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はじめに

  阪神・淡路大震災が多くの犠牲と共に生み出したものの中に、災害時におけるボランティア

活動があります。 

それは、大変な現場を見過ごすことができない人々の自発的な行動でした。発災直後の救援

活動をはじめ、その後の生活支援、そして災害から立ち上がるための自立支援まで、活動の内

容もその必要性とともに広がってきました。「個人が自発的、一時的に行う活動」から、「同じ

思いを持つものが集まり支えあって、組織として計画的・継続的に行う活動」へと変化してき

ています。 

  このような活動の母体として、国内においては、行政主導型、社会福祉協議会主導型、市民

活動団体主導型など、様々な形態で災害ボランティア団体が誕生しています。また、それらの

活動形態は日本のみならず、世界規模の災害においても重要な役割を担っています。 

  こうした流れを受けて、本市では、行政、社会福祉協議会、市民活動団体等が連携・協働し

て、平成 15 年に「富山市災害ボランティアネットワーク会議」（以下市災害ボラネット会議）

を立ち上げました。 

実際の災害時には、活動に混乱が生じることが想定されるので、平成 23 年 3 月に市災害ボ

ラネット会議では、「富山市災害ボランティア活動指針」に基づき、活動の手引きとして「富

山市災害ボランティア本部活動マニュアル」を作成しました。 

このマニュアルの作成にあたっては、災害に遭った地域の事例を参考に様々な状況を想定し

ながら、本部の設置、運営、ボランティアのコーディネート等の一連の活動について、実態に

即したものとなるよう検討を重ねてきました。さらに今回は、東日本大震災（平成 23 年 3 月）

や防災訓練を通して得られた教訓を踏まえて改訂しました。 

本市において災害が発生した時には、このマニュアルに基づき災害ボランティア本部を立ち

上げ、運営することになります。 

しかしながら、このマニュアルは基本的な考えを示したものであり、災害の種類や規模、時

期によっては、柔軟な対応を求められることが考えられます。 

運用にあたって問題や疑義が生じた場合には、このマニュアルにとらわれることなく、ボラ

ンティア活動が円滑に行われるよう期待します。 

平成２７年６月 

富山市災害ボランティアネットワーク会議 
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Ⅰ 市災害ボランティア本部 

Ⅰ－１ 

１．設 置 

市内で災害が発生し「市災害対策本部」が設置された場合、市、市社会福祉協議会、市災害ボランテ

ィアネットワーク会議とで「市災害ボランティア本部」の立ち上げについて協議し、連携して立ち上げ

を行う。 

（１）立ち上げ 

設置については、市災害対策本部の情報や市災害ボランティアネットワーク会議のメンバーで、実際

に現場を視察し、被災状況を調査・確認した上で、必要性について判断する。 

  また、市災害ボランティア本部の呼称や、現地事務所の設置についてもあわせて協議する。 

協議関係者 富山市（男女参画・市民協働課） 

富山市社会福祉協議会 

富山市災害ボランティアネットワーク会議（会長、副会長） 

※ 呼称の例 富山市○○地区災害（水害）ボランティア本部 

※ 必要に応じて、県災害救援ボランティア本部に人員の派遣や資機材、資金に関して相談 

すること。 

（２）設置場所 

【設置場所を決める際の要件】に基づき設置場所を決める。 

〔案-１〕  場所：富山市総合社会福祉センター（今泉８３番地１） 

〔案-２〕  場所：富山市役所（新桜町７番３８号） 

【設置場所を決める際の要件】 

ア．被災地内か被災地に近いかどうか（被災地での活動を円滑にするため） 

イ．公共交通機関から近いかなど交通至便な場所かどうか、広い駐車場があるかどうか 

（参加するボランティアのアクセスの便宜を図るため） 

ウ．１日に1,000人規模のボランティアに対応できるスペースがあるかどうか 

エ．ライフラインの確保がし易い場所かどうか 

・上下水道（トイレ）、電気等の利用可能な場所、通信回線の確保可能な場所 

オ．事務用品や資機材の確保ができるかどうか 

カ．資機材の保管スペースがあるかどうか 

キ．動線のある機能的な空間デザインができるかどうか 

ク．情報共有や意見交換が容易に行えるかどうか 

・庁舎内や敷地内  ・庁舎周辺の公共施設  ・庁舎周辺の企業施設等 

ケ．長期間、利用可能な場所かどうか 

コ．現地事務所を設けるかどうか 

※ 現地の状況に応じて、屋外にテントやコンテナハウス、プレハブを建設し、対応しなければ 

ならない場合もある。 
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（３）統括責任者 

 本部長   １名（役職 市社会福祉協議会会長） 

副本部長 ２名（役職 市災害ボランティアネットワーク会議会長、役職 市社会福祉協議会事務局長） 

※ 上記のとおり想定しているが、災害時の状況を総合的に判断して決定する。 

（４）参加団体の協議・人員の確保 

市災害ボランティア本部は、本部の運営に必要な人員について協議し、市災害ボランティアネットワ

ーク会議参加団体に呼びかけるとともに、必要に応じて外部からのコーディネーター派遣を要請する。

※市災害ボランティアネットワーク会議参加団体は、Ⅴ－11頁参照 

（５）資機材の確保 

市災害ボランティア本部を立ち上げ効率よく機能させるために必要な設備･備品･資機材などは、あら

かじめ備蓄しておくか、迅速に確保できるよう事前に市災害対策本部と十分に協議しておく。 

（６）開  所 

開所の準備が整い次第、市災害対策本部に連絡を入れるとともにマスコミ等を通して告知する。市災

害ボランティア本部のホームページを開設するか、または市ボランティアセンターのホームページを活

用するなど、全国に情報を発信していく。 

２．運 営 

市災害ボランティアネットワーク会議参加団体メンバー及び市社会福祉協議会職員やＮＰＯなどの

協力を得て、地元主体の運営で、被災者中心に活動を行う。 

（１）運営スタッフの配置 

①運営スタッフの配置 

運営スタッフ及び災害ボランティアコーディネーターの配置にあたっては、各班に一定期間活動でき

る経験者を配置することが望ましいが、中心になるスタッフに業務が集中しないよう、複数配置を行う

など、運営上の配置にも配慮する。 

運営スタッフなどの配置にあたっては、次の事項に留意する。 

【運営スタッフ配置の留意事項】 

ア．地元のスタッフは被災者の可能性もあり、この点を配慮したサポートが必要とされる。 

イ．ボランティアのために活動をするのではなく、あくまでも被災者のために活動をすること。

ウ．運営する上で、スタッフを構成する市社会福祉協議会、ＮＰＯ、ボランティアの各班への割り振り

やローテーション組み等の人事管理が重要。 

エ．長期間活動できるボランティアをスタッフとして登用することも必要。
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オ．できる限り地元住民がボランティアスタッフとして参加できるよう働きかけを行う。 

カ．各班の業務量は、時期や曜日、時間帯によっても異なることから、各班の間で柔軟に応援体制を 

組むようにする。 

キ．スタッフが入れ替わる時は、引継ぎ事項に漏れのないよう確認する。 

〈例〉引継ぎ者の確認、人員配置、前日の未処理事項など 

ク．市災害ボランティア本部スタッフの宿泊場所の確保については、市災害対策本部と協議して対応す

ることが望ましい。 

②活動にあたっての全体の留意点 

ア．活動にあたっては、災害の種類、規模、地域性などに配慮した内容や支援体制が求められる。ま

た、状況の変化に応じて、各班の活動内容・手順を適宜見直す必要がある。 

イ．被災状況や市民の状況を考慮した上で、各班を設置し、各班に配属された運営スタッフ及び災害

ボランティアコーディネーターが協議を行い、活動の内容や手順を決定することが必要である。 
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（２）組織と役割（参考例） 
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②各班等の役割 

組 織 主 な 役 割 

本部長 全体統括 

副本部長 総務班統括、マスコミ発表、本部長の補佐、渉外 

総 

務 

班 

総務・管理・連絡調整

係 

・新しいニーズの発見、新しいプログラム（プロジェクト）の創出 

・市災害対策本部、県災害救援ボランティア本部、地元災害対策本部、

現地事務所との調整 

広報・庶務係 

・マスコミ対応 

・災害ボランティア本部情報の発信（ホームページやコミュニティ

エフエムの活用など）     

・予算管理及び出納              ・記録及び写真       

・ホームページでの広報及び啓発     ・寄付預託受入 

・データ把握及び収集               ・看板及び案内板の作成 

情報・資材係 

・被災情報、避難情報等関係情報の調査、収集 

・資機材、車輌及び駐車場の確保 

・打合せ、ミーティングの進行と記録の作成 

・被災者宅への安否確認 

・ボランティア班資機材係への資機材の提供 

・活動指示書及び活動報告書の配達 

ボランティア管理 

（救護）係 

・特別なスキルを持ったボランティアの活動機会の提供 

・救護(病気、けがへの救急対応)、ボランティア保険会社への対応 

・ボランティアの相談や苦情への対応 

・運営スタッフのローテーション管理 

・運営スタッフへの支援 

相談・サポート係 

・被災者ニーズの収集と整理 

・健康相談、心の相談、被災者の苦情 

・被災者への生活復帰プログラムの企画・実施 

副本部長 ボランティア関係統括、本部長の補佐 

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

班 

ボランティア受付係 

・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合せへの対応 

・ボランティア数の集計及び受付票の管理 

ニーズ受付・調査係 

・依頼者からの電話や来所による受付 

・ボランティア依頼票の作成 

・ニーズ内容の把握と確認 

・活動場所の住宅地図の添付 

マッチング係 

・ボランティアへの活動指示書の作成 

・依頼者へのボランティア訪問前の電話最終確認 

・活動指示書に基づくボランティアの確保とチーム編成 

送り出し係 

・ボランティアへの活動に際しての注意事項の説明 

・ボランティア活動場所の説明 

・送迎車や自転車の手配とボランティアの送り出し 

資機材係 

・総務班情報・資材係に必要資機材を依頼 

・資機材や必要物品の受け渡し、資機材管理 

・ボランティアへの水の補給 

活動報告受付係 

・活動報告書の受付及び帰着確認 

・「ボランティア活動証明書」の発行 

・活動報告書の整理 

・新たなニーズ等に対する関係機関への連絡調整 
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（３）災害ボランティア本部レイアウト 《参考例》 

※このレイアウトは、富山市総合社会福祉センターを想定 

ボランティア活動出発時の動き
駐　車　場

ボランティア活動終了、帰着時の動き

談話コーナー
階段

掲示コーナー 掲示コーナー

２階の部屋を利用する

１.記者会見場

２.記者待機所

被
災
地
相
談
者
用
出
入
口

富
山
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

、
本
部
ス

タ
ッ
フ
用

出
入
口

救

護 ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
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頼
受
付

３.臨時ボランティア
待機室

依頼受付後は、地
図・マッチングへ(

ニ
ー

ズ
受
付
・
調

査

)

階段（２階へ）

ボランティア受付
（団体）

ボランティア受付
（個人）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部

看
板

ボ
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ア
本
部

本

部

長
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マ
ッ
チ
ン
グ

ボ
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ア
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事
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局

ボ
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テ
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頼
内
容
の
掲
示

活
動
報
告

送り出し

.ボランティア情報発信など

資機材置き場は
裏の駐車場に
仮設テントを張る

マッチング完了
後は送り出す

活動報告後は各自帰宅
引き続き活動する場合は待機室へ

エレベーター

ボランティア　受付票記入場所
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湯
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機械室
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（４）基本フローと1日の流れ 

  （４）基本フローと1日の流れ 

  ①基本フロー 

①ボランティア依頼受付 
ａ．ボランティア依頼受付（電話・来訪） 
  ２日以上にわたる活動の受付（活動報告係） 
ｂ．「ボランティア依頼票」（様式９）作成 
③地図 
ｃ．住宅地図で活動先を確認し地図をコピー 
ｄ．現地調査を実施する。受理とした場合は

様式９及び地図をコピーしマッチングへ
ｅ．不受理の場合はニーズ受付完結

②ボランティア受付 

ア．「ボランティア受付票（個人・団体）」（様式１０） 

イ．保険手続き・名札作成指示 

ウ．「ボランティアの心構え」（様式１５）周知 

エ．ボランティア待機 

オ．ボランティアの持つ資格・専門性を把握

④マッチング 
カ．「活動指示書」（様式１３）を作成し、必要人数を点呼しグルーピング 

キ．リーダーを含む活動者全員の氏名と携帯電話番号を、「活動指示書」（様式１３）に記載 

ク．必要に応じて、専門機関、関係団体（ＮＰＯなど）に協力を要請する。

⑤送出し 

ケ．グループに対し「活動指示書」（様式１３）に基づき、作業内容、活動場所、必要道具を説明 

コ．活動場所までの移動手段を手配し伝える 

サ．活動者全員の出発確認を行う 

シ．ボランティアの心構え（様式１５）によりオリエンテーション（活動終了時の報告等の確認）

⑧活動終了・ボランティア本部へ帰着 

タ．返却された道具の汚れや数量を確認 

チ．手洗い・うがい・長靴の泥などを落とす場を設け、ボランティアに衛生管理を周知

⑨活動報告受付 

ツ．活動者全員の帰着確認及び、「活動報告書」（様式１４）の提出 

テ．「ボランティア活動証明書」（様式１６）を希望するボランティアに交付

⑦活動場所へ移動・活動開始

ボランティア依頼（ニーズ受付） ボランティア活動希望

⑥資機材 

ス．「活動指示書」（様式１３）の必要道具欄に記載のある資機材及びその他活動に必要な資機材を渡す。 

セ．「活動資機材提供・回収（払出） 兼依頼・受領記録簿」（様式３）を記載する。 

ソ．不足資機材においては「活動資機材等依頼票」（様式５）を記載し、市災害ボランティア本部へ依

頼する。 
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②１日の流れ（例） 

時 間 内  容 

７：３０ 業務前ミーティング（スタッフ全員） 

８：００ 各係ミーティング 

例 業務内容、申送り事項、その日の注意など 

８：３０ 開所 ボランティア依頼受付開始、ボランティア受付開始 

９：００ ボランティア活動開始 

 ボランティア活動が終了し、次の活動場所に行ける場合は、マッチング班に連絡し、次

の活動場所の指示を受ける。 

１６：００ 災害ボランティア本部へ帰所、活動報告 

１７：００ 閉所 

１７：３０ 業務後ミーティング（各係、全体） 

例 各係より報告、問題の対応策、翌日へのひきつぎ事項確認、各係打合せ 

１９：３０ ミーティング、報告終了 

＜留意事項＞ 

・災害の種類、災害の規模、地域性、ニーズの変化（時間的経過）、確保できるスタッフ数などにより

状況が違ってくるので、必要に応じた対応が求められる。 

・市災害ボランティア本部は、専門機関と連携し、女性、高齢者、障害者、児童、外国人など災害弱者

に対する支援に努める。 

・各係にチーフ（責任者）を置き、スタッフ間での意思の疎通や情報の共有化が図られるよう配慮する。 

・各班やスタッフ全体のミーティングは大変重要。その日に出された課題や改善点を共有し、市災害ボ

ランティア本部としてできること、できないことを明確にし、できることは具体的に翌日以降の対応

につなげ、できないことは関係機関に相談するなど、素早い決断力と行動力が求められる。 

・市災害対策本部との連携を密にするため、連絡調整役となる職員の常駐を市災害対策本部に要請する。 

（５）主な活動と推移（他県災害ボランティア本部の事例を基に） 

※市災害ボランティア本部設置期間は、災害規模や地域の状況などにより変わる。 

瓦礫や家財の片付け・泥出し、避難所での活動（運営補助、炊き出し、励まし、行事） 

【豪雨災害の場合（市災害ボランティア本部設置期間：およそ２～３週間）】 

【地震災害の場合（市災害ボランティア本部設置期間：およそ２～３か月）】

仮設住宅への引越し、仮設住宅、集会所での活動（交流、安否確認、行事）

災害救援から中長期的な生活支援、復興支援へ
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３．情報の取扱い 

