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美浜町ボランティアだより 平成30年２月１日　（４）第４５号

　災害ボランティアセンターとは、災害時に被災地に設置される災害ボランティア活動を円滑に進めるための拠
点のことです。平成7年の「阪神・淡路大震災」で多くのボランティアが参集し、日本の災害ボランティア活動が本
格化しましたが、このとき、被災者支援などのニーズに対して、的確なボランティアのコーディネートを行う組織
が必要とされ、災害ボランティアセンターが誕生しました。その後、東海豪雨や東日本大震災など大きな災害に
見舞われた被災地に立ち上げられ、運営されるようになりました。
　災害ボランティアセンターは、被災した地域の社会福祉協議会やボランティア活動に関わっている関係団体、
NPO、行政等が協働して担うことが多くあります。また被災地内外から様々な支援、災害ボランティアセンター
の運営経験者や団体の応援・関わりが行われる場合もあります。
　なお災害ボランティアセンターには大きく分けて３つの機能があります。

　本会は平成28年3月末に美浜町と『美浜町災害ボランティアセン
ターの設置等に関する協定』の締結を行っております。大規模な災
害が発生した場合には、円滑かつ効果的なボランティア活動を推進
するため、美浜町地域防災計画に基づき、行政が設置する災害ボラ
ンティアセンターの運営を行政との相互連携・協力により行います。
　また、昨年10月15日(日)に奥田小学校で開催されました「美浜町・
奥田学区合同防災訓練」に本会も参加し、職員による災害ボランティ
アセンターの立ち上げ訓練と、見学にお越しいただいた方にボラン
ティアセンターの役割等の説明を行いました。

ボランティア活動中に  例えば・・・
◎ ボランティア自身がケガをした（傷害事故）
◎ 他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊してしまった（賠償事故）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などの事故を幅広く補償します。

　ボランティアが活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合(傷害事故）と、活動中の偶然な事故によ
り他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の賠償責任を負った場合（賠償事故）、それぞれに
対し保険金をお支払いするボランティア活動をする方のための保険です。

　美浜町社会福祉協議会には、年間を通じて多くの方から美浜町内のボランティア
活動を教えてほしい、ボランティアグループを紹介してほしい、という相談が寄せら
れます。
　そこで、本会に登録いただいているボランティア
グループで、掲載の許可をいただいたグループの活
動内容等をまとめた紹介冊子を発行しております。
本会事務所パンフレットスタンドの他、本会ブログに
も一部活動風景の写真付きで掲載しております。是
非一度ご覧ください。

　美浜町社会福祉協議会では、下記の物品の収集箱を用意し、収集活動を
行っている専門の団体等に送付しております。それぞれ１枚、１つからでも
構いませんので、ぜひお持ちください。

　活動場所と自宅との往復途上の事故や、熱中症（日射病・熱射病）による傷害も補償す
るのが特徴です。
　なお天災プランは、基本プランにおける補償に加え、天災（地震、噴火または津波）によ
る直接的なケガも補償。余震等の心配もありますので、被災地でのボランティア活動を行
う際は、必ず「天災プラン」加入をお願いしています。

地域福祉活動の一環としたボランティア活動に関する各種行事における主催者および
参加者のケガや賠償責任を補償する「ボランティア行事用保険」もあります。

ボランティア活動保険 加入のご案内ボランティア活動保険 加入のご案内

美浜町社会福祉協議会登録ボランティアグループの紹介美浜町社会福祉協議会登録ボランティアグループの紹介

誰にでもできる身近なボランティア活動の一つ『収集活動』について誰にでもできる身近なボランティア活動の一つ『収集活動』について

傷 害 補 償

賠償責任補償

年間保険料

死亡・後遺障害保険金額
後遺障害保険金
入院保険金日額（１日につき）
通院保険金日額（１日につき）
手術保険金
身体障害・財物損壊共通、人格権侵害
基本プラン
天災プラン（基本プラン掛金を含む）

補償内容・年間保険料 Ａプラン
720万円

6,000円
4,000円

250円
400円

1,100万円

6,500円
4,500円

300円
500円

1,500万円

7,000円
5,000円

350円
590円

Ｂプラン Ｃ プラン

毎年４月１日から翌年３月３１日まで
・加入日の翌日から有効となります。
・前年度加入の方も更新手続きが必要です。

補　償　期　間

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100％～42％をお支払い

入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、それ以外の場合は5倍

1事故につき(支払い限度額） 5億円

＊未使用または書き損じハガキ（年賀状も可）  ＊使用済み切手
＊エコキャップ（ペットボトルのキャップ）  ＊ベルマーク
＊使用済みプリペイドカード・テレホンカード ＊不要になった携帯電話

① 被災地を応援したいと参集してくださるボランティアのための  【案内所機能】
② 被災地における多様な困りごとのキャッチや掘り起こしを行う  【相談所機能】
③ ボランティアと被災地における多様なニーズを調整する 【コーディネート機能】

