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行先 福島県いわき市災害ボランティアセンター 

日程 第１回 11 月 21 日（木）～24 日（日） 

       第２回 11 月 28 日（木）～12 月 1 日（日） 
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１ いわき市の状況について 

【いわき市の概要】 

  いわき市は、福島県の東南端、茨城県と境を接する、広大な面積を持つまちで、東は太平洋に

面しているため、寒暖の差が比較的少なく、温暖な気候に恵まれた地域です。 

 地形は、西方の阿武隈高地（標高 500 から 

700 メートル）から東方へゆるやかに低くなり、 

平坦地を形成し,夏井川や鮫川を中心とした河川 

が市域を貫流し、太平洋に注いでいます。 

• 人口 

340,033 人 

• 世帯 

143,677 世帯 

• 面積 

1232.02 平方キロメートル 

• 位置 

北緯 37 度 03分 02 秒、 

東経 140 度 53分 16秒 

（いずれも令和元年 11月 1 日現在のデータです） 

※いわき市ＨＰより引用 

 

 

 

 

【被災状況】 

台風 19 号により、10月 12 日に市内中心部を流れる夏井川や遠野地区の鮫川の決壊や氾濫に

より浸水被害が発生しました。浸水面積は約 1,210ｈa。 

台風１９号災害では、拠点となる支所や公民館等が被災し災害対応に困難を極めたほか、基幹浄

水場の浸水に伴い、発災から２週間程の間、最大約 45,400 戸が断水しました。今もなお、約 300

名程度が避難所での生活を余儀なくされています。 

 また、10月 25 日の集中豪雨により常磐湯本地域で浸水被害が発生し、さらに被災地域が拡大

していますが、ボランティア参加者が平日で約 70 名程度、土日でも約 150 名程度の参加に留ま

り、ニーズに対するボランティア数が不足している状態が続いています。 

 

 人的被害 住家被害 

死者 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 

台風 19号 8 名 2 棟 0 棟 0 棟 3,914 棟 619 棟 

10月25日災害 0 名 2 棟 0 棟 2 棟 195 棟 512 棟 

  ※いわき市ホームページより 
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２ 行程について 

第１回目：令和元年 11月 21 日（木）～24 日（日） 

第２回目：令和元年 11月 28 日（木）～12 月 1 日（日） 

日次 行    程 宿 泊 

１ 

7:10   7:20    7:30            

集合  出発式  倉敷市役所出発―――早島ＩＣ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                          20:00 頃 

首都高速＝＝＝＝＝三郷ＪＣＴ＝＝＝いわき中央ＩＣ―――宿舎 

ホテルクラウン 

ヒルズいわき 

0246-85-0030 

２ 
8:20      9:00～16:30      17:00 

宿舎―――  ボランティア活動 ―――― 宿舎 

同上 

３ 
8:20      9:00～16:30      17:00 

宿舎―――  ボランティア活動 ―――― 宿舎 

同上 

４ 

8:00 

宿舎――― いわき中央ＩＣ ＝＝＝ 中郷ＳＡ【休憩】＝＝＝＝三郷 JCT＝＝ 

                         20:30 頃 

首都高速＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝早島 IC―――倉敷市役所 

 

※バス席は、１人で２席利用です。車内は、禁煙・禁酒でお願いします。 

※高速道路は、山陽・名神・新名神・東名阪・伊勢湾岸・新東名・首都高速・常磐道を通る予定です。

約２時間に１度のペースで途中ＰＡにて休憩する予定です。 

【昼食場所（予定）】 

1 日目（行き） 浜松ＳＡ又は静岡ＳＡ 

4 日目（帰り） 足柄ＳＡ又は駿河湾沼津ＳＡ 

 

