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Ⅰ．発災から災害ボランティアセンター開設と閉鎖 

１．災害発生・被害状況の確認 

 区災 VC の開設・運営は、災害発生から 72 時間以内に開始されることが求められています。 

開設・運営開始までの主要業務は下記の通りです。 

 

（1） 被害状況の確認  

区社協は、事務所の被害状況（電気・水道・ガス、電話等）を確認する。また、対策本部の発 

信情報やテレビ・ラジオの報道、被災地域・隣接地域関係者の情報等被災状況を収集し、家屋・ 

人的被害、ライフラインの供給、主要道路、関係機関等の状況を確認する。 

 

（２） 職員の安否確認と参集 

   区社協は、職員やその家族の安否を確認し、安全確保に努めるよう連絡するとともに、職員は 

参集ルールに従って行動する。休日・時間外に発生した場合は、いつでも出勤できるよう待機す 

るなど、参集ルールに従って行動する。 

 ※停電時を想定した緊急連絡網の整備を、予め作成しておく。 

 

（3）区災 V 連の役員、運営委員の参集 

 横浜市内のいずれかで、震度５強以上の地震または河川の決壊等、重大な災害が発生した場合、 

区災 V 連役員及び運営委員はセンター設置場所へ自主参集する。 

自宅の被災等により参集できない場合は、その旨区社協事務局長に連絡する。 

※ 連絡網の整備 

 

２ 災害ボランティアセンター開設・閉鎖 

（１） 関係機関との協議 

対策本部からの要請に基づき、区社協は対策本部ボランティア班、区災 V 連等の関係機関と区 

災 VC 設置・運営準備に向け、活動方針、役割分担、設置場所、物資・資金・人員の確保等につ 

き協議する。 

 

（２） 区社協と区災 V 連との協議 

 区災 VC 設置場所、事務所使用資器材、V 活動資機材、資料・様式類確保を確認するとともに、 

区災 VC 開設・V 募集・ニーズ募集等の広報につき確認する。 

 

（３） 区災 VC 設置場所の決定 

1）区災 VC 設置場所 

区社協事務所が活動拠点の第 1 候補となっているが、現実に活動拠点として不十分の場合、第 

2、第 3 候補地の確認を速やかに実施し、設置場所を決定する。それも不可の場合、対策本部に 

代替地の要請を行う。 

※区災 VC に要する場所 （区災 VC 運営マニュアル添付「資料 07」を参照） 

・事務所スペースと業務遂行の環境 
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・コーディネート・スペース 

・V 活動用資機材倉庫 

・駐車場（大勢の V が見込まれる場合） 

２）現地サテライトの設置 

被災地域が区災 VC から遠い場合、また広範囲の場合には、被災地域に近い場所に設置する 

ことを検討する。区災 VC 本部の機能を持つもの、資機材担当だけのものなど。 

  ※サテライトの効果 

・各地域の状況が把握しやすい。ニーズに細かく対応できる。 

    ・V が区災 VC 本部に集中しないで済み、V が区災 VC 本部と現地を往復しなくて済み、

活動が長時間できる。 

 ・ニーズ対応に有効。 

 

（4）運営人材の確保と配置 

１）運営人材の確保 

・社協職員、災 V 連運営委、同会員で活動できる人を確認のうえ、災害規模に応じた必要人数に 

 対する過不足を確認する。 

  ・不足の場合、区内各関係組織・団体、市災 V 支援 C、NPO/NGO 等に派遣依頼を行う。 

・過剰の場合には、市災 V 支援 C にその旨連絡する。 

  ※大規模災害時は一週間以上、 中規模災害では実働５日程度は継続できる人材が必要となる。 

そういった条件で、地元経験者、地元の人、一般 V 、NPO/NGO などからの募集が望ま 

れる。混在する人材という状況でのセンター運営上、人材配置・勤務日程はローテーショ 

ンで対応。 

２）運営の人材の配置 

・区災 VC 運営を行うため、「運営グループ（総務班：庶務・経理・資機材・情報・広報・ニー 

ズ）」、ボランティア活動の安全・円滑化を担う「コーディネートグループ」（コーディネート班： 

V 受付、オリエンテーション、マッチング・送出し、資機材、活動報告、外国籍住民支援班、 

障がい児者支援班）別に人員配置を決定する。 

 

