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第3期（2014年年4⽉月〜～2015年年3⽉月）
Annual  report

１  ボランティアインフォについて
２  被災地の状況とボランティア
３  ボランティア情報事業
４  ボランティアコーディネート事業
５  ボランティア普及・啓蒙事業
６  助成⾦金金/その他の活動

７  この１年年の定量量的な成果
８  この１年年の定性的な成果
９メディア掲載
10  収⽀支報告
11  最後に

⽇日頃よりボランティアインフォの活動にご協⼒力力頂き、ありがとうございま
す。⼼心からお礼を申し上げます。  

2011年年の震災後の仙台駅でのボランティア案内所から始まったボランティ
アインフォも活動開始から4年年が経過し、今まで掲載したボランティア情報
も延べ7,800件を越えました。
引き続き沿岸部で復復興のために活動をしている⽅方々のもとに、求められて
いるボランティアの質と量量を満たすことで、震災からの復復興に尽⼒力力してい
きたいと思っております。

そして今回の震災でのボランティアをブームに終わらせないためにも、
もっとカジュアルなボランティアを社会に提案し、⽇日本におけるボラン
ティア⼈人⼝口を増やしていきたいと考えております。

今年年度度もボランティアインフォ⼀一同、さらにパワーアップしてまい進して
いきたいと思いますので、引き続き温かいサポートをいただきますよう、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ボランティアインフォ  代表理理事  北北村  孝之
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ボランティアインフォについて

●ミッション
ボランティアを求める⼈人とボランティアをつなげる

●事業内容

●チームと役割
・ボード会議
 　毎週1回のボード会議を実施し、ボランティアインフォの意思決定を⾏行行う。
 　メンバー：北北村、⼭山⽥田、沖、及川、⽥田屋

・ボランティア情報⼊入⼒力力チーム
 　ボランティア情報の掲載依頼対応とメールや電話、webサイトでの定期的な
 　活動状況の情報収集及びボランティア募集情報の発信
 　メンバー：⽥田屋、⼭山⽥田、沖、及川

・現地訪問チーム
 　被災地沿岸部の団体を訪問しボランティア情報のサポートを実施。
 　また団体の活動内容や募集情報をブログで発信。
 　メンバー：⽥田屋、我妻、北北村、⼭山⽥田、及川

・会計チーム
 　会計のまとめと収⽀支計算などの実施。
 　メンバー：北北村、⽥田屋、⽯石⽥田
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ボランティア情報事業
東⽇日本⼤大震災のボランティア情報の収集と配信に加え、震災関連以外
のボランティア情報の収集及び配信を実施します。収集したボランテ
ィア情報はデータベースとしてAPIで配信しています。配信した情報
はYahoo!ボランティアなどのサイトに同時に表⽰示されます。	

ボランティアコーディネート事業
イベントなどでボランティア募集をする際、企画から募集、当⽇日の
コーディネートまで実施します。集まったボランティアのコミュニ
ティ構築のお⼿手伝いも実施します。	

ボランティア促進・啓蒙事業
⽇日本のボランティア⼈人⼝口を増やすやめに、またボランティア活動を
もっとカジュアルにするための普及活動や啓蒙活動を⾏行行います。

4⽉月から我妻がインターンとしてジョインしました



被災地の状況とボランティア

●⽀支援フェーズの変化（定性）
 　・復復旧⽀支援フェーズ（  3.11直後）

各地の災害ボランティアセンターに⼤大量量の⼀一般ボランティアが必要
作業内容は泥泥かきやガレキ撤去

 　・⽣生活⽀支援フェーズ（  2011年年夏頃から）
 　 　    避難所から仮説住宅宅への移⾏行行にあわせて徐々に⽣生活⽀支援へ移⾏行行
 　 　 　災害ボランティアセンターが閉まりNPOや現地の団体が活動本格化
 　 　 　継続して参加できるボランティアが求められていた

 　・⾃自⽴立立⽀支援フェーズ（2011年年秋頃から）
 　 　    復復興商品など少しでも収益につながる⽅方法が模索索され始める
 　 　 　農業⽀支援や漁業⽀支援、スキルが必要とされるボランティアニーズが⾼高まる
 　 　 　→例例：ホームページ作成できる⼈人、ビニールハウスが建てられる  etc

