
平成 23 年度 佐賀県民災害ボランティアセンター事業報告書 

 

1.会員加入数 

 平成 23年度 個人会員  873名（ 913 口）   賛助会員 33団体（ 43口） 

※会費／個人会費１口：1,000円  賛助会費１口：10,000 円 

 

2.災害ボランティア被災地活動 

「ボランティアバスによる活動」 
被災地で必要とされる災害ボランティア活動（がれきの撤去や家屋の清掃など）を現地で行う

ため、東日本大震災被災地及び台風１２号(近畿中国地方)災害被災地への、ボランティアバス運

行。 
≪東日本大震災被災地支援≫ 

   ○活動地 福島県いわき市 
   ○日程及び参加 

第 1 回：4 月 24 日（火）～28 日（土） 参加者 22 名 
第 2 回：5 月 17 日（火）～21 日（土） 参加者 19 名 
第 3 回：5 月 24 日（火）～28 日（土） 参加者 21 名 

○行程（4 泊 5 日：車中泊含む） 
1日目 12：00  佐賀城本丸歴史館駐車場出発 陸路現地へ（車中泊） 
2日目  8：30  現地入り 終日ボランティア活動 （いわき市内宿泊） 
3日目  9：00  終日ボランティア活動 （いわき市内宿泊） 
4日目  9：00  終日ボランティア活動  終了後、19：00 現地出発（車中泊） 
5日目 14：00  帰着 

 
≪台風１２号(近畿中国地方)災害被災地支援≫ 
○活動地 和歌山県古座川町 

   ○日程及び参加  9 月 14 日(水)～17 日(土) 参加者 12 名 
 ○行程（3 泊 4 日：車中泊含む） 

   1日目  19：00    佐賀県社会福祉会館 出発 陸路現地へ（車中泊） 
    2日目   9：00    現地入り 終日ボランティア活動 （古座川町内泊） 

    3日目   9：00   終日 ボランティア活動  終了後、現地出発（車中泊） 

      4日目   8：00   帰着 
 

3.県内市町社会福祉協議会及び各種団体等への支援 

（1）市町社会福祉協議会の災害ボランティアセンター活動支援費助成 

助成先：唐津市、多久市、武雄市、小城市、有田町の各社会福祉協議会（５市町社協） 

 

（2）団体活動支援費助成 

   助成先：佐賀県民生委員児童委員協議会、佐賀県ボランティア連絡協議会、佐賀県老人福祉

施設協議会、佐賀県長寿社会振興財団、佐賀県柔道整復師会、佐賀県地域婦人連絡

協議会、佐賀県介護福祉士会、佐賀県精神障害者家族連合会、佐賀県社会福祉協議

会（9 団体） 



 

（3）講師等派遣 

  ●各団体が取り組む災害ボランティアの研修会等への講師、指導者の派遣 

期日 団体名 研修名・内容 参加対象・人数 

5月 21日 
諸富町ボランテ

ィア推進協議会 

災害ボランティアについて 

～東日本大震災から学ぶ～ 
一般 43名 

6月 7日 
江北町社会福祉

協議会 

「江北中学校 総合学習」 

東日本大震災における災害ボランティア活動につ

いて 

中学生 96名 

6月 14日 
佐賀県身体障害

児者施設協議会 

自然災害時の対応と連携のあり方について 

～東日本大震災から学ぶ～ 
身障施設職員 30名 

6月 17日 
江北町ボランテ

ィア協議会 

災害ボランティアについて 

～東日本大震災から学ぶ～ 
一般 60名 

7月 28日 
武雄市社会福祉 

協議会 

東日本大震災での災害ボランティア活動の状況と 

その支援について 

武雄市社協 

理事・監事・ 

評議員 

49名 

8月 22日 西九州大学 東日本大震災復興ボランティア事前説明会 
西九州大学生 

一般 
50名 

9月 7日 
佐賀市社会福祉

協議会 

災害ボランティアについて 

～東日本大震災から学ぶ～ 
一般 

108

名 

9月 15日 武雄市 
被災地支援ボランティア事前説明会 

～ボランティアの心構え、準備～ 
一般 60名 

11月 18日 

佐賀県市町社会

福祉協議会職員

連絡協議会 

東日本大震災から学ぶ、災害時、社協はどううご

くか 
市町社協職員 22名 

11月 19日 西九州大学 
「社会福祉研究会」 

～災害時に社会福祉はどんな貢献ができるか～ 

西九州大学生 

一般 

100

名 

11月 22日 
佐賀県長寿社会

振興財団 

「高齢者大学」 

東日本大震災から学ぶ 

～地域の防災・災害時の活動へ活かす～ 

高齢者大学生 44名 

2月 25日 
鳥栖市社会福祉

協議会 
災害ボランティア養成講座 一般 30名 

 

 



 

4.人材育成 

（1）平成 23 年度佐賀県総合防災訓練（災害ボランティア現地救援本部運営訓練）参加 

実 施 日：平成 23年 5月 22日（日） 

場   所：訓練会場 筑後川運動公園（神埼市千代田町） 

訓練内容：現地災害ボランティアセンター設置運営訓練、情報発信訓練、 

被災地ボランティアセンター情報伝達訓練、ボランティア活動訓練 

（2）東日本大震災 災害ボランティア研修会の開催 

実 施 日：平成 23年 6月 30（木）19：00～21：00 

場   所：佐賀市文化会館 

対   象：東日本大震災被災でのボランティア活動を予定している方や、 

災害ボランティアに関心がある方等  ７０名 

研修内容：災害ボランティアの心構え、服装などの必要な準備、活動の仕方など 

 

5.広報啓発・情報提供 

(1) 関係機関等へ会員募集チラシの作成配布 10,000 枚 

(2) 広報・啓発 

○会員募集案内を佐賀新聞の「福祉のまちだより」で掲載 

○災害ボランティアセンターホームページの運営 

   ○全国災害情報（全社協「福祉救援・災害ボランティア情報」）を各種関係団体等へメール

にて情報を提供するとともに、ホームページにも掲載し情報提供を図った 

   ○東日本大震災復興写真展(佐賀県主催)での支援活動の紹介パネルの展示 
   ○会員向け情報誌「災害ボラ通信」の発行（２回） 

   

6．会議等の開催 

(1) 監事監査 

日 時：平成 23年 6月 17日（金） 

内 容：平成 22年度事業報告、収支決算に係る監査 

 

(2) 運営委員会 

日 時：平成 23年 6月 29日（水） 

場 所：佐賀県社会福祉会館 

協議事項：・東日本大震災に係る支援活動の状況について（報告） 

・平成 22年度事業報告及び収支決算（案）について 

・平成 23年度事業計画及び収支予算（案）について 

 
 

http://blog.goo.ne.jp/vc00000