（５）必要資機材の確保 

   必要な資機材については、一定数保管しておくか、行政やホームセンターなど迅速に調達でき 

  る関係を平常時から構築しておく必要がある。また、発災時の状況から通信手段の確保が難しい

ことが想定される。そのため、緊急時の公務扱い（緊急公的）回線としての対応を行政との事前 

協議が必要。 

また、災 V 活動支援を展開している NPO などから調達できることもあるので、事前に連携 

をとっておいたり、区災 VC 開設時に市災 V 支援 C へ依頼することが必要に。 

 

① 区災 VC 事務所運営用資機材・消耗品（資料 10 参照） 

② V 活動用資機材・消耗品（資料 11 参照） 
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（６）運営資金の確保 

    区災 VC の運営に要する経費は、実際にはかなりの経費が必要になる。資金の確保先として、 

  次のようなものが考えらる。 

１）共同募金会「災害支援制度」：マニュアル添付「資料 12」を参照 

２）災害救助法が適用される災害の場合、区災 VC で使用・購入する資機材であっても、災害救 

援に必要な物品であることを対策本部に理解してもらい、同法の適用対象資機材として区が購入 

することができるか、事前に協議しておくことが望ましい。 

３）生活支援・復興期の助成：「災 V 活動支援プロジェクト会議」では、V 活動の継続や復興支援 

を目的に助成を行っている。当会議は、企業・NPO・社会福祉協議会・共同募金会等が協働し、

被災地及び被災者主体の災 V 活動を支援する組織。   

４）企業や個人からの寄付等：活動の内容を明示し、区民の理解と共感を得ることが大切です。 

５）全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会の「福祉救援活動資金援助制度」 

６）その他 

 

 （７）区災 VC 閉鎖 

  災害の規模にもよるが、顕在化したニーズに対応するには、おおむね２週間程度が必要と言われ 

ている。被災者が抱える生活上のニーズも、日々変化していくため、福祉面での救援活動の状況に

より対応していくことが必要となる。 

 １）ニーズや課題の洗い出し 

  ・潜在して見落としているニーズは？ 

  ・被災者への支援は終わったか？ 区災 VC 閉鎖で不安感を増幅させないか？ その解決策は？ 

  ・いつごろ、どのように閉鎖させるか？ 

 ２）関係機関との協議 

  ・対策本部との情報交換と協議 

 ３）閉鎖の決定 

  ・対策本部の閉鎖了解を受け、地域防災拠点等の各種避難所、その他区内外の関係機関に対し連 

絡するとともに、インターネット等を活用し広く周知を図る。 

  ・災害の規模や県外各地から V が参集している場合、関係住民、V に周知を図る意味で、閉鎖ま 

でに少なくとの２週間以上前には広報が必要と言われている。 

 ４）閉鎖後の主な業務 

  ・積み残しニーズの引き継ぎ、日常的地域福祉活動への移行 

  ・借り上げた資機材の返却 

  ・センターの活動記録、会計に関する記録、報告書の作成 

  ・協力・支援機関・団体へのお礼 
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Ⅱ．災害ボランティアセンターの運営 

１ 運営グループ 

運営グループには、区災 VC の運営全般について統括する。当グループには、総務班（庶務、 

   会計、物資）と情報班（広報、情報、ニーズ）を置く。 

（１）総務班 

１）庶務担当 

① スタッフ会議の統括と活動状況の把握 

 ・区災 VC 内各班の情報共有・連携強化、問題点や解決策の検討・方針決定の場としてスタ  

  ッフ会議を開催するとともに、区災 VC の活動状況を把握する。 

 ・朝のミーティング：前日の夜のミーティングでの重要事項の確認、対策本部等からの新情報 

  の確認、今日の予定など 

   ・夜のミーティング：各班から「本日の状況、反省、問題点、明日の予定」の報告 

   ・リーダーミーティング：各班のリーダーと協議する重要な案件がある場合、臨時招集。 

 

