
災害ボランティアパネル展

ボランティア週間（1月15日～1月21日）関連事業
東日本大震災発災から12年目の震災伝承事業

【目標】コロナ禍、災害ボランティアは地元から必要数を確保せよ！

泉南市立公民館防災講座 家庭内防災計画シリーズ

東日本大震災の教訓を活かして、コロナ禍の災害を乗り越えるために！
【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
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（１/16）災害ボランティアとは
災害発生時や、その前後に、

「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。

ボランティア活動をよくする人の中には、
自分を犠牲にして、人のために良いことをする「思いやりの行動」
と言う人もいます。
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この活動には、4つの基本理念 があります。

☑主体性 自らの意思で行い、考える。

☑無償性 見返りを求めない。

☑公益性 社会全体の利益になること。

☑先駆性 人に先駆けて物事を成す開拓精神。

閲覧順04

社会的に必要であるが、
改善されていない物事を、
法律や制度の整備を待たずに、
ボランティア活動として展開し、
社会に提案していくこと。



災害ボランティアの種類

（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
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東日本大震災での活動状況
岩手県宮古市

岩手県宮古市災害ボランティアセンター提供
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海岸ガレキ清掃の様子
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平成24年春 岩手県宮古市金浜地区
東日本大震災の余震が多発する中、津波注意報等が発令されると、
全員即時避難を行いながら、清掃活動を実施しました。



（２/16）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。

地域の社会福祉協議会（※）の

事務所に併設されていることが多い。
（※）社会福祉協議会とは、

社会福祉法で自治体ごとに設ける

民間の社会福祉事業を推進する非営利の団体。
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災害時は、

災害ボランティアセンター
となります。

被災地でボランティア活動を
円滑に進めるための拠点と
なっていきます。

略称「ボラセン」と呼びます。
このパネル展でも、
ボランティアセンターのことを
「ボラセン」と表記しています。

ボランティアセンター休憩室
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ボランティアをする場合は、
必ず、ボランティアセンターに登録し
てから行ってください。＜超重要＞

そして、ボラセンに
★登録された活動のみを行い、
ボラセンが対応しないと判断した活動
は絶対に行わないでください。

営利活動や不法な活動に利用される可能性があるからです。
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ボランティアセンターは、
ボランティア希望者の登録を受け付け、
被災者の要望（ニーズ）とボランティアの適性を照合し、
適合（マッチング）を行います。
つまり、両者をつなぐ役割を果たします。

被災者のニーズ（要望） 災害ボランティアの登録・適性

適合マッチング

両者の条件を照合して
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宮古市の災害ボランティアセンター休憩室 H26年冬
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宮古市災害ボランティアセンター休憩室内部
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（3/16）ボランティア活動保険

●ボランティア活動保険とは

ボランティア活動中の

さまざまな事故によるケガ、

熱中症、食中毒、

COVID-19を含めた特定感染症、

他者への損害賠償責任

を保障する制度です。

必ず加入してください。（重要）

（物を壊した・怪我をさせたなど）

期間は、毎年４月１日から翌年３月31日の
1年間契約。早い目の加入がお得です。
年間保険料500円（おすすめタイプの場合）

できるだけ居住地のボラセ
ンで加入してください。被
災地ボラセンの加入手続き
事務を軽減し、現地へ向か
う際の事故等も補償対象に
なるからです。
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保険対象となるボランティア活動

日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償
のボランティア活動」で、次のいずれかに該当する活動とします。

◆社会福祉協議会に届け出た活動であること。
（ボランティアセンターに登録されていること）

◆社会福祉協議会に委嘱された活動であること。

◆グループの会則に則り、立案された活動であること。
（グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要）

※活動のための学習会または会議などを含みます。

※自宅などとボランティア活動を行う場所との

通常の経路による往復途上を含みます。

（自宅以外から出発する場合は、その活動場所との往復途上となります。）
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対象とならないボランティア活動（主なもの）

