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　個人ボランティア登録制度「ふれあいネット」の運営変遷をたどる折、新潟県中越地震が発生
した。住民より災害時のボランティア相談や現地の被災状況に関する相談が多数ある中で、社協
登録ボランティア団体・個人からも同様の相談もあり、専らボランティアセンターの機能として
災害時の知識習得を目的としたボランティア研修要望の声が高まっていた。
　他方、「災害ボランティアセンターに関するマニュアル調査（2005. 内閣府）」では、災害ボラ
ンティアの計画化やそれに付随した研修体制の整備が確立されつつある状況である。
　そこで 2006 年より、過去の住民・ボランティアの要望を集約し、関係団体・ボランティア・
ＮＰＯ等の協力を得て、研修体系や災害ボランティアの育成支援を含めた「災害ボランティア活
動計画」を策定する運びとなった。

「災害時でも支え合えるまちづくりを！」
～災害ボランティア活動計画の策定を通したネットワーク形成～

　地域防災計画　　災害ボランティアセンター計画　　ゆるやかなネットワーク

「廻す」術
す べ

実効性ある“連携”が不可欠―。
黒子事例

8

事 例 タ イ ト ル

キ ー ワ ー ド

事 例 概 要

　面積は 89.54㎢、産業では伝統工芸品を中心として栄え、その
影響で都市部から人口が流入している地域があり、農村部の町
よりは、社会課題に対する意識は強い傾向にある。近年では、
周辺市町の大規模工業団地に勤務する人々のベッドタウン的役
割を担っている。

［ボランティアの状況］�
　■�福祉まつりボランティアクラブ（H18年に「町ボランティアクラブ」に改名）
　　�町内有志・ボランティア団体の長らが参画し、年１回の福祉まつりを
成功させるため、月１回定期的会合を開催。

　■ふれあいネット設立部会
　　�福祉まつりボランティアクラブ会員より作業部会的に派生させた部会。個人

ボランティア登録制度「ふれあいネット」の仕組みづくりを主目的にする部会。
[ 災害ボランティアセンター活動計画策定委員 ]
　　�当事者団体、ボランティア団体、関係団体・機関の長、学識経験者、
行政担当課等防災担当課で組織。

地 域 の デ ー タ

項　　目 全町数

人 　 　 口 27,888人

高 齢 化 率 21.9％

自 治 会 数 70自治会

世 帯 数 6,800世帯

登録ボランティ
ア 団 体 数 16団体

登録ボランティ
ア団体内会員数 450人

個人ボランティ
ア 登 録 者 数 74人
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タスク・ゴール

●災害ボランティア活動計画を策定す
る。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●災害ボランティア活動計画の策定に当たり、幅広い関係
機関や住民の要望を踏まえ計画の推進のひとつとなるよ
うに策定する。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●災害ボランティア活動計画の策定を通して、縦型
の組織から、行政・社協・ボランティアなど横型
のゆるやかなネットワークを作る。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　住民からの要望に応え災害ボランティア研修を行うに当たっては、不測の事態に備え定期的かつ持続
可能な研修とするため、まず社協が災害時にボランティアセンターを開設し、実施運営に必要なボラン
ティアを養成することを防災計画に位置付けることが必要ではないか。
　また、同計画を遂行するためには社協独自の計画（災害ボランティア活動計画）を別途作成し、災害時
のボランティアセンターの動きや養成に係る研修体系の取り組み等について定めることが必要ではないか。
　災害ボランティア活動計画の策定に当たっては、災害時に協力が予見できる関係機関およびボラン
ティアの意見を広く集約して作ることが重要ではないか。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標
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ボランティアセンターの機能とし
て、災害時における専門的な研修
を実施してほしい。

○災害ボランティア活動計画
作りの重要性を確認。会議
へ諮問。

○福祉まつりボランティアクラブ会員に計画作り
を説明。
○災害ボランティア活動計画作りの必要性を共通
認識。策定時の協力体制を確認。

＜中越地震発生時の声＞

＜福祉まつり会議＞

【住民の要望・疑問】 【個人ボランティアからの要望】

【Ａ会長へ相談】

○被災地の状況が分かれば…
○被災地に行きたいのだけど…
○本町で災害が発生した場合は？

計画策定完了

災害時の社協体制・災害ボランティアの登

録、平常時の養成研修を計画化して遂行す

ることが重要。

制度などの確認・先進事例の収集
住民とボランティアからの要望集約

関係機関の抽出
関係機関への打診
（福祉担当課の戸惑い）

災害時支え合い研修会（県主催）
ボランティアや福祉担当課の変化

災害ボランティア活動計画策定委員会

災害時支え合い研修会（町）
（関係団体・個人が一堂に会し計画作りを共有化）

※事後アンケートで策定委員を抽出

プロセスチャート
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DO
第１期　ボランティア登録制度の変遷