被災者や地域の状況は時間の経過とともに変化し、ボランティアに求められることも変わる。直接被

災者に接するボランティアは、より正確に被災者の状況を把握したり、見落とされがちな問題に気づい

たりすることもある。 

 市災害ボランティア本部は、救援活動に関わる諸団体が集まることができる場を設け、それぞれの団

体が発見した課題を共有したり、被災者のニーズに対応したプログラムを作り出したり検討したりする

機会を提供することが大切である。 

 被災地での救援活動にあたる団体が様々な情報を全国に発信することや、現地の様子が報道されるこ

とは、より多くの人々の関心を高め、支援を広げる上で大切である。 

 しかし、不注意な発信から被災地の人々の不信を招いたり、団体の意向と支援する人々の意識との間

にギャップが生まれたり、不特定多数に発信されたために予期せぬ大きな反響を呼び、かえって現地の

救援活動の妨げとなったりする場合もあり得る。 

 このため、市災害ボランティア本部を中心に発信すべき情報の内容や発信する相手を慎重に選び、ま

た外部援助･支援活動に関する情報の窓口となるための、情報の受発信のための体制やシステムを早期

に確立することが重要である。 

【情報取扱いの手順】  

ア．被災状況の確認と情報の収集 

イ．国や自治体など関係機関との情報共有と、それに基づく対策の意思決定 

ウ．住民への災害情報の配信 

（１）情報収集 

①災害に関するあらゆる情報を収集・集約 

市災害対策本部や関係機関などと連携し、スタッフが収集する情報、さらに市民やボランティアの携

帯電話やパソコンから寄せられる情報など、あらゆる方面から被災地のリアルタイム映像や被災状況に

関する多様な情報を収集する。 

②被害情報の収集 

・市災害ボランティア本部設置の判断は、｢被害の大きさ｣とそれに伴う｢被災者支援の必要性｣が主な要

因となるため、早急に被害状況を把握するのが一般的である。 

・情報は、市または県の災害対策本部から入手する。また、災害の起きた時間や地域にもよるが、メデ

ィア(新聞、ラジオなど)からの情報も有用であり、誤りや偏りがある可能性も留意しつつ、活用する

ことができる。 

・ボランティアが、被災者の状況、支援ニーズを住民から直接聞き取る場合は、地元町内会や民生委員

などの関係者の協力を得る必要がある。 

（２）情報共有 

・緊急時における迅速かつ適切な判断   

各方面から収集された情報は、情報・資材係に集約し、総務班や関係機関との間で共有される。これ

らの情報をもとに、市災害対策本部や関係機関と協議して適切な対策を決定する。 
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（３）情報配信 

①あらゆるメディアを通じて、リアルタイムな情報を住民へ配信 

   情報・資材係で集約した各種支援に関する情報や、市災害対策本部や関係機関との協議で決定された

各種災害支援に関する情報は、テレビやインターネットなどをはじめとする多彩なメディアを通じて、

住民に発信する。 

②情報発信 

情報・資材係は内部に伝える情報と外部に発信する情報の振り分けを速やかに行う。内部に伝える情

報は、各係を通じてスタッフ及びボランティアに伝達する。また、外部に伝える情報は広報・庶務係に

集約させ、ホームページに掲載するとともに、会員局である富山シティエフエム及び各メディアに発信

する。 

  ※富山市内のマスコミ一覧は、資料Ｖ-14【報道機関】を参照。 

情報発信には、被災者に対しては｢市災害ボランティア本部設置のお知らせ｣、ボランティアに対して

は｢ボランティア募集｣、そして｢マスコミへの発信｣の３つがある。 

【市災害ボランティア本部設置のお知らせ】 

ア．｢正確･的確･適時｣に情報提供を行う。 

イ．被災地域や避難所へ市災害ボランティア本部の開設を案内するとともに、ニーズをくみ上げる。 

ウ．「支援内容」と｢ボランティアが被災者のお手伝いをする｣という内容をわかりやすく示す。 

  ※参考様式１５ Ⅳ-１５ 

エ．被災者ニーズに合わせて市災害ボランティア本部の活動状況を伝え、共有するための情報紙など、

ボランティア活動の状況をまとめたものを発行することが望ましい。 

オ．ボランティア募集は、地域内の居住者に限るなど、地域の状況に合わせて限定して行うこともある。

【ボランティア募集】 

ア．行政の持っている発信ルートの活用 

イ．地域内でのチラシの配布 

ウ．Webサイトなどの活用（地域外からのボランティアへの事前情報の提供、但し被災地でインターネッ

トの利用が可能な場合)。※チラシ 参考資料４ Ⅳ-２５ 

【マスコミへの発信】 

ア．ボランティアの募集、ボランティアの活動状況、被災者ニーズなど、市災害ボランティア本部運営

のための情報を効果的に発信する。 

イ．情報発信は、原則として毎日定時に行うものとする。ただし、被災者の膨大なニーズに応えるため

に、行政のみでは十分な対応が困難であることも想定されるので、柔軟に対応する。 

【あれ？家具がない？！】

 被災家屋の片づけをしているとき、捨てるものがたくさん出るが、捨ててはいけないものも 

ある。捨てるはずではない家具を玄関前において家の中を片づけ、終わって家具を入れようとす

ると…。家具がない？！ 

 ごみだと思って収集されてしまったのだ！ ゴミの収集の情報はしっかり確認し、 

きれいに片づいた玄関前で呆然とすることのないように気をつけよう。 
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４．各種調達 

（１）運営スタッフの確保 

市災害ボランティア本部運営のために必要な人員の確保は、次のとおり行う。 

①運営スタッフの確保 

市災害ボランティア本部の立ち上げや運営のために、中・長期間活動できる運営スタッフが多数必要

になる。市災害ボランティアネットワーク会議参加団体や関係機関（団体）、一般ボランティア、大学、

企業などと連携してスタッフを安定的に確保し、活動のローテーション体制を確立する。 

②運営スタッフの配置 

運営スタッフ、災害ボランティアコーディネーターの配置にあたっては、「２．運営 【運営スタッフ

配置の留意事項】」を参照する。（Ⅰ-２頁）。 

（２）ボランティアの募集 

・マスコミや、ボランティアサイトへの情報提供などで、ボランティアの募集を行う。同時に被災地域

住民にも広報や案内を行い、ボランティアを呼びかける。 

  ・必要に応じて、学校や事業所などにボランティアを呼びかけ、協力を依頼する。 

  ・活動内容に応じて、専門ボランティアの確保も必要となるので、市災害対策本部と連携して対応する。 

【運営スタッフ確保の手順】 

 ステップ１ 市災害ボランティアネットワーク会議参加団体メンバーの確保 

市災害ボランティアネットワーク会議参加団体は、あらかじめ災害時における人員の派遣体制を整備

しておく。 

ステップ２ 市社会福祉協議会を主体としたスタッフの確保 

市社会福祉協議会は、災害時における職員の派遣体制を整備しておき、災害時には職員の被災状況等

を勘案のうえ、職員を可能な限り市災害ボランティア本部に配置する。 

また、必要な場合は「富山県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に 

関する協定」により県内社会福祉協議会職員の協力を依頼する。 

ステップ３ 地域内でのスタッフ募集 

  ステップ１でスタッフが不足する場合、市ボランティアセンター登録ボランティア、ＮＰＯ、地域 

住民などから広くスタッフを募集する。 

ステップ４ 県内外からのスタッフ募集 

ステップ１及びステップ２の手順でスタッフが不足する場合は、県災害救援ボランティア本部と連携

し「東海北陸ブロック県市社協災害応援協定」により社会福祉協議会職員の派遣などを依頼する。 
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・災害発生初期は、さまざまな問い合わせやボランティア参加者が殺到し、電話対応だけでは情報伝達

に限界があるので、マスコミやボランティアサイトなどで、正確な現地状況やボランティアへの参加

方法、注意事項などについて周知・広報を行う。 

（３）資機材調達 

市災害ボランティア本部及び現地事務所に必要な資材等については、市災害対策本部市民生活部ボラ

ンティア班を通じて、「支援物資依頼票」（様式４）により市災害対策本部に要請を行う。 

現在、市災害ボランティア本部が備蓄している資機材については、平時においては、市災害ボランテ

ィアネットワーク会議事務局が管理する。また、災害時の市災害ボランティア本部においては、「活動

資機材提供・回収（払出） 兼依頼・受領記録簿」（様式３）及び「活動資機材等依頼票」（様式５）に

より総務班が管理する。 

※参考資料３ 「調達すべき資機材(例)」 Ⅳ－２３ 

（４）支援物資などの受け入れと配給 

支援物資などの受け入れと配給に関しては、原則､市災害対策本部が行い､市災害ボランティア本部に

支援物資などが届いた場合は、速やかに市災害対策本部に連絡し、配給についても併せて協議する。 

（５）資金調達・活動募金 

被災地でのボランティア活動や市災害ボランティア本部の維持・運営のために、活動資金を確保する

ことが必要である。資金調達方法としては、各種の助成制度を活用する方法、市災害ボランティア本部

運営のための募金を呼びかける方法などがある。 

活動資金の協力を呼びかける際には、「被災地支援を行うボランティア活動費用、市災害ボランティ

ア本部の運営費用のための募金」と趣旨を明確にし、協力者に誤解のないようにする必要がある。また、

資金を受け入れるために、直ちに銀行口座を開設する必要がある。 

【資金調達方法】 

ア．県共同募金会「富山県共同募金会災害支援制度」の「災害等準備金配分金」を活用する。 

対象となる運営資金の例････ ボランティアセンターのための消耗品費、通信運搬費など 

イ．活動募金 

募金の目的、内容、使途などを明確にして募金を呼びかける。 

募金口座を周知する。 

災害ボランティア本部の開設・運営にかかる費用は、次のようなものがある。 

【現場の活動に直接かかる費用】 

・消耗品代 ・電話代や郵送費用、宅配便代 ・ガソリン代や高速道路代 

 ・チラシ等の作成費用 ・備品の維持、管理費用 など･･･ 

【災害ボランティア本部の維持・運営にかかる費用】 

・日常の事務作業関連の消耗品代、事務用品代 ・事務所の電話代、郵送費用、宅配代  

・通勤交通費や出張費 ・資料のコピー、印刷代 ・事務所の机、椅子などの備品代（リース代）など･･･
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５．連携と協働体制の構築  

災害発生時には、多くの災害ボランティアが駆けつけるので、ボランティア活動を有効・円滑に行え

るように、ボランティア関係団体と平常時から連携体制を構築しておくことが必要である。また、地域

の防災関係団体・市災害ボランティアネットワーク会議・地元ボランティア団体などが単独で動くので

はなく、互いに連携し協力し合い、それぞれの団体の強みを生かしつつ相乗効果を生むよう、協働する

ことが大切である。 

（１）ボランティア関係機関（団体）との連携 

災害時の円滑なボランティア支援を行うため、「市災害ボランティア本部」の設置・運営に関わる市

災害ボランティアネットワーク会議・地域の防災関係団体・地元ボランティア団体が定期的に連絡会を

開催するなど、平時から相互にコミュニケーションを取り、「顔の見える関係」の構築を図ることが重

要である。団体の専門性を相互に理解し、特別に支援を必要とする高齢者や障害をもった方、乳幼児、

外国人などに対応できる体制づくりが必要である。行政やボランティア関係機関（団体）がそれぞれ実

施している研修・訓練・イベントなどにおいて、お互いが積極的に参画・協力し合える環境作りに努め

る。 

（２）協働体制の構築 

災害発生時には、富山市において、市災害ボランティアネットワーク会議が中心となってボランティ

アのための活動拠点（「市災害ボランティア本部」）を立ち上げることにより、行政と協働して被災者を

救援する役割が期待されている。そのためには、市民団体などや地域のボランティア活動に関わってい

る人と行政が協働して「市災害ボランティア本部」が運営出来る体制を構築しておく必要がある。 

「協働」の定義 

 このマニュアルにおいて、「協働」とは、共通の目的を達成するために、ボランティア関係機関（団体）

と行政が意思の疎通を図りながら、お互いの特性を認識・尊重し合い、役割を分担し、共通する領域の

課題解決に向けて協力・協調する関係をいう。 
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ン６．ボランティアのコーディネートボランティアのコーディネート

被災地ニーズとボランティア資源とを結びつける仕事として、コーディネーターの存在があり、近

年の災害時ボランティア活動では、ボランティアコーディネーターの存在は必要不可欠となってきて

いる。 

   このため、平時においてもコーディネーターの育成を行い、コーディネートについて普段から高い技

術を養成しておくことが不可欠となっている。また、中心となるコーディネーターは、被災現地のボラ

ンティアコーディネーターが担うことが望ましい。 

ボランティアコーディネーターの役割 

・被災世帯や被災地域へのボランティアの派遣の調整 

・ボランティアの募集 

・関係行政機関との受給調整など 

 ・地域の状況や幅広い情報の把握→現場のボランティアとの頻繁な情報交換が必要 

 ・情報の整理（状況判断、ニーズ一覧表作成、ボランティアへの情報伝達） 

 ・ボランティアの相談相手 

 ・地元自治組織とボランティアの協力関係の構築 

【ボランティア班運営の手順】 

ア．コーディネーターの役割分担を決める  

□チーフコーディネーター（ボランティア班）  □各担当リーダー 

イ．必要資機材をチェックリストにて確認する 

□機材   □服装／コーディネーターの目印  □備品  □配置図  □事務用品  

  ウ．必要な書類を整える    

□様式集を活用する 

エ．ボランティア受入方針を決める  

□活動内容（簡潔明瞭に伝える）  □携行品  □事前登録は行わない 

（１）ニーズ調査 

市災害ボランティア本部の設置が決まったら、本部の内容や役割を広報し、ボランティア活動のニー

ズを調査する。（『ボランティア依頼票（ニーズの受付）』（様式９）に記入） 

①周知と情報収集・発信 

被災地に対して市災害ボランティア本部を開設したことを周知する。被災者の情報収集を行う。 

   □市災害ボランティア本部から派遣されるボランティアの身分証明についても、被災者に周知する。 

     □公設・私設避難所に市災害ボランティア本部開設を知らせる。 

   □被災地の情報収集を行う。 

       手段：チラシ、電話、ＦＡＸ、インターネット・ホームページなどの活用 
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②被災者対応 

ボランティア派遣によるニーズの把握 

ア．ニーズ把握のためのボランティア派遣 

訪問とボランティアについての説明 （ニーズの掘り起こし） 

派遣先 物資集配拠点／地区防災拠点／広域避難場所／特別避難場所／公設・私設避難所 など 

イ．来所者によるニーズ情報の受付 

被災して救援を要請してくる依頼者には、次のような対応を行う。 

（相談窓口でのニーズ把握と処理受諾） 

□来所・電話共に、落ち着いて冷静に対応する。 

□ボランティア派遣に必要な事柄を正しく聞き取る。地図を見ながら場所を確認する。 

□専門ボランティアの対応を要するなど、受理の判定で保留にするときは、スタッフが調査し

てから依頼者に理由を説明する。 

□被災を受けた事業所（者）からの依頼は、原則ボランティア活動の範囲外であるが、復旧す

ることで被災地全体にプラスになると判断できれば活動につなげる。 

□「ボランティア依頼票」（様式９）を作成する。 

③ニーズ受付後の現地調査等 

ア．依頼内容に基づき、地図をコピーし原則現地調査を行う。 

イ．受理したときは「ボランティア依頼票」（様式９）及び「地図」をコピーしマッチング係

へ渡す。 

ウ．現地調査後、保留とした場合は依頼者に理由を説明し了解を得る。 

＜ 留意事項 ＞

ニーズを収集する際は、活動の内容や特記事項をよく確認しよう。あいまいな内容では、現場に 

行ったボランティアが困ることになる。（５W１Hの記載） 

 また、活動の内容や活動場所について不安や疑問がある場合は、市災害ボランティア本部のスタッフが

現場を確認することも必要である。

（２）ボランティアの受け入れ 

①ボランティア受付 

ア．「ボランティアの心構え」（様式１５）を渡し、今後の流れなどを理解してもらう。 

イ．｢ボランティア受付票（個人・団体）｣（様式１０）を記入してもらう。受付票に記入漏れ

がないよう注意する。また、受付番号は前もって符番しておくとよい。 

ウ．名札（ボランティア登録証）を作成するとともに、ボランティア活動の際は必ず着用して

ほしいことを伝える。（様式１２参照） 

オ．ボランティア活動保険(天災タイプ)の加入を確認する。未加入者には加入手続きを促す。

極力手間を省くため、保険の事前加入をホームページなどで呼びかけておく。 
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カ．ボランティア受付票には、受付窓口区分ごとの記号、通し番号を記入する。 

