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東北地方太平洋沖地震による被災された方々等

に対するボランティア活動の登録のお願い

今般の東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故により被災されま

した地域の方々におかれましては、衷心より御見舞申し上げます。

現在、被災地には災害ボランティアセンターが設置され、支援が始まっています

が、安全面への配慮、膨大な瓦礫の撤去等から、原則、ボランティアの登録は、県

内や市町村内の在住者など活動場所へ通える方に限定されています。しかし、今後、

復興までの間、被災地内外の一時（次）避難所あるいは仮設住宅、また、全国に確

保された公営住宅、公社住宅等が被災された方々の生活の場となります。

災害時のボランティア活動は、各自が活動募集の有無・範囲等を確認し、行動と

安全に責任をもち自発的に参加することが基本ですが、被災された方々が多様かつ

大規模であるため、個別の要望への対応や広域的な活動が必要になると考えます。

こうした状況に鑑み、各地の行政機関やボランティアセンター、民間団体や施設

等との連携協力を原則としつつ、個々のニーズや生活環境等に応じ、会員校が多様

な職業領域・分野に関する教育を行う専修学校各種学校の特徴や機能を活用して企

画したボランティア活動の情報を、本連合会で集約すると同時に、全国に発信して

いくこととしました。

ついては、「ボランティア活動の登録票」の様式等をお送りいたしますので、何

卒、本趣旨をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

なお、提出いただいた情報は、本連合会ホームページの「東日本大震災への復興

支援」に掲載するとともに、掲載の情報を政府や各都道府県の関係機関等に連絡さ

せていただきます。

【お問い合せ・情報ご提出先】

全国専修学校各種学校総連合会 事務局

〒102-0073 東京都千代田区九段北４－２－２５ 私学会館別館１１階

TEL：03-3230-4814 FAX：03-3230-2688

E-mail：partners@zensenkaku.gr.jp
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【参考１】

ボランティア活動に対する政府・団体の提供情報（平成２３年４月４日現在）

※ 現在、東北地方太平洋沖地震の被災地の状況やボランティア活動等の情報を取

りまとめて提供している政府、公的団体等のサイトの内容を参考情報としてお知

らせします。内容は随時、更新されますので、最新の情報をご確認ください。

■首相官邸災害対策ページ＞支援をお考えの方へ

…http://www.kantei.go.jp/saigai/note.html#sien

◆ボランティア活動

●ボランティア情報

現在、被災地では余震が続くなどにより、自衛隊や警察等の災害の専門家以外は被災地に

立ち入り、活動することが難しい状況にあります。

ボランティアとして活動を希望されている皆様は、被災地支援・災害ボランティア情報（全

社協）に、被災地の最新情報が随時掲載されますので、これを活動の参考にしていただきま

すようお願いいたします。（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/volunteer_tohokutaiheiyo.html

◆都道府県別

●各都道府県

各都道府県が実施している被災地支援についてリンクをまとめましたので、ご覧ください。

http://www.kantei.go.jp/saigai/sien.html

1.厚生労働省ホームページ＞生活保護と福祉一般

…http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/volunteer_tohokutaiheiyo.html

【東北地方太平洋沖地震のボランティアを希望している皆様へ】

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震は、未曾有の大規模災害となり、

被災地の被害状況の全容は現在も明らかになっておりません。皆様の中には、被災した方々

の支援をするため、すぐにでも被災地に駆けつけたいとお考えの方もいらっしゃると思いま

す。

しかし、現在、被災地では余震が続くなどにより、自衛隊や警察等の災害の専門家以外は

被災地に立ち入り、活動することが難しい状況にあります。また、この状況で被災地に入り

ますと、二次災害が発生するなどの恐れもあります。

ボランティアとして活動を希望されている皆様におかれましては、「全国社会福祉協議会全

国ボランティア・市民活動振興センター」のホームページの「災害ボランティア情報」に、

被災地の最新情報が随時掲載されますので、これを活動の参考にしていただきますようお願

いいたします。

1-1.社会福祉法人全国社会福祉協議会全国ボランティア・市民活動振興センター

…http://blog.goo.ne.jp/vc00000

1-2.社会福祉法人全国社会福祉協議会＞｢東北地方太平洋沖地震｣被災地支援活動

…http://www.shakyo.or.jp/saigai/touhokuzisin.html

ボランティア活動を行う前に、必ず内容をご確認ください。
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○被災地での災害ボランティアセンター設置とボランティア受け入れ状況

