
（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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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
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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。

閲覧順45



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
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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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