キ．受付窓口区分ごとに、順次、｢ボランティア受付一覧表｣（様式１１）も作成する。 

②ボランティアへの対応 

   ア．大勢のボランティアの「受付」から「送り出し」までを、スムーズかつ短時間に混乱なく

行うためには、ボランティア担当スタッフの役割分担と連携が大切になる。 

イ．市災害ボランティア本部のレイアウトも、人の流れが交差することのないように配慮する。

「役割担当一覧」（様式１）も大きく見やすいものにする。 

ウ．ボランティアには感謝の心で対応する。 

③ボランティアの誘導 

ア．ボランティア入り口に案内掲示板を掲げる。 

    イ．誘導に当たっては入り口での混乱を避けると共に、他の窓口の状況を見ながら調整、誘導

を行う。 

④ボランティア活動時の証明 

 ボランティア活動中であることを明らかにするため、「ボランティア登録証」（様式１２、 

名札型）及び専用のベスト、ビブス、ジャンパーのいずれかの着用に努める。 

＜ ニセボランティアに注意！ ＞  

以下のような、ボランティアを装って被災者や災害ボランティア本部に迷惑をかける「ニセボランティア」

が実際に出没した。 

・被災家屋での活動中に貴重品や現金を盗む。 

・家の後片付け等の活動後に、依頼した被災者にお金を請求する。 

・ボランティアを装い避難所で寝泊りし、被災者のための炊き出しの食事を取る。 

・「ボランティアリーダー」と書いた名札を付け、勝手にボランティアに活動の指示を出し、災害

ボランティア本部の運営を混乱させる。

・・・一口メモ・・・ 

・ボランティアの自発性と、支援したいという気持ちを大切にする必要がある。同時に、ボランティア活

動にもルールがあること、ボランティアだからといって、被災地で何をしてもよいというわけではない

こと、被災地の人たちへの配慮が必要であることをしっかりと伝えておくことが必要である。 

・ボランティアには、最低限、自分のことは自分ですることを求めよう。 

＜ボランティア保険への加入手続＞

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、天災タイプA・Bのどちらに加入するか選択してもらう。

３．規定の保険料を受領し、領収書を渡す。



Ⅰ 市災害ボランティア本部 

Ⅰ－１７ 

・ボランティアの報告や意見・感想などから、被災地の状況や新たなニーズが見えてくることもある。

活動報告書にはたくさんの被災者の声が情報として含まれているので、それらを的確に掴み、活か

すことが重要である。 

（３）マッチング 

・「ボランティア依頼票」（様式９）をもとに「活動指示書」（様式１３）を作成する。 

・依頼内容によっては、依頼者にボランティア内容を再度確認し、空振りを防ぐ。 

・ニーズに対してボランティアをマッチングさせる。 

・ ニーズの内容により、数人から数十人のグループになることがある。グループでの活動と  

なる場合は、リーダーを決めるとともに、活動者全員の氏名と連絡先を「活動指示書」   

（様式１３）に記載する。 

・書類を整え送り出し班へ渡す。  

活動指示書原本…マッチング係  コピー２部…ボランティア用、送り出し班用 

地図原本…送り出し係   コピー１部…ボランティア用 

・ニーズの緊急度を考慮して優先順位を定める。また、ニーズの内容やボランティアの人数によって

は、臨機応変に対応する。 

（４） 送り出し 

①オリエンテーション 

ア．「活動指示書」（様式１３）に基づき、必要人数等を確認する。 

イ．活動内容を説明するとともに、「ボランティアの心構え」（様式１５）に基づいて活動を行う上で

の留意点についてオリエンテーションを行う。 

（例：帰着予定時間、緊急の場合の対応方法、安全管理の徹底等） 

ウ．活動先が記載された住宅地図をグループに渡し、道順や所要時間、移動手段等について説明する。 

エ．活動者全員の出発確認を行う。 

②連絡方法の確認 

 ア．無線機（トランシーバー）の使用方法を説明する。 

 イ．無線機（トランシーバー）もしくは携帯電話を利用して、随時連絡を取ることを確認する。 

（５）資機材 

①資機材提供 

ア．「活動指示書」（様式１３）の必要道具欄に記載のある資機材及びその他活動に必要な資機材を  

ボランティアに渡す。「活動資機材提供・回収（払出）兼依頼・受領記録簿」（様式３）に記載する。 

イ．提供時には、必要に応じて使用方法などの説明をする。なお、ボランティアにはチェーンソーな

どの危険性が伴う資機材、重機は使用させない。 

ウ．不足資機材においては「活動資機材等依頼票」（様式５）を記載し、市災害ボランティア本部へ依
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頼する。 

②資機材回収 

ア．活動を終えたボランティアから資機材を回収し点検する。「活動資機材提供・回収（払出）兼依頼・

受領記録簿」（様式３）に記載する。 

イ．ボランティア班所管の活動に使用する資機材の保管及び管理を行う。また、保有資機材全般にわ

たる在庫管理についても努めて行う。 

ウ．ボランティアが安全に活動できるよう、常に資機材の安全及び作動点検を行い、危険なものや不

良なものは廃棄し補充しておく。 

（６）移動手段 

①活動先が市災害ボランティア本部から遠隔地にある場合は、移動手段を確保する必要がある。（送迎

方法の検討、確保） 

  ②自動車を利用する場合は、ボランティアの安全確保を図る観点から、ボランティアの自家用車では 

なく、市災害ボランティア本部が用意した車を利用する。運転も関係スタッフが行うことが望ましい。 

＜ 活動先における留意事項 ＞ 

・ボランティア活動中に新たに人員や資材の補充が必要な場合があるので、臨機応変な対応が求められる。 

（７）活動報告 

①ボランティア全員の帰着を確認する。うがいや手洗いを促し、衛生面に配慮するよう指導する。また

体調やケガの有無の確認を行う。 

②資機材係を通じて、資機材の返却、破損の有無を確認し、適宜洗浄を行う。 

③「活動報告書」（様式１４）をボランティアに記載してもらい、受け取る。 

活動の内容を確認し、依頼された活動がその日で終了しなかった場合は、ニーズ受付係に報告

する。 

④１日の中で数回の活動を行う場合においては、その都度、送り出し係で名前を申告してもらう。 

⑤ボランティア活動証明書の発行を希望する方には、「ボランティア活動証明書」（様式１６）

を発行する。（例 ボランティア休暇取得者などが必要とするため） 

⑥活動されたボランティアに対して労いの言葉をかける。 

７．ボランティアの安全・衛生 

 市災害ボランティア本部スタッフは次の点などに留意し、ボランティアの安全を確保する。 
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（１）ボランティア活動保険 

・ボランティアはボランティア活動保険（天災タイプ）に加入し活動する。（市社会福祉協議会が加入

手続きの窓口になる） 

・保険内容は、被災地の社会福祉協議会が取り扱う「ボランティア活動保険」のパンフレットで、随時

確認しておく。 

（２）体調管理 

・安全確保、病気・けがの防止について、業務前ミーティング時の説明やボランティア送り出し時の声

かけを通じて徹底する。さらに、ボランティア活動報告時にも活動場所、活動内容、病気・けがの有

無、活動から帰ってきたボランティアの様子を確認することが重要である。 

・市災害ボランティア本部スタッフの体調管理にも留意する。特に、朝早くから夜遅くまで長期にわた

り活動するスタッフは、きちんと食事を取って休憩することや、休暇を取ることも必要である。 

・体調が万全でないのに無理に活動する人がいるが、このような人は市災害ボランティア本部の事務ボ

ランティアなどとして活動してもらうよう配慮する。 

（３）災害別の留意点 

地震、豪雨、豪雪など災害の種類により安全確保の留意点が異なる。以下の項目を参考にしてボラン

ティアの安全を図る。 

①地震災害 

・家屋の被害の度合いについて、市が調査を行う場合があるので、家屋内外の片づけは家屋の持ち主

に確認してから行うよう、ボランティアに十分に周知する。 

・応急危険度判定「赤紙」（危険）の住宅の中では活動しない。また、この判定は、外観によるもの

で内部が安全と確認されたわけではないため、「黄紙」（要注意）であっても活動は控える。活動

の可否の判断が難しい場合は、市災害ボランティア本部スタッフが現場に事前に出向いて確認し、

判断すること。 

・作業時はヘルメット、防塵マスク、手袋を着用する。複数人で物を運ぶ時などはお互いに声をかけ

あう。作業にあたっては必ず住宅の住人に立ち会ってもらうこと。 

・活動中に余震が発生したり、突風が吹きテントが飛ばされたり、トタンなど廃材が飛んでくること

があるので留意する。また、アスベストを使用している建物では活動しないなど留意すること。 

②豪雨災害 

・なりやすい病気やけがは、熱中症、日射病、切り傷・擦り傷（破傷風）、目に石灰やほこりが入る

など。 

・服装は長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋を着用し、こまめに水分補給、塩分補給、休憩をとる

ことや手洗い、消毒、うがいを行うことは基本。 

・いくら注意をしていても泥に埋もれた釘などを踏んでしまうことがある。突然風が吹いてきてほこ

りや石灰が目に入ることもある。 

・石灰や消毒薬に関する知識も必要。石灰は濡れた素手で握るとやけどをするおそれがある。 

・増水箇所や冠水路面では水路と道路の境目がわかりにくく、また、マンホールの蓋が開いている場合
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があり転落の危険がある。不用意に歩くことは避ける。 

  ③豪雪災害 

・軒下での作業や通過をする際は、屋根雪の落下に注意する。 

・屋根雪おろしの活動は基本的に行わない。また、乗用型の除雪車での活動は、保険の範囲外である

ため行わない。 

・除雪車両にも注意する。また、雪の下に瓦礫などが埋まっていてけがをすることがあるのでできる

だけ除雪道路以外は歩かない。 

・雪に埋もれた水路や流雪が詰まった水路では、踏み込みによる転落の危険があるほか、水路に詰ま

った雪は全体が一気に流れ出し身体ごと押し流される危険がある。 

・雨具のフードをかぶって活動すると視覚、聴覚がさえぎられることもあるので、なるべく帽子、タ

オルなどで対応する。 

・風邪を引かないように、汗をかいたらすぐに着替える。 

④共通の留意点 

・塵や埃などを吸入しているうちに、気管支の先の部分でアレルギー反応が起こる場合があるので、

必ずマスクを着用する。 

・避難勧告や指示が出ている被災地では、解除になってから活動する。市災害ボランティア本部は、

常に市災害対策本部との連絡を密にし、災害情報を速やかに把握し、危険な場合にはボランティア

を引き上げさせる。 

・ボランティアには、チェーンソーなどの危険性が伴う資機材、重機は使用させない。 

・市災害ボランティア本部から活動先まで車での移動が必要な場合は、ボランティアの安全確保を図

る観点からボランティアの自家用車ではなく、市災害ボランティア本部が用意した車を利用する。

運転も関係スタッフが行うことが望ましい。（必要に応じて市災害ボランティア本部に車両係、送

迎係などを置く。） 

（４）病人、けが人が出た場合の対応 

病人、けが人が出た場合には、迅速、適切な対応が求められる。以下の点を参考にする。 

・市災害ボランティア本部に、病人、けが人が出た場合の医療担当スタッフを置く。救急箱や血圧計

の常備も忘れない。 

・当日の天候やボランティア活動数に応じて複数のスタッフを置くことも考える。 

・市災害対策本部、富山県看護協会、日本赤十字社富山県支部などと連携して、常駐看護・救護スタ

ッフを確保することが必要。 
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【ボランティア管理（救護）スタッフの役割 】 

ア．本人、家族、職場（学校）などとの連絡 

※病状確認は当日発生時だけではなく、電話で当日夜、翌日、数日後複数回行う。 

イ．活動先との連絡 

ウ．消防署、病院との連絡 

エ．市社会福祉協議会のボランティア活動保険担当スタッフとの連絡 

オ．保険会社との連絡（事故報告書の送付など） 

カ．病院搬送時や搬送先の病院には、市災害ボランティア本部スタッフが付き添う。 

<事故やケガがあった場合の留意事項> 

活動先で病気やけががあった場合、市災害ボランティア本部スタッフがすぐに活動先に行き、状況を

確認する。交通事情などから困難なこともあるが、できるだけ現場を確認するよう努めよう。 

ボランティアの派遣先で電話での確認も取りにくく、ボランティア同士は初対面でお互いがよくわか

らなかったり、他のボランティアに迷惑をかけたくない気持ちから、具合が悪いにもかかわらず軽症を

装うこともあるので、医療機関への受診をすすめるなどの配慮が必要である。 

（５）ボランティアの食、住 

食事、宿泊、入浴はボランティア自身が確保することが基本である。しかし、場合によっては市災害

ボランティア本部などでの対応が必要になる場合もある。そのときは安全を確認して適宜手配をする。 

<事例> 

新潟県の川口町災害ボランティアセンターの場合、現地の被災状況により、長期にわたって滞在して

活動を行うボランティアにとっては食・住の確保が困難であり、次のような対応をとった。 

【食事】地元の食堂、商店が被害を受け休業していた。 

→ボランティアの健康管理、栄養確保が心配され、長期ボランティアに対して３食炊き出しを行

った。調理は調理師などの経験のあるボランティアがリーダーになり対応した。 

【宿泊】近隣に宿泊施設がなく、河川敷等で車中泊、テント泊、野宿をしていた。 

→エコノミークラス症候群や降雪時の安全確保が心配され、小学校の食堂を宿泊施設として開放

し、ボランティアセンターがサポートし、ボランティアが運営した。 

【入浴】自衛隊の風呂を利用した。さらに温泉施設へ公用車による送迎を行った。 

＊ これらはその後、プレハブによるボランティアセンターを建設し、調理施設、食堂（兼休憩室）、

男女別宿泊室、シャワールームを設け対応した。 



Ⅰ 市災害ボランティア本部 

Ⅰ－２２ 

８．災害時の要配慮者へのボランティアの対応 

一般的に、障害者、傷病者、高齢者、乳幼児、外国人、旅行者などが災害時要配慮者といわれている。 

災害時要配慮者は、他の被災者よりもハンディを負っていて、ひとりで身の安全を守ることが困難な

ので、進んで声をかけて、援助するように心がけることが必要である。 

市災害ボランティア本部は、市災害対策本部と連携してボランティア活動を支援する。 

９．専門知識や技術を持つボランティアへの対応 

（１）ボランティアの受付に際して 

専門知識や技術を持つボランティアには、ボランティア受付の際に「ボランティア受付票（個人・   

団体）」（様式１０）に免許、資格、特技などを記入してもらうことで情報を把握し、市災害対策本部に

も、情報提供を行う。 

（例）医師、看護師、災害救助犬、理容師、美容師、大型重機の操作など 

（２）関係機関・団体との連携 

免許、資格、特技などに関係する団体と連携し、組織的に活動することも検討する。活動は、市災害

対策本部と協議、連携をしながら行う。 

１０．市災害ボランティア本部の閉鎖（解散） 

（１）閉鎖（解散）の判断 

立ち上げの協議の際に、あらかじめおおまかな閉鎖時期を決めておく。実際の閉鎖の際には、被災地

の住民組織、行政、関係機関・団体、現地で活動するボランティアなどと慎重に検討しながら、閉鎖の

タイミングを見極める必要がある。 

【閉鎖（解散）の目安】 

ア．全戸にチラシ配布や聞き取り調査を実施し、被災者のニーズを引き出し、自立性を見極める。 

イ．被災者のニーズが、災害に伴うニーズから日常的なニーズに移行する。 

ウ．地元の福祉関係機関・団体の機能が回復している。 

エ．地元を中心とする生活復興支援活動に目処が立つ。 

※ 市災害ボランティア本部の開設期間は、過去の災害を参考にすると、豪雨災害の場合は２～

３週間、地震災害の場合は２～３か月が想定される。 

（２）閉鎖の周知 

・閉鎖が決まったら、必要関係機関（県災害救援ボランティア本部など）へ連絡する。 

・全戸配布チラシ、市ホームページ、報道機関を活用し、住民、ボランティア、関係機関・団体への周

知に努める。 
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・閉鎖後の引き継ぎ先についても、関係者に周知する。 

・閉鎖となることで、被災者に不安を与えることのないよう十分留意する。 

（３）閉鎖に伴う業務 

・対応を終えていないニーズの引き継ぎ先や、日常的支援の展開方法について検討する。 

・借用した資機材を返却し、返却の必要のないものについては有効活用する。 

・活動資金の余剰金があれば、その管理や活用について検討する。 

・活動報告、決算報告を作成する。 

（４）生活復興に向けた支援活動 

市災害ボランティア本部が閉鎖されても災害復興への取り組みは続く。市災害ボランティア本部を構

成していた関係機関・団体などには、引き続き支援活動を行うとともに、復興に向けたまちづくり計画

に積極的に参画し、提言を行う役割が求められる。 

（５）「富山市災害ボランティア本部活動マニュアル」の見直し・更新 

市災害ボランティア本部運営の経験を踏まえ、本マニュアルの見直し・更新を行う。 

（６）市災害ボランティア本部の撤収・引継ぎ 

  ・市災害ボランティア本部の撤収は、関係機関と調整し市災害ボランティアネットワーク会議が引き継

ぐ。 

・市災害ボランティア本部の運営業務は、撤収の引継ぎが終了したときに完了する。 

・市災害対策本部と協議して、ボランティアへのお礼のメッセージを発信する。 

   □引継ぎに必要な主な資料 

         金銭に関するもの 

     ◎様式８  「金銭出納帳」（支援金収支管理台帳用、義援金受取明細用） 

         資機材に関するもの 

     ◎市災害ボランティア本部設立に使用した資機材の残高リスト 

     ◎ボランティア活動に使用した機材の品目・数量リスト 

様式２  「支援物資受け入れ・払い出し記録簿」 

         活動に関するもの 

     ◎市災害ボランティア本部活動の各種記録 

      様式９  「ボランティア依頼票（ニーズの受付）」 

様式１０ 「ボランティア受付票（個人・団体）」 

様式１３ 「活動指示書」及び様式１４「活動報告書」 

         統計に関するもの 

◎参加者の人員に関する資料 

 様式７  「本部活動集計表」 

様式１１ 「ボランティア受付一覧表」 
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１．平常時の対応（取り組み） 