 　⽣生活⽀支援と⾃自⽴立立⽀支援は2013年年になっても継続中。求められるボランティアも多岐にわたり、
 　イベント時には多くの⼈人⼿手が必要とされるが、それ以外ではスキルボランティアや⻑⾧長期ボラ
 　ンティアのニーズが⾼高い。また震災直後は⽣生活⾯面でマイナスになった部分をボランティアが
 　カバーしていたが、震災から3年年以上が経過し⽣生活を楽しくしたり豊かにしたりするための
 　ボランティアニーズが中⼼心となっている。
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●ボランティア数（定量量）
ボランティアの数は2011年年のGWをピークに右肩下がりで減少を続けているが、被災地で必
要とされるボランティアの変化もあり、単純に数だけでは判断できない部分が多い。震災から
2年年の時点で500万⼈人以上が参加したと⾔言われているが詳細なデータはない。以下は全社協が出
している被災3県の災害ボランティアセンターのボランティア数（NPOなどは含まれず）。
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ボランティア情報事業

●事業概要
ボランティア募集情報の収集と発信を通じて、ボランティアを求めている⼈人と
ボランティアをつなぐ事業です。

・ボランティア募集情報の収集
ボランティア募集情報の収集は以下のチームで⾏行行なっています。
 　 　ー現地訪問チーム：団体を訪問してヒアリングを実施。
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ITが苦⼿手な⽅方には募集情報の作成も実施します。
 　 　ーボランティア情報⼊入⼒力力チーム：ボランティア情報の掲載依頼対応とメール
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    や電話、webサイトでの定期的な活動
                                                                                                  状況やボランティア募集情報収集を実施

・ボランティア募集情報の発信
収集したボランティア情報をデータベースに集約し、APIにて配信することに
よってさまざまなサイトでボランティア情報が表⽰示されます。