◆自発的な意思による活動とは考え難いもの

（例）学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動

PTA、自治会、町内会、老人クラブなど

ボランティア活動以外の目的でつくられた

団体・グループが行う活動

◆組織運営や団体構成員の親睦のための活動

（例）自治会などの総会、懇親会、レクリエーション活動など

◆保険上対象外となっている活動

（例）野焼き、山焼きを行うまたはチェーンソー

銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動など

閲覧順19



＜令和３年度＞全社協 全国型ボランティア活動保険

補償内容・年間保険料
加入プラン

基本 天災・地震補償

ケガ

死亡保険金 1,040万円 同じ

後遺障害保険金（限度額） 1,040万円 同じ

入院保険金日額（180日以内） 6,500円 同じ

手術保険金
入院中の手術 65,000円 同じ

外来の手術 32,500円 同じ

通院保険金日額（90日以内） 4,000円 同じ

特定感染症の補償（COVID-19対応） 後遺障害、入院、通院、葬祭費用あり

地震・噴火・津波による死傷 × ○

賠償責任 賠償責任保険金（対人・対物共通）（限度額） 5億円 同じ

年間保険料（毎年4月1日～翌年3月31日） 350円 500円

オ
ス
ス
メ
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＜その他の主な補償内容、注意点など＞
•ボランティア自身の食中毒や特定感染症、熱中症も補償します。
•天災・地震補償プランでは、地震、噴火、津波によるケガも補償します。
（賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になりません。）
•人格権侵害により法律上の損害賠償責任を負った場合も補償します。
•補償期間の中途で加入される場合も上記の保険料になります。
•中途脱退による保険料の返戻はありません。
•中途でのボランティアの入替えはできません。
•中途でのご加入プラン・タイプの変更はできません。
•ご加入は1名につき、いずれか1口となります。

ボランティア活動保険は、

◆災害ボラティアの場合、天災・地震補償プランを絶対おススメ！

◆保険期間は、毎年４月１日～翌年３月31日まで（早い目加入がお得）

◆できるだけ居住地のボラセンで加入してください。

被災地ボラセンの加入手続事務を軽減し、現地へ向かう際の事故等も補償対象になります。

◆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、加入日翌日の午前零時からです。

◆車中泊、放射能による案件は、保険対象外。

重要
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災害時には特例で、ウェブサイトで保険申込ができます。
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ボラ保険証

加入すると、
こんな保険加入カードがもらえます。

加入する場合は、居住地のボラセンで加入す
ることをおススメします。被災地ボラセンの
加入手続き事務を軽減し、現地へ向かう際の
事故等も補償対象になるからです。
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（４/16）現地情報の収集（電話禁止）

現地は、一刻の有余もない状態で
混乱しています。人命にかかることを優
先しなければいけない過酷な状態です。

可能な限り、行く先（被災地）について
情報収集します！が、

この段階では、被災自治体や
現地ボラセン・社会福祉協議会への
電話による問い合わせはしないでください。
インターネットなどで収集してください。
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＜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須で、

現地が必要としている支援活動を行う。

☑避難指示などの避難情報、気象情報
大雨警報、避難指示等が発令されている地域は、

活動が中止になったり、
安全な屋内の活動のみになったりします。

＜検索キーワード＞

全社協 災害ボランティア 検索 ●●市 ボランティア 検索

●●市 避難情報 検索 ●●市 気象情報 検索
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（５/16）持ち物・装備

災害の種類、時期、活動内容によって、

変わってきます。

以降のパネルでご説明しますが、

実際に行く際は、

配付資料を基に→

各自考えてください。
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水
害
・
ガ
レ
キ
清
掃
の
参
考
イ
メ
ー
ジ

ポケットの
あるズボン

感染グッズも
忘れないで

のどの渇き等がしたら、すぐに飲めるように「飲料水を身に付ける」ことが重要です！

小型リュック、
ウエストポー
チ等

ボラセンで
もらえる
ゼッケン安全長靴など

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

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、め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！

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！
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＜活動時の服装のポイント＞

☑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、防塵のため必要
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☑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(インソール)

☑防塵ゴークル
→被災地では粉塵が多いため必要

☑腰道具入れ
☑リュック、ウエストポーチ、
ポケットいっぱいベストなど

閲覧順29

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、め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！



