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１　災害時における社協担当別対応について

（時期区分）
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・マニュアルの作成・見直し ・高齢者台帳の整備
・災害時使用の備品購入・点検

・しゃきょう連絡員の増強
・見守り活動員の要請
（傾聴ボランティアとの調整）

・傾聴ボランティア育成

・自分自身及び家族の安全確保 ・自分自身及び家族の安全確保

・各職員の安否確認 ・各職員の安否確認

・災害ボランティアセンター設置検討
すこやか福祉館

保健福祉センター、その他
３時間～ ・包括支援センターと共に安否確認 ・見守り活動の検討
４８時間以内

４８時間～

応急対策期

・保健福祉部と連絡調整（被災後の速
やかな安否確認方法の確認）

発災後

予防期

（平常時）
・防災ボランティアセンター設置場
所検討、対応訓練及び啓発

時　　　期 事務局 地域包括支援センター

災害時におけるつくばみらい市社協担当別対応一覧

・市と連携調整、合同訓練の実施

３時間

緊急救援期
Ｏｒ

・地域力を高める為、地域福祉事
業の促進及び啓発

混乱期

発災後

・保健福祉部と連携し一人暮らし
高齢者及び要援護者の安否確認
作業

発災後 災害ボランティ
アセンター運営 

見守り活動の
準備・開始 
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■予備期（平常時）

①

②災害時必要とされる備品の購入・点検
・ライフライン確保用
・災害ボランティアセンター用
・社協事務局用

③ 災害ボランティアセンター設置場所の検討

④ 災害ボランティアセンター運営訓練の実施
・災害を想定してのセンター運営訓練

⑤ 市との「役割」確認及び調整・合同演習等の実施
・市防災計画において、ボランティアセンターは社協で実施と記載

⑥ 地域福祉事業の促進
・災害時に地域力が発揮できるよう、既存の事業（サロン・ボランティア等）促進

⑦ 被災者に対する見守り活動が必要となる為、傾聴ボランティアを養成

■混乱期（発災後３時間）

① 自分自身及び家族の安全確保

② 各職員の安否確認

① 警戒体制（緊急連絡網によって参集して下さい）

※事務局長及び専任の常勤職員が対象です。

震度５以上６未満の地震が起こった場合や暴風警報・大雨警報・河川増水警報は発
令された場合、事務局長が必要であると判断した時は、職員緊急連絡網により職員に
参集するよう命じることになります。その際、職員本人が不在の場合は、家族等に伝言
します。職員本人が自宅を離れている場合は、職員自らが社協事務局又は上司等に
連絡を取り、参集の有無について確認して下さい。（電話がつながらない規模の災害
の場合は、災害伝言ダイヤル等を利用して下さい）

・自分自身及び家族の安全確保ができた場合、以下の職員参集マニュアルに従って、
活動体制を整えます。

勤務時間外に災害が発生した場合には、つくばみらい市社会福祉協議会職員は以下
のとおり災害の規模に応じて、きらくやますこやか福祉館、または保健福祉センターに
参集し活動体制を整えます。

災害時における社協の対応＆災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの作成
及び見直し作業の実施

・被害の状況等を勘案し、すこやか福祉館　Ｏｒ　保健福祉センター或いはその他の施
設での設置を想定します。

（１）職員の参集について

（１）社会福祉協議会事務局
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② 非常体制（可能な限り自主参集して下さい）

※全職員が対象です。

緊急連絡について

●災害用伝言ダイヤル
一般、公衆、携帯電話から利用可能。

「１７１」　にダイヤル

録音の場合 再生の場合

「１」をダイヤル 「２」をダイヤル
→「０２９７－５７－０１２３」をダイヤル →「０２９７－５７－０１２３」をダイヤル
→「１＃」をダイヤル →「１＃」をダイヤル
→連絡事項を３０秒以内で録音する →伝言を再生する。

→「９＃」をダイヤルして録音完了。 →次の伝言をきく場合は「９＃」をダイヤル。

※上記０２９８－５７－０１２３番の録音が限度を超えた場合は次の２回線も使用します。
　 「０２９７－２５－２１０１」

「０２９７－５７－０２０３」

（３）被害状況等の確認、来所者等への対応について
① 職員及び施設の被災状況等の確認

●職員の参集状況、施設利用者の被災状況
●職員の負傷、家族や自宅の被災状況
●各施設の被災状況
●備品、書類等の被災状況
●ライフライン、交通網の状況把握

②来所者への対応

震度６以上の地震が発生した場合、河川の決壊等により市内で重大な災害が発生し
た場合は、連絡の有無に関わらず、職員は社協事務局へ自主参集して下さい。交通
機関が途絶する可能性がありますが、可能な限り出勤して下さい。負傷、自宅の被災
等により出勤出来ない場合は、社協事務局にその旨を連絡して下さい。（電話がつな
がらない規模の災害の場合は、災害伝言ダイヤル等を利用して下さい）

（例：事務局長より連絡です。職員は
社協事務局に参集して下さい。等）

（２）関係機関への報告について

（例：職員○○です。自宅が倒
壊してしまったので出勤出来ま
せん。等）

緊急連絡網による参集又は自主参集を行った場合、事務局長は会長、つくばみらい市
災害対策本部及び茨城県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）へ第一報を行いま
す。その後、新たな情報が入り次第、適宜状況報告をおこなうものとします。

災害の発生が社協及び各施設の開館時間内であった場合は、「つくばみらい市社協自
衛消防隊表」に従い職員全員で来所者、負傷者に対応して下さい。災害ボランティアセ
ンター開設前に、ボランティアとして来館、また、問い合わせには「現在、災害ボラン
ティアセンター設置を検討している」旨を説明して下さい。
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この時点でのマスコミ対応は、情報の混乱を避ける為、事務局長が一括して行って下さい。

