
東日本大震災災害ボランティアセンター等のボランティアの募集状況

岩手県
市町村名 ボランティア募集の状況 ホームページURL 電話番号

1
野田村復興支援ボ
ランティアセン
ター

ガレキ撤去等の作業ボランティア募集・受け入れは個
人・団体ともに休止し、茶話会やイベントのボラン
ティアを募集しております。事前にお電話にてご確認
ください。

http://blog.canpan.info
/nodashakyo-vc

0194-71-1414

2
宮古市生活復興支
援センター

レクリエーションや学習支援、お茶会、炊き出し等の
支援を行うボランティアを募集しています。各方面か
らの提案を積極的に受け入れていきますので、支援等
を希望される方は、ぜひご連絡ください。

http://www.miyako-
shakyo.or.jp/index.html

0193-64-5050

3
山田町社協復興支
え愛センター

サロン活動、写真洗浄、イベント広報（ポスティン
グ）、生活支援ニーズ（引っ越し補助、電球交換、荷
物の移動等）のためのボランティアを募集していま
す。
活動を希望される方はホームページから、事前参加申
込書をダウンロードのうえ、メール等でお申し出くだ
さい。

http://yamadashakyo.blo
g.fc2.com/

0193-77-3262

4
大槌町社協ボラン
ティアセンター

震災直後は、ガレキ撤去・泥出しなどのニーズをボラ
ンティア参加者と共に対応してきましたが、復興と共
に町民からのニーズも変わってきました。現在は、町
民の方々を中心としてボランティア活動を行えるよう
にしたいと思います。
ボランティア活動を希望する方は、ホームページで内
容を確認のうえ、お電話にてお申し出ください。

http://www.otsuchi-
shakyo.jp/

0193-41-1555

5
釜石市社協　生活
ご安心センター

畑の小石撤去、草取り、引っ越し、不用品廃棄などの
ボランティアを、県内外(団体と個人問わず）から受け
付けています。事前予約制となっておりますので、事
前にお電話にてお申し出ください。
毎週月曜日はセンターをお休みとさせていただき、ボ
ランティア活動は金・土・日曜日にお願いしておりま
す。

http://kamaishisgc.blog
.fc2.com/

0193-22-2310

6
大船渡市社協復興
ボランティアセン
ター

今年度からボランティアの定期的な受け入れは行わず
ニーズが入ってきた時に市民ボランティアで対応して
います。ただし、平日に限って、写真洗浄のボラン
ティアを定期的に受け入れていますので、お問い合わ
せください。

http://ameblo.jp/ooshak
yo/

090-7320-6504

（平成25年9月8日14:30現在　全国社会福祉協議会調べ）

　東日本大震災の被災地においては、初期段階では災害ボランティアセンターを通じて、被災家屋（個人宅）のがれき除去
や清掃、側溝整備（泥だし）、土砂の土嚢詰め、田畑・河川の土手のがれき除去、救援物資の仕分け作業、避難所の環境改
善活動、草刈りなどの力仕事を中心としたボランティア活動が実施されてきました。
　その後、仮設住宅やみなし仮設、在宅での生活等に移ったなかで、被災地で求められるボランティア活動は、被災者の
引っ越しの手伝い、見守り活動やふれあい・いきいきサロンなどの交流活動、イベント実施などへの参加、写真洗浄活動な
どに変化しています。（地域によっては、力仕事を中心としたボランティア活動もあります）。
　これらの活動には、被災者とのコミュニケーション、人間関係づくりが必要となることから、比較的長期あるいは継続的
（断続的）に被災地に滞在できる方が適役となります。これらの活動は現地の職員も担いますが、ボランティアの特性が生
きる重要な役割となっています。
　また、被災された方がたからは「自分たちで活動していきたい」という声を多く聞くようになりました。イベントやサロ
ン活動を行う際には、一人ひとりの生活リズムに合わせた活動が求められており、被災された方がたの気持ちに寄り添った
活動が、ますます求められています。

　現地にボランティアで行かれる際には、予め当該ボランティアセンターのホームページをご確認のうえ、センターまでお
問い合わせをお願いします。また、東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）のホームページでは、ボランティアバスの運
行状況を適宜更新していますので、こちらもご確認ください（http://www.jpn-civil.net/）。
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7
陸前高田市社協ボ
ランティアセン
ター