【宿泊】ホテルクラウンヒルズいわき 

※大浴場あり。 

※ホテル朝食バイキング（6:30～9:00）お一人様 700 円（税込）、前売券（600 円） 

朝食を希望される方は、各自でお申し込み、お支払いください。 

※部屋設備・備品 

バス・洗浄機付トイレ、テレビ、有料テレビ、電話、湯沸かしポット、インターネット接続(無線 LAN

形式)、冷蔵庫、ドライヤー、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ハミガキセット、タオル、バス

タオル、スリッパ ＜お部屋にないアメニティ類はフロント前にご用意しております。＞  

※貸出し品 

アイロン、ズボンプレッサー、消臭スプレー、洋服ハンガー、加湿器、電気スタンド、充電器、毛布、

裁縫道具、体温計、ドライヤー類、つめきり、割り箸 

女性用、男性用のシャンプー・コンディショナーをご用意しております。 

＜この他にも季節品や女性用、男性用の品を揃えております。数に限りがございますので、予めご了承

ください。＞ 

※コインランドリー（有料） 

洗濯機＆乾燥機。２４時間利用可。洗剤は無料で備え付け。 
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３ 活動内容について 

  いわき市災害ボランティアセンターでは、活動内容を下記としています。 

・室内の片付け、泥出し 

・家具の移動 

・水害ゴミの分別及び集積所までの運搬 など 

※独居高齢者や高齢者世帯や障がい者世帯など特に支援が必要なお宅から支援に入っています。 

※床をはがすなどの技術が必要な活動は、現在は行っていません。ただし、依頼主側で床をはがした

後の泥出し等の活動は行っています。 

※集積所は、自治会ごとに自治会長と行政が相談して指定した場所を集積所としており、指定された

集積所までの運搬を行います。 

 

【２日目・３日目のボランティア活動の流れ】（予定） 

時間 項目 内容・注意事項 

8:20 宿舎出発 ・時間厳守でお願いします。 

・出発前には、昼食・飲み物等の準備をしてご集合ください。活動先

付近での購入は困難です。なお、活動中の飲料水については、本会よ

り一人当たり１日５００ml ペットボトル１本を準備します。 

8:30 いわき市災害ボラ

ンティアセンター

到着 

・到着後、当日の活動内容、場所について随行職員と現地スタッフが

調整します。ニーズのマッチングは随行職員が行う予定です。ニーズ

内容、件数によってグループ数が異なります。 

・いわき市災害ボランティアセンターから配布されるシールを見える

位置に貼ってください。 

・各ニーズ（活動先）に１名リーダーを決めます。リーダーにはニー

ズ表が入ったファイルをお渡しします。 

・出発前までに、お手洗い等を済ませてください。活動先では、トイ

レが使用できないことがあります。 

9:00 活動現場へ移動 ・乗って行ったバスで活動先まで移動する予定です。場合によっては、

バスでサテライトまで行って、そこから徒歩移動の可能性もありま

す。 

 現場到着・活動 ・到着後、依頼者にいわき市災害ボランティアセンターから来た旨を

伝え、リーダーが依頼主と相談のうえ作業を進めてください。なお、

適宜休憩を入れていただくとともに、別紙『オリエンテーション説明

用資料（いわき市災害ボランティアセンター作成）』の注意事項を守

って活動してください。 

15:00 活動終了 ・15:00 には必ず活動を終了してください。 

 センターへ移動 ・乗って行ったバスが迎えに来ます。 

15:30頃 センター到着 

活動報告書の提出 

・いわき市災害ボランティアセンターに到着後、リーダーは活動報告

書の提出ならびに報告をお願いいたします。報告は、必ず 16:00ま

でに終わらせてください。 

16:00頃 宿舎へ移動 ・リーダーの活動報告が終了後、宿舎へ移動します。 

 

【活動上の注意】 

・被災者の立場にたって活動をお願いします。 

 ・いわき市災害ボランティアセンターからの指示や随行職員の指示に従って活動をお願いします。

個々の判断で活動は行わないでください。※オリエンテーション説明用資料参照 
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【活動に必要なもの・持参いただくもの】 