■緊急救援期（発災後３時間～４８時間以内）

① 地域包括支援センターと共に安否確認作業
② 災害ボランティアセンターの設置検討

・設置施設（すかやか福祉館Ｏｒ保健福祉センター・その他施設）
・市との調整
・県社協との調整

■応急対策期（発災後４８時間～仮設住宅設置）
「災害時における社協の対応・災害ボランティアセンターの設置・運営マニュアル」を参照。

（４）マスコミへの対応について
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■予備期（平常時）

①高齢者台帳の整備

②保健福祉部との連携の確認

③ しゃきょう連絡員の増強

④ 見守り活動員の要請

■混乱期（発災後３時間）

※社会福祉協議会事務局の混乱期行動にならって下さい。

■緊急救援期（発災後３時間～４８時間以内）

①保健福祉部と連携しひとり暮らし高齢者及び要援護者の安否確認作業
保健福祉部（介護保険課）と協働し迅速且つ効率的に安否確認を行って下さい。

・避難所名簿による確認を行って下さい。
・安否確認とともにニーズの聴き取りを行って下さい。

② 見守り活動の検討
災害の規模にもよりますが見守り活動が必要か否かを検討します。
・必要と判断の場合は長期的スパンの活動を想定します。

■応急対策期（発災後４８時間～仮設住宅設置）

①地域包括支援センター再開へ向けて動く
②利用者からの相談を受ける

③ひとり暮らし高齢者及び要援護者等に対する見守り活動の開始

・担当ケースにおける日常的な相談だけではなく、生活面のありとあらゆることに関する相
談を受けることになります。

避難所・仮設住宅が設置される場合、見守り活動が必要となります。その際活動員として
動いていただく方（傾聴講座修了者）に予め要請しておきます。

・ライフラインが復旧次第電話確認、自宅訪問を行って下さい。
・民生委員や警察、しゃきょう連絡員との連携による確認を行って下さい。

（２）地域包括支援センター

非常時にいち早く安否確認の通報をいただく「しゃきょう連絡員」の増強を進める。

非常時に備えて高齢者台帳（データ及び紙媒体）の整備・更新を行います。また、非常時
の安否確認の際には介護福祉課及び、その他機関と安否確認が重複しないよう十分調
整を図っておいて下さい。

非常時に効率よく速やかに安否の確認が出来るよう予め役割及び地区の分担、確認方
法を調整しておきます。
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２　災害ボランティアセンター設置・運営について
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災害ボランティアとは・・・

・自身も被災者だが、災害救援活動に関わる個人や団体のこと

・外部から自発的に災害救援活動へ参加する個人や団体のこと

災害ボランティアの主な活動内容

①一般作業
炊き出し、清掃、救援物資の仕分けや瓦礫処理等労働力を提供する作業です。

②特殊作業
災害時に特に必要となる専門分野の人員不足に備えます。

※特殊作業とは・・・
心のケア、傾聴、乳幼児保育、介護、手話、要約筆記、外国語通訳、建物判定
情報・通信、土木、建築等専門分野を指します。

③災害ボランティアコーディネーター業務
被災者のニーズとボランティアのマッチングを行います。

※災害時には上記の活動内容の他にも、被災者のニーズに応じた様々な活動が求めら
れる事が想定されます。
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総務・会計担当
副本部長 総務班
（総務総括） 広報・情報担当

副本部長 Ｖｒ受付班
（現場総括） 職員

電話受付担当

ニーズ班
職員

現地巡回担当

マッチング担当
＊オリエンテーション

マッチング班
職員

活動先確認担当

活動先案内担当

送り出し班
職員

送迎担当

資材班
職員

本部長
（事務局長）

県
外
の
社
会
福
祉
協
議
会

全
国
社
会
福
祉
協
議
会

茨城県
社会福祉協議会

つくばみらい市災害ボランティアセンター

つくばみらい市
災害対策本部

社協会長

 連携 

 ・情報 

・人的支援 

・物資支

連
絡
・
調
整

 

主に人的支援 

          人的支援                                
つくばみらい市ボランティア連絡協議会 

           人的支援                 
支援Ｐ・市外ＮＰＯ・市外個人ボランティア
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・震度６以上の場合
・市内で重大な災害が発生

・災害救援ボランティアによる 指令

支援が必要と判断された場合等

※災害ボラセン設置場所について

会長は、つくばみらい市災害対策本部（社会福祉部）及び県社協と迅速に協議を行い、災
害ボランティアセンター（以下「災害ボラセン」という。）の設置を決定します。

茨
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

①市内で重大な災害が発生し、非常体制（災害対策本部を設置して災害
対策活動を推進する態勢）がしかれた場合

②若しくは市民の被災状況を考慮し災害救援ボランティアによる支援が必
要であると認められる場合

つくばみらい市災害対策本部

（１）災害ボランティアセンターの設置について

設置判断について

社会福祉部

つくばみらい市社会福祉協議会

・災害ボラセンは、施設の被害状況を勘
案し、きらくやますこやか福祉館又は、保
健福祉センターどちらかに設置することに
なります。
尚、当施設が被災等によって使用出来な
い場合は、災害対策本部と協議の上、他
の施設に設置します。
その場合、駐車場がある場所、ライフライ
ンが早期に復旧出来そうな場所等を考
慮し迅速に設置します。

設
 
置

 

           

