14.相手の立場・心情を考えて活動する（ボランティア活動自体が心理支援になります）
人には、つらい経験をしても、自然に治っていく回復力が備わっています。支えてくれる人たちの存在が「土台」と
なっていくのです。このようなことをサイコロジカル・ファーストエイド（Psychological First Aid）心理的応急処置「PFA」
と呼びます。被災者を傷つける可能性の高い言葉等を例示しますので、参考にしてください。
★無責任な励ましや安易な同情の言葉
（→あなたに何がわかるんだという気持ちになる）
・そのうち楽になりますよ。
あいさつや言葉づかい、
・時間が解決してくれます。
約束を守るなど、基本的
・お気持ちはわかります。
なことも大切にします。
・あなたが生きていてよかった。
・これから頑張ってください。※右下参照
・他に誰も亡くならなくてよかった。
・お子さんが一人じゃなくてよかったですね。
★感情表出を抑制する言葉
（→正常な悲嘆反応を表出できなくなる）
・泣いてばかりいないで。
・こんなに悲しんでいたら、亡くなった人が心配しますよ。
★感情表出を強要する言葉
（→泣けない場合もある）
・泣いたほうがいいですよ。
・思い切り泣いたほうが楽になりますよ。
★他人事のように聞こえる言葉
（→あなたに何がわかるんだという気持ちになる）
・私だったらとても耐えられなかった。

★悲しみを否定する言葉
（→正常な悲嘆反応を表出できなくなる）
・あなたがしっかりしないと・・・。
・頑張って早く乗り越えてね。
・あなたにはまだ兄弟もお母さんもいるじゃないの。
★他人と比較する言葉
（→単なる気休めに聞こえる）
・あなたはまだいいほうですよ。
・もっとつらい体験をしている人もいますよ。
★気持ちを理解してもらえていないと感じる言葉
（→つらいのに我慢している場合もある）
・思ったより元気そうですね。
・もう元気になったのね。
★死を肯定的に捉えようとする言葉
・彼は、楽になったんですよ。
・彼が苦しまずに逝ったことを喜ばなくては。
★何もしてあげる気がないように聞こえる言葉。
・あなたにかける言葉がない。
・何もしてあげられなくて、ごめんなさい。

泉南市立公民館防災講座☆家庭内防災計画シリーズ

災害ボランティアパネル展（R4.1.12～3.31）＜特別付録＞

災害ボランティアの実践的準備 2022
東日本大震災の教訓 ＜岩手県宮古市災害ボランティアセンター内容監修＞
■パネル展で展示したパネル内容を、16 項目に分けてまとめています。
１．災害ボランティアとは
「自らの意志で、他人や社会のために行う非営利の活動」です。その活動には、４つの理念があります。
①「主体性」自らの意思で行い、考える。②「無償性」見返りを求めない。
③「公益性」社会全体の利益になること。 ④「先駆性」人に先駆けて物事を成す開拓精神。社会に必要で
ありながら制度化されていないものを、ボランティア活動として実施し社会に提案していくことです。
また、ボランティア活動は、必要な道具類、交通手段、食事、宿泊等のすべてを、自分で準備・負担し
ます。始めから終わりまで自分で行い、４つの理念を実現します。これを「災害ボランティアの自己完結」
と言い、大原則となります。実際の活動例としては、下記のようなものがあります。

（イラスト引用元）Website：政府広報オンライン「被災地を応援したい方へ災害ボランティア活動の始め方」より

※経験者が使っている参考例「お疲れが出ないようにしてください」など。
＜被災者の状態を確認する手順＞
身体的なことから聞き始め、精神的なことは後にすると、自然に聞き取れます。
①身体的健康の確認

②睡眠・食欲の確認

③精神的健康の確認

身体の調子が悪いとこ
ろは、ありませんか？

夜は眠れていますか？
食欲はありますか？

気持ちが落ち込んで、
つらいことはありませんか？

特に心配な方がいたら、ボランティアセンターや、行政の被災者支援室、警察等へ連絡してください。
＜検索＞「災害時のこころのケア」 「心理的応急措置 PFA」 「災害時のこころのケア 筑波大学」
15．自立のための支援であること（行政も同じ考え方）
被災者が支援に依存して、支援がないと生きていけなくなるのは厳禁です。被災者のために、何でもするのではな
く、自立心が育つように支援してください。お金や物の支援よりも、自立心の育成を考えてください。
16．認知されない被災者を意識する
被災地の自治体職員、社会福祉協議会職員（ボラセン職員）、
消防署員、警察官などは、支援者でありながら被災している人が多くいます。
また、被災していなくても、自己犠牲の連続で疲弊しているものです。
彼らに負担をかけず、労をねぎらい、業務の手伝いなどへつなげてください。
支援する側の人たちを援助、見守ることも大切です。
最後に、自宅を出てから帰るまでが活動です。焦らず、気を抜かないでください。
発生した事故の 2/3 は転倒事故です。足元注意！夏場は、熱中症対策を万全に！
泉南市でのボランティア登録、活動保険加入、研修会等のお問合せは、下記までお願いします。
泉南市ボランティアセンター 泉南市樽井 1-8-47 ☎ 072-483-0294 (mail) sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp
【作成・問合せ】泉南市教育委員会 文化振興課 公民館係 ☎072-483-4361 [担当]小西 未年彦（防災士）
〒590-0521 泉南市樽井 6-11-16（泉南市立樽井公民館） （ご注意）月曜午後、火曜日、祝日は休館日です。
【内容監修】岩手県宮古市災害ボランティアセンター 【開催協力】泉南市ボランティアセンター