○災害時のボランティア活動について

2.首相官邸災害対策ページ＞被災地支援に関する各都道府県ホームページ

…http://www.kantei.go.jp/saigai/sien.html

平成２３年３月２３日 更新

※ 支援物資の受入れ等については、都道府県ごとに取扱いが異なりますので、詳細は各都道

府県にお問い合わせください。

北海道
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm
/ktk/bosaijohosite.htm

青森県
http://www.pref.aomori.lg.jp/koho
/disaster_life.html

岩手県
http://sv032.office.pref.iwate.jp
/~bousai/

宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/kihu.ht
m

秋田県
http://www.pref.akita.lg.jp/icity
/browser?ActionCode=genlist&Genre

ID=1300175305632
山形県
http://www.pref.yamagata.jp/ou/so

mu/020020/03/fukkou/fukkou.html
福島県
http://www.pref.fukushima.jp/j/in

dex.htm
茨城県
http://www.pref.ibaraki.lg.jp/ind

ex.html
栃木県
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kin

kyu/jishin.html

群馬県

http://www.pref.gunma.jp/05/a0700
008.html
埼玉県

http://www.pref.saitama.lg.jp/pag
e/tohokukanto.html
千葉県

http://www.pref.chiba.lg.jp/kensh
idou/gienkin.html
東京都

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OS
HIRASE/2011/03/20l3fc00.htm

神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f
100602/

新潟県
http://www.pref.niigata.lg.jp/bos

ai/H23touhokujishin.html
富山県
http://www.pref.toyama.jp/section

s/1001/201103eq/index.html#messag
e

山梨県
http://www.pref.yamanashi.jp/hoke
nsom/tohokujishin_shien.html

長野県
http://www.pref.nagano.jp/kikikan
/23jishinjoho.htm

静岡県
http://www.pref.shizuoka.jp/kinky
u/index.html

石川県
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ke
nmin/saigai/20110311.html

福井県
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/k
ikitaisaku/tohoku-earthquake.html

岐阜県
http://www.pref.gifu.lg.jp/emerge

ncy/gienkin.html
愛知県
http://www.pref.aichi.jp/saigaijo

ho/
三重県
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/

2011030263.htm
滋賀県
http://www.pref.shiga.jp/hodo/new

s/20110311.html

京都府

http://www.pref.kyoto.jp/saigaish
ien/
大阪府

http://www.pref.osaka.jp/koho/toh
oku_jishin/index.html
兵庫県

http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac20/
ac20_000000136.html
奈良県

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_m
enuid-23380.htm

和歌山県
http://www.pref.wakayama.lg.jp/pr
efg/011400/kikikanri/touhokuzisin

/index.html#y0
鳥取県
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.

aspx?menuid=154687
島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/sho

bobosai/tohoku_jishin.html

岡山県
http://www.pref.okayama.jp/kinkyu/d
etail-92436.html

広島県
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kou
hou/saigai/index.html

山口県
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms
/a13200/tohokujishin/shien.html

徳島県
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2
010112200142/

香川県
http://www.pref.kagawa.lg.jp/jishin
-sien.shtml

愛媛県
http://bosai.pref.ehime.jp/higai/hi

saisien.html
高知県
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki

/111301/h22-koho-shien.html
福岡県
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a01/j

isinnsaigai.html
佐賀県
http://www.pref.saga.lg.jp/web/inde

x/bousai-top/bousai-kinkyu/touhoku.
html
長崎県

http://www.pref.nagasaki.jp/koho/ki
nkyu/sien/index2.html
熊本県

http://www.pref.kumamoto.jp/site/si
nsai20110311-p/
大分県

http://www.pref.oita.jp/site/jishin
info/gienkinbokin.html
宮崎県

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/cont
ents/org/fukushi/fukushi/shakai_fuk
ushi/page00227.html

鹿児島県
http://www.pref.kagoshima.jp/bosai/
sonae/sonae/touhokujishin.html#3

沖縄県
http://www3.pref.okinawa.jp/site/vi

ew/contview.jsp?cateid=13&id=23934&
page=1
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■3.11 救援情報サイト 内閣官房震災ボランティア連携室 連携プロジェクト