協  議 

つくばみらい市災害 

きらくやますこやか福祉館     

又は                  

保健福祉センター、その他 
 

協  議 
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１　災害ボラセンの使命について

災害ボランティアセンターの使命は、次に掲げるものとする。

２　災害ボラセンの機能について

災害ボランティアセンターの機能は、次に掲げるものとする。

（１）被災者のボランティア・ニーズの把握

（２）災害救援ボランティアの受け入れ、ボランティア活動保険加入手続き

（３）災害救援ボランティアと支援を必要とする地域住民のコーディネート

（４）被災状況、被災者のニーズ把握と関係機関へ情報提供、支援要請

（５）障がい者、高齢者等の災害時要援護者の状況確認

（６）その他、被災状況、時期により必要と認められるもの

３　災害ボラセンの閉鎖時期について

４　災害ボラセン運営にあたっての留意事項について

（４）この基本方針の内容に疑義が生じた場合は、スタッフ間で十分協議のうえ必要に応じ
て　　災害ボランティアセンター本部長の判断により内容の変更を行うこと

臨時的、応急的なセンターであることを考慮して、被災状況にもよるが当面の設置期間は
概ね３ヶ月程度とする。設置期間の延長が必要な場合は、閉鎖の１週間前までに関係機
関と協議のうえ決定し広報等で周知する。

（２）様々な関係機関や個人の集合体であることを考慮し、コミュニケーションを十分に図
り、情報の共有に努めること

（３）被災地情報、ボランティア募集等の情報発信にあたっては、混乱を来たさないよう正
確性を確保すること

（１）災害ボランティアセンターは、地元住民が自分たちでできない部分、行政ができない
部分の復旧・復興支援を行う。

（２）災害ボランティアセンターは、原則として、被災住民の衣食住が確保され、仮設住宅
の整備等により家族単位で一定の生活を営むことが出来るまでの支援を行う。

（３）復旧・復興の主役はあくまでも地域住民であり、災害ボランティアセンターは、地域住
民の力を引き出すための支援を行う。

つくばみらい市災害ボランティアセンター運営方針

（１）ボランティアの安全を確保するとともに、ボランティアの自主性や柔軟性、創意工夫を
実際に支援に活かすこと
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災害ボラセンの総括責任者について

災害ボラセンのスタッフについて

　なお、スタッフの確保に当たっては、以下に掲げる事項に留意するものとします。

スタッフ確保の手順

市内において、ボランティア・ＮＰＯ、市民等からスタッフを募集する。

設置にあたっての留意事項について

②活動の継続性、一貫性を保つため長期間活動できる人が各班に分散するよう留意する。

④各人が持っている技術、資格が活用出来るよう配置を工夫する。

⑤各班の業務量は、多様な状況に対応するため、各班の間で柔軟に応援体制を組むようにする。

⑥事務局の指示に従い、迅速に運営組織図を決定する。
この場合、班長以下は随時変更可能だが、本部長・副本部長は変えない。

⑦センター運営のための物資・資金が必要となる。

Ａ　第１段階　（社協内でのスタッフの確保）

Ｃ　第３段階（県内及び県外からのスタッフ募集）

③県外からのスタッフは、地理、地域の社会資源、関係団体、住民感情等の地域性に不安で
あることから、被災地内及び被災地近辺から一定数のスタッフを確保するよう努める。（被災
地の地理、地域性等に詳しい人が各班に分散できるよう留意する。）

　また、本部長を補佐するため、副本部長（総務総括・現場総括）を置きます。副本部長はセ
ンタースタッフの中から、本部長が指名することにします。本部長が不在の場合、副本部長が
総括責任者の代理となります。

　災害ボラセンのスタッフについては、次の手順に基づき本部長の判断による必要な人員の
確保を行うものとします。

　職員に被災状況や、社協の復旧作業に必要な人員を確認の上、職員を可能
な限りセンタースタッフとして配置する。

①災害ボランティアセンター・スタッフ等、経験のある人のノウハウを活かし各班に分散するよ
う留意する。

Ｂ　第２段階（市内でのスタッフ募集）

　上記によりスタッフが不足する場合は、県社協と連携し、県内外市町村社協及
び県外社協に対し人的支援を要請する。

　災害ボラセンの総括責任者として本部長を置き、事務局長が本部長となります。被災等に
より事務局長が本部長になれない場合は、勤務可能な職員のうちから本部長を選出します。
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ボランティア募集の手順

・ホームページによる募集
・ボランティア、ＮＰＯ、民生児童委員、社会福祉施設等への協力依頼

・ホームページによる募集

・ホームページによる募集（広域）
・県社協と連携し、県外の都道府県社協に対し、ボランティア募集の応援要請。
・マスコミに対し、ボランティア募集の広報依頼。

ボランティア募集の留意事項について

（２）災害ボランティアの募集について
　災害ボランティアの募集にあたっては、次の手順に基づき、本部長の判断により市内のみで募
集するか広域で募集するかについて決定します。
　なお、災害ボランティアの募集にあたっては、茨城県社協と連携を図ることとし、以下に掲げる
事項に留意して下さい。

Ｄ　ボランティア希望者数は、（土）（日）に集中し、平日に減少するなど、曜日や時期によって人
数に増減が生じることも考慮に入れて募集を行って下さい。

Ａ　被災者からのニーズは、被災後の時期により内容的にも量的にも大きく変化します。また、被
災直後は、ニーズはあっても避難勧告・避難指示が解除されないなど、被災地に派遣できない
ケースも想定されます。募集を行う際には、日々のボランティア活動に関する状況を的確に把握
し、活動内容や必要な人数を正確に情報発信しなければなりません。

Ｂ　災害ボランティア希望者の動向は、マスコミによる報道やホームページでの発信内容に大き
く影響されます。情報発信に当たっては、スタッフ個人の判断によらず、必ず複数名でチェックを
行い、重要な案件については必ず本部長の判断を仰いで下さい。

Ｃ　災害ボランティア募集に当たっては、活動の際に個人で準備して欲しい物品や活動上の留意
事項について、できる限り詳細に情報発信しなければなりません。

Ｃ　第３段階（県外からのボランティア募集）

・県社協と連携し、県内の被災地外の市町村社協に対し、ボランティア募集
の応援要請を行う。

Ａ　第１段階　（市内でのボランティアの募集）

Ｂ　第２段階（県内の他市町村からのボランティア募集）
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個人情報の管理について