  ② スタッフ・組織の管理、活動環境の整備 

・スタッフの受入れ・確認と各班への配置 

・スタッフ名簿の作成・更新・管理 

・各班の繁忙に応じ、スタッフの割振り 

 ・ニーズ等の状況変化に応じ、組織の新設・変更・廃止、レイアウト変更 

・スタッフ不足の場合、市災 V 支援 C、近隣区災 VC 等への補充要請 

・スタッフ補充のため、区内経験者・近隣区の経験者・長期活動可能者・地元 V 等の募集 

・スタッフに余剰がある場合、市災 V 支援 C に連絡。 

・スタッフの勤務ローテーションの作成 

・電話、テレビ、PC、WIFI などインターネット環境、必要な車両類の確保 

・平時からの協力体制により、近隣駐車場の確保 

③ 活動集計と報告 

   ・各班からの報告に加え、各種状況についての記録・保管 

   ・V 受付数、V 依頼（ニーズ）件数、V 派遣件数、V 派遣人数、ニーズ残件数を毎日集計し、 

対策本部、市災 V 支援 C に報告 

   ・「V 活動証明書」の発行 

   ・各所からの問い合わせ対応 

 

  ④ 対策本部、市災 V 支援 C、外部支援機関・団体等との連絡調整、 

・関連する関係機関との連絡調整、情報収集、交渉の実施 

・関係機関との通信手段の確保と連絡リストの作成 

  例：対策本部（関係各班も）、各公共機関（警察、消防、電気、ガス、水道、交通等） 

市災 V 支援 C、近隣区災 VC、V 団体、地域防災拠点等各種避難所、広域 NPO 等 

 

  ⑤ 区災 VC の廃止、運営の休止等の決定・伝達 
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・区災 VC 閉鎖が決定された場合の被災地・者への伝達と整理 

   ・大雨警報、避難勧告・指示、特別警報などが発令された場合 V の安全確保のため、区災 VC 

運営の休止・中止を発令・連絡する。 

 

  ⑥ 救護・衛生管理、苦情処理等 

 ・V 等のケガ、病気への対処（近隣病院・診療所等との連携も） 

 ・衛生管理・指導として、V への健康指導、手洗い・消毒・うがい・目の洗浄の推進 

 ・医薬品の管理 

 ・V や被災者等からの苦情処理 

 ・ゴミの収集、処理等の施設管理 

 

２）会計担当 

   区災 VC 全体の資金面を取り纏める要として、対策本部、区社協と連携・調整し、区災 VC 

活動を円滑に進めるため、資金調達・管理、会計処理業務を行う。 

① 活動資金の調達・管理 

 ・区災 VC 運営に必要な資金は、対策本部、共同募金会の「災害支援金」等の調達を実施す 

る。  ※資料 12：区災 VC 運営資金 を参照 

 ・資金の管理は、区社協経理規定に準じ、会計帳簿を作成し、区災 VC の出納を明確にする。 

 

② 寄付金、支援金、義援金等の受付、管理 

 ・企業や個人からの寄付の募集を実施し、その受付を行う。 

 

③ 総務班物資担当、コーディネート班物資担当から、購入依頼された資機材・消耗品について 

の購入、会計処理を実施する。 

 

③ V 活動保険手続き 

 ・参加 V に対する V 活動保険の加入手続きを行い、保険料の徴収を行う。 

 ・当日の保険加入者氏名の一覧表を作成し、加入者が作成する「V 活動保険加入申込み書」（災 

害用）とともに全社協に送付する。送金は 1～2 週間単位で行う。 

 

④ 区災 VC 閉鎖にあたって 

 引き継ぎのため、区災 VC 運営に当って要した資金、残金に関する資料を作成する。 

 

３）物資担当  

① 区災 VC 事務所用資器材・消耗品等の在庫管理 

 

② 「区災 VC 事務所運営用資機材・消耗品」（資料 10）の備品受払表に基づき、日常管理を行 

う。不足分について区社協、対策本部に補充要請をする。補充不能の場合は、購入手続きを 

実施する。 
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   ③ 借用（有料、無料別）、寄付・救援されたものは、在庫表に、その旨記入する。 

 

④ V 活動用資機材については、コーディネート・グループが管理する。 

 

    ⑤ 区災 VC 閉鎖に当たっては、受払・在庫表に基づき、借用したものを返却する。 

 

(２) 情報班 

１）広報担当 

  災害時には、多くの人が情報を求めているため、被災当初から問い合わせが殺到する。発信者 

側も、まだ混乱の中、誤った情報が流れ、その後の救援活動を損ねる結果となる場合もある。そ 

こで組織的に対応し、出来る限り正確な情報が周知できるよう発信し続け、社会の理解を広げる 

とともに、関係機関・団体の協力を得る努力が必要。 

① 情報収集 

スタッフミーティングや情報担当からの情報に基づき、発信する内容や手段を決める。 

 