 陸前高田市災害ボランティアセンターは、12月23日を
もって閉所し、陸前高田市災害ボランティアセンター
業務は、今後、陸前高田市社会福祉協議会の常設ボラ
ンティアセンターへと引き継がれ、市内ボランティア
とともに同センターが市民の支援活動にあたることと
なります。
 東日本大震災被災以来当センターを経由して活動して
くださったみなさんには今後も陸前高田市への関心を
お寄せいただくことをお願いしますとともに、ここま
でのご協力とご参加について心からお礼を申し上げま
す。本当にありがとうございました。

http://www.geocities.
jp/rikutakashakyo/

0192-54-5150
0192-54-5151

8
北上市社協災害復
興支援ボランティ
アセンター

沿岸部の被災家屋・水路等のクリーン活動、物資の運
搬等を行うボランティアを募集しています。募集の際
には、ホームページにてご案内しています。

http://www.iwate21.net/
kitakami-
shakyo/index.html

北上市ボランティ
ア連絡協議会
0197-64-5028

9
奥州市社協災害復
興ボランティアセ
ンター

沿岸地域の被災住宅の引っ越し、清掃、側溝の泥上
げ、草取りのためのボランティアを募集しています。
いずれも対象は奥州市内の高校生以上の方となってい
ます。募集の際には、ホームページにてご案内してい
ます。

http://www.oshu-
shakyo.jp/contents/volu
nteer/test/index.html

080-1825-6158
080-1699-6158

10
一関市災害ボラン
ティアセンター

沿岸部のがれき撤去や、泥だし、物資の仕分けなどを
行うボランティアを募集しています。募集の際には、
ホームページにてご案内しています。

http://www.ichinoseki-
shakyo.com/contents/sai
gaivolunteer/saigaivolu
nteer_index.html

0191-23-6020

宮城県
市町村名 ボランティア募集の状況 ホームページURL 電話番号

1

気仙沼市社協ボラ
ンティアセンター
（復興支援セン
ター「ウィズ」）

漁業支援、室内清掃、屋外での片付け作業、洗浄作
業、荷物運び、仮設住宅等での軽作業、イベント手伝
いなどのボランティアを募集しています（毎週水曜日
は定休日）。事前にお電話にてお申し出ください。

気仙沼復興協会において、浜の清掃活動、瓦礫撤去の
ためのボランティアを募集しています（１日100人ま
で）。活動を希望される方は、事前に右記までお電話
にてお申し出ください。

http://msv3151.c-
bosai.jp/group.php?gid=
10247

080-5949-7475

（社）気仙沼復興
協会　0226-27-
3882

2
南三陸町災害ボラ
ンティアセンター

2年が過ぎた現在では、重機も入り基礎も撤去されつつ
ありますが、まだ人の手を必要としているものがあり
ます。養殖漁業の支援・農地復旧をはじめとする農業
支援も必要とされています。それらのニーズに応える
ためには、より多くのボランティアさんの支援が不可
欠です。
みなさまの温かいご支援、ボランティアへのご参加を
よろしくお願いいたします。
右記ブログを確認し、個人新規ボランティアは専用受
付用紙に記入のうえ当日持参、団体は活動希望日の１
週間以上前に電話でご連絡ください。

http://minamisanrikuvc.
com/

0226-46-4088

3
石巻市災害ボラン
ティアセンター

現在では市民の方からの依頼もかなり減ってきてお
り、ボランティア活動の調整に時間を要する事が増え
ています。こうした事情を踏まえた上で、時折よせら
れる市民の方からの依頼にボランティアさんのご協力
を宜しくお願いいたします。活動予約のＦＡＸをいた
だく前に、まずはお電話にて派遣状況をご確認くださ
い。

http://msv3151.c-
bosai.jp/group.php?gid=
10163

0225-23-3911
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4
女川町復興支援セ
ンター

町内の生活支援・住みよい地域づくりなどの取り組み
を行っております。ボランティア自身の特技を生かし
た活動を募集しています。事前にお電話にてお申し出
ください。
毎週水曜日は、ボランティア活動を休止しています。
ご了承ください。

http://shakyo-
onagawa.or.jp/fukko/

0225-53-4333

5
東松島市生活復興
支援センター

写真整理などのボランティアを募集しています。詳し
くは、ホームページをご覧ください。

http://msv3151.c-
bosai.jp/group.php?gid=
10180

0225-83-5001

6
浜を元気に！七ヶ
浜町復興支援ボラ
ンティアセンター

仮設住宅集会所、地域分館等でのサロン活動、足湯、
PC入力、農地作業などのボランティアを募集していま
す。ホームページを確認のうえ、事前にお電話にてお
申し出ください。

http://msv3151.c-
bosai.jp/index.php?gid=
11044

090-6853-4490
080-5949-8452
（県外ボランティ
ア専用）

7
多賀城市社協復興
支えあいセンター

被災者された方々や仮設住宅入居者への支援活動、イ
ベント準備・参加者サポート、センターでの支援活動
の準備や運営補助などのためのボランティアを、随時
受け付けています。事前にお電話にてお申し出くださ
い。

