 比田明子様
水内様

若林区 伊藤様

下町佳子様
アートジム様
植田友美様

伊藤孝紀様

佐藤和美様

塩見人見様

石野ちづ子様

角田千賀子様
塩谷由美様

齋藤ゆき子様

藤井浩絵様

安井稔博様

会田昌弘様

石井そのみ様

住友生命保険相互会社仙台総支社様

遠藤幸子様 中澤香様
稲垣多恵子様

北川千晶様 白鳥隆明様

ご近所仲間の会様

中村範子様

坂本幸子様

伊藤美子様

村上淳子様

佐々木ひとみ様

本田ﾊｯﾋﾟｰ様

山田ちや子様

齋藤文江様 後藤美佐様 平野原さやか様 後藤ユカ様 飯田明子様
芦立富佐子様

永洞和子様

田中照之様

佐藤裕子様

小林恭子様 中村友美様

村田明美様

石田正子様

藤田様

西岡奈々子様

内藤みどり様

しつけ教室ＭＯＭ様

市川正男様

上野洋美様

神田美由紀・禮慧様
菅野美佐様

畠山孝志様 新木由美様

工藤梓様

山川歩夏様

齋藤滋様

川上喜恵美様

照井浩子様

佐々木美加美様

橋本志緒里様 林博子様 桂陽子様 秋山祐里沙様 菅井綾乃様 渡邉圭子様 村上俊哉様
岩渕夏江様 清川美枝子様 久保田みちよ様 川名美恵子様
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楠目宏様