 ・動きやすく汚れても良い服装（長袖・長ズボン）、防寒着、カッパ 

 ・厚手のゴム手袋、軍手、帽子またはヘルメット、長靴（安全靴）、防塵マスク、ゴーグル、タオル 

 ・着替え、ゴミ袋（汚れた物等を入れる）、タオル、洗面具 

 ・健康保険証 

 ・ボランティア活動保険加入証（加入が確認できるもの） 

 ・食料（朝食・昼食・夕食）、飲み物【現地でも購入可】 

 ・その他、薬など各個人的に必要なもの 

なお、（剣先・角）スコップ、土のう袋等の資機材はいわき市災害ボランティアセンター及び主催者

側で準備します。各自の持参は不要です。 

 

【その他・注意事項】 

 ・天候不良等により、活動を中止する場合があります。 

 ・長時間のバスでの移動や被災地での活動においては、自分自身で安全や健康を管理することをご理

解のうえ、ご参加ください。体調管理は十分お気をつけください。 

・行程中の食事については、全てご自身でご負担をお願いいたします。ホテルも素泊まりです。 

ただし、朝食は、ホテルに前日までに申し込めば 600 円（当日申し込みの場合 700円）で準備

ができます。（各自で実費負担をお願いします） 

 ・参加費 15,000 円は、事前説明会時に納入をお願いします。 

  キャンセル料：前日 17 時まで  ０円 

出発前まで    半額 

出発後      全額 

 ・本会随行職員が記録用に写真を撮影し資料等に活用することをご了承ください。また、報告書等の

作成の際に記事等の依頼をすることもありますので、ぜひご協力をお願いいたします。 

 

 

４ ボランティア活動保険について 

天災等の不慮の事故や活動中の事故等につきましては、ボランティア活動保険の補償範囲内で対応

させて頂きます。それ以外の対応については、責任範囲外といたします。 

また、いわき市は東日本大震災の被災地でもあります。基本タイプでは、地震・噴火・津波に起因

するケガ等は、補償の対象外になりますので、天災タイプにご加入をお願いします。 

なお、国内旅行保険にも加入します。 

 【別紙パンフレット参照】 

 

 

５ 参加同意書について 

  上記の説明及び実施要項記載内容等をご理解いただき、参加同意書のご提出をお願いいたします。 
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【集合場所，駐車場】 

倉敷市市役所東駐車場（倉敷市西中新田６４０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７：１０までに集合をお願いします。 

※バスの配車は、６：４５頃の予定です。 

参考資料 

集合場所 

出発場所 
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【岡山と福島の気温差：参考】※Yahoo天気予報 11 月 1７日 1５時 00 分発表 

11 月 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 ２３日 ２４日 

岡山県 

南部 

天気 晴時々曇 晴のち雨 晴一時雨 晴 晴時々曇 曇時々晴 曇時々晴 曇時々晴 

最高気温 １９℃ ２３℃ １５℃ １４℃ １４℃ １５℃ １８℃ １８℃ 

最低気温 ９℃ １１℃ ８℃ ５℃ ５℃ ７℃ ９℃ １１℃ 

福島県 

浜通り 

天気 晴のち曇 曇 雨のち晴 晴時々晴 曇時々晴 曇時々晴 曇時々晴 曇時々晴 

最高気温 １７℃ １９℃ １８℃ １３℃ １３℃ １４℃ １６℃ １７℃ 

最低気温 ７℃ ５℃ ９℃ ３℃ ３℃ ３℃ ６℃ ６℃ 

 

 

 

【活動に必要な服装の参考資料】 

 

※ボランティア活動や服装の準備の参考にしてください。 

（発行：特定非営利活動法人レスキューストックヤード・日本財団） 
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【いわき市災害ボランティアセンター周辺地図】 

 

※ホテルからいわき市災害ボランティアセンターまでは徒歩約１０分です。 

（途中にファミリーマートがあります。） 

※飲食店は陸前浜街道沿い及びいわき駅周辺に多数あります。 

※お土産等はいわき駅南口にある駅ビルまた道路を渡ったラトブ（ＬＡＴＯＶ：いわき駅前開発ビル）

等で購入できます 

 

