
○各社によるボランティアツアー商品 
 
 
（１） 近畿日本ツーリスト（株） ― その１ 
①商品名  南三陸町ボランティアツアー ＆ 応援ツアー in 福興市6 月 
②実施日  【Ａコース】6 月24 日から 6 月26 日 1 泊3 日（6/24 車中泊） 

【Ｂコース】6 月25 日から 6 月27 日 0 泊3 日（6/25､26 車中泊） 
③ボランティア活動の場

所・内容 

 【Ａコース・Ｂコース共通】 
被災地域で比較的軽度のボランティア活動。 
旅行代金の 5,000 円を、「南三陸町復興支援金」として社会貢献共同体ユナイテッド・アー

スを通じ、南三陸町に寄付。 
④観光の内容  【Ａコース・Ｂコース共通】 

南三陸町での語りべガイドによる被災地案内、福興市でのお買い物。 
⑤宿泊場所  【Ａコース】秋保温泉 ホテルニュー水戸屋または、岩沼屋 

【Ｂコース】なし（車中泊） 
⑥詳細情報・問い合わ

せ先 

 近畿日本ツーリスト株式会社トラベルサービスセンター東日本 
「南三陸町応援ツアー in 福興市」事務局 

TEL：0570-064-205 ※ひかり電話・PHS からはご使用いただけません。 
営業時間 月～金 10:00～17:00 (土日祝日は休み)。  
Ｗｅｂページ：  http://ecc.knt.co.jp/tyoec/fukkoichi/ 

 

 

  

（１） 近畿日本ツーリスト（株） ― その２ 
①商品名  ボランティア活動と東北観光による被災地応援ツアー 
②実施日  6 月28 日から 6 月30 日 2 泊3 日 
③ボランティア活動の場

所・内容 

 6 月28 日宿舎での講習会を行い、翌6 月29 日終日ボランティア活動。 
活動内容の一例：避難所のお手伝い、清掃活動など当日必要とされる活動 
企画協力 災害救援ボランティア推進委員会 

④観光の内容  平泉（中尊寺、毛越寺）、塩釜神社、松島（瑞巌寺、五大堂）、松島さかな市場 
⑤宿泊場所  鳴子温泉 鳴子ホテル 
⑥詳細情報・問い合わ

せ先 

 近畿日本ツーリスト株式会社 ＥＣＣ事業本部カンパニー 第１営業支店 
「ボランティア活動と東北観光による被災地応援ツアー」事務局 

TEL：03-6891-9301   高川雄二、大森葉子、山川幸則 
Ｗｅｂページ：  http://ecc.knt.co.jp/tyoec/fukko/ 

 
 
（２） （株）JTB 関東 ― その１  
①商品名  JTB グリーンシューズプロジェクト  トリプルボランティア in 宮城 

②実施日  ①7 月22 日から 24 日 2 泊3 日（7/22 車中泊）  

②8 月5 日から 7 日 2 泊3 日（8/5 車中泊）  

③8 月26 日から 28 日 2 泊3 日（8/26 車中泊）  

④9 月17 日から 19 日 2 泊3 日（9/17 車中泊）  

⑤9 月22 日から 24 日 2 泊3 日（9/22 車中泊）  

③ボランティア活動の場

所・内容 

 泥かき、家屋の片付け・清掃、避難所での手伝い、瓦礫の撤去、物資の仕分け等 

＊被災地ニーズに合わせ直前に活動地・活動内容が決まります。活動内容は現地ボラン 



ティアセンターに一任となります。 

④観光の内容  松島瑞巌寺（鎮魂の祈りを捧げます）五大堂等訪問 途中ボランティアガイドの案内がつき

ます。 

⑤宿泊場所  松島 大松荘又は新富亭又はリゾートイン松島又は海風土又は一の坊又はセンチュリーホ

テル 

⑥詳細情報・問い合わ

せ先 

 株式会社ＪＴＢ関東 法人営業埼玉支店 営業第三課 

「ボランティアバスパック」係 

TEL：048-644-5313  FAX:048-649-0746 

営業時間 月～金 9:30～17:30 (土日祝日は休み)。  

Ｗｅｂページ：  

 http://www.jtb.co.jp/shop/ShopOther.aspx?shopid=400&branchno=14 

 
 