情報の混乱防止について

備品・資材の活用について

現在、市で備蓄している資機材は、借用可能とのことです。

備品・資材の確保及び管理について

Ｂ　備品・資材は、可能な限り分類して下さい。

Ｄ　寄付物品に関しては、資材班と総務班（総務・会計担当）が中心となって管理して下さい。

（3）災害ボランティアセンターの情報管理について

Ａ　備品・資材の確保に当たっては、必要に応じ市災害対策本部、県社協等に協力を要請して下
さい。

Ｃ　特に、寄付された備品・資材については、保管場所をあらかじめ明確にしておき、把握できる
ようにして下さい。

（4）災害ボランティアセンターの備品・資材について

　災害ボランティアセンターでは、各班に様々な情報が収集されるとともに、多くの問い合わせが
寄せられます。こうした中で、情報の混乱を防ぐ為に重要な情報については、総務班に一旦集ま
るようにし、情報を整理、取捨選択の上、必要な部署やスタッフまたは関係機関にスムーズに情
報を伝達しなければなりません。
　このため、日々スタッフミーティングの時間を定時に確保し、各班で出てきた問題点や重要事
項については、スタッフ全員で共有するよう努めるものとします。
　また、重要な情報については、スタッフ用の掲示板の活用や資料の配付によって周知徹底を
図ることとします。

災害ボランティアセンターでは、被災者のニーズ調査やボランティア登録等を通じて、取り扱いに
注意を要する膨大な量の情報を収集することになりますが、スタッフやボランティアは日々、人が
入れ替わることになるため、個人情報等に係るトラブルが起こりやすい状況にあります。災害ボ
ラセンの各スタッフは、この点に十分留意の上、個人情報の適切な整理・保管に努めるとともに、
各班のリーダーは、適宜、班内の個人情報の取り扱い状況をチェックし、安全管理につとめなけ
ればなりません。
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ボランティア受付班

被災地に来てくれたボランティアと最初に接する受け入れ窓口となります。

1  活動内容
・受付登録事務
・ボランティア活動保険事務
・活動終了の確認
・活動報告の受領事務

2 　活動手順

ボランティア活動希望者の受付

①「ボランティア受付票（様式１－１）」に必要事項に記入してもらって下さい。

※団体参加の場合は団体用受付票（様式１－２）に記入してもらって下さい。

※受付票には個人情報を記入してもらうことになるため保管に留意して下さい。

※携帯電話の番号は記入していただけるように、特にお願いして下さい。

②　説明資料「ボランティア活動に行く前にお読み下さい。（様式１－３）」を配布。

③　専門技術、資格を持っている方の情報をマッチング班に伝えて下さい。

④　中学・高校生の場合は、保護者の承認を得ているか確認して下さい。

名札の作成依頼

②　「災害ボランティアセンター」と書いた腕章を着けて下さい。（活動後回収します）

ボランティア受付数の集計

活動を終えてセンターに戻ってきたボランティアの受け入れ

災害ボランティアセンターのスタッフの各班の活動内容や手順、留意事項について記載します。以
下に挙げた各班の他にも必要に応じて班を編成し活動を行うようにして下さい。

⑤　２回目以降の方は、記入事項に変更がなければ、受付状況欄の２回目以降に
○を付け氏名のみ記入して下さい。

①　センターを通じたボランティア活動者と分かるようガムテープに名前をフルネー
ムで記入してもらい、胸に貼って下さい。

１日３回（１１：００、１３：００、１６：００）集計を行い、総務班（総務・会計担当）に報告
して下さい。

①　ボランティアに感謝の言葉を掛け、グループリーダーに全員が帰所したか確認
して下さい。

（５）災害ボランティアセンターの活動内容・手順について
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②　ボランティア依頼表裏面（様式２－２）の活動報告欄に記入をお願いして下さい。

３　留意事項

※　指示に従わず自分勝手な行動は厳に控えていただくよう伝えて下さい。

※　遠方から支援に駆けつけてくれたボランティアに対し、感謝の気持ちを持って接して下
さい。ただし、あくまで地元主体・被災者本位であること頭に入れて対応して下さい。

③　ボランティアから特記事項を聴き取り、新たなニーズがあればニーズ班に引き
継いで下さい。

④　１６：００までに帰所しないグループについては、グループリーダーの携帯電話
に連絡して下さい。

※　災害発生後、市内や市外よりボランティアがすぐに駆けつけてくるため、ボランティア
受付票の作成と、ボランティアの指示が急務になります。
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ニーズ班

１　活動内容
・ニーズの聴き取り（電話受付担当）
・ローラー聴き取り（現地巡回担当）
・マッチング班への引き継ぎ
・依頼件数の集計

２　活動手順

被災者ニーズの聴き取り

①　主に電話（ＦＡＸ）、来所により、ニーズの聴き取りを行います。

※活動の安全が確保されているか確認が必要です

※ボランティアの年齢・性別を考慮する必要があります。

※依頼内容が・・・

・危険な作業、専門技術の必要な作業
・企業の営利活動に関するもの
・政治活動や宗教活動に関するもの
・極端な重労働

に該当する場合は、丁寧にお断りします。

※活動終了時間（センターへの帰所時間）が１６：００であることを伝える。

※待機しているボランティアの概数を頭に入れて、派遣人数を依頼者にア
ドバイスします。

※判断に困った場合、他のスタッフに相談する。難しいと感じるケースに
ついては、「現場を見てからできるかどうか判断させてもらう」ことを依頼
者に伝えて下さい。

※被災者等からニーズ以外の苦情や意見等多く寄せられる内容をよく聞
き取り、メモを作成し事務局用掲示板へ掲示して、ミーティングでの報告
等によりスタッフ間での情報を共有します。