  市及び市社会福祉協議会ならびに市災害ボランティアネットワーク会議は、次のような取組みを

通じて、平常時から互いに連携し、地域の防災関係団体の協力を得ながら、ネットワークを構築し、

市災害ボランティア本部を設置・運営できる体制を整備しておく必要がある。 

また、ネットワークを通じて、お互いの顔の見える関係づくりや災害ボランティア訓練、研修会

を行い、地域の防災意識の啓発に努め、災害時にボランティアを受け入れる環境を整えておくこと

が大切である。 

（１）市災害ボランティアネットワーク会議の運営について 

「市災害ボランティアネットワーク会議」は、行政、ボランティア関係団体などの相互の連携を

強化するとともに、災害時のボランティア活動にかかる諸問題の検討・実践・訓練などを行う。

また、必要に応じて、情報交換を行う。 

（例）「富山市災害ボランティアネットワーク会議」の開催 

「富山市災害ボランティア活動指針」の見直し、改訂 

「富山市災害ボランティア本部活動マニュアル」の見直し、改訂 

被災地への視察やボランティア派遣 

災害が起きた場合の情報提供など 

（２）コーディネーターの養成について 

災害時において、ボランティアコーディネーターは、ボランティアを円滑に受け入れ、効果的

な活動へと導く重要な役割を担っている。 

市災害ボランティアネットワーク会議は、市・県及び市社会福祉協議会と連携し、ボランティ

ア関係団体の協力を得ながら、コーディネーターの養成に努める。 

（例）市社会福祉協議会開催の「災害救援ボランティア研修」や「普通救命講習」への参加 

市災害ボランティアネットワーク会議主催の｢市災害ボランティア本部設置訓練｣、｢災害

ボランティア研修会｣ 

（３）訓練への参加について 

市災害ボランティアネットワーク会議は、市・県及び市社会福祉協議会と連携し、災害ボラン

ティア講習の開催や、富山市総合防災訓練に参加する。 

（４）市民への意識啓発について 

市災害ボランティアネットワーク会議は、市・県及び市社会福祉協議会と連携し、ボランティ

ア関係団体の協力を得ながら、災害ボランティア活動に対する市民の意識啓発に努める。市民自

ら、状況を積極的に伝え、ボランティアを受け入れる環境と知恵を学び、「受援力」を高めてお

くことが重要である。 

（例）市災害ボランティアネットワーク会議参加団体による自主防災訓練への参加 
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（５）県内外の災害ボランティア団体とのネットワークづくり 

災害ボランティアに関する研修会などを通して、行政、市社会福祉協議会、地域のNPO法人、ボ

ランティア団体などとの顔の見える関係づくりに努める。特別な支援を必要とする場合に、各団

体の専門性を活用できるよう、専門領域・分野別ネットワークも重要である。 
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１．基本的な留意事項 

（１）自分のことは自分で守る 

病気や食べ物、住居に困っているのは被災者である。被災者に迷惑をかけては、なんのためにボラン

ティアに行ったのかわからない。健康管理は言うまでもなく、食事や宿泊場所の確保、帰省時の交通費、

貴重品の管理など、自分のことは自分で完結する。また、ボランティア活動保険にも事前に入っておく。

また、自身の緊急連絡先を市災害ボランティア本部に伝えておく。 

（２）被災者の立場に立った活動をする 

混乱している被災者の心をかき乱すような態度は好ましくない。挨拶や言葉遣いなど、基本的なこと

を大切にすること。ボランティアは被災者に「やってあげる」のではない。「お手伝いさせていただく」

の気持ちで。自分の所属団体、身分を証明することで、信頼を得、安心を与えることが大切である。 

（３）自分で考えて行動しよう 

誰かの指示を待っているのではなく、自分で考えて集団行動のルールを守り、行動する。周囲の様子

をよく見て、今、自分ができることをやってみる。 

（４）集団行動のルールを守る 

災害ボランティア活動はグループでの活動である。勝手な判断をするのはやめ、問題が起きたらグル

ープで相談して解決するか、それでもだめな場合は市災害ボランティア本部に相談すること。 

（５）断る勇気を持つ 

気持ちが先走り、できないことまで安請け合いするのはやめる。支援できないこと、安全確保が難し

く危険な場合には、できないことはできないと断る勇気も必要である。 

（６）思い込みをなくす 

勝手な思い込みは被災者との心のすれ違いを生むこともある。また「自分がやらなければ！」といっ

た気負い過ぎも、被災者にとっては大きなお世話になる場合もある。「何をやるべきか」「何が求められ

ているか」をしっかり理解し、役に立つ活動をする。 

（７）地域住民の自立を支援する 

被災者とボランティアは復興に向けて「協力する」関係である。やり過ぎて被災者の自立を遅らせる

ことのないように、気を付けることが重要。 

（８）その他留意点 

①家族の理解のもとで参加することを心がける。 

②支援は、受ける人々の人種、性別、信条あるいは国籍などに関係なく、いかなる差別もなく行われな

ければならない。 

③活動中に知り得た被災者のプライバシーは保護しなければならない。  

④必ずメモを持ち歩き、常に新たなニーズなどを書きとめ、活動に変更が求められる場合には、活動の 
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リーダーや市災害ボランティア本部に、報告、連絡、相談することを心がける。 

⑤被災者との関わりをはじめ、多くの人間関係の中で、様々な思いや課題を自分だけで受け止めてしま

うのではなく、ミーティングなどの場でできるだけ報告する。 

２．活動するための手順 

（１）正確な情報を事前に入手 

ホームページや報道などでボランティア募集の状況について、随時情報を入手する。「とりあえず  

現地に行ってみる」ことは避ける。交通手段はどうなっているか、持っていくものがあるか、注意する

ことは何かなどを確認する。 

（２）でかける時の準備 

・近くの社会福祉協議会でボランティア活動保険に入る。 

・持ち物や昼食、飲み物など必要なものを用意し、帰宅時の計画も立てた上で、活動ができるように健

康管理をする。 

（３）現地への出発 

災害現場では予測不可能な事態が発生することがあるので、無理な旅程はやめる。余裕を持って行動

する。基本的には公共交通機関を利用する。やむを得ず自家用車を使用する場合には、事前に駐車場の

確認、確保が必要である。 

（４）現地到着 

個人で活動をせずに、市災害ボランティア本部で受付する。被災地は復旧・復興活動に忙しく、市災

害ボランティア本部も日々の大変な活動の中で、十分にボランティアを受け入れる準備が整わない場合

も有りうる。十分に理解した上で、指示に従うことが重要である。 

<留意事項> 

個別の団体等で活動をする場合も、情報共有のために、市災害ボランティア本部に連絡すること。 
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３．服装・持ちもの 

服装や携行品は、災害の種類や規模、ボランティア活動を行う時期によって異なる。 

基本的なものを紹介する。 

服 装 

・ケガ防止のための長袖、長ズボン 

※吸湿性、通気性が高く、汚れてもいい、動きやすい服装 

※防寒と通気性の良い素材の物を用意すること 

長ぐつ 

・長ぐつを長時間履いていると、くつ擦れを起こしやすいので、 

厚手の靴下とセットで用意しておくとよい。 

帽 子 

・直射日光を避け、熱中症対策となる。 

マスク 

・粉塵を吸い込まないようにするため。 

活性炭入りの防塵マスクなどなら、泥や消毒剤の臭い消しにも役立つ。 

食料品 

・自分で昼ごはんを用意する（腐りにくいもの） 

  ・飲料水（夏なら2～3 ）→塩分が入ったスポーツドリンクなどが最適 

・非常食（飴、チョコレート、クッキーなど） 

生活品 

・タオル（数枚あると便利） 

・薬、救急用品（目薬、うがい薬、傷薬、痛み止め、ガーゼ、テープなど） 

携行品 

・雨合羽、ポンチョ（小雨でも活動することが多いため） 

その他 

・軍手、ゴム手袋（滑り止めのついた厚手のもの）、着替え（活動が終わったら着替えるため） 

※ 災害の種類、気候、活動先により必要なものを追加する必要がある。 

※ これらは３日程度の活動を想定した装備なので被災地の状況や季節によって内容を変更する。 
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【このほか、活動に際しての準備すべき物の例】 

４．活動に係る経費 

 ボランティア活動は自分のことは自分でやる「自己完結型」の活動である。被災地までの交通費、被

災地での宿泊費、食費、ボランティア保険料など、ボランティア活動のための経費はすべて自己負担が

基本。 

 ただし、ボランティア保険については、市災害ボランティア本部などが負担する場合もあるので、事

前に確認すること。 

５．安全確保 

 まず最初に自分の健康に留意することが大切である。また、危険な行動や危険を伴う活動は避ける。

危険だと判断したら、依頼されても断ることが必要である。病気やケガは、役に立つためのボランティ

ア活動をかえって迷惑な活動にしてしまう。安全に留意して、迷惑をかけないように気を付けること。 

<留意事項> 

  被災地は食料、水、寝る場所など、基本的なものが不足している。また災害によってはケガ人が多

く出たり、病気になったりする被災者が多い場合もある。被災者のためにと思った活動が、本当に役

に立つためにはどうしたらいいのか、一人一人がよく考えて行動することが重要である。 

【服  装】 動きやすい服装、防寒と通気性の良い素材の物など、帽子、作業しやすいズボン、ジャン

パー、底の厚い靴、ヘルメット、防塵めがね

【食 料 品】 飲料水、非常食（飴、チョコレート、クッキー等）

【生 活 品】 タオル、救急用品（傷薬、痛み止め、ガーゼ、テープ等）、使い捨てカイロ、ウエットティ

ッシュ、トイレットペーパー、食器セット、缶切り、栓抜き、ライター、ナイフ、洗面具、

毛布（防寒具）

【携 行 品】 懐中電灯、カッパ（ポンチョ）、折りたたみの傘、電池、ごみ袋、携帯ラジオ、寝袋、

ビニールシート、簡易テント、ロープ、ゴミ袋、ビニール袋、携帯電話、クイックコンロ

【そ の 他】 保険証写し、地図、筆記用具、メモ等、活動資金、小銭、身分証明書
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６．災害時要援護者への対応 

「災害時要援護者」とは、災害から身を守るため、安全な場所に避難するなどの一連の防災行動をとる際

に支援が必要な人々を指します。 

災害の状況や時期によって必要とする援護が異なりますので、それぞれの方に対してきめ細かな対応が求

められます。 

（１）高齢者への配慮 

・一人暮らし高齢者や高齢者だけの世帯の場合、状況把握が遅れる恐れがあるので、まわりからの迅速

な情報伝達が必要である。 

・寝たきりや認知症高齢者の場合、自分の状況を伝えることが困難であり、被害の状況や支援の状況を

支援者側から確認することが必要である。 

・周囲がより意識して心くばりし、大きな安心感・快適感をもたせることが必要である。 

・水分摂取が不足しないように留意する。 

（２）肢体の不自由な方への配慮 

・障害の種類によって、配慮する点が異なるので注意が必要である。まず、本人に留意点を確認し、そ

れを考慮しながら介助をする。 

・支援する人が一人では介助が困難と感じた場合は、近くにいる人に協力を求める。 

・車いすの方と会話するときは、同じ目線で話をするなど、相手の心情に配慮する。 

（３）耳の不自由な方への配慮 

・災害時は情報が一番重要になるが、耳の不自由な方には、テレビ、ラジオといった音声による情報が

伝わりにくい。筆談、手話、身振りなど、その方に見合った適切な方法で情報を伝える。 

・会話をするときは、要援護者にまっすぐに顔を向け、口をなるべく大きくはっきりと動かすようにす

る。そうすることで、口の動きで言葉を読み取ることが出来る場合もある。 

・災害時は、掲示板、プラカード等を活用し、文字による情報提供を行う。電話回線が利用可能なら 

ファックス、また電子メールも伝達手段の一つとなる。 

（４）目が不自由な方への配慮 

・災害が起こったときの状況判断が困難なので、危険を回避するのが難しい。さらにテレビなどの目か

ら入る情報を正しく得ることが出来ない場合もあり、緊急の連絡も伝わりにくくなる。目の不自由な

方を見かけたら、まず声をかけ、介助の必要があるかを尋ね、それに応じた対応をする。 

・相手に声をかけずにいきなり身体に触れないようにする。危険な場所に向かっている場合や障害物に

ぶつかりそうな場合は、それを大きな声で知らせる。 

・食事のときは、食器、はしなどの位置や、食事の内容を説明する。 

（５）内部障害者・難病患者さんへの配慮 

・外見からは障害があることがわからず、自力で歩行できる方も多いが、定期的な治療や特定の医療器

材、医薬品が必要となるため、医療機関などによる支援が必要である。 
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・人工呼吸器装着者などは電源の確保や医療機関の支援、人工透析患者は３～４日以内の透析が必要な

ため、医療機関の支援が必要である。 

（６）知的発達障害のある方への配慮 

・障害の程度は個人によって違うので、自分で危険を判断して行動することが困難な場合や急激な環境

の変化に順応しにくく、精神的な動揺が見られる場合がある。必要に応じて、常に話しかけるなどし

て、気持ちを落ち着かせる。 

・コミュニケーションボードなどを活用し、絵図、文字などを組み合わせて理解しやすい方法で情報を

伝える。 

・災害時の不安から、大声を出す、異常な行動が出るということがあっても、大騒ぎしたり本人を叱っ

たりしないようにする。 

（７）精神障害のある方への配慮 

・災害発生時には、精神的な動揺が激しくなることがあり、多くの場合、継続的な服薬や医療的ケアが

必要になる。 

・誘導するときは、手を引くか、軽く肩に手をかけるなどして恐怖心を与えないよう、やさしく接する。 

・服薬を継続することが必要であるため、薬の種類の把握に努めるとともに、医療機関による支援が必

要である。 

（８）乳幼児及びその母親などへの配慮 

・生活環境が変わると、乳幼児の入浴や授乳が困難になるなどの不便が発生するので、乳幼児を持つ母

親の育児上の相談に対応する専門機関を紹介する。

・幼児にとって災害は大変な恐怖である。不安を和らげるよう、絵本を読んだり一緒に遊んだりして和

ませることが大切である。 

・子ども同士がふれあいながら活動できる機会や静かな落ち着ける環境を確保できるよう努める。 

（９）外国人への配慮 

・日本のように地震が多発する国はあまりないので、地震が起きると非常に不安を感じる方もいる。地

震発生時、そういう方がいたら声をかけて安心させる。 

・言葉を理解しにくい外国人には、身振りや手振り、絵を用いるなど、その場で出来る手段で、情報を

伝える。 

・県内外の国際交流協会や市民団体などと連携して対応する。 
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１．様式 

様式 
番号 

様 式 名 内 容・用 途 頁 

１ 役割担当一覧 
各日の組織、担当者名を掲示する際に使用 

（担当：総務・管理・連絡調整係） 
Ⅳ－１ 

２ 
支援物資受け入れ・ 

払い出し記録簿 

資機材の受け入れ、払い出しの管理に使用 

（担当：情報・資材係） 
Ⅳ－２ 

３ 

活動資機材提供・ 

回収(払出)兼 依頼・

受領記録簿 

活動資機材の提供や依頼の管理に使用 

(担当：資機材係) 
Ⅳ－３ 

４ 支援物資依頼票 

市災害対策本部に対し、支援物資を依頼する際に使用 

（担当：情報・資材係） 

※災ボラ本部の各係からの支援物資依頼にも使用

Ⅳ－４ 

５ 活動資機材等依頼票 総務班情報・資材係への要請依頼時に使用(担当：資機材係) Ⅳ－５ 

６ 物資提供申込票 
市災害対策本部や企業、団体、個人等から提供された物資の

受け入れに使用（担当：情報・資材係） 
Ⅳ－６ 

７ 本部活動集計表 
各係から提出された各日の活動日報を集計して作成 

（担当：広報・庶務係）    ※マスコミ対応用にも使用
Ⅳ－７ 

８ 金銭出納帳 

市災害ボラ本部資金管理用、支援金収支管理台帳用、義援金

受取明細用として使用（担当：広報・庶務係） 

※承認欄：担当者は件ごと、副本部長は日ごと

Ⅳ－８ 

９ 

（表） 

ボランティア依頼票 

（ニーズの受付） 

被災者からのボランティア支援依頼を受付する際に使用 

（担当：ニーズ受付・調査係） 

※（表）求められる資格、特技等を記載する際、 

（裏）資格・特技等一覧を参考 

Ⅳ－９ 

（裏） 資格・特技等一覧 

１０ 

(表) 