 

 

 

ファミリーマート 

陸前浜街道（    ） 

ホテルクラウン 

ヒルズいわき 
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「倉敷発 復興支援ボランティアバス」実施要項 

 

倉敷市では平成３０年７月豪雨により甚大な被害を受けた際、全国から多くの支援と励ましをいただ

き、復興にむけた大きな活力を得た経験から、昨年の感謝の気持ちと私たちにしかできないボランティ

ア活動をとおして被災された方の心に寄り添う支援を行うため、災害ボランティアの募集を行います。 

 

１ 主  催  倉敷市、社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会 

 

２ 行  先  福島県いわき市 

         （いわき市災害ボランティアセンター） 

 

３ 活動内容  福島県いわき市内の被災地での土砂の撤去や家財片づけ、清掃など 

          ※現地の状況により活動内容は変更になる場合があります。 

 

４ 期  日  第１回 令和元年１１月２１日（木）～１１月２４日（日） 

         第２回 令和元年１１月２８日（木）～１２月 １日（日） 

          ※３泊４日（現地活動２日間） 

 

５ 受入人数  各回 ２０名程度 

 

６ 参加対象  １８歳以上の方（高校生不可）で倉敷市内在住・在勤・在学の方 

まび復興支援ボランティアセンターに活動登録されている方 

※未成年の方は、親権者の同意が必要になります。 

※参加される方は、必ず事前説明会にご出席ください。 

 

７ 参 加 費  １５，０００円 

         ※その他、現地での食事代等活動に必要な経費は自己負担になります。 

 

８ 申込方法  別紙、申込用紙で、持参もしくはＦＡＸにてお申し込みください。 

         ※応募者多数の場合は、抽選になります。ただし、倉敷市内在住・在勤・在学の方

優先。抽選結果は、１６日中に電話にてお知らせする予定です。 

 

９ 申込締切  令和元年１１月１５日（金）１７：００必着 

 

１０ 事前説明会 令和元年１１月１７日（日）１８：００～１９：００ 

         （会場）くらしき健康福祉プラザ３階ボランティア交流室（倉敷市笹沖１８０番地） 

 

１１ 申込先  社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 倉敷ボランティアセンター 

        倉敷市笹沖１８０番地 

        TEL：086-434-3350 FAX：086-434-3357 

        受付時間 8：30～17：15（休館日：月曜日・祝日） 
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１２ 行 程 

   【１日目：移動日】 

     7：00～ 7：30  受付（集合場所：倉敷市役所本庁舎） 

     7：30～19：30  倉敷市役所本庁舎出発～いわき市 到着予定 

   【２・３日目：活動日】 

     9：00～15：00  いわき市災害ボランティアセンター ボランティア活動 

   【４日目：移動日】 

     7：30～19：30  いわき市出発～倉敷市役所本庁舎 到着予定 

    ※移動時間は、交通状況により予定どおりとならない場合があります。 

 

 

１３ 参加にあたっての留意事項 

 （１）ボランティア活動保険（天災タイプＡ５００円、Ｂ７１０円いずれか）に加入していただきま

す。往復路及びボランティア活動中に事故等があった場合の補償は、ボランティア活動保険の

補償範囲によります。 

 （２）活動予定日の天候によっては、ボランティア活動ができない場合があります。 

 （３）長時間の移動、被災地での活動においては、自分自身で安全や健康を管理することを理解した

うえで、ご参加ください。体調管理は十分お気をつけください。 

 （４）片道、バスで１２時間前後の時間を要します。バス席は、１人で２席利用とします。 

 （５）宿泊先は、相部屋になる可能性もあります。 

（６）期間中の飲み物、食事はご自身でご準備ください。 
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オリエンテーション説明用資料（いわき市災害ボランティアセンター作成） 