被災者と災害ボランティアセンターの最初の接点となる。主に被災者からの聴き取りを行い、
ニーズを把握します。

＜聴き取りの際の留意事項＞

※緊急を要するか否か。（特に高齢者、障がい者、ひとり暮らし等のケー
スは優先します。）

※希望活動日や時間帯は前後する場合があることを説明します。（訪問
の際は事前連絡をしておきます。）

②　ボランティア依頼票・指示書（様式２）に沿って、活動内容等を正確に聴き取り記
入します。
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マッチング班へ引き継ぎ

依頼件数の集計

夜の定時ミーティング時等に、ボランティア依頼件数を集計し総務班に報告して下さい。

３　留意事項

○報道機関からの問い合わせに対しては、正確な情報を発信する為、総務班が一括して
対応します。

※ローラー聴き取りとは・・・

○相談の中から、被災者の状況や隠れたニーズを把握できるよう努めて下さい。

○被災者への接遇には十分留意して下さい。

○ボランティアの安全を確保して下さい。

○被災者の状況・ニーズを正確に把握するため、状況によって「ローラー聞き取り」を
行います。

ボランティア依頼票・指示書をマッチング班に手渡して下さい。なお、細かいニュア
ンスについては口頭で細くして下さい。

○過去の事例として話を聞いてほしいというニーズが多かったため、傾聴ボランティア
の人員を確保できるよう留意して下さい。

○仮設トイレの汲み取り作業や、掃除ボランティアのニーズも多かったため、ボランティ
アの人員を確保できるよう留意して下さい

１０人程度のボランティアでグループをつくり、地区割りをして現地に出向きニー
ズの聞き取りをする。

○市災害本部より、避難所運営の手伝いの依頼がくることになります。依頼が来たら
ボランティアを派遣し炊き出し等を行って下さい。

○地域住民が自主的に復旧・復興できない部分や、行政が取り組むことのできない活
動に対して、ボランティアで対応して下さい。

○被災直後を除き、企業や商店への派遣は、他に優先すべき派遣先があるため原則
的に避けて下さい。
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マッチング班

被災者からの様々な支援ニーズとボランティアのその日の活動希望を結びつける役割を担う。

１　活動内容
・マッチングの事前準備
・マッチング
・活動前のオリエンテーション

２　活動手順

事前準備

④必要に応じ、送り出し班とボランティア用の移送車両を調整して下さい。

マッチング

※手挙げ方式

②手を挙げてもらい班を編成して下さい。

オリエンテーション

①グループリーダー及び副リーダーを決めてもらって下さい。

④オリエンテーションの内容
・ボランティア活動の心構え
・１日の活動の流れ
・活動に当たっての注意事項等説明
（特に健康管理について注意をよびかける。）

・活動終了後の報告

①ボランティア依頼票・指示書（様式２）をニーズ班から受け取って下さい。その際、
留意点等よく確認して下さい

②活動場所の地図をコピーし、ボランティア依頼票・指示書に添付して下さい。な
お、広域地図と住宅地図をセットでコピーして下さい。

③ボランティア活動掲示用にボランティア依頼票の表面（様式２－１）上部をコピーし
て下さい。

①ボランティア待機所にて直接声をかけます。

③必要な人数が集まったらボランティアを呼んで下さい。緊急度の高いものや必要
人数が多いものについては、直接ボランティアに声かけして人を集めて下さい。

②グループリーダーにボランティア依頼票・指示書（様式２）、地図、依頼者へのご
案内（様式３）を渡し、依頼票・指示書の裏面に各ボランティアの氏名等記入しても
らって下さい。

③依頼票・指示書を両面コピーし、保管して下さい。保管の際は受付番号順に整理
して下さい。
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⑤グループリーダーに出発前に依頼者宅へ確認の電話をするよう指示して下さい。

●活動に当たっては、受け身ではなく自ら考え行動してほしい。

３　ボランティア派遣方法

①ローラー派遣

②現場コーディネート（ブランチ方式）

４　留意事項

※被災家屋の危険度によって派遣できないこともありうる点に留意して下さい。

【オリエンテーション時で特に強調すべき内容】

●活動は、被災地一人ひとりの暮らしに合わせたものにする必要がある。
自分の希望に合わせてではなく、相手に合わせて活動を進めていただき
たい。
●判断に困った場合やケガをした場合は、グループリーダーを通じて災害ボ
ランティアセンターに連絡すること。少しのケガでも大事をとること。大きなケ
ガの場合は救急車を呼ぶことも考えること。

●１６：００までには、必ず災害ボランティアセンターに帰所すること。時間ま
でに活動が終わらない場合は、翌日継続する旨依頼者に伝え、センターにも
帰所後に報告すること。

●ここは被災地であり、想定外のことや二次災害が起こり得る。自分の身は
自分で守らなければならない。少しでも危険と思われたら活動を中断するこ
と。
●食費、交通費、宿泊費などについては、原則自己負担である。
（自己責任・自己完結）

●体調を崩さぬために休憩をきちんと取ること。手洗いやうがいをまめに
すること。

※マッチングの優先順位を確認する。過去に特に多かったニーズとして、「被災家屋の片付
け」「避難所の運営補助」「救援物資の搬入、整理」等が挙げられます。

ボランティアの派遣については、上記によるほか災害の状況や被災者の状況に応じて柔軟に
対応するものとし、適宜次の派遣方法についても検討して下さい。

被災者からの派遣依頼によらず、５人～１０人程度のグループで被災地を巡回
しながら、その場その場で被災者のニーズに対応し活動する方法。

被害の大きい地域を集中的に支援するため、被災現地に支所（出張所）を設置
して、ある程度の人数（５０人～１００人）を送り込み、その現場でマッチングを行
う方法。

※マッチングのミスを最小限にし、ボランティアの安全を考慮した上で、ボランティア自身の自
発性や柔軟性を活動に活かすようにします。
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送り出し班