ボランティア受付票 

（個人・団体） 
ボランティア希望者の受付をする際に使用 

（担当：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－10 

(裏) 
ボランティア受付票 

（団体用） 

１１ 
ボランティア受付 

一覧表 

ボランティア受付票に基づき作成 

（担当：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－11 

１２ ボランティア登録証 

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 （担当：ボランティア受付係） 

※名札型→氏名欄はボランティア自身が記入 

ガムテープ型→見本に従い、ボランティア自身が作成 

Ⅳ－12 

１３ 活動指示書 被災者からの依頼内容等を周知(担当：マッチング係) Ⅳ－13 

１４ 活動報告書
活動終了後、ボランティアが活動結果等を記載(担当：活動報

告受付係) 
Ⅳ－14 



様式 
番号 

様 式 名 内 容・用 途 頁 

１５ 
ボランティアの心構

え 

ボランティア希望者に配布する活動上の注意事項

※ボランティア受付時に配布し、送り出し係が説明
Ⅳ－15 

１６ 
ボランティア活動証

明書 

ボランティア活動終了後、申し出に基づき、作成、発行

（担当：活動報告受付係）
Ⅳ－16 

１７ 
活動日報（各係が必要

に応じて使用）

各係で、一日の活動を集計するもの

Ⅳ－17 

１８ 
活動日報（ボランティ

ア受付担当） 
Ⅳ－18 

１９ 
活動日報（ニーズ受付

担当） 
Ⅳ－19 

２０ 
活動日報（活動報告受

付担当） 
Ⅳ－20 

２．その他 参考資料 

（１）「災害ボランティア本部」設置のお知らせ  ････････････････････････････････････････ Ⅳ－21 

（２）本部案内用（見本）           ････････････････････････････････････････ Ⅳ－22

（３）調達すべき資機材(例)           ････････････････････････････････････････ Ⅳ－23 

（４）活動資金呼びかけのチラシ        ････････････････････････････････････････ Ⅳ－24

（５）ボランティア募集チラシ         ････････････････････････････････････････ Ⅳ－25

（６）ボランティア派遣チラシ         ････････････････････････････････････････ Ⅳ－26

（７）「災害ボランティア本部」閉鎖のお知らせ ････････････････････････････････････････ Ⅳ－28 





様式１

【総務班】各日の組織、担当者名を掲示する際に使用（総務・管理・連絡調整係）

Ⅳ　各種様式

（　　　月　　　日）

総務・管理・連絡調整係

（担当者名）

広報・庶務係

（担当者名）

情報・資材係

（担当者名）

ボランティア管理（救護）係

（担当者名）

相談・サポート係

（担当者名）

ボランティア受付係

（担当者名）

ニーズ受付・調査係

（担当者名）

マッチング係

（担当者名）

送り出し係

（担当者名）

資機材係

（担当者名）

活動報告受付係

（担当者名）

役割担当一覧

副
本
部
長

(

総
務
担
当

）

総
務
班

本
部
長

副
本
部
長

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
担
当

）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
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　【総務班】支援物資の受け入れ、払い出しの管理に使用（情報・資材係）

日付 品名 数量 相手方 区分 日付 数量 相手方 区分 備考

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

受　・　借　 払　・　返　

Ⅳ
－
２

Ⅳ　各種様式

支援物資受け入れ・払い出し記録簿

受け入れ・借用 払い出し・返却

※受け入れ、借用したすべての物品、資機材について記載すること。

様式２



【ボランティア班】活動資機材の提供や依頼の管理に使用（資機材係）

活動指示書
（様式13）の
受付番号

日付 時間 活動者名等 品名 数量 区分 日付 時間 数量 区分 備考（資機材状況等）

1 1/21 13:00 富山助太郎 スコップ 5 提供 ・ 他 1/21 17:00 5 回収・払出 うち1本が柄の部分を折損使用不能。

2 1/21 10:30 富山助子 バケツ 3 提供 ・ 他 1/21 14:00 3 回収・払出

〃 〃 〃 〃 ビニール袋 50 提供 ・ 他 1/21 14:00 回収・払出

3 1/22 8:00 石川援造 スコップ 10 提供 ・ 他 回収・払出

依頼票 １ 1/22 8:30 災ボラ本部へ スコップ 100 提供 ・ 他 1/22 10:00 50 回収・払出 依頼数100のうち５０のみ受領。

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

提供 ・ 他 回収・払出

Ⅳ
－
３

Ⅳ　各種様式

 活動資機材提供・回収（払出） 兼 依頼・受領記録簿

提　供 回　収

※すべての物品、資機材について記載すること。

様式３



様式４

【総務班】支援物資を依頼する際に使用（情報・資材係）

Ⅳ　各種様式

№

依頼票提出者

（宛先）市災害対策本部

 依頼日

場　　所

係／担当者 連絡先（TEL)

数量(単位)

備考
（物資の形等）

担当 総務・管理・連絡調整 副本部長

支援物資依頼票

 　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）　　　　          時　　　　分

 　①　市災害ボランティア本部　②　現地事務所　③　その他　（　　　　　　　　　　　　）

／ －　　　　　　　－

処理欄

依頼先

配達希望
日　　時

　　①　至　急　　　　　②　　普通便

　　　　月　　　　日　（　　　）　　AM・PM　　　　　　　時　　　　　　分　　　　までに

　　　　①　　そろった分だけでも　　　　②　　そろい次第　　　③　　　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

依頼物資

 品　　　　名 用　　途

Ⅳ－４



様式５

【ボランティア班】総務班情報・資材係への要請依頼時に使用（資機材係）

Ⅳ　各種様式

№

依頼票提出者

 依頼日

場　　所

係／担当者 連絡先（TEL)

数量(単位)

特記事項

活動資機材等依頼票

 　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）　　　　          時　　　　分

 　①　ボランティア班資機材係　②　その他　（　　　　　　　　　　　　）

／ －　　　　　　　－

到着希望
日　　時

　　①　至　急　　　　　②　　普通便

　　　　月　　　　日　（　　　）　　AM・PM　　　　　　　時　　　　　　分　　　　までに

　　　　①　　そろった分だけでも　　　　②　　そろい次第　　　③　　　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動資機材

 品　　　　名 用　　途

Ⅳ－５



様式６

【総務班】市災害対策本部や企業などから提供された物資の受け入れに使用（情報・資材係）

Ⅳ　各種様式

受付番号

受付者

 日　時

 区　分

  申込者

 連絡先

数量 　　方法 返却日 返却確認

 寄付 ・ 借用 　　年　月　日

　＊確認者のサイン

 寄付 ・ 借用 　　年　月　日

 寄付 ・ 借用 　　年　月　日

 寄付 ・ 借用 　　年　月　日

 寄付 ・ 借用 　　年　月　日

 寄付 ・ 借用 　　年　月　日

 寄付 ・ 借用 　　年　月　日

 特記事項

礼状 発送（日付）

提供申込物資

 品名

要　／　不要
済　／　未済

（　　　月　　日）

    担当者氏名＊企業、団体の場合

    TEL（　　　　　）　　　－        　  FAX（　　　　　）　　　－

 提供方法

 　①寄付

 　②無料借用（期間：    　年　　　月　　　日～　　　　　年　　月　　日まで）

〒

物資提供申込票

 　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）          時　　　　分

 　①　災害対策本部、　　②　企業、　③　団体、 ④  個人、 ⑤　その他（　　　　　　　　）

                                                              　様

Ⅳ－６



様式７

【総務班】各係から提出された各日の活動日報を集計して作成（広報・庶務係）
　　　　　　※マスコミ対応用にも使用

Ⅳ　各種様式

本日分 累計

            人                 人

          団体  　　　　　　 団体

            人                 人

            人                 人

 　　　 人                 人

            件                 件

内訳 件

件

件

件

            件                 件

            件                 件

８　その他（他の機関を紹介など） 件 件

            件                 件

本日の活動内容

不足しているボランティア活動内容・その他

担当 広報・庶務 副本部長

処理欄

      合計人数（１＋３）

４　保険加入者数

５　依頼を受けた件数

ボランティア派遣受付件数

被災者からのキャンセル件数

本部が断った件数

他の機関を紹介した件数

６　活動終了件数

7　翌日対応予定件数

９  活動証明書発行数

２  ボランティア団体受付(団体数)

３　ボランティア団体受付(人数)

年　　　　　月　　　　　日

本部活動集計表

項　　　　目

１　ボランティア個人受付(人数)

Ⅳ－７



様式８

【総務班】市災ボラ本部資金管理用、支援金収支管理台帳用、義援金受取明細用として使用（広報・庶務係）

Ⅳ　各種様式

担当者 副本部長

承認欄

金  銭  出  納  帳
※担当者は件ごと、副本部長は日ごとで承認

月 日 費目 摘要 収入 支出 差引残額

Ⅳ－８



様式９

【ボランティア班】被災者からのボランティア支援依頼を受付する際に使用（ニーズ受付・調査係）

Ⅳ　各種様式

受付番号

◎依頼者(及び対象者)

ふりがな

名　　前

住　　所

性　　別 　（対象者：　　　　　　　　　） ※性別の記載は任意です。

住所

□依頼者(対象者)電話番号

内容及び注意事項

現地調査を行わなかった理由

＊求められる資格、特技等（裏面を参考に番号等を記載）

男　　　　　名、　女　　　　　名　　　　　　　合計　　　　　　　　名

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○緊急度 高い　　・　　　中　　　・低い
○安全度

ボランティアでは危険→（　　　　　　　　　　　　　　　　）

○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◎判定

担当者

避難先

ボランティア依頼票（ニーズの受付）

受付日             年 　　月 　　日 　　時 　　分

受付者

電話番号

　（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

派遣希望人数

　（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

場　　　所

電話番号

□依頼者(対象者)住所

依頼内容
希望日時

①　　　月　　　日　　　午前　　　午後
②　　　月　　　日　　　午前　　　午後

◎現地調査　　有　・　無　

依頼内容
（聞き取り内容との
相違点など）

（注）本様式に記載された個人情報は、目的以外には使用しません。その旨を説明したうえで、必要な
範囲で、依頼者・連絡者・依頼内容に関する個人情報を、従事するボランティアに伝達する場合がある
ことの了承を得てください。
　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）了承済み。・・・・・・・了承者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ※支援の際に配慮が必要な場合は、下記の依頼内容欄に記載してください。

受理　・不受理　・保留　・他機関（　　　　　　　　　）

（不受理及び保留の理由）

必要資材
＊　こちらから持参するものをある程度担当者が想定する

被災状況
家屋全壊　　家屋半壊　　床上浸水　　床下浸水　　一部損壊　　家屋被害なし

備考
ボランティアで対応可能
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資格・特技等一覧

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

※上記以外の資格は、「⑳資格名」と記載

※上記以外の特技は、「（12）特技名」と記載



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

Ⅳ－10



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 〒



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。

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

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
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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１３

 【ボランティア班】被災者からの依頼内容等を周知（マッチング係）

Ⅳ　各種様式

受付番号

【連絡先】

出発時間 　　　月　　日　　　時　　　分

◎依頼者(及び対象者)

ふりがな

名　　前 電話番号

住　　所 避難先

◎依頼内容

住所

□依頼者(対象者)住所 □依頼者(対象者)電話番号

内容及び注意事項 依頼人数

必要資材

被災状況

特記事項

(世帯状況等)

◎活動者（派遣）

グループ名

リーダー （フリガナ） 携帯電話

氏　名 　　　　　－　　　　　　－

活動指示書原本…マッチング係　　コピー２部…ボランティア用、送り出し班用

　　　 　地図原本…送り出し係　　　コピー１部…ボランティア用

出発確認

（　　）

活
動
者
氏
名
・
携
帯
電
話

依頼内容

男　　　人　/　女　　　人　計　　　人

家屋全壊　　家屋半壊　　床上浸水　　床下浸水　　一部損壊　　家屋被害なし

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動場所

電話番号

ＴＥＬ　○○○-○○○○

活 動 指 示 書

マッチング担当

富山市災害ボランティア本部 送り出し担当
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様式１４

【ボランティア班】活動終了後、ボランティアが活動結果等を記載（活動報告受付係）

Ⅳ　各種様式

受付番号

帰着日時 　　月　　日　　　時　　　分

作成者

グループ名

リーダー （フリガナ） 携帯電話

氏　名 　　　　　－　　　　　　－

活動が終了したら上記を記入し、「活動報告受付係」へお渡しください。
（注）本様式に記載された個人情報は、目的以外に使用しません。

確認日時 　　月　　日　　　時　　　分

確認者

帰着確認

（　　）
帰着確認

（　　）

これからの活動の参考にしますので、今日の活動で感じたことなどを記入してください

活
動
者
氏
名
・
携
帯
電
話

帰着確認

（　　）
帰着確認

（　　）
帰着確認

（　　）
帰着確認

（　　）
帰着確認

（　　）
帰着確認

（　　）

活動結果 依頼された仕事について

　・完了した
　・まだ残っている（内容）

　・特記事項

帰着確認

（　　）

活動内容

活動した内容

指示書どおり　・　指示書以外あり　・　全く違った　・　仕事が無かった

内容を記入してください（指示書と異なる場合は特に詳細に）

活 動 報 告 書

活動場所

住　所　                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様宅
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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

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。

・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。

Ⅳ－1５

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。



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。



Ⅳ　各種様式

１　災害名 平成○○年　　　　○○災害

２　活動地域・場所 富山県富山市域

３　活動期間 平成　　　年　　　月　　　日　　～　　平成　　　年　　　月　　　日

４　活動内容 ○○地震（豪雨、豪雪）における被災者支援活動

※申請日、住所、氏名のみ本人記載

　　上記の者は、富山市災害ボランティア本部で受け入れたボランティアとして下記
　のとおり活動したことを証明します。

記

ボランティア活動証明書

※申し出日を記入
申請日：  　　　　年　　　　月　　　　日

　 ※住所、氏名のみ本人が記入する
住所

氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山市災害ボランティア本部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本部長　○○　○○　　印
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様式１７

【総務班・ボランティア班】一日の活動を集計するもの（各係）

Ⅳ　各種様式

活
動
内
容

引
き
継
ぎ
事
項

※この様式は、総務班、ボランティア班の各係が必要に応じて使用する。
※記載方法は、箇条書きとする。

翌日の担当者氏名：

活動日報　　○○担当 年　　　　月　　　　日

記入者氏名：

※箇条書きにすること。

担当者氏名：

※箇条書きにすること。
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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１９

【ボランティア班】一日の活動を集計するもの（ニーズ受付・調査係）

Ⅳ　各種様式

件数

件

処理内容

ボランティア派遣受付件数 件

被災者からのキャンセル件数 件

本部が断った件数 件

他の機関を紹介した件数 件

※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　　ニーズ受付担当 年　　　　月　　　　日

記入者氏名：

活
動
内
容

項　　　　　目

依頼を受けた件数
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様式２０

【ボランティア班】一日の活動を集計するもの（活動報告受付係）

Ⅳ　各種様式

件数

件

件

その他（他の機関を紹介など） 件

件

件

※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　　活動報告受付担当 年　　　　月　　　　日

記入者氏名：

活
動
内
容

項　　　　　目

活動終了件数

翌日対応予定件数

計

活動証明書発行数
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参考資料１ Ⅳ　各種様式

　このたび、○○災害の救援のため、富山市災害ボランティア本部を設置いたしました。

　当災害ボランティア本部では、ボランティア派遣要請の受付、ボランティアの受付、

資材の調達その他の活動を行う予定です。

　ボランティアの応援が必要な方は、ご連絡ください。

富山市災害ボランティア本部

　住　所：富山市  ○○○○

　電　話：４××－××××

　F A X：４○○－○○○○

(例）

　　年　　月　　日

住民の皆さんへ

富山市災害ボランティア本部

「災害ボランティア本部」設置のお知らせ

＊お問い合わせ先＊
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参考資料２ Ⅳ　各種様式

ボランティア活動出発時の動き
駐　車　場

ボランティア活動終了、帰着時の動き

談話コーナー
階段

掲示コーナー 掲示コーナー

２階の部屋を利用する

１.記者会見場

２.記者待機所

本部内案内用（見本）

資
機
材
置
き
場

洗
い
場

湯
沸
し
室

自
販
機

機械室
（管理センター）

管理人
室

女子トイレ 男子トイレ

資機材置き場は
裏の駐車場に
仮設テントを張
る マッチング完了

後は送り出す

活動報告後は各自帰宅
引き続き活動する場合は待機室へ

エレベーター

ボランティア　受付票記入場所

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
依
頼
内
容
の
掲
示

活
動
報
告

送り出し

.ボランティア情報発信など

階段（２階へ）

ボランティア受付
（団体）

ボランティア受付
（個人）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部

看
板

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部

本

部

長

総

務

マ

ッ
チ
ン
グ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部

事

務

局
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

、
本
部
ス

タ

ッ
フ
用

出
入
口

救

護 ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

依
頼
受
付

３.臨時ボランティア
待機室

依頼受付後は、地
図・マッチングへ

(

ニ
ー

ズ

受

付
・

調

査

)