 

 

 本日は、いわき市の災害ボランティア活動にご協力ありがとうございます。これからボランティ

アとして活動するにあたって、以下の点をご理解いただき活動に参加していただくようお願いいた

します。 

 

１ 災害ボランティアのこころがまえ 

  今回の台風 19号の水害によって市民に多くの被害がありました。活動にあたっては依頼者の

心情 に配慮していただくようお願いします。またボランティアは単なる作業員ではなく助け合

いを通じた人々の交流でもあります。被災者とボランティアは復興に向けて「一緒に協力する」

関係として活動をしていただくようお願いいたします。 

２ 現場ではグループで活動します 

  活動現場には数人でグループを編成していただき、リーダーを決めます。リーダーは、センタ

ーとの連絡や安全配慮、活動報告などにご協力ください。 

３ プライバシーの保護 

  活動中に得た依頼者等個人の情報の保護について、充分配慮してください。無断での写真撮影

や SNS等への投稿はご遠慮ください。ニーズ票（写）は個人情報が含まれていますので、活動

終了後、必ず返却してください。 

４ 安全上の配慮 

  家具などは水を含んで重くなっており、運搬の際に危険が伴うこともあります。怪我や事故に

つながることもありますので、手に負えない場合は、無理をしないように対応してください。 

５ 本来の活動内容以外の依頼を受けた場合 

  活動先以外の方から「応援依頼」を受けたときや、本来の活動内容以外の依頼を受けた場合は、

内容や範囲などについて必ずセンターへ電話で連絡してください 

６ 床下板外し等について 

  床下板外しや消毒についてはボランティアでの対応が難しいため専門の業者への対応をお願

いしています。依頼者より相談を受けた場合はボランティアセンターへご報告ください。 

７ 荷物の管理 

  私物は事務局では預かれませんので、ご自身で管理してください。 

８ 昼食・休憩等について 

  昼食や飲み水については、活動に入る前に各自で確保してください。 

  １時間活動したら１５～２０分程度の休憩と水分補給をするなどの体調管理をしてください。 

  昼食・休憩をとる際は、感染症などの予防のために手洗いや消毒をしてください。 

９ 雨天の場合は活動を中止します 

  活動中、雨が降ってきた場合、屋外の活動は中断してセンターに帰所してください。 

10 活動中に傷病等が生じた場合 

  今後安全に活動していただくためにも、活動中にケガ等をした場合には、小さなケガでも必ず

センターへ報告し指示を仰いでください。 

11 活動時間について 

  １５時までに活動終了し、１６時までにはセンターに帰所してください。 

  時間までに活動が終わらない場合は、後日、別のボランティアが継続して対応することもでき

ますので、その旨を依頼者伝え、センター帰所後に報告してください。 

 

 

       【連絡先】いわき市災害ボランティアセンター（ボランティア専用回線） 

              TEL ０８０－２８０６－９０２３ 

              TEL ０８０－２８０６－９０２４ 
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【連絡先等】 

〇ボランティアバス主催者 

  倉敷市役所 防災危機管理室 

  〒710-8565 倉敷市西中新田 640 電話０８６－４２６－３１３１ 

 

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 

〒710-0834 倉敷市笹沖 180 番地 電話０８６－４３４－３３５０ 

随行職員携帯０９０－４６５５－５７３１ 

（出発から帰着までの間に限る） 

〇宿泊先 

ホテルクラウンヒルズいわき 

〒970-8026 福島県いわき市平字大町 3-1 電話０２４６－８５－００３０ 

 

〇活動先 

  いわき市災害ボランティアセンター 

  〒970-8026 福島県いわき市平字菱川町６番地の４ 

（いわき市社会福祉センター 第２駐車場）  電話０８０－２８０６－９０２１ 

 

〇バスの運行 

  日の丸旅行真備営業所 

  〒710-1306 倉敷市真備町有井 192-1   電話０８６－６９８－１５８８ 