２．ボランティアセンターとは（制度的な仕組み）
災害対策基本法と社会福祉法に基づき、自治体ごとに設けられているボランティアの総合事務所。
ボランティアをする場合は、必ず、ここにボランティア登録してから行ってください。
略称「ボラセン」と言います。この冊子でも、ボランティアセンターのことをボラセンと呼んでいます。
ボラセンでは、ボランティアを必要とする被災者などから「ボランティアの依頼」も登録され、ボランテ
ィアをしたい人とのマッチング（適合）が行われます。ボラセンが引き受けた（登録した）活動のみを行
い、ボラセンが「対応しない」と判断したものは絶対に行わないでください。
３．ボランティア活動保険（COVID-19 も補償対象）
ボランティア活動中の事故によるケガ、感染、他者への損害賠償責任
（物を壊した・怪我をさせた）などを保障する制度です。
必ず、加入してからボランティア活動してください。
必ず加入

・被災地へ行く前に、地元のボラセンで加入することが望ましい。
行く途中の事故も対象になり、被災地ボラセンでの加入事務も軽減。
・期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日まで（早め加入がお得）
・災害ボラは、天災地震補償プランがおススメ。（余震等の被災に対応）500 円
・大規模な災害で災害救助法が適用された場合、加入した時から
即時有効となります。通常は、翌日の午前零時からです。
・上記の場合、ネット上で加入することが可能になる場合があります。
４．現地情報の収集
可能な限り、行く先（被災地）について情報収集してください。この段階では、被災自治体や現地のボ
ラセン・社会福祉協議会への電話による問い合わせはしないで、ネットなどで収集してください。
＜確認することの例示＞
☑ボラセン開設の有無、募集状況や種類
現地ボラセンが開設していることが必要で、現地が必要としている支援活動を行う。
☑避難勧告などの避難情報、気象情報
大雨警報、避難勧告等が発令されている地域は、活動中止になったり、安全な屋内の活動になります。
＜検索＞「全社協 災害ボラ」
「●●市 ボランティア」
「●●市 避難情報」「●●市 気象情報」など

オンラインパネル展も同時開催
４

１

泉南市災害ボランティアパネル展

検索

５．持ち物・装備（赤文字は感染対策関係です）
災害の種類、時期、活動内容によって変わってきます。詳しくは、下記を参照してください。

６．被災地のボラセンへの連絡（個人・グループの場合、ボランティアツアーは主催者が実施）
準備が整い被災地へ行く前には、現地のボランティアセンターへ連絡して、活動内容や日程等の調整
をします。☑人数、☑期間、☑できることなど、を伝えます。事前に活動内容が決まり、準備物や交通手
段なども具体化します。また、日程が変更になる場合もあります。

＜活動時の服装参考例＞
☑作業服（汚れても良い服・長袖長ズボン）→手足をケガや虫刺されから守るためにも
☑頭部を守るもの（帽子、ヘルメット）→地震ではヘルメットをおススメ
☑雨具（レインコート上下）→水害の泥出し作業等で床下へもぐる際にも使える
☑マスク（不織布）→感染対策に加え、粉塵の多い被災地では防塵のためでも必要です。（多めに用意）
☑両手を守る手袋類（すべり止めナイロン手袋＝標準、皮手袋＝がれき撤去、作業用ゴム手袋＝水害）
☑両足を守る靴類（長靴＝水害、安全靴・安全長靴＝がれき撤去等、スニーカーに踏み抜き防止中敷き）
☑防塵ゴークル（被災地では粉塵が多いため、また消毒薬を使う際なども必要） ☑腰道具入れ
☑リュック（水分を入れる）、ウエストポーチ、ポケットいっぱい多機能ベストなど

７．交通手段・経路、宿泊場所、食事の準備（個人・グループの場合、ツアーは案内に従う）
現地ボラセンとの調整が終わり、日程等が決まると、移動手段、宿泊場所、食事の確保を行います。す
べて自分で行い、自己負担します。車で行く場合、高速道路通行料が無料になる場合があります。
災害時、道路整備特別措置法に基づき、被災地の都道府県知事から高速道路会社に要請が行われ、実
施された場合のみ適用されます（すべての災害に適用されるものではありません）。
専用サイト＜検索＞「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト」