  ② 情報発信・周知 

ホームページ、その他 SNS、ポスター、チラシ、立て看板、巡回配布物等を活用し発信業 

務を行い、周知を図る。 

 ● 作成する設置（開始、状況、閉鎖、場所の変更など） 

● V 募集、募集中止、過不足、活動状況等 

● ニーズ募集、募集中止、過不足 

● 被災地、避難場所、ライフライン、交通機関、福祉施設、病院、小売店の状況など 

 

  ③ 情報共有・管理 

   前項発信内容については、スタッフミーティングで説明するとともに、スタッフだけでなく、 

関係機関・団体間とも情報共有を図る。 

● 区災 VC 内の回覧や掲示板を活用する。 

● 関係機関団体宛てに連絡ないし配布する。 

● 「情報発信一覧表」に記入し、記録する。 

 

２）情報担当 

 ① 被災地・者の状況は時間の経過とともに変化し、V に求められることも変化する。 

 

 ② 被災地・者の被災状況、ライフラインの被災情報、各種避難所の状況、V 活動に関する状況 

などの情報収集を行い、スタッフミーティングでの説明、区災 VC 内掲示や、その情報が必要 

と考えられる関係機関団体への提供など、情報共有を図る。 

 

③ 情報収集の先は、対策本部、自治会・町内会、地域防災拠点など各種避難場所、警察・消防・ 

ライフライン機関・医療機関、民児協、NPO、V 団体、企業等。 
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  ④ ニーズ担当荒の依頼に基づき、ニーズ聞き取り現地調査に協力する。 

     

３）ニーズ担当 

① ニーズ対応の基準 

・V の安全・安心が確保でき、V 活動が役に立つものであること 

・屋内作業の場合、ニーズの受付の際、応急危険度判定の結果など建物の安全性を確認する。 

（応急危険判定の結果等で対応できない場合は、専門ボランティアや関係機関に依頼する。） 

・疾病、障がい者、高齢者など配慮を有する住民や、被災程度がより深刻な方を優先する。 

・一義的な行政の対応がなされないものであること 

・代替するサービスがないものであること 

・営利活動に資さないこと（※相談者の生活状態や復旧状況に応じ勘案する。） 

・宗教活動、政治活動に関連しないこと 

・被災者の自立の支援につながるものであること 

※判断がつかない場合は、検討した後、回答することを伝える。 

※引受け不可能で、他に行政の担当部局がある場合は、その連絡先を伝える。 

（例：粗大ごみ、大型廃棄物等の運搬、倒壊家屋の廃材撤去、屋根の破損箇所の修繕） 

 

② ニーズ受付け体制の確立 

・広報( ホームページやチラシなど)を通じ、区災 VC 設置、ニーズ受付実施を周知しておく。 

・窓口の設置   被災者ニーズを受け付けるための電話と窓口の設置  

 

  ③ ニーズの受付 

・電話、来所、現地調査により聴き取りを行う。 

・聴き取りの場合、必ず 2 人で対応する。 

・依頼者は被災し混乱状態にあるため、その気持ちを察し謙虚に誠意をもって、冷静に聞く。 

あわせて、相談の中から被災者の状況や隠れたニーズを把握するよう努める。  

・「ニーズ把握票」の項目に沿って、必要事項（内容に漏れ、誤りがないよう）を、正確に聴き 

取り、同票に記入する。 

  ・ニーズ内容が安全性に疑問がある場合など現地調査が必要と判断される場合には、ニーズ担当現 

地調査員や情報担当に依頼する。 

  ・記入した「ニーズ把握票」に基づき、「V 派遣・活動報告書」に要点を記入する。  

   ※安全確認等派遣基準を守ること。対応できる内容かどうか判断に迷う場合は協議する。 

・「V 派遣・活動報告書」に受付番号（通し番号）を記入する。 

  ・記入完了した「V 派遣・活動報告書」を地図担当に渡し、必要地図の作成を依頼する。 

 

  ④ 専門ボランティア 

   ・専門 V に関する依頼があった場合、活動内容、活動期間等を確認し、障がい者、外国籍住民の 

場合、当センター・コーディネート・グループの障がい児者支援班、外国籍住民支援班に対応を 

要請する。 

・上記以外の専門的活動の場合には、対策本部ボランティア班に連絡し、対応を要請する。 
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 ⑤ 聴き取りの際の留意事項 