ボランティア情報が表⽰示されるサイト：  ボランティアインフォ
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　Yahoo！ボランティア 　など
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ボランティア情報事業
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●サポート団体⼀一覧：605団体
おらが⼤大槌夢ひろば
Nine
フクシマ環境未来基地
せんだい・みやぎNPOセンター
グリーンバード(green  bird)
Girls  for  3.11
DPS
NEXT⽯石巻
侍
新潟恩返し隊
ベルプランニング
バタフライ・エフェクト
レスキューストックヤード(RSY)
慶應義塾・南三陸陸プロジェクト
UT-‐‑‒Aid(東⼤大-‐‑‒東北北復復興エイド)
思い出サルベージ〜～⼭山元町被災写真救済プロジェクト〜～
福島の⼦子どもたち⾹香川へおいでプロジェクト
震災復復興⽀支援協会つながり⿂魚⻯竜 　  TUNAGARI
桜ライン311実⾏行行委員会
東⽇日本⼤大震災⽣生活⽀支援協会
国際救急法研究所
なの花交通バス
仙台⻘青年年会議所
⼥女女川町復復興⽀支援センター（旧⼥女女川町災害ボランティアセンター）
復復興応援団
北北上プレーパーク有志の会
⽇日本動物⽀支援協会(JASA)  dogwood
オンザロード福島⽀支部
【⾒見見本】株式会社東京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
チーム恵⽐比寿
ピースボートセンターいしのまき
Smile  for  Japan  Project
魅来  笑顔届け隊
アミイファクト株式会社
エコ⾷食品健究会（防災＆追悼＆有事 　炊き出しグランプリvol２実⾏行行委
員会）
ゲットライブリー
陸陸前⾼高⽥田カモメネット
ちば→とうほくボランティアバス
FUKUSHIMAいのちの⽔水
【⾒見見本】株式会社ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ
ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン
神⼾戸国際⽀支縁機構
⽥田代ジャパンボランティアチーム
チームあすなろ
⼤大館ボラバスプロジェクト
東⽇日本⼤大震災⽀支援掛川市⺠民の会
⻘青年年協議会
SAVE  TAKATA
りす会⼭山⼝口⽀支部
くぅ〜～の東北北
南相⾺馬お花プロジェクト
応援のしっぽ
めもり〜～旅⾏行行
リシンク（陸陸前⾼高⽥田市から未来を考える会）
ＲｅＶＡ復復興ボランティアチーム上尾
映画を届けようプロジェクト
岩⼿手県釜⽯石トライアスロン復復興⽀支援の会
VC(ボランティアセンター)を⽀支援する会・⼭山形
チーム王冠
⽯石巻復復興プロジェクト
エイチ・アイ・エス
VOARLUZ
ふるさとファーム
⼩小泉⾃自然楽校
宮城復復興⽀支援センター
ハートニットプロジェクト
⽯石塚サン・トラベル
岩⼿手県北北観光
⼭山梨梨峡北北交通ほくとトラベル
REviveJapan 　（リバイブジャパン）
⽇日本ハビタット協会
⽇日本財団学⽣生ボランティアセンター
ReRoots
おてら災害ボランティアセンター
band⇔aid
RQ⼩小泉ボランティアセンター
東北北復復興財団
蓮笑
レスキューストックヤード
復復興⽀支援”EGAO（笑顔）せんだい”サポートステーション（仙台市社会
福祉協議会）
チーム暁
DSPボランティアセンター
ピースボート災害ボランテイアセンター（ピースボート事務局）
SAVE  IWATE
It's  not  just  mud
よみがえれ南三陸陸
えがおのたねフェローシップ
ネットワークちゅうごく
みやぎ災害救援ボランティアセンター
TSUNAGARI
愛ちゃんぷる〜～
浜を元気に！七ヶ浜町復復興⽀支援ボランティアセンター
不不良良ボランティアを集める会 　〜～まごころ便便〜～
南相⾺馬市ボランティア活動センター
東⽇日本⼤大震災被災地⽀支援の会
REVIVE  JAPAN
復復興⼤大学災害ボランティアステーション
復復興⽀支援団体プラスネオ
みちのく復復興の会
⽯石狩市社会福祉協議会
奥州市社会福祉協議会災害復復興ボランティアセンター
地球未来フォーラム
いのちを守る森の防潮堤推進東北北協議会
農商⼯工連携サポートセンター
半澤いちご農園
フェアトレード東北北
マイファーム亘理理協同組合
KESEN  ROCK  FESTIVAL実⾏行行委員会
住⺠民互助福祉団体ささえ愛⼭山元
被災地障がい者センターみやぎ
ＰＯＳＥＥ 　仙台⽀支部
シャローム
みらい南三陸陸
とちぎボランティアネットワーク
⽯石巻復復興⽀支援ネットワーク
IDTAセラピスト協会 　杜の都チームドルフィンドリーム
震災復復興ボランティア団体 　おもいでかえる
修養団(SYD)
MAKE  THE  HEAVENめ組ジャパン
フローレンス
Dandeらいおん
亘理理いちごっこ
⼦子育て⽀支援ベビースマイル⽯石巻
ピースジャム
カタリバ
聖敬会
にじいろクレヨン
スマイルシード
ADRA  Japan
「絆」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2030
夢職⼈人
⻘青空保育園たけの⼦子