＜持ち物の参考例＞
☑消毒液、体温計、常備薬・簡易救急セット（絆創膏、かゆみ止め、三角巾等） ☑緊急連絡先 ☑身分証明書
☑健康保険証 ☑ボラ保険加入証 ☑洗面用具・歯ブラシ等 ☑着替えの下着、服 ☑ペーパータオル
☑ウエットティッシュ ☑ゴミ袋（大中小、ごみは持って帰る） ☑タオル・ハンカチ ☑ティッシュ ☑携帯電話一式
☑予備電池 ☑ペン、メモ帳（多方面で活躍） ☑携帯ラジオ ☑虫よけスプレー ☑作業道具類
☑夏でも防寒着（ヤマセという季節風が吹く地域では必要。また、虫刺されにも有効） ☑小銭
☑ヘッドライトと予備電池（両手が使えるヘッドライトは被災地で一押しグッズです）
☑飴（塩アメ）、チョコ等 ☑往復の服、カバン、靴 ☑食料・飲料水（アイソトニック飲料は熱中症に有効）
すべてを揃える必要はありませんが、いろいろと考えて、準備してください。（宿泊場所がない→寝袋なども）
水害・ガレキ清掃の参考イメージ（一例）
リュックには、熱中症に備えアイソトニック飲
料水を入れ、渇きや目まいがしたら、すぐ飲
めるようにしてください！他にも救急セットな
ど、季節・作業に合わせた準備をしてね！
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安全長靴など

塩アメ

８．ボラセンでの流れ
①参加登録申込書記入→②全体説明・体操→③チーム編成・活動指示書受取
→④資機材受取→⑤活動→⑥資機材返却→⑦活動報告書提出という流れになり
ます。センターによっては、専用ビブス、ゼッケンを配付する場合もあります。
９．無理はしない
活動中は休憩も大切。特に熱中症に注意します。危険なことや、できないことは、
「できません」とは
っきりと断ってください。営利活動に利用されることもあります。活動中はグループで行動し、困った
ことがあったら、ボランティアセンターへ相談してください。
10.安全上の知識
【感染対策】COVID-19 等の感染対策は、個人の基本的感染対策にかかっています。手洗い、消毒、マス
ク、対人距離、検温、体調申告等を実践してください。COVID-19 はボランティア活動保険の対象。

夏は、虫よけで
長袖推奨
（半袖でも可）
メッシュ状の多
機能ベスト等も
おススメ

【防災無線・エリアメール】避難情報、気象情報を知らせてくれるので、気にかけてください。
【応急危険度判定】災害時、建物の倒壊危険度を知らせる制度で、
３種類の色紙を建物に貼って危険度を知らせてくれます。
色紙は、緑＝調査済、黄＝注意、赤＝危険です。
基本、赤や黄の場合、作業はしませんが、建築士などの判断で、
作業する場合もあります。＜検索＞「応急危険度判定」
【熱中症】塩分と糖分を両方含んだ水分補給が推奨されています。糖分も含んだ飲料が推奨される理由
は、腸管での水分吸収が向上するためです。主要な糖であるブドウ糖は、腸管内で塩分が同時にある
と速やかに吸収され、それ伴い水分も吸収されるからです。熱中症は次の４種類に分かれます。
熱失神、熱けいれん、熱疲労、熱射病。それぞれ検索して症状等を把握してください。

絆創膏
塩アメ

【破傷風】土壌に広く生息する破傷風菌による感染症で、死亡率が高い病気です。小さな傷でも感染し、
①口が開けにくい→②歩行や排尿排便障害→③けいれん→④体が弓のように反り返り、呼吸困難にな
って死亡します。専門的な集中治療が必要なので、口が開けにくくなったら、早い目に病院へ。
11.撮るべき写真と控える撮影
被災家屋の片付け・掃除をする場合、作業前に「被害状況と作業過程」の写真を撮るように、住民に説
明し、住民のカメラ（複数）で撮影してください。行政の被害認定調査（罹災証明）
、民間損害保険（保
険金請求）の申請で重要な証拠になります。水害の場合「水がどこまで来たか分かる痕跡」を遠近両方、
建物の内外で撮影してから清掃してください。雨が降ると屋外の痕跡は消えます。また、痕跡を住民が
すでに清掃していた場合、わずかな痕跡を探し、住民の指さし「☛」を加えて撮影してください。
＜検索＞「被害認定調査」 活動中は、災害の記録など公益性のある撮影を行い、興味本位の撮影は控
えてください。被災者との記念撮影も内面を傷つける場合があります。無断アップロードも禁止です。

小型リュック、
ウエストポーチ等
ポケットの
あるズボン

ボラセンで
もらえるゼッケン

２

12.チームワークのために
ボランティア活動では、実力や経験もないのに、人の上に立ってリーダーシップを取ろうとする人が
出てきます。これまでにすごい実績がある等と装ったり、過去の災害では・・・等と自分の考えを、ボラ
セン職員にまで押し付けてきます。このような人が昔からよく現れ、チームワークを乱しました。
各自注意して、ひどい場合はボラセンへ相談してください。
13.昼食の場所
個人宅で活動する場合、昼食は敷地より離れた場所でとることをおススメします。住民が気を使って、
お茶や食事等を用意してくれるからです。最初に「昼は移動する旨」説明するのも良いかもしれません。
３