＜持ち物のポイント＞

☑感染グッズ、常備薬・救急セット

→消毒液、体温計、マスク予備、

常備薬、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 ☑お薬手帳

☑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、ゴミは持って帰る）

☑タオル・ハンカチ ☑普通のティッシュ

☑携帯電話一式 ☑予備電源

☑ペン、メモ帳→多方面で活躍
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閲覧順31

☑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。↑

☑お菓子類、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）



6/16 被災地ボラセンへの連絡
（個人・グループの場合）

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。

※ボランティアツアー参加者は、

ツアー主催者が実施しますので、連絡は不要です。
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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。

これを「自己完結」と呼びます（大原則）

７/16 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）

ボランティアだからと言って・・・
移動手段、宿泊、食事の手配を
人に頼ったり、助けてもらうのは、良くありません。
特に被災地の方々に頼ることは、避けてください。
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★車で現地に行く場合、高速道路通行料が無料になる場合があります。
被災地の都道府県知事が高速道路会社へ要請し、
実施された場合のみ適用されます。
各高速道路会社ごとに専用ウェブサイトがあります↓（下図参照）

災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト 検索

長めの検索単語ですが、おすすめワードです。

専
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
イ
メ
ー
ジ

ETCは利用できません。
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８/16 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。

基
本
的
な
流
れ
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基本、ボランティア活動は「グループ」で行います。
一人で行っても、他の個人ボラティアや、
団体ボラティアの人たちと一緒に作業します。

＜一般的な活動内容、時間の例＞

９：00 ボラセン集合→説明会・体操
→チーム編成・活動指示書受け取り
→資機材受け取り→現地へ向かう

10：00 午前の作業
12：00 お昼ごはん
13：00 午後の作業
15：00 終了
16：00 までにセンターへ帰還、

→資機材返却→報告書を記入
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＜開設当初＞ ＜3ヶ月後＞

運営様式（受付個人用） 岩手県宮古市災害ボランティアセンター提供
閲覧順37



運営様式（受付団体用） 岩手県宮古市災害ボランティアセンター提供

＜3ヶ月後＞＜開設当初＞
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運営様式（受付団体イベント） 岩手県宮古市災害ボランティアセンター提供

＜1ヶ月後＞ ＜3ヶ月後＞
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運営様式（ニーズ受付） 岩手県宮古市災害ボランティアセンター提供
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＜3ヶ月後＞＜開設当初＞

大きく変わっています。



＜活動指示書＞ ＜活動報告書＞

運営様式（指示書・報告書） 岩手県宮古市災害ボランティアセンター提供
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ボランティア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。

ボラセンのゼッケン

ビ
ブ
ス
と
呼
び
ま
す
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活動中は休憩も大切です。
特に夏場は、熱中症に注意してください。
最近の熱中症は、短時間で意識を失います。
（別のパネルで熱中症について詳しく解説しています）

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。

９/16 無理はしない

また、危険なことや、できないことは、
はっきりと「できません」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。
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活動中、センターから「指示されたこと以外の仕事」
つまり「別の仕事」を依頼された場合は、
日を改めた方が良いときもあります。
（時間がかかる場合など）

ボランティアリーダーや、
ボラセンに相談して決めてください。
何でも引き受けないことが大切です。

活動中、別の仕事を頼まれることは、
「災害ボランティアあるある」です。
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10/16 安全上の知識 全部で5つ

①【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、マスク着用、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です。
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情報の種類

気象庁
✉緊急地震速報（震度4以上の強い揺れが予想されたとき）
✉津波警報（1メートル程度以上の津波が予想されたとき）
✉気象特別警報など

各省庁
✉指定河川洪水予報
✉国民保護情報（Jアラート）
※弾道ミサイル情報など

地方公共団体
✉避難指示
✉緊急安全確保など

②【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、
常に気にかけてください。
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③【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周知します。

色紙は、緑＝調査済、黄＝注意、赤＝危険の3種類
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。

応急危険度判定 検索

閲覧順47



④【熱中症】
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。

熱中症には、
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、
腸管での水分吸収のスピードが向上する
ためです。そのメカニズムは・・・

