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ボランティア受付係の事務フロー

・主な役割

◆ボランティアの受付 

◆ボランティア活動保険加入手続き 

◆ボランティア希望者からの電話による問い合わせへの対応 

◆ボランティア数の集計及び受付票の管理 

・事務の流れ

＜ボランティア保険への加入手続き＞ 

１.希望者に「ボランティア活動保険加入申込書」（複写式）に必要事項を記入してもらう。 

２.パンフレットを提示し、ボランティア保険 天災タイプの説明をする。 

３.規定の保険料を受領し、領収書を渡す。 

・注意事項 

・ボランティアの受付で申込者が列になっている場合は、列に並んでいる間にボランティア 

受付票（様式 10）を記入してもらう。 

・団体の場合、ボランティア受付票（様式 10）の裏面に参加者全員の氏名を記入依頼 

（名簿添付可） 

・ボランティア活動中は、必ず名札を着用することを伝える。

①ボランティア活動希望者（団体）が来所

↓

②ボランティア受付票（様式１０）に記入してもらう。

↓

③ボランティア受付票（様式１０）に、受付番号、受付日、受付者を記入する。

↓ 

④ボランティア受付一覧表（様式１１）に転記

↓

⑤ボランティア受付票（様式１０）のボランティア活動保険（天災タイプ）の本日加入に〇が

ついている場合に、ボランティア保険の手続きをする。 

※手続きの仕方は、下記参照

↓

⑥名札作成（様式１２）依頼 

↓

⑦ボランティアの心構え（様式１５）を手渡し各自で読んでもらう。

↓

⑧ボランティアを待機所へ誘導

↓

⑨ボランティア受付一覧表（様式１１）をマッチング係へ渡す。

⑩一日の終わりに活動日報 ボランティア受付担当（様式１８） 記載
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様式10

【ボランティア班】ボランティア希望者の受付をする際に使用（ボランティア受付係）
　　　　　　　　　   ※団体の場合、裏面に参加者名を記載（団体名簿添付でも可）

Ⅳ　各種様式

受付番号

受付日

受付者

加入済　・　本日加入

◎２回目以降の人は氏名のみ記入してください

　  男 ・ 女　　　年齢　　　　　　歳

(〒　　　　　　　　　　） （　県外　　・県内　　・市内　）

携帯

（資格・特技等）

（注）本様式に記載された個人情報は、目的以外に使用はいたしません。

取扱注意！！      　　年　 　月　 　日　 　時 　　分

ボランティア受付票（個人・団体）

新規　・　継続（　　　　回目・初日活動日　　　／　　　）

ボランティア活動保険（天災タイプ）

個人　　・　　団体

災害ボランティア経験 あり　　・　　なし

資格

　①医師、②薬剤師、③看護師、④保健師、⑤助産師、⑥保育士、

　⑦救急救命士、⑧社会福祉士、⑨介護福祉士、⑩ホームヘルパー、

　⑪マッサージ師、⑫理美容師、⑬建築士、⑭手話通訳士、⑮調理師、

　⑯栄養士、⑰アマチュア無線、⑱運転免許（ 普通 / 中型 / 大型 ）

　⑲二輪運転免許

　その他の資格：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特技等

　 （1）イラスト、（2）パソコン、（3）要約筆記、（4）点字、（5）音訳、（6）手話、

　（7）外国語［英語、中国語、韓国語、ベトナム語、その他（　　        　 　　）］

　（8）ボランティアコーディネーター経験、（9）電気工事関係、

　（10）建築土木関係、（11）自動車・自転車修理　　        　など

その他の特技：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

該当項目に○をつける

ふりがな

名　　　前
(団体の場合は、

団体名及び責任者名記入)

住　　　所

電　　　話 自宅
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注１：引率責任者は表面に記入してください。