事例の経過　�６つの要素（「目標」「プログラム」「（プログラム実践の）主体」「場」「出来事・事件」「ワーカーの意図・想い・働きかけ」）を意識して抽出

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

9.4.1 　ボランティア登録制度「ふれあ
いネット」設立部会を組織する。

　福祉まつりボランティアクラ
ブメンバーから「ふれあいネット」
設立部会を再組織させ、運用に
係る調整・協議を図る。

　部会メンバーは、昭和後期よ
りボランティア団体に携わる者
で構成され、ボランティア登録
上の課題を熟知している。
　①個人の特技を生かせるコー
ディネート②新規活動組織化の
相談支援の場、とするためにみ
んなの意見を集約したい。

10.4.1 ボランティア登録制度「ふれあい
ネット」運営開始。

　情報収集・管理・ボランティ
ア依頼および交渉などは、社協
のボランティアセンターから独
立し、部会メンバーなどを中心
とした形で運営を図らせる。

　部会メンバーを中心とした、ボ
ランティア中心の登録制度とす
ることで、相談・登録の敷居を
下げ、多くの登録を図りたい。

11.10.1 　社協ボランティアセンターと
して「ふれあいネット」を運営する。
※運営協議主体は、「福祉まつり
ボランティアクラブ」に諮問する
形態で運営。

　年間運営実績を部会に提示。
（11.3.1）
　「ふれあいネット」設立部会解
散に伴う運営協議主体を検討さ
せる。

　コーディネートの即応性に対
する課題指摘（デメリット）、ボ
ランティアセンター予算獲得（メ
リット）の両側面より、独立型よ
りも効率よく運営できるため、運
営主体を変更させたい。ただし、
運営協議についてはボランティ
アの意見を十分考慮したいので、
現行通りメンバー主体の諮問体
制としたい。

14.4.1 　会員登録者に対する更新を行
う。
　ボランティア情報を社協ホー
ムページに掲載。

　登録人数「福祉まつりボランティ
アクラブ」に諮問（70名）。登録
者情報の古さや登録推移を把握
させ、登録体制の改善協議を図
る場を設定。

　運営に係る登録者情報を定期
更新する仕組みを協議させたい。
ボランティア情報をさらに周知
する方法を、ホームページ画面
を提示しながら検討させたい。
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第２期　災害支援体制整備に向けて関係機関等との合意形成

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

16.10.23 　新潟県中越地震発生。
　住民より災害時のボランティ
ア活動や派遣プロセス等に係る
質問が多数ある。
※現時点ではボランティアセン
ターで災害時の派遣・取り扱い
ができない状況も回答。

　現地の災害ボランティアセン
ター等に連絡し、情報収集しな
がら回答する。

　平常時のボランティア調整だ
けではなく、有事の際のボランティ
ア・知識習得の機会を提供して
いれば、住民からの質問にも即
応できた。
　有事におけるボランティアセ
ンターを広く周知し、組織化・
計画化の必要性を痛感した……。
　当町で災害が起こった場合の対
応についても十分検討する必要
がある。

17.10.31 　「福祉まつりボランティアクラ
ブ」Ａ会長と打ち合わせ。
※災害時のボランティアセンター
の組織化・計画化の必要性を共
通認識。

　中越地震におけるボランティ
アセンター対応を報告。
　災害時のボランティアセンター
の組織化・計画化のあらましを
説明。

　想像し難い事案は計画化する
ことは難しい。一方、ボランティ
アセンターの組織体制や有事の
初動体制を構築する良い機会で
はないか。
　町内のボランティアを中心と
して、災害時のボランティアセ
ンターを運営させる共通認識を
持つ場としたい。

17.12 　消防担当課と打ち合わせ。
※H18年の地域防災計画改定に
伴い、有事のボランティアセンター
をその中身に位置付け、組織・
計画化を同時進行したい意向を
確認。