冒険あそび場せんだい・みやぎネットワーク
歌津てんぐのヤマ学校
くりの⽊木ひろば
ほっとスペース⽯石巻（み・らいず）
SENDAI  ⻘青い⿃鳥  PRPJECT
Teach  for  Japan
アスイク
キッズドア
学習能⼒力力開発財団
プロジェクト結
東⽇日本⼤大地震復復興⽀支援市⺠民活動ネットワーク宮城
まきばフリースクール
復復興促進団体Investor
気仙沼ボランティアネットワーク 　聖敬会
⽇日本ナザレン教団
フットケアサークルスマイルハート
卸町五丁⽬目仮設⾃自治会
いしのまきNPOセンター
パワーアップ⽀支援室
災害移動⽀支援ボランティア 　Rera
東北北ヘルプ
ドラムカフェジャパン
ACT53仙台
ヒューマン・タイズ
市⺠民福祉団体全国協議会  復復興⽀支援事務所
中国⾜足⼼心道療療術師協会
いしのまき環境ネット
陸陸前たがだ⼋八起プロジェクト
⽯石巻市雄勝町の  雄勝⽯石を復復興するプロジェクト
輝く仲間チャレンジド  こころ・さおり
⼿手作りで元気を作る会
東北北の造形作家を⽀支援する会
仮設住宅宅・第⼆二のふるさとプロジェクト
まなびのたねネットワーク
⼥女女川 　復復興丸
⼤大船渡仮設住宅宅⽀支援員配置プロジェクト
気仙沼⿅鹿鹿折復復幸マルシェ
あいぴーす
陸陸前⾼高⽥田未来商店街プロジェクト
うつくしまＮＰＯネットワーク
⼥女女川希望の鐘商店街
ぐるっと
Pleiades
⽯石巻市⽂文化協会
⽯石巻を考える⼥女女性の会
DoTankみやぎ「地域政策研究⾏行行動会議」
元気になろう福島
七ヶ浜復復興促進チーム『7up-‐‑‒reteam』
⽯石塚サン・トラベル株式会社
ＫＩプロジェクト
⻑⾧長電観光
ハビタットフレンズ三島
地域の芽⽣生え21
みえ災害ボランティア⽀支援センター
SORA 　福島被災動物レスキュー
アニマル倶楽部
バトンタッチ
動物救護⾥里里親の会
⽝犬猫⾥里里親探しの会 　バトンタッチ
ファーム・アルカディア
宮城ボランティアドッググループ
エーキューブ
陸陸前⾼高⽥田仮設図書館
⼋八王⼦子市⺠民放射能測定室 　ハカルワカル広場
NGO災害復復興協働隊
修空館道場
協⼒力力隊OV有志による震災⽀支援の会
⼿手のひらに太陽の家プロジェクト（⽇日本の森バイオマスネット
ワーク）
東北北海道保養⽀支援プロジェクト
東北北関東⼤大震災・共同⽀支援ネットワーク
のんび〜～りすみちゃんの家
⽇日本カーシェアリング協会
宮城県麗麗⼈人会⾚赤⼗十字奉仕団
仙台傾聴の会
浦⼾戸福祉会
NPOパソコンママネット
釜⽯石市 　国際交流流室
陸陸前⾼高⽥田市災害ボランティアセンター（陸陸前⾼高⽥田市社会福祉協議
会）
グッドネーバーズ･ジャパン
少林林寺
東京インターカレッジコープ
⼤大⽥田区被災地⽀支援ボランティア調整センター事務局
ＩＬセンター福島
福島県松川第2仮設⼀一閑張りの会
南相⾺馬にお花を咲かせよう！project
教育⽀支援協会
名鉄観光
全国⻘青年年ボランティアセンター
奥松島復復興再⽣生プロジェクト
⽯石巻若若宮丸漂流流⺠民の会
みやぎ委員会 　花と緑の3.11プロジェクト
美浦旅館
Step  By  Step
⽯石巻復復興仮想商店会
気仙沼⼿手作りの館
南三陸陸町⼾戸倉地区⽔水⼾戸辺仮設
復復興⾮非営利利団体 　わたり・あらはま
漁業⽣生産組合浜⼈人
⼥女女川町復復興連絡協議会（⼥女女川FRK）
GRA
まゆ⼯工房彩〜～いろどり〜～
越後愛届け隊
ひまわりプロジェクト?ひまわりで笑顔を届けよう?
社会貢献共同体ユナイテッド・アース（神⼾戸国際ハーモニーアイ
ズ協会）
⽇日本社会情報学会(JSIS  -‐‑‒BJK)  災害情報⽀支援チーム
ジャパンハート
セイピースプロジェクト
ケアプロ
となりのかいご
piece  to  peace  project
ヒューマンフェローシップ
東京災害ボランティアグリーングリーン
かながわ「福島応援」プロジェクト
葉葉っぱ塾
Thank  you  for  the  world
かながわ災害ボランティアネットワーク
三陸陸ボランティアダイバーズ
宮城観光復復興⽀支援センター
まちの寄り合い所 　うめばたけ
地域・国際貢献サークルフォーラ夢
やっぺし！東北北
よりそって⽯石巻
あさがお
東⽇日本⼤大震災聴覚障害者救援宮城本部
夢みの⾥里里
地域⽀支援オレンジネット
綾綾瀬市社会福祉協議会
⽇日本⽂文化興隆財団
気仙沼ボランティアネットワーク 　聖敬会
上北北⾕谷地地区応急仮設住宅宅
チーム⼩小林林４７
浄⼟土真宗本願寺派(⻄西本願寺)東北北教区災害ボランティアセンター
⼿手のひらに太陽の家プロジェクト