ボランティア受付票(団体用) 注２：団体名簿を添付した場合、本票の記入は省略可。

　　年　　　月　　　日　受付 注３：ボランティア登録は、受付番号と№を使用します。

加入済 本日加入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

（注）本様式に記載された個人情報は、目的以外に使用はいたしません。

電話番号
ボランティア活動保険

住　　　　　所

取扱注意！！

№ 受付番号 氏　　　名 〒
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様式１１

【ボランティア班】ボランティア受付票に基づき作成（ボランティア受付係）
　　　　　　　　　　 ※ボランティア受付票右上の「受付番号」を必ず転記

Ⅳ　各種様式

ボランティア活動保険

加入有無

1 有・本日加入

2 有・本日加入

3 有・本日加入

4 有・本日加入

5 有・本日加入

6 有・本日加入

7 有・本日加入

8 有・本日加入

9 有・本日加入

10 有・本日加入

（注）本様式に記載された個人情報は、目的以外に使用はいたしません。

取扱注意！！

ボランティア受付一覧表

№ 受付番号 氏　　　名
資格・特技等

※下記の番号を記入してください

　　　　年　　　月　　　日

資格

　①医師、②薬剤師、③看護師、④保健師、⑤助産師、⑥保育士、⑦救急救命士、⑧社会福祉士、

　⑨介護福祉士、⑩ホームヘルパー、⑪マッサージ師、⑫理美容師、⑬建築士、⑭手話通訳士、

　⑮調理師、⑯栄養士、⑰アマチュア無線、⑱運転免許（普通/中型/大型）、⑲二輪運転免許

特技等

　（1）イラスト、（2）パソコン、（3）要約筆記、（4）点字、（5）音訳、（6）手話、（7）外国語（　　　　語）、

　（8）ボランティアコーディネーター経験、（9）電気工事関係、（10）建築土木関係、

　（11）自動車・自転車修理　　など

資格・特技等一覧
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様式１２

【ボランティア班】市災害ボラ本部登録ボランティアであることを証するもので、活動時に着用
　　　　　　　　　　                                                                        （ボランティア受付係）

Ⅳ　各種様式

ボランティア登録証

○名札　
記入後はケースに入れ、ボランティア活動中は必ず着用してほしい旨を伝える。

　　　　　　年　　月　　日まで有効

○ガムテープ 長さ２０センチ程度

左上腕部に貼り付ける

富山市災害ボランティア本部

富山　太郎 富山市災害
ボランティア
本部長之印

※参加者が氏名（漢字）を記入

（○○○）○○○ー○○○○
※災ボラ本部の電話番号を記入 ※朱色

富山市災害ボランティア本部

とやま　たろう
※参加者が所属、氏名（ひらがな）を記入
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様式１５

【ボランティア班】ボランティア希望者に配布する活動上の注意事項（ボランティア受付係）

Ⅳ　各種様式

ボランティアにご参加のみなさま、ありがとうございます。

掲示情報などで災害状況・受付の流れ・注意事項を確認してください。

① 受　　付

② 登　　録

③ 待　　機

④ 招　　集 ・招集されたら、集まってください。

⑤ 送り出し

⑦ 活　　動 ・安全に気を付けて、活動してください。

⑩ 活動続行

⑪ 帰　　宅

・時間に余裕があり、活動を継続するときは、③に移動し
てください。

⑧
資機材の
返却

・活動先から帰着したら、資機材を返却してください。

⑨ 報　告
・スタッフに「活動報告書」（様式１４）を提出し、
作業内容などの報告をしてください。
・「ボランティア活動証明書」を受け取ってください。

⑥
資機材の
受け渡し

・ボランティア活動に必要な資機材を借りてください。

ボランティアの心構え

ボランティア活動フロー

・初めて参加される方（個人）は、受付で「ボランティア受
付票」に必要事項を記入してください。
・団体の方は、個人用の「ボランティア受付票」のほか、
団体用の受付票にも記入をお願いします。
・ボランティア活動保険に未加入の方は、加入手続きを
行ってください。
・受付及び登録が終わった方から、待機所へ移動してく
ださい。