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。

糖分 ナトリウム
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重症度 症状 対策

Ⅰ軽症 めまい、立ちくらみ、気分が悪い、手足のしびれ、こむら返り、
筋肉の痛み、硬直など

水分塩分の補給
涼しい場所へ移動
衣服を緩め体を冷やす

Ⅱ中等症 頭痛、吐き気、嘔吐（おうと）、体がだるい、力が入らない 救急車、医療機関へ

Ⅲ重症 返事がおかしい、体が引きつる（けいれん）、まっすぐ歩けない、
体が熱い、意識がない

熱中症のステージ

最近の熱中症は、
「軽症」から、短時間で「重症」へ移行することがあります。
「中等症」になっていないからと、油断することは危険です！
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④【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、次のような症状が出ます。
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。

破傷風の予防や治療方法を開発した医学者、北里柴三郎さんの似顔絵です。

口が開けにくくなったら、
早い目に病院へ行ってね。
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被災家屋の片付け・掃除をする場合、
「作業前の被害状況」と「作業過程」の
「写真を撮る」必要があります。

・行政の被害認定調査（罹災証明書）
・民間損害保険の申請（保険金）

で重要な証拠になるからです。

そして、公的支援（各種見舞金、義援金など）や
民間保険金の受給につながっていきます。
被災者支援と直結している大切な作業です。

11/16 撮るべき写真と控える撮影

（画像引用元）Website 内閣府防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示）【令和3年5月】より
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写真撮影の必要性を住民へ説明し、
住民のカメラ複数で撮影
するようにしてください。

ただし、
・被災してカメラが無い
・カメラが1台しかなく、予備カメラが無い
・高齢者などで撮影が難しい など の場合、

ボランティアが代理で撮影することがあります。
ボラセンに相談の上、実施してください。
撮影した場合、無断でSNS等へのアップロードは禁止です。
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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。

水害以外でも「遠近両方」「建物内外」は鉄則です！

浸水の高さ（浸水深）が分かるように
メジャーなどを一緒に写すことも効果的です。

（画像引用元）Website 内閣府防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示）【令和3年5月】より
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活動中は、被害の証明、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。

被害の証明（撮影）で役立つ知識は、
下記の語句で検索すれば学ぶことができます。

いろいろと勉強できます。

被災者との記念撮影は、快く受けてくれても、

実は、内面を傷つけている場合があります。

災害に係る住家の被害認定 検索 次のパネルで
おすすめページを
紹介しています♪

また、被災家屋や家財の写真、被災者との記念写真などは、
無断でSNS等へのアップロードは禁止です。

（画像引用元）Website 内閣府防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示）【令和3年5月】より
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災害に係る住家の被害認定 検索

このページには、
役立つ資料が
たくさんあります♪

おすすめ

検索してね
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（撮影ポイント）遠近両方・家屋の内外を撮ります。

（画像引用元）Website 内閣府防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示）【令和3年5月】より
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行政が行う被害認定調査は、下記項目を調査します。

屋根 天井 外壁 柱 耐力壁

内壁 建具 床（階段含む） 設備

基礎 家の傾き 浸水深さ
これらの項目を
チェックしなが
ら撮影してくだ
さいね。

（画像引用元）Website 内閣府防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示）【令和3年5月】より
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簡易図面の作成

撮影するときは、
簡単な図面を作って、
撮影すると、より良い
結果になります。

特に決まりは無いので、
分かりやすく作ってく
ださい。

１階

応接室

台所

和室

お風呂
更衣室

ト
イ
レ

玄関
×

×

×

内壁損傷
外壁損傷
土砂流入
建具損傷 ×
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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・・・などと

自分の考えを、ボラセン職員にまで押し付けてきます。

このようなボランティアが、昔からよく現れました。
チームワークを乱し、ボランティア活動に支障をきたすので、

各自注意しながら、ひどい場合は、
ボラセンに相談してください。

12/16 チームワークのために
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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」を
説明するのも良いかもしれません。

13/16 昼食の場所
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あいさつや言葉づかい、約束を守るなど、
基本的なことを大切にします。

また、被災者を傷つける可能性の高い言葉等を、
次のパネルから例示します。
参考にしてください。

14/16 相手の立場・心情を考えて活動する
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＜被災者を傷つける可能性が高い言葉＞