JTBコーポレートセールス
⽯石巻・海さくら
⽇日本いきいきライフ協⼒力力機構 　（JILCA  /  ジルカ）
Social  TOUR
気仙沼市社会福祉協議会
気仙沼市社会福祉協議会ボランティアセンター 　本吉⽀支所
東松島市⽣生活復復興⽀支援センター
東北北沿岸再⽣生プロジェクト「浜街道五⼗十三次」
チーム次元
ビーンズふくしま
まちづくり・ぐるっとおおつち
カリタスジャパン⼤大槌ベース
⽴立立ち上がれ！ど真ん中・おおつち
テラルネッサンス
パレスチナ⼦子どものキャンペーン
ひょっこりひょうたん塾
猪苗代の森 　湖南⾃自然楽校
野⽥田村復復興⽀支援VC
遠野まごころネット遠野被災地⽀支援ボランティアネットワー
ク
しんち町⽣生活⽀支援VC
吉⾥里里吉⾥里里国
いわき市⼩小名浜地区復復興⽀支援VC
グッドネイバーズ
アムダ
いわき市復復興⽀支援VC
和  RING-‐‑‒PROJECT
相⾺馬市⽣生活復復興VC
ASSIST  SANRIKU
⼤大洋会  障がい者⽀支援施設 　四季の郷
にじのライブラリー
今泉天満宮
NICE
⼤大⽯石七⼣夕祭組有志会
リアスNPOサポートセンター
かながわ⾦金金太郎郎ハウス
いわてGINGA-‐‑‒NET
夢ネット⼤大船渡
三陸陸復復興応援団きたかみ
なつかしい未来創造株式会社
陸陸前⾼高⽥田まちづくり協働センター
ようき屋本舗
セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン
カリタスジャパン⼤大船渡ベース
さんさんの会
サンガ岩⼿手
みちのくふる⾥里里ネットワーク
こそだてシップ
カシオペア⼥女女性と若若者を⽀支援する会
SAVE  IWATE
三陸陸ひとつなぎ⾃自然学校
しゃらく
てごうし隊
トップツアー
まごころ＊花
ARTS  for  HOPE
⽡瓦礫を活かす森の⻑⾧長城プロジェクト
ボランティアチーム援⼈人
パルシック
Youth  for  3.11
UT-‐‑‒Aid
Girls  for  3.11
team  neighbor
⽇日本ユニセフ協会
Tokyo  de  Volunteer
やまと災害ボランティアネットワーク
AidTAKATA
RQ災害教育センター
調布から！復復興⽀支援プロジェクト
震災⽀支援団体Legami（レガーミ）
あいづひまわりプロジェクト実⾏行行委員会
笑顔311
iGreen
共存の森ネットワーク(Network  for  Coexistence  with  
Nature)
東⽇日本⼤大震災被災地⽀支援の会
NPO事業サポートセンター
TEDIC（Teacher  EDucation  Ishinomaki  Campus）
シャンティ国際ボランティア会
WORLD  OCEANS  DAY
アースデイ東京タワー・ボランティアセンター
全国⼼心理理業連合会
⼀一箱本送り隊
多摩市災害復復興⽀支援ボランティアの会
Thank  you  for  the  world
絆ジャパン・故郷⽇日本復復興⽀支援チーム
気仙沼復復興協会
七⾥里里ガ浜発七ヶ浜復復興⽀支援
岩⼿手県⼤大槌町を本気で復復興させる会  ⼤大槌  STANDING  
STANDING
NPO今治センター
チーム⾹香川
OPERATIONつながり
東北北こども会
災害復復興⽀支援ボランティアダッシュ隊⼤大阪
東北北応援隊
被災地応援だんじり曳⾏行行プロジェクト
関⻄西東北北はげまし隊
⼼心援隊  Re:birth  JAPAN!
⾦金金⼭山町⽂文化協会
ワカモノヂカラプロジェクト
ガリレオクラブインターナショナル
姫路路発  中⾼高⽣生のための東⽇日本災害ボランティア
みえ防災市⺠民会議
愛知ボランティアセンター
AICHI  for  3.11
静岡県ボランティア協会
SAVE  IWATE  しずおか
東北北ココロむすぶプロジェクト
復復興⽀支援団体SET
ボランティアバス信州号
⻑⾧長野市災害ボランティア委員会
しがＮＰＯセンター
滋賀県内避難者の会
Power  of  JAPAN
和魂?WAGOKORO?
四街道市社会福祉協議会
たすけあいネイチャーネット
沖縄県ユースホステル協会
リシンク
sweet  treat  311
福島復復興ツアー
福島の⼦子どもたちとつながる宇部の会
七の市商店街
JTB関東  法⼈人営業埼⽟玉⽀支店
群⾺馬藤岡災害ボランティアサークル
桐⽣生市社会福祉協議会
チーム東松⼭山
ぼちぼちいこカ―
⽇日曜奉仕団
⼭山形つながるプロジェクト
トラベル東北北
浦⼾戸夢の愛ランド
⻘青年年協議会新宿⽀支部
もとまちまちづくりラボ
Team  Afro