被
災
地
相
談
者
用
出
入
口

富
山
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部

車
輌

出
入

口

ボランティア待機所

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
者

活動場所へ移動、活動開始

活動終了、帰着

見本
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参考資料３ Ⅳ　各種様式

調達すべき資機材（例）

区分

□テレビ □携帯ラジオ □電池（各種） □投光器 □ドラムコード

□高圧洗浄機 □発電機 □石油ストーブ □洗濯機 □電気ポット

□机、いす □コピー機 □簡易印刷機 □パソコン一式

□プロジェクター　 □タブレット端末 □USBメモリー □ ICレコーダー

□データカードリーダー □ハンドマイク □カメラ □ホワイトボード

□ロッカー □インク等消耗品 □手提げ金庫 □カセットコンロ

（共通） □マスク □軍手 □ゴム手袋 □タオル □皮手袋

□テント □事務所用プレハブ □たらい □うがい薬

□使い捨てカイロ □ウエットティッシュ□ちりとり □ブルーシート

□工具類

（震災） □ヘルメット □防塵メガネ □竹ぼうき □バール

□ハンマー、かなづち □つるはし □脚立

（水害） □スコップ □バケツ □土嚢袋 □一輪車

□十能（じゅうのう・小型スコップ）

□鋤簾（じょれん・土砂、ゴミ等をかき寄せる道具、ドブさらい等に使う）

□たわし □雑巾 □デッキブラシ □長靴 □水切りワイパー

（雪害） □除雪用機材（各種）

□ボランティア用名札（身分証明書） □保険証（写し） □ビブス

□筆記用具 □ふせん □テープ類（布、クラフト、ビニール）

□印刷用紙（各種） □カッター、はさみ類 □定規 □のり、ボンド類

□カッティングボード □荷造りひも □ホッチキス、クリップ類□輪ゴム

□クリップボード □ファイル □模造紙 □マジック □ロープ □箸

□紙コップ類 □救急箱（体温計、傷バンほか） □消毒用アルコール

□段ボール箱 □老眼鏡 □名札 □スタッフジャンパー

□飲料用ポリタンク □地図 □懐中電灯

□電話（４回線以上） □ファクシミリ □トランシーバー（無線機）

□携帯電話、充電器 □ＬＡＮ接続用物品

□人員輸送用ワゴン車 □自転車 □ミニバイク □軽トラック

□クーラーボックス □ガソリン携行缶

※災害の種類、気候、活動先により必要なものを追加する必要がある。

内　容

備

品

関

連

家電
製品

事務
機器

活動用
資機材

個人
備品

事務
用品

通信
機器

車両等
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参考資料４ Ⅳ　各種様式

〈主要目的〉

○ボランティアの活動拠点の立ち上げ経費　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 

○事務所設置費

○活動費（登録している個々のボランティアへのボランティア保険掛け金や活動費含む）等

☆募集期間
　　○○年○○月○○日～○○年○○月○○日

☆受付口座
　　○○銀行　○○支店　　

☆現金書留による送金

☆ホームページアドレス

　電　話：４××－××××
　F A X：４○○－○○○○

（例）

富山市災害ボランティア本部活動資金募集！！

市災害ボランティア本部では、本部を運営するための資金が不足
しているため、皆様からの活動資金を募集しています。

＊お問い合わせ先＊
富山市災害ボランティア本部
　住　所：富山市  ○○○○
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参考資料５ Ⅳ　各種様式

被災者が困っています。ボランティア活動にぜひご参加、ご協力ください。

どなたでも大歓迎です。

☆活動内容

清掃、ゴミ処理、家具の移動、家事援助など

☆持ち物

弁当、飲み物、小銭、軍手、長靴、カッパ（雨の日）、タオル、帽子、携帯電話等

☆交通アクセス

☆受付時間　　　午前○時○分～午後○時

☆活動終了時間　　　午後○時ごろ

☆出かける前に、ボランティアの募集状況を確認してください。

　F A X：４○○－○○○○

（例）

ボランティア募集

＊お問い合わせ先＊
富山市災害ボランティア本部
　住　所：富山市  ○○○○
　電　話：４××－××××
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参考資料６ Ⅳ　各種様式

家の中の泥出し、家の片づけ、引っ越し、などなど

ボランティアの皆さんは、被災者のお手伝いをしたいという気持ちから集まっています。

なんでもできるわけではないということと、以下の点をご了承ください。

◎専門的技術を要することや危険を伴う作業など、ご要望にお応えできない
　 場合もあります。（例：屋根の上でブルーシートを張る作業など）
◎ボランティアの参集の都合で、すぐにご要望にお応えできない場合もあります。
◎一般住宅にうかがいます。事業所の片づけなどのご要望にはお応えでき
　 ません。
◎ボランティアは無料です。食事の用意も不要です。

皆さんにご迷惑をかける場合もあるかもしれませんが、温かく見守ってください。

    　　年　　月　　日（　　）　　～　　　　　　年　　月　　日（　　）

　：　　　～　　　　：　　　　

０７６－４○○－○○○○

（例）

☆　こんなお手伝いをします！　☆

☆　派遣要請する方へ　☆

☆　依頼方法　☆

電話で富山市災害ボランティア本部へお申し込みください。

☆　受付期間・時間　☆

＊お問い合わせ先＊
富山市災害ボランティア本部
　住　所：富山市  ○○○○
　電　話：４××－××××
　F A X：４○○－○○○○

家の片づけなど

お手伝いします！

Ⅳ－2６
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家の中の泥出し、家の片づけ、引っ越し、などなど

ボランティアの皆さんは、被災者（災害にあった人）のお手伝いをしたいと思って

いますが、できないこともあります。

◎あぶないことはできません。

◎すぐに手伝えないこともあります。

◎普通の家にいきます。会社の片づけなどは、できません。

◎ボランティアにお金はいりません。食事の用意もいりません。

    　　年　　月　　日（　　）　　～　　　　　年　　月　　日（　　）

　：　　　～　　　　：　　　　

０７６－４○○－○○○○

（例）

☆　こんなお手伝いをします！　☆

☆　ボランティアをお願いする人へ　☆

☆　ボランティアをお願いする方法　☆

電話で富山市災害ボランティア本部へ申し込んでください。

☆　申し込みできる期間・時間　☆

＊お問い合わせ先＊

富山市災害ボランティア本部

　住　所：富山市  ○○○○

　電　話：４××－××××

　F A X：４○○－○○○○

家の片づけなど

お手伝いします！

いえ かた

て つだ

て つだ

いえ なか どろ だ いえ かた ひ っ こ し

ねが ひと

みな ひ さい しゃ さい がい ひと て つだ おも

て つだ

ふ つう いえ かい しゃ かた

かね しょく じ よう い

ねが ほう ほう

でん わ と やま し さい がい ほん ぶ もう こ

もう こ じ かん

と あ さき

と やま し さい がい ほん ぶ

じゅう しょ と やま し

でん わ

き かん
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　○○災害を受けて、○年○月○日に設置しました「富山市災害ボランティア本部」です
が、ボランティアの依頼件数も少なくなったことから、○年○月○日をもちまして閉鎖いた
しました。

(例）

　　年　　月　　日

住民の皆さんへ

富山市災害ボランティア本部

「災害ボランティア本部」閉鎖のお知らせ

　F A X：４○○－○○○○

　復旧作業やセンター運営のお手伝いなど、ご協力いただきました多くの皆様に感謝申し
上げます。大変ありがとうございました。

　現在は、○○において、富山市災害ボランティアネットワーク会議が、引き続き対応をし
ております。お問い合わせがございましたら、お気軽にご連絡ください。

＊お問い合わせ先＊

富山市災害ボランティアネットワーク会議

　住　所：富山市  ○○○○

　電　話：４××－××××

Ⅳ－28
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 Ⅴ－１

１．富山市災害ボランティア活動指針 

Ⅰ 基本的な考え方 

１．目的 

大規模な災害がおこったときに、被災者の膨大なニーズに応えるためには、行政のみでは十分な対応が困難

であり、柔軟に対応できるボランティアとの連携が必要不可欠です。 

被災地では、「災害ボランティア本部（センター）」が設置され、ボランティアと被災者の間をコーディネー

トしますが、ボランティアの円滑な受け入れや効果的な活動を展開するためには、平常時から、行政とボラン

ティア関係機関・団体が相互に連携・協力し、ネットワークを組み、災害時のボランティア活動支援体制を構

築しておく必要があります。 

このことから、富山市災害ボランティアネットワーク会議は、富山市内での大規模災害に備え、「富山市災害

ボランティア本部」の設置・運営を中心とする「富山市災害ボランティア活動指針」を定めることとします。 

２．活動指針の構成、作成主体 

（１）活動指針の構成は「基本的な考え方」、「富山市災害ボランティア本部の設置」、「ボランティア支援・連携

体制」、「災害ボランティア活動の種類と内容」、「災害に備えた平常時からの取り組み」とします。 

（２）この活動指針では、以下の用語を統一して使用します。 

①「富山市災害ボランティア活動指針」を以下「活動指針」という。 

②「富山市」を以下「市」という。 

③「富山県」を以下「県」という。 

④「富山市災害ボランティアネットワーク会議」を以下「市災害ボラネット会議」という。 

⑤「富山市災害ボランティア本部」を以下「市災害ボラ本部」という。 

⑥「富山市社会福祉協議会」を以下「市社協」という。 

⑦「富山県社会福祉協議会」を以下「県社協」という。 

⑧「富山市災害対策本部」を以下「市災害対策本部」という。 

（３）この活動指針は、平成15年3月に策定した「富山市災害ボランティア活動指針」の改訂版として市災害ボ

ラネット会議で作成しました。 

富山市災害ボランティアネットワーク会議設置要綱 （参加団体一覧はⅤ－12 に記載）

（設 置） 

第１条 平常時から、災害時におけるボランティア活動にかか

る諸問題の検討並びに相互の連携を強化し、円滑なボランテ

ィア活動が行える環境の整備を図るとともに、大規模な災害

時には、「富山市災害ボランティア本部」の設置及び運営に資

することを目的とし、「富山市災害ボランティアネットワー

ク会議」（以下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 会議は次の事項を所掌する。 

（１）富山市災害ボランティア本部の設置・運営に関する事項 

（２）災害ボランティア活動の役割、内容に関する事項 

（３）災害ボランティアコーディネートに関する事項 

（４）災害ボランティア関係団体との情報連絡に関する事項 

（５）災害ボランティア活動の支援に関する事項 

（６）災害ボランティア活動に係る研修・訓練に関する事項 

（７）その他災害ボランティア活動推進に関する事項 

（組織等） 

第３条 会議は、この会議の趣旨に賛同し、参画する市内の

防災関係機関・団体・個人からなる会員で組織する。 

２ 会議に会長を置く。 

３ 会長は、会員の互選により定める。 

４ 副会長は、会長が指名する。 

５ 会長は、会議を主宰する。 

６ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務

を代理する。 

（会 議） 

第４条 会議は、必要に応じ会長が召集し、その進行にあたる。 

  ただし、大規模な災害等で緊急に会議の開催が必要な場合は、

富山市市民生活部長が会議の開催を要請することができる。 

（事務局） 

第５条 会議の運営に関する事務は、富山市市民生活部が行う。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めることのほか、会議の運営に関し必要な事

項は、必要の都度会議に諮って定める。 

付  則 

この要綱は、平成１５年７月２２日から施行する。 



Ⅴ 資 料 

 Ⅴ－２

３．留意点 

（１）この活動指針は、災害時におけるボランティア活動に関する共通・基本的事項を示したものであり、運用

にあたっては災害の種類（地震、風水害、雪害等）や規模等状況に応じて柔軟に対応する必要があります。 

（２）「Ⅱ市災害ボラ本部の設置」は、あくまでも標準的なものであり、実際の災害では、地域の実情に即した市

災害ボラ本部の運営やボランティア活動が行われる必要があります。 

（３）この活動指針は、ボランティアとの連携が効果的に行われるよう、随時見直す必要があります。 

Ⅱ 市災害ボラ本部の設置 

１．機能的な市災害ボラ本部の必要性 

災害が発生すると、被災者の膨大で多様なニーズに応えるために、市災害ボラ本部、市、そして、市社協は、

それぞれ単独に動くのではなく、地域の防災関係団体やNPO等とも連携し、おのおのの長所を活かしつつ協力

し合うことが必要です。県内外からは、被災地の救援を目的とした多くの災害救援ボランティアが駆けつけま

すが、個人（団体）によって、性別・年齢・技術・活動可能期間等、それぞれ異なりますので、ボランティア

活動が有効・円滑に行われ、被災者のことを思う心の通った市災害ボラ本部にする必要があります。 

２．設置と運営 

（１）市内で災害が発生し、「市災害対策本部」が設置された場合、市は速やかに市社協及び市災害 

ボラネット会議と「市災害ボラ本部」の設置について協議し、連携して立ち上げます。 

【協議関係者】 

●富山市（男女参画・市民協働課） 

●富山市社会福祉協議会 

●富山市災害ボランティアネットワーク会議（会長、副会長） 

※協議場所は、原則として市男女参画・市民協働課とする。 

（２）市災害ボラ本部は立ち上げ協議関係者（市・市社協・市災害ボラネット会議）による運営方針の決定に基

づき、市災害ボラネット会議が運営します。 

（富山市防災計画抜粋） 

富山市災害対策本部設置基準

  市長は次の基準により災害対策本部を設置する。 

なお、災害対策本部が設置された場合には、水防本部等の対策本部は、災害対策本部に包括される。また、災害

対策本部が設置される以前又は設置されない場合における災害応急対策は、災害対策本部が設置された場合に準

じて処理する。 

組 織 設 置 基 準 

災害対策本部 

(１) 暴風、大雨、洪水又は高潮警報が発令され、かつ、災害対策について特別の措置が
必要と認められるとき。 

(２) 災害が発生し又は発生するおそれがある場合であって、特に本部の設置が必要と認
められるとき。 

富山市災害ボランティア本部  

 市災害対策本部が設置された場合は、市、市社会福祉協議会及び富山市災害ボランティアネットワーク会議は協

議し、速やかに「富山市災害ボランティア本部」を設置するものとする。 

  富山市災害ボランティア本部設置後は、速やかに報道機関等を通じてボランティアの受け入れ窓口や連絡先等

を広く広報するとともに、地域協力団体又は県災害救援ボランティア本部にコーディネーター等運営スタッフの

派遣協力を要請し、運営体制を整備するものとする。
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（３）市災害ボラ本部の設置決定後の、立ち上げ手順 