被災地における多様なニーズ
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途方にくれている人

災害ボランティアセンターとは？ ①

案内所機能

被災地内外の様々な
支援者・団体

相談所機能

コーディネート機能

町内の道案内なら
任せといて！

心配な人がいるけど
どうしたらいいか？

力はないけど資金や
物品提供で協力できる！

美浜町ボランティアだより 平成30年２月１日　（２）美浜町ボランティアだより（３）　平成30年２月１日 第４５号 第４５号

精神保健福祉ボランティア講座  ～地域で生きることについて考える～ 

　美浜町・南知多町社会福祉協議会では、精神障がいに関心がある方を対象にボランティア講座を開催
します。この講座は、こころの病や精神障がいがあっても地域の中で生きていくことについて一緒に考
え、こころの病がある方への関わりなどについての理解を深めるとともに、病気や障がいに関係なく誰
もが安心して地域で暮らしていけるための契機づくりとなることを目指し開催します。
　どなたでも参加いただけます。お気軽にお申し込みください。

日　時

会　場

内　容

対　象

定　員
協　力
締　切

参加費

ご利用ください！
ボランティア活動資材（短期無料貸出）

　美浜町社会福祉協議会では、様々なボランティア活動や子ども会、老人クラブ、学校行事、福祉施設や地域の
イベント等で役に立つ『ボランティア活動資材』を用意しております。全て無料にて貸出を行っております。ぜひご
活用ください。予約も受け付けています。

利　用　料

利用できる人

貸 与 期 間

対　象

会　場

日　時

貸　出

※2月は第3月曜日です

平成30年 2月19日（月）  10：00～14：00
 3月12日（月）  10：00～14：00
 4月 9 日（月）  10：00～14：00
 5月14日（月）  10：00～14：00
 6月11日（月）  10：00～14：00

赤ちゃんから年配の方までどなたでも

美浜町福祉センター2階大会議室
（北方一丁目１番地・旧中部電力美浜営業所）

第2月曜日　午前10時～午後2時
（但し休日は第3月曜へ）
おもちゃの貸し出しは無料。一回に付き
お一人様１個、貸出期間１か月以内。
返却用おもちゃボックス設置有（１階受付）

☆ 今後の予定 ☆

　「おもちゃ図書館」はおもちゃがたくさんあり、誰でも自由に遊べる場。おもちゃの貸出も行っています。出入
り自由、事前の連絡も不要です。木のおもちゃ、手づくりのおもちゃ、いろいろなおもちゃをいっぱい用意して
お待ちしています。
　「おもちゃ病院」は壊れたおもちゃをお預かりし、可能な限りで修理し、また遊べるようにしてお子さんに返却
します。その場で修理できないものは入院していただき、原則として1か月後の開院日に退院。また診察＆治療
は原則として無料です（但し部品代等の費用がかかるものについては実費をいただく場合があります）。
　どちらも毎月、多くの親子連れで賑わっています。ぜひ気軽に遊びに来てください。

住所：知多郡美浜町大字河和字上前田403

2月17日(土)  午前10時00分～午後2時30分

地域活動支援センター ワークルームかもめ（半田保健所美浜分室内）

精神保健福祉ボランティアに関心のある
美浜町・南知多町に在住在勤在学の方
20名程度
NPO法人かもめ福祉会
2月9日(金)までに美浜町社会福祉協議会までお申込みください。

200円（昼食代実費分）

ほっとスペース『なちゅら～れ』での体験型講座
　1） 講話  『こころ』がありのままでいられるように
　　　　 講師：地域活動支援センターワークルームかもめ 施設長
　2） 当事者さん・ご家族との交流

美浜町おもちゃ図書館「うみは」
トイクリニックみはま（おもちゃ病院）
毎月好評開館中！

無料

美浜町在住・在勤・在学の方で、使用目的がボランティア活動や福祉推進を目的とした
活動の場合

１週間

〔ポータブルＰＡアンプとワイヤレスマイク〕 〔60型自立式スクリーンとプロジェクタ－〕 〔折りたたみ式テーブル（片手で運搬可）〕

〔着ぐるみ（マスコットスーツ）〕

〔車いす〕

〔各種運動会備品（玉入れ、万国旗、バトン等々〕

他にも…

・綿菓子機
・かき氷機
・餅つき機
・車いす（子ども用もあります）
・点字器
・高齢者疑似体験装具
・ ＣＤラジカセ
・拡声器
・書画カメラ（ＯＨＣ）

・マイクスタンド（大・小）
・コードリール（ドラム式）
・ハンドベル（8音・20音）
・クーラーボックス
・クーラーバッグ
・クーラーポット
・ソフトバレーボール
・ライトドッジボール
・ダブルカセットデッキ

・ルーレットゴルフセット
　（パター2本付き）
・ドッチビー用品
　（ドッチビーディスク、電子ホイッスル）
・ポータブルカセット録音機
・ブルーシート
・サンタクロース衣装
・すきやきジャンケンゲームセット
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被災地における多様なニーズ