☆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。

・時間が解決してくれますよ。

・お気持ちはわかります。

・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。

・他には誰も死ななくてよかった。

・お子さんが一人っ子じゃなくてよかったですね。

経験豊富なボランティアは、
「お疲れが出ないように
してください」など

と言っていました。
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☆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。

☆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。
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☆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。

☆死を肯定的に捉えようとする言葉

→単なる気休めに聞こえる。

・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。
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☆他人と比較する言葉

→人と比較しても無意味に感じる。

・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。
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☆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。

☆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。
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ボランティア活動自体が、心理支援にもなります。

人には、つらい体験を経験しても、

自然に治っていく回復力が備わっています。

安心できる居場所や、

支えてくれる人たちの存在があれば、

それが「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。

災害ボランティアも、心理的応急処置

「PFA」 を実施する役割を担います。
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＜おすすめ検索キーワード＞

いろいろと勉強できます。

災害時のこころのケア 検索

筑波大学 災害時のこころのケア 検索

心理的応急措置 PFA 検索

閲覧順69



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。

特に心配な人がいたら、

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。

①身体的健康の確認

身体の調子が悪いとこ
ろは、ありませんか？

③精神的健康の確認

気持ちが落ち込んで、
つらいことはありませんか？

②睡眠・食欲の確認

夜は眠れていますか？
食欲はありますか？
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被災者支援は「自立のための支援」であることが鉄則！

被災者が支援に依存して、

支援が無いと生きていけなくなるのは本末転倒です。

被災者支援は、何でもするのではなく、

被災者が自立していくことを考えて行ってください！

お金や物の支援より、

自立心の育成が大切です！

行政の支援も同じ考え方です。

1５/16 自立のための支援であること
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16/16 認知されない被災者を意識する

支援者でありながら「被災している人たち」がいます。

・被災地の自治体職員
・社会福祉協議会職員（ボランティアセンター職員）
・消防署員、警察官 などです。
彼らは、発災直後から、自分のことを犠牲にして、
いくつもの業務を同時並行で処理しながら、孤軍奮闘して疲弊しています！

彼らに
・過度な負担をかけない
・ねぎらいの言葉をかける
・ストレスの緩和
・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。
※また、これらの方々で、被災していない場合でも、
同様の援助、見守りが必要です！
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泉南市ボランティアセンター窓口

泉南市のボランティアセンターは、
あいぴあ泉南３階にあります。
・ボランティア活動保険の加入
・災害時に備えた事前ボランティア登録
・各種研修会、イベント
・その他、相談など
の活動をしています。☎072-483-0294
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泉南市ボランティアセンター
災害時支援ボランティア登録のご案内

泉南市社会福祉協議会では、事前にグループ、個人をボランティア登録をしてい
ただき、災害時に支援、応援していただくシステムです。（災害の規模による）

事前登録ボランティアに登録すると

●自然災害がおこったら・・・
泉南市および他市町村で自然災害が発生した場合、ボランティア活動情報・災

害ボランティアセンターのサポート依頼などを登録用紙に記入された通信手段で
お知らせします。

●普段からの取り組みとして・・・
災害ボランティア関連の講習会の情報について随時お知らせします。
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平成30年（2018年）台風21号での泉南市ボランティアセンターの活動

台風被害で様々な活動を実施しました。
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平成30年（2018年）台風21号での
泉南市ボランティアセンターの活動
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平成30年（2018年）台風21号での泉南市ボランティアセンターの活動
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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！ ボランティア活動保険パンフレットより引用
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今後のために
発災後、ボランティアセンターが円滑に運営されるように、

事前に地域全体で連携して、準備しておくことが大切です。

公民館では、このようなパネル展や災害ボランティア研修会を行い、
地域のつながり、学習機会を作っていきたいです♪
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まずは、ここに来られたあなたの気持ちを、
付せんに書いて、メッセージボードに貼ってください。
みんなで気持ちを出し合い、共有したいと思います。
ぜひ、ご記入をお願いします。



ご来場、誠にありがとうございました。
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