「助けあいジャパン」…http://tasukeaijapan.jp/

「助けあいジャパン」は、内閣官房震災ボランティア連携室と連携し、インターネットを

通して広くみなさまに情報提供をしていく民間プロジェクトです。

このサイトは、官と連携し、被災地の災害ボランティア拠点から届く情報をみなさんに提

供する目的でつくられました。

ただし、前例のない大きな被害により、被災地の拠点がまだ対応できる状況ではありませ

ん。

一刻も早く情報をお届けしたいと思っておりますが、現地の状況が整うまで、いましばら

くお待ちください。

今後、被災の情報を集約して、みなさまにご提供していきます。

助けあいジャパンは、息の長いプロジェクトになります。みなさまのご理解とお力添えを、

どうぞよろしくお願いいたします。

1.「助けあいジャパン」ボランティア情報ステーション
…http://www45.atwiki.jp/volunteermatome/

●本サイトの目的

本サイトは東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）に関連する災害ボランティア情報を掲

載しています。ボランティアをしたいという方と募集している被災地を結びつけることを目

的としています。

ボランティアはマスメディアで紹介されている被害の大きな地域だけでなく地元で出来る

こともあります。そのためサイトでは 地元で出来るボランティアの情報も掲載しています。

マスメディアで注目される被災地にボランティアが殺到するのを避け、自分の出来る範囲で

貢献していただけると幸いです。

●本サイトの使い方

被災地へのボランティアにすぐ駆けつけるのは控えてください。

ソーシャルメディア上や現地からの情報によって物資や人員の不足が指摘されますが、受

け入れ態勢がない状況では専門ボランティア以外は被災地に迷惑をかけてしまいます。その

ためこのサイトでは新聞記事、各地の社会福祉協議会がネットにボランティアの受け入れや

募集を公表した情報のみを掲載することにしています。

誰もが参加できる「一般」と介護や医療などのスキルを持った「専門（技能）」別に掲載し

ています。専門的なスキルや資格がない方は一般をご覧ください。

現地の状況は刻々と変化しており、掲載された情報が変更されている可能性もありますの

で、リンク先や、公表元を見るなどして、最新情報を確認するようにしてください。問い合

わせが中止となっている場合は、受け入れ先への問い合わせを控えてください。

また、物資支援、義援金や献血情報については被災地への援助総合@wiki*をご覧下さい。

被災地に個人が直接物資を送付することは控えてください。

*被災地への援助総合@wiki…http://www45.atwiki.jp/jishinhigashinihon/

●参加できるボランティアを探すことが出来ます

・現在募集中・登録中のボランティア情報

…http://www45.atwiki.jp/volunteermatome/pages/112.html

●地域別・分野別で探せます。市民ボランティアは「地域別」からどうぞ

・地域別・一般ボランティア情報
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…http://www45.atwiki.jp/volunteermatome/pages/41.html

・分野別・専門ボランティア情報

…http://www45.atwiki.jp/volunteermatome/pages/20.html

■文部科学省「東北地方太平洋沖地震・子どもの学び支援ポータルサイト」

…http://manabishien.mext.go.jp/

「東北地方太平洋沖地震・子どもの学び支援ポータルサイト」は、被災地域で現在どのよう

な支援を必要としているのかを各地方公共団体や教育委員会等を通じて掲載していただくと

ともに、支援をご検討いただいている地方公共団体・教育委員会・学校・企業・ＮＰＯ等がど

のような支援を提供することができるのかについてご登録いただくことにより、被災地域での

支援が円滑に行われることを目指し、作成したものです。

関係各所におかれましては、積極的に被災地域への支援をご検討いただきますとともに、そ

の際には当サイトを是非ご活用いただければと思います。

被災地・被災者から支援の要請

⇒支援の要請を登録する…http://manabishien.mext.go.jp/summary/

⇒支援の要請一覧を見る…http://manabishien.mext.go.jp/summary/支援の要請情報一覧/

被災地・被災者への支援の提案

⇒支援の提案を登録する…http://manabishien.mext.go.jp/data_list/

⇒支援の提案一覧を見る…http://manabishien.mext.go.jp/data_list/支援の提案情報一覧/
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【参考２】