相⾺馬市⽣生活復復興VC
シャプラニール
とちぎリボンズ
⽝犬猫みなしご救援隊栃⽊木拠点
元気魂JAPAN
JEN(ジェン)
キャンナス東北北
OPEN  JAPAN
Doorway  to  Smiles 　（かぎかっこ）
⿃鳥取県社会福祉協議会
岡⾕谷市社会福祉協議会
⾹香川県社会福祉協議会
南⿂魚沼市社会福祉協議会
上越市社会福祉協議会
北北茨城市災害ボランティアセンター
⾏行行⽅方市災害ボランティアセンター
Life  Tweet  Project
Check
福島県⼟土地改良良事業団体連合会
東川町役場
群⾺馬県薬剤師会
世⽥田⾕谷ボランティア協会・せたがや災害ボランティアセン
ター
福岡県薬剤師会
⽯石巻⻘青年年会議所
秋⽥田市社会福祉協議会
希望の光
High-‐‑‒Five
神⽥田ツーリスト
Seventh  Heaven七ヶ浜ビーチフェスティバル実⾏行行委員会
にゃんだーガード
Youth  for  Ofunato
福岡県⼋八⼥女女市社会福祉協会
⽇日⽥田市災害ボランティアセンター
Ｆ－ＳＵＮツーリストジャパン
テラレボリューション
久留留⽶米市社会福祉協議会
故郷まちづくりナイン・タウン
Share 　Heart 　Kamakura
筑後市社会福祉協議会
みやま市社会福祉協議会
うきは市社会福祉協議会
塩竈浦⼾戸のりフェスティバル実⾏行行委員会
CAMPしようよ  in  猪苗代実⾏行行委員会
本吉復復興エコツーリズム推進協議会
⼥女女川町実業団
ISHINOMAKI2.0
陸陸前⾼高⽥田市観光物産協会
仙台POSSE
センダイ交流流団
虹⾊色たまご
東⽇日本⼤大震災⽀支援全国ネットワーク
奈奈良良市災害⽀支援ボランティアバスネットワーク
とくしま吉野川⽀支援の輪輪
栄村ネットワーク
東北北オールフォーワンプロジェクト
⼤大槌町社会福祉協議会
JTB法⼈人東京
『⻄西表島☆わくわく疎開ツアー』プロジェクト
宇治市社会福祉協議会
共⽣生地域創造財団
東⽇日本⼤大震災復復興⽀支援市⺠民活動ネットワーク宮城
三陸陸復復興応援団・きたかみ
酒⽥田ボラバスネットワーク
⼦子ども⽀支援フェイスブックプロジェクト
⻄西伊⾖豆町災害ボランティア本部
⼤大船渡市社協復復興ボランティアセンター
宮古市⽣生活復復興⽀支援センター
名取復復興⽀支援協会
南陽市豪⾬雨災害ボランティアチーム
北北上市社会福祉協議会
かながわ東⽇日本⼤大震災ボランティアステーション
全京都建築労働組合
ヒューマンソーシャルハーモニー研究所
萩市災害ボランティアセンター
NPO法⼈人福岡被災地前進⽀支援
福岡被災地前進⽀支援
農⼤大復復耕⽀支援隊
明⽇日へつなぐ、ボラバス応援団
CRAFTMAN世⽥田⾕谷
かながわ311ネットワーク
⽣生涯学習サポート兵庫
つぎはぎすっぺっ茶茶
寄りあいNIPPON  実⾏行行委員会
ヒューマンソーシャルハーモニー研究所
東・和災害⽀支援G
いいざかサポーターズクラブ
元気になろう福島
災害⽀支援チーム 　K-‐‑‒net
三陸陸オイスターフェスティバル実⾏行行委員会
花⾒見見⼭山を守る会
登⽶米市の医療療を考える会
陸陸前⾼高⽥田まちづくり協働センター
葉葉っぱ塾
宮城ヒーローサミット2013
⽇日本農林林再⽣生保全センター
チャイルドケア  トータルサポートサービス  「Wendy  いわ
き」
チームHAPPY
Hug  Hug  Smile
丹丹波閣
福島県動物救護本部
岩⼿手じぇじぇフェスタ実⾏行行委員
東⽇日本⼤大地震復復興⽀支援市⺠民活動ネットワーク宮城
とほくる 　東北北震災復復興ツーリズム協会
ウェッブストーリー
サンマチ実⾏行行委員会
まちづくりNPO新町なみえ
カリタス釜⽯石
pact
pact
底上げ
相双ボランティア準備室
かながわ災害ボランティアバスチーム
わたりグリーンベルトプロジェクト
⻘青年年協議会
荻浜  ⽵竹灯篭プロジェクト
⻘青空保育 　たけの⼦子
コモンズ・ファーム
課外のあらいぐま
⼼心望団
NPO法⼈人フェローズ・ウィル
NPO法⼈人とちぎ⽣生涯学習研究会  宇都宮⼤大学学⽣生ボランティア
団体
NPO法⼈人とちぎ⽣生涯学習研究会  宇都宮⼤大学学⽣生ボランティア
団体
クロスグループボランティア隊
フジヤマボランティアバス
PARK  ROCK  ISHINOMAKI
京都⼦子どもセンター
復復興⽀支援プロジェクト笑顔届け隊
寺⼦子屋⽅方丈舎
いちごっこ
Investor