１　活動内容
・活動場所への地理案内（活動先案内担当）
・ボランティアの移送（送迎ボランティア等で対応）
・送迎ボランティア、巡回バスの進行管理（送迎担当）

２　活動手順

活動先の案内

【到達方法】
●徒歩
●自転車
●乗用車による移送
●巡回バスによる移送

移送方法の説明

乗用車又は巡回バスによる移送が必要な場合、移送方法を説明する。

●巡回バスの場合、発車場所・集合場所と時間を説明して下さい。

送迎ボランティア、巡回バスの進行管理

●送迎ボランティアの募集
●車両の確認と管理
●巡回バスのルートや、時刻表を作る。

３　留意事項
※送り出し班のスタッフは、被災地の地理を熟知している人を配置する。

※移送車両の確保に当たっては次の手段を検討する。

●つくばみらい市社協保有の公用車

●車両持ち込みの移送ボランティアを募集する。

●行政、近隣の社協などから車両を借りる。

●乗用車の場合、送迎ボランティアを紹介。移送時、帰所の段取りの説明も行っ
て下さい。

※ボランティアの送迎に当たっては、事前にマッチング班とよく連絡を取り、移送が必要な
ボランティア数や活動場所について把握し、だいたいのスケジュールを作成する。

優
先
順
位

送り出し班は、被災地の地理に不安なボランティアに対し、活動場所への地理案内を行うと共
に、活動場所が遠く徒歩での到達が困難な場合にボランティアの移送を行う。

地図をもとにグループリーダーに活動場所への道案内を行う。活動先までの距離
等を考慮し、到達方法を選択しグループリーダーへ報告して下さい。
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資材班

１　活動内容
・資材等調達（不足している場合もあるため、随時調達する。）
・資材の貸し出し
・資材等管理（在庫管理、寄付物品の仕分け等を含む）

２　活動手順

ボランティアへ資材の受け渡し

①グループリーダーからボランティア依頼票
（様式２－１）に基づき必要資材を確認します。
②資材の使用方法、注意事項を説明します。

活動終了後の資材等の管理

①ボランティアから資材等を受け取ります。
②資材等の在庫管理、不足する資材等を調達します。

３　留意事項

※資材等の確保に当たっては次の手段を検討する。
●小売店からの購入（ホームセンターなど）
●つくばみらい市災害対策本部、企業などに協力要請
●県社協、被災地外社協、災害関係ＮＰＯに協力要請

※市外からの物資の仕分けを市から依頼される。資材班を中心に保管場所を明確にして
行う。

※寄付物品の管理を行う場合、保管場所について用意する。

資材班は、ボランティア活動に必要な資材等の調達と、ボランティアへの資材等の貸出し、在
庫管理を行う。

※つくばみらい市災害対策本部と密に連絡を取り、不用な資材が届いたり、過剰な在庫を
抱えないよう注意する。

※在庫管理をスムーズに行うため、資材・物品を種類ごとに整理する。
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総務班 （総務・会計担当）

１　活動内容
・会計
・つくばみらい市災害対策本部との連絡調整
・外部からの問い合わせの対応
・実績集計
・スタッフの管理
・雑務全般

センター全体の取りまとめ
①スタッフ間で情報や認識を共有するためのミーティングの開催

（定時ミーティング）
②スタッフ・リーダーのミーティングの開催
③スタッフ・組織の管理

●スタッフの受け入れ、概要説明、各班へ配置する。
●スタッフの入れ替わりに応じて名簿を作成し、各班に配布する。
●各班の繁忙に応じてスタッフ数の割り振りを調整する。
●ニーズの状況変化に応じて組織を新設・廃止・変更する。
（支所・出張所を設立する等）
●センター内でレイアウトを随時変更する。

④各班で判断がつかないことへの対応

①定時ミーティング（朝・夜）の開催（全スタッフ参加）
●朝のミーティング

・前日のミーティングで出された重要事項の確認と本日の予定説明。
●夜のミーティング

・各班からの本日の状況説明、反省、問題点、明日の予定などを説明。
・軽易な問題の対応について協議する。

②臨時ミーティングの開催
●重要な案件で各班のリーダーとの協議が必要な場合、随時招集。

活動集計・報告

①ボランティア受付数
②ボランティア依頼数 つくばみらい市災害対策本部、県社協等へ随時報告
③ボランティア派遣件数

会計・物品管理
①現金の管理、預金の引き出し
②会計簿の管理
③備品・物品の購入、貸与手続き、管理保守（備品・事務用品・医療品）
④寄付（災害ボランティアセンター運営資金）等の受け入れ

その他
①ボランティア等のケガ、病気への対応
②施設管理（駐車場の管理等）
③人手が足りない班への臨時の対応
④つくばみらい市災害対策本部、県社協等関係機関への情報提供
⑤ボランティア希望者問合せ、外部からの問合せ等への対応

２　留意事項
※総務班全員が各班の業務の概要を理解・把握しておくこと。
※各班のスタッフの不満や意見を吸い上げ、必要に応じ本部長や副本部長と相談すること。

センター全体の取りまとめを行う要として、各班の業務に属さない業務を行う。

【ミーティングについて】
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総務班 （広報・情報担当）
センター全体の広報を行うとともに、各種情報収集及び情報発信業務全般を行う。

１　活動内容
・センター設置やボランティア募集等広報全般
・案内板の設置
・各種情報収集
・情報発信業務（ホームページ更新等）

広報
①防災ボランティアセンター設置の広報

Ａテレビ、ラジオ、新聞等のマスコミへの広報依頼
Ｂ広報車による巡回、防災無線による広報
Ｃホームページによる広報
Ｄ立て看板の設置、チラシの配布（様式４）
Ｅ被災地域の家屋、避難所を巡回してのローラー作戦による周知

②ボランティア募集の広報
　　ホームページ、関係機関、団体への電話連絡等の方法により、ボランティアの募集を行う。

③案内板の設置

情報収集
①つくばみらい市災害対策本部の対応状況、避難所の状況
②ライフライン・公共交通機関の状況
③つくばみらい市行政各部署の復旧状況、社会福祉施設・病院等の公的機関の運営状況
④宿泊施設、小売店の運営状況
⑤他の災害ボランティアセンターの状況