専修学校・各種学校におけるボランティア活動の考え方

１．平成２３年３月末時点の状況

現在、「現地までの交通手段が限定され、車両を用いても地域によって給油が受

けられないこと」、「未だに余震活動が続いていること」、「現地では水や食料等が不

足し、調達が困難であること」等から、募集範囲を「同一の県内・市町村内に所在

し、通える人」に限定する地区が多くなっています。

また、災害ボランティアセンターで受け入れている主な活動内容は、

○ 支援物資集積場…支援物資の仕分け、配送準備など

○ 避難場所…避難者の受付、支援物資の受入・配付、清掃、高齢者の話し相手、

子どもの遊び相手など

○ 被災地全体…家屋の後片付け（壊れた家具等の移動、泥の撤去など）、粗大

ゴミの片付け、被災地内の清掃、炊き出し、給水（運搬）活動、交通整理など

となっています。

したがいまして、現状で活動を検討されている会員校では、【参考１】に掲載し

たサイト等を通じて正確な情報を収集、教職員・学生生徒等の安全に配慮しつつ、

被災された方々の支援に取り組んでいただきますようお願いいたします。

２．平成２３年４月以降の対応

今後、交通機関の復旧や余震の沈静化等により、本格的なボランティアの受入れ

が開始した段階でも、当然ながら、被災地や避難場所等のニーズを踏まえた活動を

行うことになります。今回の会員校のボランティア活動の登録は、各会員校の専門

教育の内容や機能を活かし、被災地や各地の避難場所等において、専修学校各種学

校だからこそ可能な個々の被災された方々の多様なニーズに応えるメニューを提

供することを考えたものです。

したがって、活動のメニューは、例えば、不便・不慣れな居住環境の改善・向上、

高齢者や障がいのある方々や子どもたちへの対応、一般の被災者の方々の健康や体

力の維持への配慮など、様々な視点から、個々の学校の教育分野に基づいて具体的

に検討していただきます（作業の際の資格の有無も要検討となります）。

○ 工業系…避難場所の環境（採光、断熱、空調など）の改善、自転車・電化製品・

電子機器（おもちゃ）等の整備・修理、被災した企業や機関・組織等の各種シス

テム・プログラムの確認、データの修復 など。

○ 農業系…就農者の支援（農地の修復や開墾、ハウス・牛豚鶏舎の修繕、農産物

の植付け・栽培・収穫・加工、酪農や養鶏豚の補助など）、避難場所での植栽に

よるヒーリング など
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○ 医療系…派遣されている医療技術専門職のサポート、一般の被災者に対する施

術（あんま・マッサージ・指圧、体力維持の運動療法の指導など）、障がいのあ

る被災者に対する手話・筆記の対応、高齢の被災者に対する傾聴 など

○ 衛生系…被災者に対する整髪・洗髪、高齢の被災者に対するコスメティックセ

ラピー、被災者に対する栄養摂取の指導、避難場所で調達可能な食材を使った調

理の指導、年少の被災者等に対するパン・お菓子づくりを通じたセラピー など

○ 教育福祉系…幼児等の被災者に対する保育・保育支援、高齢や障がいのある被

災者に対する介助・介助支援、介護専門職が被災地に派遣された被災地以外の施

設での介助・介助支援 など

○ 商業系…高齢や障がいのある被災者に対するデジタル・デバイド防止を目的と

するＩＴ・パソコン講習（不要になった使用できるパソコン等の寄附）、年少の

被災者等に対する珠算講習（算盤等の寄附） など

○ 服飾系…高齢や障害のある被災者、または年少の被災者等に合わせた衣類の縫

製や直し、被災者にとって思い出となる衣類や小物のかけつぎ（かけはぎ）や直

し、季節や現地の気候に応じた衣類のデザインや縫製 など

○ 文化教養系…卒業制作のアニメーション等の上映、年少の被災者に対するイラ

スト・デザインの指導、被災者に対するスポーツ・レクリエーションの指導支援、

音楽演奏・ダンスパフォーマンス、被災者のペットの散歩・トリミング など

上記の活動例は、専修学校各種学校の分野別に考えられる事例案を本連合会事務

局で想定したものであり、実際に被災された方々のニーズに応える活動、災害ボラ

ンティアセンターで募集する活動ではありません。

各会員校では、日頃の教育活動に基づくより優れた取組、被災された方々の立場

にたって工夫された取組等を企画していただき、ご提案いただきますよう、お願い

いたします。

なお、ボランティア活動の情報は、全専各連ホームページ「東日本大震災の復興

支援」にボランティア活動の計画情報として閲覧・ダウンロードできるように掲載

いたします。同時に、本情報の掲載については、各都道府県の専修学校主管課や災

害ボランティアセンター等に連絡し、実施を希望するセンター等から、企画を提出

いただいた学校に直接ご連絡していただき、調整をしていいただく方法となります

ので、お取り計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。