・グループを編成し、リーダーを決めます。
・「活動指示書」（様式１３）、活動場所の地図を持って、出
発します。
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様式１５

【ボランティア班】ボランティア希望者に配布する活動上の注意事項（ボランティア受付係）

Ⅳ　各種様式

被災地へ入り活動する上で、大切な心構えがいくつかあります。

ボランティアとして適切な行動ができるよう、以下の点に心がけましょう。

困ったこと、分からないことがあったら、リーダーや災害ボランティア本部のスタッフに必ず確認しましょう！

富山市災害ボランティア本部　　　ＴＥＬ　○○○-○○○○

ボランティア活動参加者のみなさまへ

最低限の注意を忘れない

ただでさえ混乱している被災者の心をかきみだすような

姿勢は望ましくありません。あいさつやことば使い、約

束を守る、プライバシーを守る（守秘義務ともいいま

す）など、基本的なことを大切に。

被災地に負担をかけない

自分のことは自分で守る

気負いすぎはトラブルのもと

携帯品も各自で準備

対等な関係

食費・交通費・宿泊費などについては、原則としてボラ

ンティア本人の自己負担とします。

「自分のことは自分で守る」のが基本。活動によっては危

険が伴うものがあります。自分の手に負えない場合は勇気

をもって断りましょう。また活動前に「天災つきボラン

ティア活動保険」には必ず加入しておきましょう。加入手

続きはボランティア活動保険受付へ。

「自分がやらなくて誰がやる」と気負いすぎると被災者に

大きなお世話」と思われることも。張り切る気持ちが「は

しゃいだ対応」にならないよう注意しましょう。

動きやすい服装はもちろん､携帯品は各自で用意しましょ

う。

（例）保険証の写し、雨具、携帯電話、食糧、飲料水、

筆記用具、常備薬など

被災者とボランティアは「してもらう人」「してあげる

人」という関係ではなく、復興に向け「ともに協力し合

う」関係にあることも忘れないでください。ボランティ

アが対等な関係を意識し「一緒にやりましょう」という

姿勢を持つことが大切です。

7



様式１８

【ボランティア班】一日の活動を集計するもの（ボランティア受付係）

Ⅳ　各種様式

項目

１ボランティア個人受付(人数) 人

２ボランティア団体受付(団体数) 団体

３ボランティア団体受付(人数) 人

計（１＋３） 人

ボランティア活動保険加入者数 人

※箇条書きにすること。

引
き
継
ぎ
事
項

担当者氏名：

※箇条書きにすること。

翌日の担当者氏名：

活動日報　　ボランティア受付担当 年　　　　月　　　　日

記入者氏名：

活
動
内
容

受付数
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様式10【記載例】

【ボランティア班】ボランティア希望者の受付をする際に使用（ボランティア受付係）
　　　　　　　　　   ※団体の場合、裏面に参加者名を記載（団体名簿添付でも可）

Ⅳ　各種様式

受付番号

受付日

受付者

加入済　・　本日加入

◎２回目以降の人は氏名のみ記入してください

             まる  まる   だい   がく

 男 ・ 女　　　年齢　　20　　歳
(〒　939-8075　　　　） （　県外　　・県内　　・市内　）

今泉1-1

携帯　　090-1234-5678

（資格・特技等）

（注）本様式に記載された個人情報は、目的以外に使用はいたしません。

災害ボランティア経験 あり　　・　　なし

資格

　①医師、②薬剤師、③看護師、④保健師、⑤助産師、⑥保育士、

　⑦救急救命士、⑧社会福祉士、⑨介護福祉士、⑩ホームヘルパー、

　⑪マッサージ師、⑫理美容師、⑬建築士、⑭手話通訳士、⑮調理師、

　⑯栄養士、⑰アマチュア無線、⑱運転免許（ 普通 / 中型 / 大型 ）

  ⑲二輪運転免許

　その他の資格：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特技等

　 （1）イラスト、（2）パソコン、（3）要約筆記、（4）点字、（5）音訳、（6）手話、

　（7）外国語［英語、中国語、韓国語、ベトナム語、その他（　　        　 　　）］

　（8）ボランティアコーディネーター経験、（9）電気工事関係、

　（10）建築土木関係、（11）自動車・自転車修理　　        　など

その他の特技：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

該当項目に○をつける

ふりがな

名　　　前
(団体の場合は、

団体名及び責任者名記入)

