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かまボランティア・市民活動センターに関する事業報告 
 

１．総 括 

  今年度の相談件数は、昨年度と比べて 34 件少ない 128 件でしたが、4月 14 日、16 日に発生した熊本地震におけるボランティア活動希望者

からの相談は増えました。センターには 18 人が登録（うち災害ボランティア活動希望者 14 人）し、登録者総数は 181 人となりました。 

  熊本地震の発生により災害ボランティアセンターは、4月 18 日から市内のスーパー等の協力を得て、義援金の募金活動を行ったほか、 

熊本県山鹿市社会福祉協議会と連携し、被災された方々が必要とする物資を募集し、多くの市民の方にご協力をいただきました。 

また、大分県竹田市社会福祉協議会が熊本県南阿蘇村を支援するため、ボランティアの拠点となるベースキャンプを立ち上げたことで、そ

の運営に協力し、14 人の職員、延べ 333 人が現地で活動しました。この活動は、筑豊ブロック管内の市町村社協からも、協力を得ることが

できました。 

  今回の熊本地震における支援を通して、被災された方を中心に据えた災害ボランティアセンターを運営することの重要性や日常からの連携

の必要性を再認識することとなりました。今後、災害ボランティアネットワーク連絡会やかまボランティア・市民活動センター運営委員会を

つうじて、災害ボランティアセンターのあり方等を考えていきたいと思っています。 

  情報の発信については、広報紙により市内のボランティア募集情報や活動の様子などを 12 回提供しました。また、ブログや Facebook では、

災害が発生したこともあって 85％以上が災害関係の情報提供となりました。 

２．事業実績 

 （１）相談件数 128 件 

＜相談内容＞ 活動申込み 22 件 ・活動依頼 19 件 ・備品貸出 1件 ・活動保険 30 件 ・その他 56 件 

 

（２）広報紙「えがお」による情報発信 

  12 回（第 122 号～第 133 号）全戸配布 

 

（３）SNS を活用した情報発信 

   ・ボランティア募集情報 40 回 ・イベント情報 10 回 ・災害関連情報 370 回 ・その他の情報 10 回 

 

（４）ボランティア活動のコーディネート 

   ボランティア活動に関するコーディネートを 18 施設（団体）と行い、101 人が活動に参加した。 

 

（５）ボランティア保険への加入促進 

   ①ボランティア活動保険  

    加入件数 53 件（稲築地区 20 件 碓井地区 7件 山田地区 16 件 嘉穂地区 9件 市外 1件） 

    加入者数 401 人（稲築地区 130 人 碓井地区 30 人 山田地区 130 人 嘉穂地区 110 人 市外 1人） 

     このうち、230 人に助成枠を活用した。 

   ②ボランティア行事用保険 

    加入件数 45 件（稲築地区 19 件 碓井地区 10 件 山田地区 10 件 嘉穂地区 6件） 

     サロンによる加入件数 24 件（稲築地区 6件 碓井地区 8件 山田地区 5件 嘉穂地区 5件） 

     サロン以外での加入件数 21 件（稲築地区 13 件 碓井地区 2件 山田地区 5件 嘉穂地区 1件） 

 

（６）ボランティア・市民活動センター運営委員会の開催 

開催年月日／平成 28 年 10 月 28 日（金） 出席者数／7人 

内容／①かまボランティア・市民活動センターの役割について ②委員長・副委員長の選出について 

      ③平成 27 年度事業報告について ④平成 28 年度の事業について ⑤熊本地震における支援活動について 

開催年月日／平成 29 年 3 月 17 日（金） 出席者数／6人 

内容／①平成 29 年度のかまボランティア・市民活動センターの取り組みについて 

②災害ボランティアネットワーク委員会について 

 

（７）災害ボランティア連絡会の開催 

  開催年月日／平成 29 年 3 月 17 日（金） 出席者／9人 

      内容／①熊本地震における災害ボランティアセンターの活動について 

②平常時、災害発生時における必要な取り組みと連携について 

 

（８）災害ボランティアセンターの取り組み 

  ①平成 28 年度熊本地震における義援金街頭募金の実施 

   ・実施日／平成 28 年度 4月 18、19、23 日  

・実施場所／フードウェイ稲築店、スーパー川食碓井店、スーパーASO 大隈店、カッホー馬子屏、道の駅うすい 

・募金総額／427,796 円 

  ②平成 28 年度熊本地震における救援物資の募集及び搬送 

   ・募集期間／平成 28 年 4 月 19 日（火）～22 日（金）【5日間】 

   ・搬送日／平成 28 年 4 月 23 日（土）、25 日（月） 

   ・搬送先／山鹿市社会福祉協議会鹿央支所、デイサービス紅い華、くまもと障がい者労働センター 

        南阿蘇村社会福祉協議会、西原村社会福祉協議会、大津町社会福祉協議会 

  ③平成 28 年熊本地震における義援金箱の設置 

   ・募集期間／平成 28 年 4 月 18 日（月）～平成 29 年 3 月 31 日（金） 

   ・設置場所／稲築住民センター、山田ふれあいハウス 

   ・寄せられた義援金額  97,743 円 
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  ④平成 28 年熊本地震におけるボランティア活動支援 

  ・活動日／平成 28 年 7 月 23 日（土）、30 日（土）、8月 20 日（土） 

  ・活動先／南阿蘇村災害ボランティアセンター立野サテライト 

  ・活動内容／立野地区での災害ボランティア活動 

  ・延べ活動者数／15 人 

⑤平成 28 年度第 3 回災害ボランティアセンター運営者研修 

  ・日時／平成 29 年 1 月 30 日（月）～平成 29 年 1 月 31 日（火） 

・場所／岐阜県（長良川国際会議場） 

・参加者数／2名 

 

（９）使用済み切手の送付 

   市民のみなさんから届けられた使用済み切手を収集団体に送付した。 

   送付先：公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会  送付した切手の総量 12 ㎏ 

 

（１０）福岡県立稲築志耕館高校 1 年生ボランティア体験学習への協力 

生徒のみなさんが希望するボランティア活動について受け入れ施設等と調整を行い、ボランティア活動への参加をサポートした。 

  期間：平成 28 年 7 月 21 日（木）～8月 22 日（月） 参加者数 185 人 

 

 

 

 

 