　地域防災計画上の社協の役割
を確認する。
　策定に際し社協として協力で
きるかどうか確認する。

　災害時のボランティアセンター
を防災計画に位置付けたい。
　知識習得の機会として日常的
な研修体系も定め、災害ボラン
ティア育成にも着眼させたい。

17.12 　福祉担当課と打ち合わせ。
※組織・計画化の際の協力を要
請したが、ボランティアの所管は、
県でも福祉担当課ではないし、違
う部署ではないか？　と言われ
てしまう。

　災害時のボランティア体制に
ついて確認。
　有事に課題となるボランティ
アのあらましを説明。

　社協主管課の協力を得る中で
組織・計画化を進めたい。

17.12 　災害時に連携が想定できる団
体へ説明。

　災害時のボランティア体制の
説明と組織化・計画化の意向を
説明。

　事前に下話をして、協力要請
を暗に示唆しておきたい。

18.4 　福祉担当課にとりあえず、ボ
ランティア講習会への参加を了
承してもらった。

　７月の研修会への参加を福祉
担当課に投げかけた。

　事前に担当者に相談したとこ
ろ、課長が変わったことなどもあ
り、いきなり計画策定への参加
の打診よりもむしろ研修会への
参加を促すことをすすめられた。

18.6.12 　「福祉まつりボランティアクラ
ブ」に諮問。
※既存の福祉系団体・グループ、
災害時に連携が予想される関係
団体を対象に研修会を実施後、策
定メンバーを厳選することで合意。

　改めて災害時のボランティア
センターの組織化・計画化の必
要性を説明。
　計画策定における手続きを諮
問。

　計画の策定にあたっては、当該
ボランティアクラブを作業部会
としたい。
　策定メンバーの選任は想定で
きる関係機関をバランスよく加え、
かつ広いパイの中で行いたい。
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18.7.21 　災害時助け合いボランティア
講習会を開催する。
　策定委員を選定・確定する。
　懸案であった福祉担当課の課長
からは、委員会には参加するが、
福祉担当課の位置付けについて
は、少し検討させてほしいと言
われた。

　被災地のボランティアの活動・
災害ボランティアセンター・地
域防災計画などを講習会形式で
提示。
　計画策定については、事後ア
ンケートで参加者の意向を確認
する。

　根回しをした関係機関・団体
が一堂に会し、計画作りの必要
性を共有したい。
　一般参加者にも周知し、計画
策定の協力をいただきたい。
　なんとか、福祉担当課の参加
にこぎつけることができた。事
前に担当者を味方につけること
ができたのがよかったのかもしれ
ない。
　今後は、なぜ、福祉担当課が
災害に関わるのかきちんと理解
してもらうことが重要だ。

第３期　策定委員会による計画の策定

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

18.9.22 　第1回災害ボランティアセン
ター活動計画策定委員会の開催。
　所属団体・個人で想定できる
災害時の対応を検討。

　①本町で災害が起きた場合②
他町で災害が起きた場合③平常
時の防災減災活動の3点を骨子
として協議させるための、個別
的理解を促す。

　自己の団体・個人が災害時に
活動することを想定しながら、計
画の骨子を構成していく過程に
取り込んでいきたい。
　運営体制は、新しい体制では
なく、現行のボランティアセンター
体制を踏襲し、一体的に取り組
みたい。

18.10 　県で災害時の住民支え合いマッ
プの研修会が開催された。
　内容は、『非常時の対応は、平
常時の対応がいかに重要か？』と
いうことをマップ作成を通して
共有していくというものだった。

　福祉担当課数名とボランティ
アを誘って研修会に参加した。

　他県で先駆的に行政と社協が
協働している事例を直接聞くこ
とで、平常時の支え合いの重要
性を意識して変化が出てくれれ
ば。

18.10.26 　第2回災害ボランティアセン
ター活動計画策定委員会の開催。
　組織づくりを協議。平常時の
取り組みや災害時のボランティ
アセンター運営は、「福祉まつり
ボランティアクラブ」に協力を要
請する。平常時の災害ボランティ
アの養成・育成を計画に位置付
けることを確認。
　ボランティアの委員から先日
の研修会を受けた感想として、『非
常時の対応も重要だが、平常時
にきちんと見守り活動などが行
われることがいかに重要か感じた』
という意見が出された。