①本部設置時の決定事項については、構成する各団体を通じ、それぞれに周知します。 

②連絡を受けた各団体の関係者は、自分と家族、近隣の安全を確保できた人から、できるだけ早く市災害ボ

ラ本部設置予定場所に集まり、立ち上げの協議をするとともに役割を決定します。 

③市災害ボラ本部を設置する施設の安全確認、基本資機材、電話番号、体制等の確認をします。 

④組織の役割分担、活動予定期間、人員等について確認します。 

⑤情報発信の準備をします。 

⑥市災害ボラ本部の設置を広報します。 

（４）設置場所について 

①市災害ボラ本部の設置にあたっては、次の「設置場所を決める際の要件」に基づいた場所とします。 

（具体的には、市庁舎、市総合社会福祉センターなど）  

②被災地の状況に応じて、ボランティア活動の拠点となる「現地事務所（現地ボランティアセンター）」を設

置するものとします。 

③現地事務所は、被災地あるいは被災地に近い場所で適当な施設を確保し、設置します。 

④市災害ボラ本部または現地事務所は、公的施設を中心に確保しますが、被災のため不可能な場合は、安全

を確保した上で仮設施設等を設営します。 

設置場所を決める際の要件 

ア．被災地内か被災地に近いかどうか（被災地での活動を円滑にするため） 

イ．公共交通機関から近いかなど交通至便な場所かどうか、広い駐車場があるかどうか 

（参加するボランティアのアクセスの便宜を図るため） 

ウ．１日に千人規模のボランティアに対応できるスペースがあるかどうか 

エ．ライフラインの確保がし易い場所かどうか 

・上下水道（トイレ）、電気等の利用可能な場所 

オ．事務用品や資機材の確保ができるかどうか 

カ．資機材の保管スペースがあるかどうか 

キ．動線を確保できる空間があるかどうか 

ク．情報共有や意見交換が容易に行えるかどうか 

・庁舎内や敷地内 

・庁舎周辺の公共施設 

・庁舎周辺の企業施設等 

ケ．長期間、利用可能な場所かどうか 

コ．現地事務所を設けるかどうか 

※現地の状況に応じて、屋外にテントやコンテナハウス、プレハブを建設し、 

対応しなければならない場合もあります。

（５）情報の一元化 

災害が発生すると情報不足となり、時として誤った情報、デマなどが流れ、被災地は、混乱する場合があ

ります。そのような状況の中で、被災者を救援する側の災害対策本部と災害ボラ本部とが、それぞれ異なる

情報をマスコミ等に流すと、被災者やボランティアは、ますます混乱に陥ります。市災害ボラ本部は、市災

害対策本部との情報を一元化することに努め、マスコミ等に情報を発表する場合は、市災害対策本部と連絡・

調整のうえ行うものとします。 



Ⅴ 資 料 

 Ⅴ－４

３．市災害ボラ本部の主な業務・役割 

市災害ボラ本部の主な業務と主な役割は下図のとおりです。 

市災害ボラ本部の主な業務（かかわり方） 

市災害ボラ本部の主な役割 

市の役割 市社協の役割 市災害ボラネット会議の役割 

①総務・管理・連絡調整 
・本部の設置、管理（市施設の場合） 
・市災害対策本部等との連絡・調整 

②情報・資材に関すること 
・被災状況の把握 
・資機材確保 
・駐車場の確保 
・行政・全国ネットワーク渉外 

③広報・庶務に関すること 
・マスコミへの協力要請 
（発信にあたっては、市災害対策本
部を通して行う） 

①関係機関との連絡調整 
・県災害救援ボランティア本部との
連絡調整 
・他の市町村社協へのボランティア
派遣要請 

②ボランティアの管理に関すること 
・ボランティア健康管理 
・運営スタッフの運営管理 
・スキルのあるボランティアの対応 

③相談・管理に関すること 
・要援護者のサポートとニーズの把
握（子ども・高齢者・障害者・在
日外国人等） 
・本部の管理（市社協管理下の施設
の場合） 
・事故対応支援（災ボラ保険） 

①ボランティア本部の運営 
・ボランティアの活動支援 
・ボランティアのニーズ把握 

②運営スタッフの確保 
・ボランティアコーディネーターの
連携、確保 

③市内・外のＮＧＯ・ＮＰＯとの連携 

市社協 
◎地域協力団体との情報交換 
及び運営スタッフ等の派遣 
協力要請 
●コーディネーター等運営 

スタッフの派遣協力依頼 

（県社協、他市町村社協等） 

●ボランティア派遣 

協力要請 

市災害ボラネット会議 
◎被災者ニーズの把握 
被災地、避難場所の巡回

市（男女参画・市民協働課） 

◎市災害対策本部、県災害救援ボランティア本部及
び現地事務所との連絡調整 
●被災状況やライフラインの復旧状況等の行政情報 

●現地事務所の情報収集 

●資機材に関するニーズの把握 

市災害ボラ本部 
◎現地事務所間のボランティア、 
コーディネーター等の連絡調整、 
活動証明書の発行 
◎地域内への広報、チラシ配布（ニーズの
掘起こし）、HP での広報（ボランティア募
集）、マスコミの活用（マスコミの 
直接取材への対応） 

◎ボランティアコーディネート機能、 
ニーズ受付、ボランティア受入、 
保険加入、マッチング、送り出し 
◎活動資金の確保 
◎各種相談対応 

《協働》 
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Ⅲ ボランティア支援・連携体制 

市内で災害が発生し、市災害ボラ本部を設置・運営するためには、次の防災関係機関、団体との連携を図り、

被災者のニーズを的確に把握し、対応する必要があります。 

（連携が必要な主な関係機関、団体） 

・市災害対策本部    ・県災害救援ボランティア本部 

・市災害ボラネット会議 ・消防団      

・町内会  ・自主防災組織  ・その他 

Ⅳ 災害ボランティア活動の種類と内容 

１．災害ボランティア活動の種類 

（１）「一般ボランティア」について 

この活動指針では、主として被災者の生活支援を目的に、専門知識・技術等を必要としない自主的な活動

を行う者を「一般ボランティア」と定義します。 

【市災害ボラ本部】で取り組む主なボランティア活動 

（一般ボランティア活動例） 

・避難所管理運営補助 

・救援物資の仕分け、運搬、配布 

・被災者への炊き出し、給水 

・家財の搬出、瓦礫の処理、家屋の片付け・清掃、床下の泥出し、清掃、雪かき 

・高齢者、障害者、外国人等災害時要援護者の生活支援 

・安否情報や生活情報の収集・伝達等の広報、情報収集業務の補助 

・避難所での被災者の生活支援 

・市災害ボラ本部スタッフ業務（ボランティア受付、輸送等） 

・その他被災者の生活支援 

（２）「専門ボランティア」について 

この活動指針では、通常は関係機関の要請に基づき、行政・企業・民間団体から派遣され、専門知識・技

術等を必要とする作業を自主的に行う者を「専門ボランティア」と定義します。 

【市災害対策本部】で取り組む主なボランティア活動 

（専門ボランティア活動例） 

・医療、介護   ・手話通訳、要約筆記   ・外国語通訳 

・砂防      ・建築物応急危険度判定  ・消防    ・通信 

・その他特殊な技術を要する作業 

２．専門ボランティアとの連携について 

市災害ボラ本部は、主に一般ボランティアに対する支援を行います。 

ただし、被災者のニーズによっては専門ボランティアの協力が必要となる場合も考えられるので、その際は

市災害対策本部と連携し対応します。 

また、一般ボランティアであっても、場合によっては専門知識や技術を持つ一般ボランティア（バイク、 

マッサージ、理美容、こころのケア等）については市災害対策本部と連携しての対応が必要です。 
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３．災害時に必要な活動内容等 

区分 状 況 ボランティアの活動内容等 

(

発
災
直
後) 

生
命
救
出
期

突然の災害に、人々は自分

の家族の安否確認と安全確

保に精一杯となります。 

被災者の人命救助や負傷者の手当が、最優先となります。 

行政が被災者の避難状況の把握、安否確認等を行います。 

ボランティアの活動としては、行政の行う避難所の開設支援等が考えられます。 

市災害対策本部と連携し、市災害ボラ本部を立ち上げる準備を進めます。 

生
活
支
援
期

本部の組織的支援が整った

段階にあり、避難所や在宅

の被災者のニーズに応じた

機動的な活動が求められま

す。 

本部では 

市災害ボラ本部を立ち上げます。 

ニーズ掘起こし、ボランティア募集広告・受付、ニーズ対応、マッチン

グ、オリエンテーション、救援物資の仕分け等の業務を行います。 

避難所では 
水汲み、炊き出し、救援物資の配布、災害時要援護者の支援等(共通) の

業務を行います。 

在宅では 
災害時要援護者の生活支援(共通)、家屋内の片付け(震災)、泥出し(水

害)、除雪(雪害)等の業務を行います。 

生
活

再
建
期

被災者の生活の再建が始ま

ります。 
市災害ボラ本部の活動を市社協の通常業務に引き継いでいきます。 

Ⅴ 災害に備えた平常時からの取り組み 

市及び市社協並びに市災害ボラネット会議は互いに連携し、地域の防災関係団体の協力を得ながらネットワ

ークを構築し、平常時から市災害ボラ本部を設置・運営できる体制を整備しておく必要があります。 

また、ネットワークを通して、災害ボランティア訓練や研修会を行い、地域の防災意識の啓発に努め、災害

時にボランティアを受け入れる環境を整えておくことが大切です。 

１．市災害ボラネット会議の運営について 

「市災害ボラネット会議」は、行政、ボランティア関係団体等の相互の連携を強化するとともに、災害時の
ボランティアに活動にかかる諸問題の検討・実践・訓練等を行います。 

２．コーディネーターの養成について 

災害時においてボランティアコーディネーターは、ボランティアを円滑に受け入れ、効果的な活動へと導く
重要な役割を担っています。 
市災害ボラネット会議は、市・県及び市社協と連携し、ボランティア関係団体の協力を得ながら、コーディ
ネーターの養成に努めます。 

３．訓練への参加について 

市災害ボラネット会議は、市・県及び市社協と連携し、災害ボランティア講習の開催や富山市総合防災訓練
に参加します。 

４．市民への意識啓発について 

市災害ボラネット会議は、市・県及び市社協と連携し、ボランティア関係団体の協力を得ながら、災害ボラ
ンティア活動に対する市民の意識啓発に努めます。 
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災害時イメージ図 

「富山市災害ボランティア活動指針」平成20年3月発行 

富山市災害ボランティアネットワーク会議
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２．災害救助法 

（昭和二十二年十月十八日法律第百十八号） 

最終改正：平成三〇年六月一五日法律第五二号 

第一章 総則(第一条―第二条の三) 

第二章 救助(第三条―第十七条) 

第三章 費用(第十八条―第三十条) 

第四章 雑則(第三十一条) 

第五章 罰則(第三十二条―第三十五条) 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十

字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を

行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。 

(救助の対象) 

第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県

知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下

同じ。)町村(以下「災害発生市町村」という。)の区域(地方自治法

(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指

定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の

区域とする。次条第一項において同じ。)内において当該災害により

被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。 

(救助実施市の長による救助の実施) 

第二条の二 救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を

勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものと

して内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。)の区域内におい

て前条に規定する災害により被害を受け、現に救助を必要とする者

に対する救助は、同条の規定にかかわらず、当該救助実施市の長が

行う。 

２ 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)

は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助を行おうとする市

の申請により行う。 

３ 内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当

該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴か

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しな

ければならない。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定及びその取消しに関し必要な

事項は、内閣府令で定める。 

(都道府県知事による連絡調整) 

第二条の三 都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施

市以外の市町村の区域にわたり発生した第二条に規定する災害に

際し、当該都道府県知事及び当該救助実施市の長が行う救助におい

て必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われ

るよう、当該救助実施市の長及び物資の生産等(生産、集荷、販売、

配給、保管又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者その他の関係

者との連絡調整を行うものとする。 

第二章 救助 

(都道府県知事等の努力義務) 

第三条 都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」

という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、

強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整

備に努めなければならない。 

(救助の種類等) 

第四条 救助の種類は、次のとおりとする。 

一 避難所及び応急仮設住宅の供与 

二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

四 医療及び助産 

五 被災者の救出 

六 被災した住宅の応急修理 

七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

八 学用品の給与 

九 埋葬 

十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの 

２ 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、

前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を

行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。 

３ 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。 

(指定行政機関の長等の収用等) 

第五条 指定行政機関の長(災害対策基本法(昭和三十六年法律第

二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、

当該指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第

四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十

三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会若しくは災害対策基本

法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合

議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条

において同じ。)及び指定地方行政機関の長(同法第二条第四号に規

定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。)は、防災

業務計画(同法第二条第九号に規定する防災業務計画をいう。)の定

めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、

救助に必要な物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物

資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。 

２ 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。 

３ 第一項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ず

べき損失を補償しなければならない。 

(指定行政機関の長等の立入検査等) 

第六条 前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収

用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行

政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在す

る場所に立ち入り検査をさせることができる。 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の

規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当

該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせる

ことができる。 



Ⅴ 資 料 

 Ⅴ－９

３ 前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその

旨をその場所の管理者に通知しなければならない。 

４ 当該職員が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、そ

の身分を示す証票を携帯しなければならない。 

５ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。 

(従事命令) 

第七条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認

めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規

定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認め

るときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従

事させることができる。 

２ 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事等が第

十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要が

あると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従

事させることができる。 

３ 前二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、

政令で定める。 

４ 第五条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。 

５ 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合におい

ては、その実費を弁償しなければならない。 

(協力命令) 

第八条 都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救

助に関する業務に協力させることができる。 

(都道府県知事等の収用等) 

第九条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認

めるとき、又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施

するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他

政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物

資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、

又は物資を収用することができる。 

２ 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。 

(都道府県知事等の立入検査等) 

第十条 前条第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しく

は物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要

があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、

物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査を

させることができる。 

２ 都道府県知事等は、前条第一項の規定により物資を保管させた

者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させ

てある場所に立ち入り検査をさせることができる。 

３ 第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用す

る。 

(通信設備の優先使用権) 

第十一条 内閣総理大臣、都道府県知事等、第十三条第一項の規定

により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一

部を行う災害発生市町村(救助実施市を除く。以下同じ。)の長又は

これらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、現に応急的な救

助を行う必要がある場合には、その業務に関し緊急を要する通信の

ため、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号

に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備

を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十

六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備

若しくは無線設備を使用することができる。 

(扶助金の支給) 

第十二条 第七条又は第八条の規定により、救助に関する業務に従

事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は

死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給

する。 

(事務処理の特例) 

第十三条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認

めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の

実施に関する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこととする

ことができる。 

２ 前項の規定により災害発生市町村の長が行う事務を除くほか、

災害発生市町村の長は、都道府県知事が行う救助を補助するものと

する。 

 (内閣総理大臣の指示) 

第十四条 内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、

他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示すること

ができる。 

(日本赤十字社の協力義務等) 

第十五条 日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなけれ

ばならない。 

２ 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し

地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八条の規定による

協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。 

(日本赤十字社への委託) 

第十六条 都道府県知事等は、救助又はその応援の実施に関して必

要な事項を日本赤十字社に委託することができる。 

(事務の区分) 

第十七条 この法律の規定により地方公共団体が処理することと

されている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項

第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

一 第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において

準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同

条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項

及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、

第十二条並びに第十四条の規定により都道府県又は救助実施市(以

下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務 

二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理する

こととされている事務 

三 第二条の二第一項の規定により救助実施市が処理することと

されている事務 

四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村が処理すること

とされている事務 

第三章 費用 

(費用の支弁区分) 

第十八条 第四条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行

うのに必要な費用を含む。)は、救助を行った都道府県知事等の統括
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する都道府県等が、これを支弁する。 

２ 第七条第五項の規定による実費弁償及び第十二条の規定によ

る扶助金の支給で、第七条第一項の規定による従事命令又は第八条

の規定による協力命令によって救助に関する業務に従事し、又は協

力した者に係るものに要する費用は、その従事命令又は協力命令を

発した都道府県知事等の統括する都道府県等が、第七条第二項の規

定による従事命令によって救助に関する業務に従事した者に係る

ものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事等

の統括する都道府県等が、これを支弁する。 

３ 第九条第二項の規定により準用する第五条第三項の規定によ

る損失補償に要する費用は、管理、使用若しくは収用を行い、又は

保管を命じた都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁

する。 

 (委託費用の補償) 

第十九条 都道府県等は、その都道府県知事等が第十六条の規定に

より委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に

対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償す

る。 

 (都道府県等が応援のため支弁した費用) 

第二十条 都道府県等は、他の都道府県等の都道府県知事等により

行われた救助につき行った応援のため支弁した費用について、当該

他の都道府県等に対して、求償することができる。 

２ 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項

の規定により求償の請求を受けた都道府県等(以下「被請求都道府

県等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、

国が当該被請求都道府県等に代わって同項に規定する費用につい

て同項の規定により求償の請求を行った都道府県等(以下「請求都

道府県等」という。)に対して弁済するよう要請することができる。 

３ 国は、前項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合

において、当該被請求都道府県等の区域内における被害の状況その

他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定める

ところにより、第一項の規定による求償の請求に係る費用(以下「請

求費用」という。)を、当該被請求都道府県等に代わって請求都道府

県等に対して弁済することができる。 

４ 国は、前項の規定により請求費用を弁済したときは、被請求都

道府県等に対して、当該弁済した費用を求償するものとする。 

(国庫負担) 