情報発信
①スタッフ間の情報共有

ミーティング、掲示板への貼りだし、資料の配付等
②報道機関からの取材対応
③被災地外へのホームページによる情報発信

被災地、ボランティア活動、センター運営等の状況

２　留意事項

下記の手段等によって、被災者に対しセンターの設置及びボランティア依頼方法の周知
のために広報を行う。

最寄り駅などから災害ボランティアセンターまでの道順について、案内板（立て看板、
ポスター等）を設置する。

※過去の事例として、バイク隊が役に立ったということがあるため、運転ボランティアを確保す
ることに留意する。
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《備品・資材》

備品
①センター運営用

□コピー機 □印刷機 □電話機 □携帯電話 □ＦＡＸ

□無線機 □パソコン □整理棚 □机 □椅子

□掲示板 □拡声器 □発電機 □ホワイトボード

②情報収集用

□ラジオ □テレビ □デジタルカメラ

③ボランティア移送・スタッフ巡回・物品搬送用等

□車両（軽トラ・ワゴン等） □原付 □自転車

④野外資材置き場設置用等

□テント

事務用品

□コピー用紙 □模造紙 □ニート □ボールペン □マジック

□カッター □シャープペン □ガム・布テープ □セロテープ □修正テープ

□フラットファイル □はさみ □のり □消しゴム □乾電池

□クリップ □ロープ □ホチキス □クリアファイル

□輪ゴム □画鋲 □付箋 □地図（広域、住宅、ソフト）

□懐中電灯 □電話帳 □延長コード □電車・バス時刻表

□ティッシュペーパー □ウエットティッシュ□ビニール袋

緊急医療品

□風邪薬 □腹痛薬 □目薬 □体温計 □テーピング □傷薬

□消毒液 □ガーゼ □包帯 □三角巾 □絆創膏 □湿布

ボランティア活動用資材 （※サイズ・形状は複数取りそろえる）

①ボランティアの身を守るために必要なもの

□防塵マスク □ヘルメット □軍手 □ゴム手袋 □カッパ □安全靴

□脚立 □タオル □ペットボトルの水（５００） □塩 □石鹸
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②ボランティア活動に必要なもの

・被害家屋の掃除等に必要なもの

□ほうき □ちりとり □バケツ □雑巾 □モップ □デッキブラシ

□たわし □熊手 □ジョウロ □ホース □スコップ □土嚢袋

□ブルーシート

・被災家屋の床はがし、家具の解体用等に必要なもの

□バール □金槌 □釘抜き □のこぎり □ドライバー

・ゴミ、泥等の搬出に必要なもの

□リヤカー □一輪車
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（様式１－１）

受付時間 受付者氏名

※この受付票に記入した個人情報はボランティアの登録、活動以外の目的で使用しません。

受付の状況 初めて　（太線内を記入して下さい）　　・　　　２回目以降　（＝まで記入下さい）

　　氏　　　名 　　男　・　女 　歳

〒　　　　　－

　　住　　　所

　　Ｔ　Ｅ　Ｌ 　　携帯 自宅

加入済み　　　　　　・　　　　　　未加入

活動期間 本日のみ　　・　　　　　月　　　日　～　　　月　　　日まで（　　　日間可能）

初めて　　　・　　　経験あり（　　　　　　　　　　　　　　　）

保険確認 □　済み 活動種類

（　　　　　　　様方）

ボランティア
保　　険

ボランティア
経　　験

備　　　考
（資格・特技等）

一般　・　ＳＴＡＦＦ　・　専門（　　　　　　　　）

その他
特記事項

ふりがな

緊急連絡先 連絡先ＴＥＬ

月　　　　日

　時　　　　分

ボランティア
受付票（個人用）
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（様式１－２）

受付時間 受付者氏名

太線内を記入して下さい。

男 人

女 人

計 人
〒　　　　　－

　　住　　　所

（事務所）

［　　　　　　様方］

保険確認 □　済み 活動種類

※この受付票に記入した個人情報はボランティアの登録、活動以外の目的で使用しません。

団　体　名
（ふりがな）

参加者数

初めて（　　　　　　人）　　　　・　　　　経験あり（　　　　　　人）

代表者氏名
ふりがな

ボランティア
受付票（団体用）

代表者ＴＥＬ

一般　・　ＳＴＡＦＦ　・　専門（　　　　　　　　）

月　　　　日

　時　　　　分

その他
特記事項

ボランティア経験

備　　考

（携帯）

（緊急連絡先）

ボランティア保険 加入済者数（　　　　　人）　　　・　　　未加入者数（　　　　　人）
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（様式１－３）

１）ボランティア活動の心構え

★あくまで地元主体、被災者本位、無理をしないの３点を特に心がけて、活動に参加して下さい。

★被災地でのボランティア活動は自己責任・自己完結です。

２）活動する時の注意

●　依頼者のお宅・避難所に着いたら

●　こんな時は必ず災害ボランティアセンターへ連絡して下さい。ＴＥＬ０２９７－　　　－

・安全に活動する為にも休憩をとりましょう。（１時間に１～２回１０分程度）

・安全には十分注意して下さい。建物内で裸足が危険な所は土足でよいか確認して下さい。

・危険な作業、企業の営利行為、政治的・宗教活動への手伝いは断って下さい。

・謝礼は受け取らないで下さい。（お茶やジュースくらいであれば気持ちよく頂きましょう。）

・昼食を挟んでの活動が見込まれる場合は、昼食を各自で調達して下さい。

・必ず２名以上で行動して下さい。持ち場を離れる場合はリーダーへ連絡して下さい。

・ゴミは必要な物なのかをきちんと確認して下さい。ゴミは分別をきちんと行って下さい。

・被災地でのカメラの撮影は控えて下さい。被災者のプライバシーを守りましょう。

３）活動が終わったら

※3時30分までに戻ってきて下さい。事故を防ぐためにも時間厳守して下さい！

・依頼者に作業終了の確認をお願いして下さい。

・活動終了時に災害ボランティアセンターに連絡して下さい。

　