・活動の安全が確保されているか、特別な配慮が必要でないか。 

 ・緊急を要するか。（高齢者・障がい者世帯、一人暮らし高齢者などのケースは、 優先的に派遣） 

 ・希望活動日や時間帯は前後する場合があることを説明する。（区災 VC から事前連絡を行う。） 

・V の年齢・性別を考慮する必要はあるか。 

・依頼現場までの経路地図を作成する。（必要に応じて活動場所周辺のトイレ・ガソリンスタンド・ 

コンビニ等の位置を表記）  

   ・待機している V の概数を念頭において、派遣人数を依頼者にアドバイスする。 

 ・依頼内容が「危険な作業や企業の営利活動に関するもの、政治活動や宗教活動に関するもの、極 

端な重労働など」に該当する場合は、丁重にお断りする。ただし、専門技術の必要な作業の場合 

は、対策本部を紹介する。 

   ・判断に困る場合は一人で解決せず、他のスタッフに相談。場合により、「現場を見てから可能か 

  どうか判断させてもらう」ことを依頼者に伝える。  

   ・活動終了時間（区災 VC への帰着時間）が午後４時（季節によって変更の場合も）であること 

  を伝える。 

   ・V 派遣依頼のニーズ以外にも被災者等から苦情や意見等が多く寄せられる。 内容を良く聞き取 

り、V 派遣依頼以外の内容については「生活相談票」及び「苦情対応記録」により記録をとり、

スタッフ用掲示板への掲示、ミーティング等で報告により、スタッフ間での情報を共有する。ま

た、必要に応じ関係機関等へつなげる。  

・１日終了後、報告担当からの活動報告書提出と連絡を受けて、翌日以降の活動が必要な場合は「V

派遣・活動報告書」（様式）を再度作成する。 

  

⑥ 現地調査 

・ニーズ受付は、原則として現地調査をする。その場合、最低でも２人で出向く。必ず被災地の 

地理に詳しい被災地自治会町内会・地区社協の役員・民生委・地元 V とペアにして調査に当た 

る。調査に入った際に周辺地域を巡回して依頼促進リーフレットを配布するなど、潜在ニーズを発 

掘する。 

・ニーズ受付で疑問がある場合、その場で判断せず、写真等の記録をとったうえで、スタッフ間 

で検討し判断する。応急危険判定の結果等で対応できない場合も、調査結果を持ち帰り、ニ 

ーズ票を完成させる。 

  ・電話が不通の地域も多く、事前の連絡が十分にできない場合もある。その場合は、被災地域の 

住宅や避難所を訪問して確認することが必要になる。  

・時間の経過とともに寄せられるニーズも増えていくが、要援護者の声はセンターに届きにくいこ 

とが多い。そのため、一定時間後に再度現地調査を行う必要も出てくること意識しておく。 

・被災者の状況・ニーズ等の把握と潜在ニーズ発掘のため、活動依頼が少ないとき、減少する時期 

など状況によって「ローラー聴き取り作戦」を行う。 

  ・聴き取りが終わった時点で、依頼者（または代理人）に次の項目を確認する。 

   依頼事項、被災状況、活動場所の危険度合、ライフラインの状況、駐車スペース、トイレの有 

無、派遣希望日、必要人員、必要資機材の内容と数量、活動場所までのアクセス（車通行の可 

否、時間） 
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⑦ 地図作成 

・ニーズ受付担当から回送された「V 派遣・活動報告書」を基に、当住所を基に区災 VC から活 

動現場までのルート(道のり)がわかる広域地図と現場付近で活動現場が特定できる詳細地図の 

２種類を作成。 

・地図は、V が活動現場に移動しながら使用するもので、活動現場で濡れたり、汚れたりする 

などして、き損･破損する。再度私用する場合があるため、A４サイズ・クリアファイルに入れ 

る。 

   ・「V 派遣・活動報告書」と地図の入ったクリアファイルをマッチング担当へ渡す。 

 

⑧ 依頼件数の集計 

 受付番号を記入した「V 派遣・活動報告書」の内容を『ニーズ日計表』に転記し、総務班（庶

務）に報告する。 

 

 