　実施主体の協議と継続性を説
明。計画の骨子（本文）の確認と
意見集約。

　組織づくりについては、各ボ
ランティアグループの意見を集
約し、できる活動とできない活
動を整理したい。
　平常時のボランティア養成を
計画に位置付け、計画的な研修・
養成を図りたい。
　研修を何度か受けていただい
た効果が除々に出てきた。
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18.11.27 　第3回災害ボランティアセン
ター活動計画策定委員会の開催。
　災害時にボランティアセンター
が担う活動を検討し、抽出する。

　諸方の活動事例を提示し、諮
問する。

　行政が実施することと、ボラ
ンティアができることを整理し
たい。
　ボランティア、今後養成研修
を通じて意識の変化が現れれば
平常時の活動も変わってくる。

18.11.30 　福祉担当課と打ち合わせ。改
めて、地域防災計画・災害ボラ
ンティアセンター計画などにつ
いて確認。
　災害時というよりも平常時の
支え合いという視点も含めて検
討していくのであれば、福祉担
当課が適任かもしれないという
回答を得る。

　災害時のボランティア体制に
ついて説明。

　福祉担当課が了承してくれな
ければ、この計画は、ここで止まっ
てしまう……。
　福祉担当課がなんとか納得し
てくれた。これで、計画策定が
前に進む。

18.12.25 　第4回災害ボランティアセン
ター活動計画策定委員会の開催。
　計画に添付する様式（受付・備
品簿等）を精査し、確定する。
　計画の配布は、ダイジェスト
版を作成し全戸配布することで
合意。

　社協の資料を提示し、諮問する。
　計画のダイジェスト版を提示。

　計画を周知する観点からも、全
ての住民に計画の要旨を理解し
てもらいたい。

19.1.30 　第5回災害ボランティアセン
ター活動計画策定委員会の開催。
　町地域防災計画と①災害対策
本部内の位置付け②活動拠点の
位置付け③災害ボランティアの
受け入れと、登録・養成に関す
る位置付けの整合性を確認・協議。
　活動拠点が暫定的に定められ
たことにより、レイアウトを定
める提案があった。

　災害ボランティアセンター活
動計画素案および地域防災計画
素案を提示し、位置付けを確認・
諮問する。

　地域防災計画との整合性を保
ち、行政と強い連携のもとボラ
ンティアセンターの運営を進め
たい。
　策定委員には改めて整合性が
図られている状況を確認し、共
通認識のもと協議する場としたい。

19.2.27 　第6回災害ボランティアセン
ター活動計画策定委員会の開催。
　最終案の提示およびボランティ
アセンターレイアウトの提示。
　次年度のボランティアセンター
活動については、計画通り養成
研修会を行うことで合意。
　策定委員会については、解散
するが連絡協議会ができるまで
協議会の責務を担うこととする。

　最終案の提示および諮問。レ
イアウト図の提示および諮問。
　策定委員会組織の継続性と新
たな組織について協議。

　策定委員会については厳選し
ているので、次年度以降のボラ
ンティアセンター運営について
関連させたい。
　会員の組織化については策定
委員をそのまま組織に移行する
形ではなく、研修会を通じて養
成していき、多くの組織や個人
の参加の上で組織化したい。

19.3.26 　第7回災害ボランティアセン
ター活動計画策定委員会の開催。
　災害ボランティア活動計画の
完成・配布。
　策定委員会の解散。
　次年度より計画の運用開始。夏
期休暇時期を利用し養成研修会
を実施することを確認。

　次年度の運用に関して諮問。
　前日（3.25）に能登半島で大き
な地震があり、その記事を提示
しながら直ちに運用を開始する
旨を共通認識させたい。

　いつ災害が起きるか分からない、
ということと、だからこそ、平
常時の支え合いが重要になると
いうことを認識してもらえれば
……。
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CHECK

ACTION

コミュニティワーカーの仮説を踏まえた自己評価・検証

　○社協が災害時にどう取り組むか、その骨子を関係者と一緒に検討した。
　○�住民（ボランティア含む）の意向および関係機関の思いを取り込んだ災害ボランティア活動計画を
策定した。

　○�行政やボランティアが研修会やボランティアの意見を通して、災害時のボランティア活動、そして
平常時のボランティア活動（支え合い）の必要性に気づいてくれた。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○�自分の町に災害ボランティアの仕組みがないことに対する不安。
　○�なぜ社協で災害ボランティア活動計画を作るのかという疑問を持っていたが、住民の要望や研修会
などを通して、必要性や重要性を確認していった。

　○�災害ボランティア活動計画を地域に広めていく。
　○�定期的で持続可能なボランティア養成を図るため、計画の執行に際しボランティアや関係機関の意
見を踏まえながら実施していく。

