
NGO LOOB パナイ島北部被災地支援：最終報告書 

2013 年 11 月 8 日にビサヤ地方を襲った台風 30 号（フィリピン名ヨランダ）は、死者 6,201 人、行方不明者

1,785 人（ともにフィリピン国家災害リスク削減委員会 NDRRMC の 1 月 14 日付データ）に上る被害をもたらし

ました。特にレイテ島などがある東ビサヤ地方の被害が最も大きく 5,803 人に上り、次いで LOOB が活動する

西ビサヤ地方で 294 人が亡くなりました。この台風では、漁業・農業などの第一次産業を生活の糧にする多く

の住民の生活が破壊されました。 

11 月 12 日以降、台風の被害状況がメディアによって明らかにされる中、LOOB に滞在している日本人ボラン

ティアスタッフ 4 名、フィリピン人スタッフ 6 名は、イロイロ市内にある他の NGO の支援物資の仕分け作業に

参加したり、日本から視察や取材に来た方々にガイドや通訳として同行したりしました。通常の子ども達への

学童や教育支援のためのカレンダー販売も同時進行したため、非常に慌しい状況でしたが、被災地の方々

のために自分達を活かしたいという想いから日本人、フィリピン人とも休みなく活動を続けました。 

11 月 14 日にスタートした募金は、3 月末までの間に 163 名の個人から 668,100 円、13 の団体から

1,109,375 円のご寄付を頂き、合計金額が 1,777,475 円

（728,764.75 ペソ）となりました。 

こうした会員の皆さまやそのお知り合いのご協力のおかげで、

LOOB ではユースボランティア 2 名の出身地で、地元行政と

繋がりがあったパナイ島イロイロ州コンセプション町に焦点を

当て、草の根の支援活動を実施することができました。 

2014 年 3 月末までに全ての支援活動が終了しましたので、

現地から感謝を込めて、ここに最終のご報告とさせて頂きます。                                        

 

 

                                               西ビサヤ地方の地図 

（台風直後の被災地の様子＠パナイ島 LOOB 撮影） 



【募金の使途報告】 

LOOB では、被災地で刻々と変化する状況を見ながら、初期の緊急支援、中期の生計支援、最後は小学校

修復支援を実施しました。各活動の様子に関しては、LOOB のスタッフブログ「ハロハロ De イロイロ 南の島の

NGO 活動と生活記」に詳しく書いてありますので、ぜひお読み下さいませ。http://loobinc.exblog.jp/ 

 

 

  

合計寄付金額       1,777,475 円 (728,764 ペソ) 
 

寄付者および協力者 

支援１ 

緊急支援 

物資提供（防水ブルーシート、コメ等）  99,750 ペソ LOOB 会員・一般からの寄付者 

LOOB カレンダー募金 

LOOB 現地ボランティア 

物資提供（チェーンソー） 53,280 ペソ 台風ヨランダの被災者と共に働く会 

支援２&３ 

生計支援 

漁家のボート修復・建設（20 隻） 94,690 ペソ JLS とゆかいな仲間たち 

北見藤女子高等学校 ACT 

貝塚東小学校 

フェニックス救援隊 

桜美林大学（緊急災害支援募金） 

浜中音楽倶楽部 

LOOB 会員・一般からの寄付者 

農家のハイブリット種配布（200 世帯） 16,070 ペソ JLS とゆかいな仲間たち 

LOOB 会員・一般からの寄付者 

支援４ 

学校支援 

小学校校舎 

（Brgy. マカルバン校舎 1 棟） 

149,000 ペソ 大阪教育大学学生団体 MERRY 

台風ヨランダの被災者と共に働く会 

子ども Xmas マーケット名古屋 

JLS とゆかいな仲間たち 

LOOB 会員・一般からの寄付者 

小学校校舎 

（Brgy. マカルバン校舎 1 棟） 

132,000 ペソ 学生団体 JOLYBEE 

台風ヨランダの被災者と共に働く会 

浜中音楽倶楽部 

フェニックス救援隊 

LOOB 会員・一般からの寄付者 

小学校校舎 

（Brgy. ロオン校舎 1 棟） 

149,000 ペソ 学生 NGO ALPHA 

台風ヨランダの被災者と共に働く会 

茨城県国際交流協会 

CODE 海外災害援助市民センター

LOOB 会員・一般からの寄付者 

 合計支援額 693,790.00 ペソ  

管理費 燃料費（寄付金の 4.8%） 35,000 ペソ  

 合計支出金額 728,790 ペソ  

 残高 0 ペソ  



支援１ 緊急支援 （物資の提供） 

11 月 20 日、12 月 10 日、バロタックビエホ町およびコンセプション町役所の地方社会福祉開発局（PSWDO）

を通して、被災者の方々に以下の物資をお届けしました。 

* generator （発電機の貸出し） 

* rice 10 sacks（米 10 袋、500 キロ）- Php17,000.00 

* tarpaulin 10 rolls （防水ブルーシート 10 ロール）- PhP60,000.00 

* common Nails（釘等の建材）- Php3,850.00 

* tarpaulin 3 rolls （防水ブルーシート 3 ロール）- PhP18,900.00    合計 Php 99,750 

 

12 月 12 日 ＊チェーンソー 36 インチ×2 台 ーPhp 53,280.00 

 



支援２ 生計支援 

コンセプション町役所の地方社会福祉開発局（PSWDO）を通して、漁村と農村の被災者の方々に以下の物資

をお届けしました。 

12 月 4 日と 12 月 10 日に漁村 Brgy.ロオンにて、3 つの漁業組合のボートのうち破壊された 20 隻を修復  

－ Php 94,690.00 

 

支援３ 生計支援 

1 月 4 日と 1 月 28 日に農村の Brgy.マカルバンにて、200 世帯の農家に約 10 種類のハイブリット種を配布 

－ Php 16,070.00 

 

 



支援４ 学校支援 

小学校は当初修理の予定でしたが、損傷がひどく建物の基礎部分も耐久性に影響があたったことから、３棟

すべてゼロから建設しました。コンセプション町の教育省および Municipal Engineering Office と連携し、2 月

11 日～25 日、および 2 月 27 日～3 月 7 日の期間に、マカルバン小学校で 2 棟の校舎を建設しました。作

業には日本の学生団体（MERRY、JOLYBEE）のメンバーと現地ユースボランティアが従事しました。  

   ユニセフの仮説教室で授業する子ども達           日本と現地の若者が建設作業スタート！                      

       1 棟目の建設（MERRY04 ）               2 棟目の教室 （JOLYBEE02） 

 

 

 

 

 



支援４ 学校支援 

コンセプション町の教育省（DepEd）および Municipal Engineering Office と連携し、3 月 10 日～21 日の期間

に、ロオン小学校で１棟の校舎を建設しました。作業には日本の学生団体（ALPHA）のメンバーと現地ユース

ボランティアが従事しました。  

                      炎天下の中、ALPHA 建設の校舎が完成！                  

子ども達が感謝状を作ってくれました！ 

 
日本もフィリピンも災害の多い国だからこそ、いざ必要なときには助け合う精神があ

るのだと思います。最後にコンセプション町長からのメッセージ： 「今回の台風によ

って失ったものは甚大であったが、それ以上に世界各国からの友情と支援の手が届

いたことは大変な祝福でした」  

フィリピンの被災者の方々からの感謝の気持ちをどうぞ受け取って 

頂ければ幸いです。どうもありがとうございました！ 