（２） （株）JTB 関東 ― その２  
①商品名  JTB グリーンシューズプロジェクト  ボランティアバスパック in 宮城 

②実施日  ①6 月24 日夜から 25 日 1 泊2 日（6/24 車中泊）  

②7 月1 日夜から 2 日 1 泊2 日（7/1 車中泊）  

③7 月8 日夜から 9 日 1 泊2 日（7/8 車中泊）  

④7 月15 日夜から 16 日 1 泊2 日（7/15 車中泊）  

⑤7 月22 日夜から 23 日 1 泊2 日（7/22 車中泊）  

⑥7 月29 日夜から 30 日 1 泊2 日（7/29 車中泊）  

⑦8 月5 日夜から 6 日 1 泊2 日（8/5 車中泊）  

⑦8 月12 日夜から 13 日 1 泊2 日（8/12 車中泊） 

⑦8 月19 日夜から 20 日 1 泊2 日（8/19 車中泊） 

⑦8 月26 日夜から 27 日 1 泊2 日（8/26 車中泊） 

③ボランティア活動の場

所・内容 

 泥かき、家屋の片付け・清掃、避難所での手伝い、瓦礫の撤去、物資の仕分け等 

＊被災地ニーズに合わせ直前に活動地・活動内容が決まります。活動内容は現地ボラン 

ティアセンターに一任となります。 

④観光の内容  宮城県の特産品の買い物・試食等 

⑤宿泊場所  一日目夜行 車中泊 

⑥詳細情報・問い合わ

せ先 

 株式会社ＪＴＢ関東 法人営業埼玉支店 営業第三課 

「ボランティアバスパック」係 

TEL：048-644-5313  FAX:048-649-0746 

営業時間 月～金 9:30～17:30 (土日祝日は休み)。  

Ｗｅｂページ：  

 http://www.jtb.co.jp/shop/ShopOther.aspx?shopid=400&branchno=14 

 
 
（３） （株）ダイヤモンド・ビッグ社（地球の歩き方）/トップツアー（株） 
①商品名  岩手県（沿岸部）でのボランティア活動と花巻・平泉3 泊4 日 
②実施日  平成23 年6 月20 日（月）、平成23 年6 月27 日（月）出発 

いずれも 3 泊4 日 
③ボランティア活動の場

所・内容 

 岩手県釜石市、大槌町、大船渡市、陸前高田市など岩手県沿岸部の市町村（活動地は現

地の状況により異なります）にて、個人宅の泥だし、個人宅・工場の瓦礫の撤去、水田の瓦

礫の撤去・避難所での衣類の仕分け・手伝い、側溝の泥だし 
④観光の内容  宮沢賢治記念館/中尊寺・毛越寺の見学、座禅体験 



⑤宿泊場所  南花巻温泉 幸迎館、ホテルさつき、別邸楓 
⑥詳細情報・問い合わ

せ先 

 【マスコミなどからの問い合わせ先】 
（株）ダイヤモンド・ビッグ社：03-3560-2112 担当：河東（かとう） 

【お客様からの問い合わせ先（申込先）】 
トップツアー（株）：03-5766-0158    

URL： http://www.arukikata.co.jp/volunteer/kokunai/higashi-nihon01b.html 
 
 
（４） （株）日本旅行 
①商品名  ボランテイァ活動応援ツアー 「災害ボランティア・サポートプラン（宮城県）」 
②実施日  平成23 年6 月17 日（金）、6 月24 日（金） 出発  （7 月以降も追加設定予定） 

いずれも 2 泊（車中1 泊＋旅館1 泊） 3 日 
③ボランティア活動の場

所・内容 

 宮城県石巻市またはその周辺地区にて 
被災住宅や公共施設、漁港などの泥かき、清掃、家具搬出など 

④観光の内容  鳴子温泉に宿泊し、周辺観光ならびに道の駅にてお買い物 
⑤宿泊場所  鳴子温泉 
⑥詳細情報・問い合わ

せ先 

 【マスコミなどからの問い合わせ先】  
広報室：03-3572-8180 

【お客様からの問い合わせ先（申込先）】 
日本旅行東京予約センター：03-3614-3011 

URL： http://www.nta.co.jp/ICSFiles/afieldfile/2011/06/02/borann_0001.pdf 
 
 
（５） 岩手県北観光（株） 
①商品名  ケッパレ東北！岩手県応援ツアー（大槌町） 

協賛：岩手県中小企業団体中央会、東京都中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会 
②実施日  平成23 年6 月9 日（木）、6 月23 日（木）より 2 泊3 日（大槌町） 
③ボランティア活動の場

所・内容 

 岩手県大槌町の災害現場にて、汚泥や家財の撤去・ゴミの積み出し、掃除や片付けなどの

お手伝い、荷物の運搬などを実施 
④観光の内容  宮沢賢治記念館、宮古市魚菜市場、盛岡手づくり村（大槌町コース） 
⑤宿泊場所  花巻温泉、盛岡市内 
⑥詳細情報・問い合わ

せ先 

 【問い合わせ先】 
TEL:019-622-2111（代表） 担当：本山・伊藤  

URL： http://www.kenpokukanko.co.jp/volunteerliner.html 
 
 
（６） 木村観光バス（株） 
①商品名  東日本大震災復興支援ツアー 『東京と岩手を繋ごう』 

②実施日  2011 年6 月16 日（木）～18 日（土）、6 月23 日（木）～25 日（土） 
③ボランティア活動の場

所・内容 

 岩手県釜石市災害ボランティアセンター、大槌町災害ボランティアセンターの指示・案内

のもと災害現場・周辺地区にてボランティア活動 
汚泥やゴミの撤去、支援物資の仕分け、書類の整理・封入作業、清掃や家財の搬出などを

実施 
④観光の内容  花巻市内、平泉・中尊寺、毛越寺など 
⑤宿泊場所  岩手花巻・山の神温泉「幸迎館」 



⑥詳細情報・問い合わ

せ先 

 【問い合わせ先】 
災害復興支援ツアー直通ダイヤル 048-766-3105  
URL： http://www.kimurakanko.co.jp/ 

 
 