　○�地域住民が災害時の何を学びたいのか、アンケートや、いわゆる災害ボランティア文化の変化を交
え検討していく。

住民の動き・反応

今後の進め方

仮説・目標の結果

仮説の結果

⃝�社協が災害時のボランティアを養成し、ボランティアセンターを開所すること
を地域防災計画に位置付け、「研修・養成・災害対応」を含めた災害ボランティ
ア活動計画を策定することができた。
⃝�策定に当たっては、ボランティア・関係機関の意見を踏まえた上で策定するこ
とができた。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール ⃝�災害ボランティア活動計画を策定することができた。

プロセス・ゴール
⃝�地域防災計画上の社協の役割を行政に理解してもらい、明確化することができた。
⃝�ボランティア・関係団体については、相談・策定・意見集約のプロセスを十分
踏まえ策定することができた。

リレーションシップ・
ゴール

⃝�今まで必ずしもつながっていなかった行政、ボランティア、当事者団体などが
今回の計画の策定という場を通して、ゆるやかな横型のネットワークをつくる
ことができた。
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SUPERVISION

※『黒子読本』P201参照

※『黒子読本』P44参照

※『黒子読本』P51-53参照

※『黒子読本』P46-47参照

　本事例は、災害時に町内のボランティアを主体とした災害ボランティアセンターの設立に向けて、地
域の関連団体や行政担当課も「巻き込み」、学習の場・協議の場を活用して、「災害ボランティア活動計
画を策定」した事例です。

コミュニティワークの視点

［「学習の場」・「協議の場」］
　コミュニティワークという視点からみると、本事例の重要なポイン
トは、災害時のボランティアセンター運営の主体として、「町内のボ
ランティア」を位置づけるという選択を行い、そうした場として「災
害助け合いボランティア講習会」、「災害ボランティアセンター活動計
画策定委員会」という場を設定した点にあります。
　講習会では、関係機関が一堂に会し、計画づくりの必要性を共有し、
計画策定委員会では、団体や個人がどう動いていくのか合意を形成す
るための協議を行っています。例えば、第 5回の委員会では、町の地
域防災計画との整合性を図っていますが、それぞれがそれぞれの役割
を確認する「協議の場」の機能を果たしていることが分かります。ま
た、こうした協議に町内のボランティアの方々が中心となって関与し
ていることもワーカーの働きかけによるものです。ともすれば、関係
者だけで策定してしまいがちな計画に、住民ボランティアを積極的に
位置付け、巻き込んでいる点も本事例の特徴です。
　なお、立派な計画を策定しても、事態が刻々と変化する災害現場で
は、柔軟で臨機応変な対応が求められます。本事例のように、多様な
主体が協働によって計画を策定することで緊急時の各主体の動きもス
ムーズになることが予想できます。これも、関係者が意識をひとつに
し、合意を形成するための「学習の場」、「協議の場」を設定した効果
といえます。

[ 関係機関との連携協働を進めるには ]
　災害時には、行政の災害本部との連携も重要なキーとなります。こ
うしたことは急にはできませんから、日ごろから行政の災害担当部署
との間で緊急時の役割分担などの協議を密にしておく必要がありま
す。本事例でも、消防担当課、福祉担当課と協議を行い、地域防災計
画における社協の役割・位置付けを明確にしています。
　また、災害時は「地域が最初に動く」といわれるように、日ごろか
らの地域での取り組みが初動の安否確認などでは重要になります。本
事例では、計画策定の主体として住民ボランティアを位置付け、彼ら
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の主体性を引き出そうとしています。このように、関係機関との連携・
協働は災害ボランティアセンターにおいて非常に重要な要素となりま
す。
　しかし、協働や連携は、口で言うのは簡単ですが、実際にどうやれ
ばよいか分からない、という声をよく聞きます。そのためのひとつの
キーは、すでに述べた「協議の場」を設定することです。話し合う場・
テーブルでの協議で双方の役割を明確にしていくのです。また、その
際にはただ話し合うだけでなく、何らかのプログラムが必要です。そ
れが本事例での「災害ボランティアセンター活動計画」というプログ
ラムです。
　このように本事例は、「場」や「プログラム」をワーカーが意図的
に活用することで、連携と協働を前に進めていくことができる、とい
うことを学ぶことのできる事例だといえます。

（永田　祐）

※『黒子読本』P143-144参照