第二十一条 国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した

費用及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規

定により求償することができるものを除く。)並びに同項の規定に

よる求償に対する支払に要した費用(前条第四項の規定による求償

に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以

上となる場合において、当該合計額が、地方税法(昭和二十五年法律

第二百二十六号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外普通税

を除く。第二十三条において同じ。)について同法第一条第一項第五

号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法

に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以

下この項において「収入見込額」という。)の百分の二以下であると

きにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するもの

とし、収入見込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従

って負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定方

法については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十

四条の定めるところによるものとする。 

一 収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の

五十 

二 収入見込額の百分の二を超え、百分の四以下の部分については

その額の百分の八十 

三 収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分

の九十 

２ 国は、前条第二項の規定による被請求都道府県等の要請があっ

た場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、

内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の

全部又は一部を、同条第三項の規定による弁済に代えて、請求都道

府県等に対して支払うことができる。 

一 前条第二項の規定により被請求都道府県等から弁済するよう

要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らな

いこと。 

二 被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情

を勘案して請求費用を当該被請求都道府県等に代わって請求都道

府県等に対して弁済する必要があること。 

３ 前項の規定により国が請求費用を支払う場合における第一項

の規定の適用については、同項中「前条第四項の規定による求償に

対する支払に要した」とあるのは、「前条第二項の規定による要請

に係る」とする。 

(災害救助基金) 

第二十二条 都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財

源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。 

第二十三条 災害救助基金の各年度における最少額は次の各号に

掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助

基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定

める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。 

一 都道府県(次号に掲げる都道府県を除く。) 当該都道府県の当

該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収

入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額 

二 救助実施市を包括する都道府県 当該都道府県の当該年度の

前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決

算額の平均年額の千分の五に相当する額から、当該額に救助実施市

人口割合(救助実施市を包括する都道府県の人口(官報で公示され

た最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口を

いう。以下この号において同じ。)に占める救助実施市ごとの人口の

割合をいう。次号において同じ。)の合計を乗じて得た額を減じた額 

三 救助実施市 当該救助実施市を包括する都道府県の当該年度

の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の

決算額の平均年額の千分の五に相当する額に、当該救助実施市に係

る救助実施市人口割合を乗じて得た額 

第二十四条 災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に

繰り入れなければならない。 

第二十五条 第二十一条第一項(同条第三項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による国

庫の負担額が、第二十一条第一項に規定する費用を支弁するために

災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その

超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。 



Ⅴ 資 料 

 Ⅴ－１１

第二十六条 災害救助基金の運用は、次の方法によらなければなら

ない。 

一 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金 

二 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ 

三 第四条第一項に規定する給与品の事前購入 

第二十七条 災害救助基金の管理に要する費用は、災害救助基金か

ら支出することができる。 

第二十八条 災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超

えて積み立てられている都道府県は、区域内の市町村が災害救助の

資金を貯蓄しているときは、当該最少額を超える部分の金額の範囲

内において、災害救助基金から補助することができる。 

第二十九条 災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超

えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を超える部分の

金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。 

(繰替支弁) 

第三十条 都道府県知事は、第十三条第一項の規定により救助の実

施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村の長が

行うこととした場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁する

いとまがない場合においては、当該救助に係る災害発生市町村に、

救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。 

第四章 雑則 

第三十一条 都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策

基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあっ

たときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号か

ら第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供す

るものとする。 

第五章 罰則 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第七条第一項又は第二項の規定による従事命令に従わなかっ

た者 

二 第五条第一項又は第九条第一項の規定による保管命令に従わ

なかった者 

第三十三条 偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさ

せた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただ

し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法に

よる。 

第三十四条 第六条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項

若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、又は第六条第二項若しくは第十条第二項の規定によ

る報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰

金に処する。 

第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者がその法人又は人の業務に関し第三十二条又は前条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対し、各本条の罰金刑を科する。 
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３．富山市災害ボランティアネットワーク会議参加団体 

1  ＮＧＯ･ＮＰＯネットワークとやま 13 富山商工会議所 

2 
 社団法人ガールスカウト 

富山県連盟富山市協議会 
14 公益社団法人 富山青年会議所 

3 生活協同組合 ＣＯ・ＯＰとやま 15 公益財団法人 富山ＹＭＣＡ 

4 ＮＰＯ法人 全国災害救助犬協会 16 日本赤十字社富山県支部 

5 富山県ホームヘルパー協議会 17 日本ボーイスカウト富山地区協議会 

6 
ＮＰＯ法人 

富山県民ボランティア総合支援センター 
18 ヤングネットワークとやま 

7 富山市自治振興連絡協議会 19 
ＮＰＯ法人 

市民活動サポートセンターとやま 

8 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 20 公益社団法人 富山市薬剤師会 

9 富山シティエフエム株式会社 21 
ＮＰＯ法人 

日本防災士会富山県支部 

10 富山市民国際交流協会 22 富山県老人福祉施設協議会 

11 富山市民生委員児童委員協議会 23 富山市社会福祉法人連絡協議会 

12 富山市役所ハムクラブ   

４．関係機関・団体連絡先一覧 
【市の機関】 

名称・担当課 所在地 電話番号 FAX 番号 

富山市役所 新桜町７－３８ 076-431-6111（代表）  

男女参画・市民協働課 （市役所東館７階） 076-443-2051 076-443-2176 

市民生活相談課 （市役所東館７階） 076-443-2046 076-443-2176 

福祉政策課 （市役所東館３階） 076-443-2164 076-443-2208 

防災対策課 （市役所東館４階） 076-443-2181 076-443-2039 

富山市消防局 今泉１９１－１ 076-493-4141（代表） 076-493-5665 

富山市民病院 今泉北部町２－１ 076-422-1112（代表） 076-422-1371 

富山市保健所 蜷川４５９－１ 076-428-1155（代表） 076-428-1150 

大沢野行政サービスセンター 高内３３３ 076-468-1111（代表） 076-468-1645 

大山行政サービスセンター 上滝５２５ 076-483-1211（代表） 076-483-3081 

八尾行政サービスセンター 八尾町福島１５１ 076-454-3111（代表） 076-454-3119 

婦中行政サービスセンター 婦中町速星７５４ 076-465-2111（代表） 076-465-3140 

山田中核型地区センター 山田湯７８０ 076-457-2111（代表） 076-457-2259 

細入中核型地区センター 楡原１０８８ 076-485-2111（代表） 076-485-9010 
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【地区センター】※市外局番は全て 076

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号 

富山地域（５０） 

総曲輪 大手町6-14 421-2644 新庄北 新庄本町二丁目4-11 452-0080 

愛宕 愛宕町一丁目5-13 432-3410 藤ノ木 藤木 1246 421-2444 

安野屋 安野屋町一丁目1‐48 442-4331 山室 中市二丁目8-76 421-2801 

八人町 八人町5‐17 441-9833 山室中部 山室荒屋84 492-3405 

五番町 辰巳町一丁目2‐8 421-8306 太田 太田 351-2 421-6682 

柳町 弥生町一丁目12-22 433-0620 蜷川 赤田 50 421-2971 

清水町 清水町八丁目1-31 422-4510 新保 新保 306-1 429-0001 

星井町 西中野町二丁目1-24 492-2260 熊野 悪王寺128 429-1211 

西田地方 相生町5-17 422-4491 月岡 上千俵町509 429-0201 

堀川 堀川小泉町一丁目18-13 425-1530 四方 四方 142-1 435-0002 

堀川南 本郷町243-45 492-3450 八幡 八町東262 435-0004 

東部 石金一丁目2-13 421-3204 草島 草島 143-89 435-3975 

奥田 奥田新町3-1 432-3312 倉垣 布目 3967 435-3851 

奥田北 下新北町2-11 442-3197 呉羽 呉羽町2920 436-5171 

桜谷 田刈屋279 432-5607 長岡 長岡 9397-1 442-4350 

五福 五福4431-1 432-6363 寒江 本郷中部263 434-2680 

神明 高田88-9 421-0725 古沢 古沢 498 434-1227 

岩瀬 岩瀬御蔵町1 437-9715 老田 中老田216-2 434-4456 

萩浦 高畠町二丁目11-36 437-7923 池多 西押川1380-1 436-5300 

大広田 東富山寿町二丁目1-14 437-9924 水橋中部 水橋舘町312-1 478-0019 

浜黒崎 浜黒崎3295-12 437-9371 水橋西部 水橋辻ヶ堂129-1 478-1131 

針原 針原中町901-2 451-2555 水橋東部 水橋小池146-1 478-3252 

豊田 豊田本町１-2-5 437-9313 三郷 水橋小路34 478-2070 

広田 新屋1-3 451-5601 上条 水橋石割73-1 478-1651 

新庄 新庄町一丁目3-16 432-2742 光陽 二口町一丁目12-3 493-2010 

大沢野地域（４） 

大久保 下大久保1776-１ 467-0001 小羽 小羽 361 468-0668 

船峅 坂本482 468-1519 下タ北部 布尻 991 485-2002 

大山地域（３） 

小見 小見255-13 482-1234 福沢 東福沢3550 483-1811 

大庄 田畠97-1 483-2446  

八尾地域（８） 

保内 八尾町新田101 454-3622 黒瀬谷 八尾町樫尾162 455-1074 

杉原 八尾町大杉12 455-2570 野積 八尾町水口242 454-3001 

卯花 八尾町下笹原42-1 455-1090 仁歩 八尾町三ツ松14-1 458-1101 

室牧 八尾町中242 455-1069 大長谷 八尾町内名88 458-1400 

婦中地域（７） 

鵜坂 婦中町上田島18-1 465-2461 古里 婦中町羽根6 469-5916 

朝日 婦中町下条281 469-5110 音川 婦中町外輪野6324-1 469-5966 

宮川 婦中町広田4178 465-5139 神保 婦中町上吉川403-1 469-5097 

婦中熊野 婦中町堀657 465-2410  

細入地域（１） 

南部 猪谷851-1 484-1002 
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【社会福祉協議会】 

名 称 所在地 電話番号 FAX 番号 

社会福祉法人 
富山県社会福祉協議会 

安住町５－２１ 
富山県総合福祉会館内 

076-432-2958 076-432-6146 

社会福祉法人 
富山市社会福祉協議会 

今泉８３－１ 
富山市総合社会福祉センター内 

076-422-2456 076-422-2684 

 大沢野細入支所 
春日９６－１ 
大沢野健康福祉センター内 

076-467-1294 076-468-3563 

 大山支所 
上滝５２３－１ 
大山地域市民センター内 

076-483-4111 076-483-4155 

 八尾山田支所 
八尾町福島２００ 
八尾健康福祉総合センター内 

076-454-2390 076-454-2356 

 婦中支所 
婦中町羽根１１０５－７ 
西保健福祉センター内 

076-469-0775 076-469-0779 

【報道機関】 

名 称 所在地 電話番号 FAX 番号 

北日本新聞社（政治部） 安住町２番１４号 076-445-3457  

富山新聞社（社会部） 大手町５番１号 076-491-8101  

読売新聞社 
安住町７番１８号  
第一生命ビル１階 

076-441-2888 076-441-2880 

中日新聞社 丸の内二丁目 3番 12号 076-424-4141 076-422-3191 

朝日新聞社 新桜町 6番 18 号 076-441-1671 076-441-1673 

毎日新聞社 
総曲輪 1-7-15 
日本生命富山総曲輪ビル4階 

076-432-3311 076-442-1643 

共同通信社 
安住町 2番 14 号 
北日本新聞社内 

076-432-6901  

時事通信社 
安住町 2番 14 号 
北日本スクエア北館 803 

076-432-6754  

日本経済新聞社 
本町 9番 10 号 
 大同生命富山ビル 6階 

076-432-4463  

ＮＨＫ富山放送局 新総曲輪 3番 1号 076-444-6600 076-444-6092 

北日本放送 牛島町 10番 18 号 076-433-8515 076-433-8560 

富山テレビ放送 新根塚町一丁目 8番 14 号 076-492-7107 076-491-2663 

チューリップテレビ 奥田本町 8番 24 号 076-433-9886 076-433-7691 

テレビ朝日 
新桜町 6番 18 号 
 朝日新聞富山ビル 3階 

076-431-2270 076-431-2271 

ケーブルテレビ富山 
桜橋通り３番１号 
富山電気ビル新館３階 

076-444-5555 076-444-5577 

上婦負ケーブルテレビ 婦中町羽根 827 番地 1 076-469-6661 076-469-6662 

富山シティエフエム株式会社 安住町２番１４号 076-445-3381 076-433-4688 
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【その他】 

名 称 所在地 電話番号 FAX 番号 

富山県庁 新総曲輪１－７ 076-431-4111（代表）

 防災・危機管理課 （県庁本館２階） 076-444-9670 076-444-3489 

 県民生活課 （県庁南別館３階） 076-444-3128 076-444-3477 

富山中央警察署 赤江町５－１ 076-444-0110 076-444-5080 

富山南警察署 蜷川１２３－1 076-420-0110  

富山西警察署 婦中町宮ケ島２２９－１ 076-466-0110 076-466-1022 

富山県立中央病院 西長江２丁目２－７８ 076-424-1531（代表） 076-422-0667 

富山県済生会富山病院 楠木３３－１ 076-437-1111（代表）

富山赤十字病院 牛島本町２－１－５８ 076-433-2222（代表）

富山大学附属病院 杉谷２６３０ 076-434-2281（代表）

５．広域避難場所一覧 

地域 名 称 所在地 電話番号 面積 

富山 

富山城址公園 本丸 － 7.0ha

神通川緑地 布瀬町地先 － 11.8ha

稲荷公園 稲荷園町 － 13.2ha

布瀬南公園 布瀬町南三丁目 － 4.6ha

富山県常願寺川公園 水橋常願寺 076-463-2034 13.9ha

富山県空港スポーツ緑地 秋ケ島 076-429-7129 13.2ha

富山県総合運動公園 南中田 076-429-8835 46.0ha

城東ふれあい公園 荒川四丁目 － 7.8ha

富山県五福公園 五福 5区 076-432-5073 15.6ha

富山競輪場 岩瀬池田町 8-2 076-438-3400 11.4ha

富山県岩瀬スポーツ公園 森五丁目 076-438-4880 22.1ha

富山県富岩運河環水公園 湊入船町 62-4 076-444-6041 9.8ha

富山市舞台芸術パーク 呉羽町 2247-3 076-434-4100 8.4ha

大沢野 大沢野総合運動公園 八木山 650 076-468-1567 12.7ha

大山 大山総合グラウンド 花崎 391 076-483-0059 0.6ha

八尾 
町民ひろば 八尾町福島字牧野 123 076-455-3828 2.9ha

八尾スポーツアリーナ駐車場 八尾町井田 101 076-455-1222 1.7ha

婦中 
婦中スポーツプラザグラウンド 婦中町板倉 269-1 076-465-3786 1.9ha

羽根ピースフル公園 婦中町羽根 1000-1 076-469-5840 4.7ha

※『富山市地域防災計画』より
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６．参考資料リスト（順不同） 

タイトル 著者、編集者、発行等 

富山県災害救援ボランティア本部運営マニュアル ボランティア活動推進富山県民会議（平成20年3月） 

みんなにやさしい防災のしおり 富山市 

災害時のボランティア活動ハンドブック 

～水害・震災の経験から～ 
新潟県災害ボランティア活動連絡協議会 

山形県災害ボランティア活動支援指針 
山形県災害支援ボランティアネットワーク研究会 

（平成18年3月） 

こうべ災害ボランティア支援マニュアル 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会（平成10年3月） 

災害救援ボランティアコーディネーターハンドブック 神奈川災害ボランティアネットワーク（平成17年6月）

福祉救援ボランティア活動マニュアル 兵庫県社会福祉協議会（平成9年3月） 

災害救援ボランティアセンター設置運営の手引き 
宮城県、宮城県社会福祉協議会 

みやぎ災害救援ボランティアセンター（平成16年3月）

災害ボランティア活動支援者のためのハンドブック 
社会福祉法人中央共同募金会 

特定非営利法人さくらネット（平成21年3月） 

災害救援ボランティア活動マニュアル 

―市町村社協災害ボランティアセンターの運営― 
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会（平成17年度） 

高岡市災害救援ボランティア本部運営マニュアル 
社会福祉法人高岡市社会福祉協議会 

高岡市ボランティアセンター（平成21年3月） 

災害救援ボランティアマニュアル 

～突然の災害発生に備えて～ 

県民ボランティア総合センター 

（現 福岡県NPO・ボランティアセンター） 

７．災害ボランティアネットワークマニュアル作成プロジェクトチーム名簿 

1 ＮＧＯ・ＮＰＯネットワークとやま 5 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 

2 生活協同組合 ＣＯ・ＯＰとやま 6 富山市役所ハムクラブ 

3 日本赤十字社富山県支部 7 公益社団法人 富山青年会議所 

4 ＮＰＯ法人富山県民ボランティア総合支援センター 8 公益財団法人 富山ＹＭＣＡ 
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