・災害ボランティアセンターに戻り、資材の返却、報告書の提出、活動の報告を行って下さい。

「ケガをした時」「体調が悪くなった時」「活動が危険または手に負えないと判断される時」
「依頼された以外の活動を頼まれた時」「判断に困った時」

・活動中は、災害ボランティアセンターから来たボランティアとはっきりわかるよう、ガムテープに
名前を書いて、体のわかりやすい位置に貼って下さい。

・マスコミ等からの取材に対しては、不確実な情報は話さないで下さい。マスコミ報道の影響力は
大変大きく、間違った情報が流れると混乱の原因になります。

★依頼者の気持ちを尊重して下さい。相手によって望んでいることは違います。自分に合わせて
活動するのではなく、相手に合わせて無理強いしないように活動して下さい。

ボランティア活動に行く前にお読み下さい！

「つくばみらい市災害ボランティアセンターから来ました」と伝え、依頼者に「依頼者へのご
案内」を渡して下さい。そして、作業内容の確認をして下さい。

明日以降の活動継続を希望されるかどうかを、依頼者に確認追加希望があれば、ボラン
ティア依頼票（日時、内容、機関、連絡先、氏名）に必ず追記して下さい。
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（様式２－１）

受付時間 受付者氏名

□　室内掃除 □　家具等の移動（内容　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ゴミ出し □　割れたもの等の片付け □　話し相手

□泥の除去（床下・家の回り・庭・共同溝）

その他活動及び留意点

希望活動日 月　　　日（　　）　　　時　　　分　～　　　時　　　分　　［　　新規　・　継続　　］

住所　つくばみらい市
活動場所

目印になる建物等

合計　　　　　人（性別の希望があれば：　　男性　　　　　人　　女性　　　　　人

□バケツ □ほうき □ちりとり □雑巾 □スコップ □モップ
必要資材

□一輪車 □土嚢袋 □デッキブラシ □タワシ □バール

□その他（ ）

※この依頼票・指示書に記入した個人情報は活動以外の目的で使用しません。

※この依頼票・指示書はリーダーのみ所持し取り扱いには十分注意して下さい。

（ふりがな）
依頼者氏名

※活動場所と依頼者住所が異なる場合のみ記入

備　　　考

活動内容

希望派遣人数

特殊事情
独居　　・　　高齢者　　・　　障がい者　　・　　病気　　・　　乳幼児
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

携帯電話番号

自宅電話番号

依頼者住所

(社協控え）

　時　　　　分

受付番号　　　　　番

ボランティア
依頼票・指示書

月　　　　日
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（様式２－２）
（ボランティア依頼票裏）

［派遣者］

派遣者人数： 名（男　　　名　・　女　　　　名）

リーダー氏名 携帯電話番号

［活動報告］

月 日 時 分 報告者氏名：

報告者氏名

□ニーズあり
継続ニーズの

・連絡事項

・気が付いたこと

・感想

・その他

有　　無

□ニーズなし（終了）

メンバー氏名

報告日・報告者

(社協控え）

32



(様式３）

依頼者へのご案内

≪ご理解いただきたいこと≫

●作業中に余震が発生した場合は作業を中断します。

●作業終了は3：00です。
　　センターへの帰所時間は3:30です。

●休憩時間の必要性（１時間に１回１０分）

●トイレの借用をお願いします。

●お断りするケース
　 ・営利行為、政治的、宗教的活動へのお手伝い

・リーダーが危険と判断する作業（例：高所での作業など）

つくばみらい市社協災害ボランティアセンター

つくばみらい市

電　話：

ＦＡＸ： ・・・・・・・・

私たちは、つくばみらい市災害

継続・ボランティアが必要な際は、その旨をお伝え下さい。

ボランティアセンターから来ました。

ボランティア活動で気付いたことはボランティアセンターへ！

ボランティアへの報酬は必要ありません！

つくばみらい市社会福祉協議会

33



（様式４）
被災者への広報用のビラ

●ボランティア依頼方法

●受付期間

平成    年   月   日～

●受付時間

電　話：     

ＦＡＸ：毎日２４時間受付

●お願い

　また、住民の皆様で片付けなどお手伝いいただける方、是非ボランティアとしてご登録下さい。

つくばみらい市災害ボランティアセンター

つくばみらい市

電　話：

ＦＡＸ：

つくばみらい市災害ボランティアセンターを

つくばみらい市社会福祉協議会

ご利用下さい！

電話かＦＡＸでボランティアセンターへお申し込み下さい。（ＦＡＸで申し込む場合は連絡先・
詳しい状況・希望日時・希望派遣人数をお知らせ下さい）

　私たちボランティアでは、ご要望にお答えできない場合もたくさんあります。その場合は
必ずご連絡しますのでご了承下さい。
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ＮＯ

ふりがな
氏　　名

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

Ｓ　・　Ｈ （　　　　　）
　　　年　月　日 ＿

月 　日受付ボランティア数 人

ボランティア受付簿（　　　　月　　　　日分）

このセンター
での活動回数

生年月日 お住まい
○選択

電話番号
ボランティア活
動　　証明の

発行

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・希望す
る
・希望し

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

1

2

3

4

5

6

7

・今回初めて
・２回目以降

8

9

10

・今回初めて
・２回目以降

・今回初めて
・２回目以降

・今回初めて
・２回目以降

・今回初めて
・２回目以降

※事務局使用欄

12

13

14

15
・今回初めて
・２回目以降

11

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・今回初めて
・２回目以降

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・県外
・県内
・市内

・希望す
る
・希望し

・県外
・県内
・市内
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