住　　　所

電　　　話

○　○　大　学

自宅　　076-123-4567

ボランティア受付票（個人・団体）

新規　・　継続（　　　　回目・初日活動日　　　／　　　）

ボランティア活動保険（天災タイプ）

個人　　・　　団体

取扱注意！！      　　年　 　月　 　日　 　時 　　分

『市内』に○を付けた場合は、

「富山県富山市」の表記を省略可

同様に『県内』に○を付けた場合は、

「富山県」の表記を省略可

スタッフ記入欄

受付順番記載
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注１：引率責任者は表面に記入してください。

ボランティア受付票(団体用) 注２：団体名簿を添付した場合、本票の記入は省略可。

　　年　　　月　　　日　受付 注３：ボランティア登録は、受付番号と№を使用します。

加入済 本日加入

1 1 富山　太郎 930-8510 443－2051 ○

2 愛宕　春男 930-0091 432-3410 ○

3 安野屋　夏男 930-0087 442-4331 ○

4 太田　春子 939-8048 421-6682 ○

5 清水　夏子 930-0036 422-4510 ○

6 堀川　秋男 939-8081 425-1530 ○

7 岩瀬　秋子 931-8341 437-9715 ○

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

取扱注意！！

№ 受付番号 氏　　　名 〒 電話番号
ボランティア活動保険

新桜町７番３８号

愛宕町一丁目5-13

安野屋町一丁目1-48

太田351-2

住　　　　　所

清水町八丁目1-31

堀川小泉町一丁目18-13

岩瀬御蔵町1

（注）本様式に記載された個人情報は、目的以外に使用はいたしません。

スタッフ記入欄
表面受付順番記載

スタッフ記入欄

1
0



様式11【記載例】

【ボランティア班】ボランティア受付票に基づき作成（ボランティア受付係）
　　　　　　　　　　 ※ボランティア受付票右上の「受付番号」を必ず転記

Ⅳ　各種様式

ボランティア活動保険

加入有無

1 1 苗字　氏名 有・本日加入

2 2 A沢　B子 有・本日加入

3 有・本日加入

4 3-0 富山　太郎 有・本日加入

5 3-1 愛宕　春男 有・本日加入

6 3-2 安野屋　夏生 有・本日加入

7 3-3 太田　春子 有・本日加入

8 3-4 清水　夏子 有・本日加入

9 3-5 堀川　秋人 有・本日加入

10 3-6 岩瀬　秋子 有・本日加入

（注）本様式に記載された個人情報は、目的以外に使用はいたしません。

資格

　①医師、②薬剤師、③看護師、④保健師、⑤助産師、⑥保育士、⑦救急救命士、⑧社会福祉士、

　⑨介護福祉士、⑩ホームヘルパー、⑪マッサージ師、⑫理美容師、⑬建築士、⑭手話通訳士、

　⑮調理師、⑯栄養士、⑰アマチュア無線、⑱運転免許（ 普通 / 中型 / 大型 ）、⑲二輪運転免許

特技等

　（1）イラスト、（2）パソコン、（3）要約筆記、（4）点字、（5）音訳、（6）手話、（7）外国語（　 　　   語）、

　（8）ボランティアコーディネーター経験、（9）電気工事関係、（10）建築土木関係、

　（11）自動車・自転車修理　　など

資格・特技等一覧

①、（2）

⑱（普通）

取扱注意！！

ボランティア受付一覧表

№ 受付番号 氏　　　名
資格・特技等

※下記の番号を記入してください

　　　　年　　　月　　　日受付順番記載 あれば記入

個
人

団
体

代表者
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