http://msv3151.c-
bosai.jp/group.php?gid=
10111

080-5949-7501

8

復興支援”EGAO
（笑顔）せんだ
い”サポートス
テーション

写真洗浄、買い物支援や環境整備、見守り・防犯支
援、イベント支援など生活再建支援に主眼を置いたボ
ランティア相談や要請に対し、活動を行っています。
事前登録のうえ、ご参加ください。

http://www.ssvc.ne.jp/ 022-266-6805

9
なとり復興支援セ
ンターひより

仮設住宅等に入居する方々の生活支援等を行っていま
す。ボランティアは事前登録制となっています。必ず
事前にお電話ください。

http://blog.goo.ne.jp/n
atorihiyori

022-383-3185

仮設住宅等のコミュニティ支援、被災された住民から
出たニーズやスマイルでの生活支援等の内容に応じ
て、登録されたボランティアの皆様へ募集連絡をメー
ル等で行います。ボランティア活動を希望される方は
予め「登録用紙」より、ボランティア活動登録をお願
いいたします。

http://msv3151.c-
bosai.jp/group.php?gid=
10109

080-5949-7540

岩沼市災害ボランティアセンター紹介ムービー、ぜひ
ご覧ください。

生活支援を中心とし、仮設住宅をはじめ在宅の方々な
どに支援を行っております。ボランティア活動希望者
には、これまで事前登録をお願いしていましたが、今
後はブログで随時募集します。ブログ確認のうえ、お
電話にてお申し出ください。

0223-36-7559

亘理町災害ボランティアセンター紹介ムービー、ぜひ
ご覧ください。

ボランティア班…引っ越しのお手伝い（ニーズがある
時のみ活動。活動日は電話でお問い合わせ下さい）
※畑のガレキ撤去等の支援はボランティア班HPを参考
に町内各団体へ直接お申込み下さい

生活支援班…仮設集会所等での支援活動（詳細はＨＰ
で確認の上お問合せ下さい）

ボランティア班
http://msv3151.c-
bosai.jp/group.php?gid=101
17

生活支援班
http://yamamoto-
4clover.jimdo.com/

（ボランティア
班）
080-5949-7720

（生活支援班）
0223-35-6223

山元町災害ボランティアセンター紹介ムービー、ぜひ
ご覧ください。

12

岩沼復興支援セン
ター　スマイル

10

やまもと復興応援
センター

http://msv3151.c-
bosai.jp/group.php?gid=
11036

11
亘理ささえあいセ
ンター「ほっと」
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福島県
市町村名 ボランティア募集の状況 ホームページURL 電話番号

1
しんち町生活支援
ボランティアセン
ター

町内にある応急仮設住宅等での生活支援ボランティア
（お茶会、炊き出し、交流会やイベント等）のボラン
ティア活動を募集しています。必ず事前にお電話にて
ご確認ください。

http://ameblo.jp/shinch
isvc/

0244-62-5577

2
相馬市生活復興ボ
ランティアセン
ター

現在ボランティア等は募集しておりません。
生活支援などを中心とし、仮設住宅等で生活している
方々を支援しております。

http://d.hatena.ne.jp/s
omasaigai/

3
南相馬市災害復旧
復興ボランティア
センター

旧警戒区域内の家屋内外の片づけ、草木の伐採、仮設
住宅支援などのボランティアを募集していますが、
日々ブログでご確認ください。ボランティア活動を希
望する方は事前にお電話にてご確認ください。

http://ameblo.jp/minami
soma-svc/

【小高区】
080-6847-2954
0244-26-7820
【鹿島区】
0244-46-1058

いわき市復興支援
ボランティアセン
ター

引っ越しの手伝い、家屋内の片づけなどのボランティ
アを募集しています。ボランティアの必要予定数を超
えた場合は、受付を終了させていただくことがありま
す。また、災害ボランティア活動経験のある方に限り
ますので、予めご了承願います。

http://www.iwaki-
shakyo.com/saigaiborase
n.html

0246-38-6631

いわき市小名浜地
区復興支援ボラン
ティアセンター

農業支援、学習ボランティア、サロンのお手伝いのた
めのボランティアを募集しています。また、マッサー
ジ・整体、理容、音楽・ゲーム等の教室などを開催で
きる方も募集しています。

http://onahama-
volunteer.jimdo.com/

0246-92-4298

5
おだがいさまセン
ター富岡

被災された方がたの生活支援のためのボランティアを
募っています。お電話にてお問い合わせください。

http://odagaisama.inf
o/

024-935-3332
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