支援を求めている人

自分だけでがんばり
すぎている人

地元住民の主体的参加

災害
ボランティア
センター

被
災
地
を
応
援
し
た
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

どうしていいかわからず
途方にくれている人

災害ボランティアセンターとは？ ①

案内所機能

被災地内外の様々な
支援者・団体

相談所機能

コーディネート機能

町内の道案内なら
任せといて！

心配な人がいるけど
どうしたらいいか？

力はないけど資金や
物品提供で協力できる！

美浜町ボランティアだより 平成30年２月１日　（２）美浜町ボランティアだより（３）　平成30年２月１日 第４５号 第４５号

精神保健福祉ボランティア講座  ～地域で生きることについて考える～ 

　美浜町・南知多町社会福祉協議会では、精神障がいに関心がある方を対象にボランティア講座を開催
します。この講座は、こころの病や精神障がいがあっても地域の中で生きていくことについて一緒に考
え、こころの病がある方への関わりなどについての理解を深めるとともに、病気や障がいに関係なく誰
もが安心して地域で暮らしていけるための契機づくりとなることを目指し開催します。
　どなたでも参加いただけます。お気軽にお申し込みください。

日　時

会　場

内　容

対　象

定　員
協　力
締　切

参加費

ご利用ください！
ボランティア活動資材（短期無料貸出）

　美浜町社会福祉協議会では、様々なボランティア活動や子ども会、老人クラブ、学校行事、福祉施設や地域の
イベント等で役に立つ『ボランティア活動資材』を用意しております。全て無料にて貸出を行っております。ぜひご
活用ください。予約も受け付けています。

利　用　料

利用できる人

貸 与 期 間

対　象

会　場

日　時

貸　出

※2月は第3月曜日です

平成30年 2月19日（月）  10：00～14：00
 3月12日（月）  10：00～14：00
 4月 9 日（月）  10：00～14：00
 5月14日（月）  10：00～14：00
 6月11日（月）  10：00～14：00

赤ちゃんから年配の方までどなたでも

美浜町福祉センター2階大会議室
（北方一丁目１番地・旧中部電力美浜営業所）

第2月曜日　午前10時～午後2時
（但し休日は第3月曜へ）
おもちゃの貸し出しは無料。一回に付き
お一人様１個、貸出期間１か月以内。
返却用おもちゃボックス設置有（１階受付）

☆ 今後の予定 ☆

　「おもちゃ図書館」はおもちゃがたくさんあり、誰でも自由に遊べる場。おもちゃの貸出も行っています。出入
り自由、事前の連絡も不要です。木のおもちゃ、手づくりのおもちゃ、いろいろなおもちゃをいっぱい用意して
お待ちしています。
　「おもちゃ病院」は壊れたおもちゃをお預かりし、可能な限りで修理し、また遊べるようにしてお子さんに返却
します。その場で修理できないものは入院していただき、原則として1か月後の開院日に退院。また診察＆治療
は原則として無料です（但し部品代等の費用がかかるものについては実費をいただく場合があります）。
　どちらも毎月、多くの親子連れで賑わっています。ぜひ気軽に遊びに来てください。

住所：知多郡美浜町大字河和字上前田403

2月17日(土)  午前10時00分～午後2時30分

地域活動支援センター ワークルームかもめ（半田保健所美浜分室内）

精神保健福祉ボランティアに関心のある
美浜町・南知多町に在住在勤在学の方
20名程度
NPO法人かもめ福祉会
2月9日(金)までに美浜町社会福祉協議会までお申込みください。

200円（昼食代実費分）

ほっとスペース『なちゅら～れ』での体験型講座
　1） 講話  『こころ』がありのままでいられるように
　　　　 講師：地域活動支援センターワークルームかもめ 施設長
　2） 当事者さん・ご家族との交流

美浜町おもちゃ図書館「うみは」
トイクリニックみはま（おもちゃ病院）
毎月好評開館中！

無料

美浜町在住・在勤・在学の方で、使用目的がボランティア活動や福祉推進を目的とした
活動の場合

１週間

〔ポータブルＰＡアンプとワイヤレスマイク〕 〔60型自立式スクリーンとプロジェクタ－〕 〔折りたたみ式テーブル（片手で運搬可）〕

〔着ぐるみ（マスコットスーツ）〕

〔車いす〕

〔各種運動会備品（玉入れ、万国旗、バトン等々〕

他にも…

・綿菓子機
・かき氷機
・餅つき機
・車いす（子ども用もあります）
・点字器
・高齢者疑似体験装具
・ ＣＤラジカセ
・拡声器
・書画カメラ（ＯＨＣ）

・マイクスタンド（大・小）
・コードリール（ドラム式）
・ハンドベル（8音・20音）
・クーラーボックス
・クーラーバッグ
・クーラーポット
・ソフトバレーボール
・ライトドッジボール
・ダブルカセットデッキ

・ルーレットゴルフセット
　（パター2本付き）
・ドッチビー用品
　（ドッチビーディスク、電子ホイッスル）
・ポータブルカセット録音機
・ブルーシート
・サンタクロース衣装
・すきやきジャンケンゲームセット