ボランティアインフォと過去コンタクトがあった団体の⼀一覧です。
サポート内容は団体によって異異なります。
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●東⽇日本地震以外のボランティア情報
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ボランティアインフォでは、東⽇日本地震後に構築したボランティア情報の流流通の仕組みを活
かして、東⽇日本地震以外の災害発⽣生時にもいち早くボランティア情報を流流通させることで、
ボランティアを求めている⼈人のもとにボランティアをお繋ぎしています。

・台⾵風8号⼤大⾬雨被害
台⾵風８号及び梅⾬雨前線の影響に伴う７⽉月６⽇日からの⼤大⾬雨による被害で災害ボランティアセン
ターが設置され、ボランティア募集が始まったことをうけ、ボランティアインフォでは災害
ボランティアの募集情報を掲載いたしました。

・台⾵風11号・12号⼤大⾬雨被害
台⾵風11・12号の影響に伴う記録的な⼤大⾬雨により、各地において被害が発⽣生しており、多く
の市町村において、避難指⽰示・避難勧告が出されました。8⽉月6⽇日に徳島県阿南市で災害ボラ
ンティアセンターが設置され、ボランティア募集が始まることをうけ、ボランティアイン
フォでは災害ボランティアの募集情報を掲載いたしました。

・2014年年8⽉月⼤大⾬雨被害
8⽉月15⽇日からの⻄西⽇日本での⼤大⾬雨により被害が発⽣生し、各地で災害救助法が適⽤用されました。
各地で災害ボランティアセンターが⽴立立ち上がり、ボランティア募集が始まったことをうけて、
ボランティアインフォでは2014年年8⽉月⼤大⾬雨被害のボランティア募集情報を掲載いたします。

・⻑⾧長野県北北部地震被害
2014年年11⽉月22⽇日に発⽣生した⻑⾧長野県北北部を震源とする地震（⻑⾧長野県北北部地震、⻑⾧長野県神城断
層地震）の発⽣生をうけて災害ボランティアセンターが⽴立立ち上がりました。
それをうけてボランティアインフォでは緊急的に⻑⾧長野県北北部地震のボランティア募集情報を
掲載いたしました。

●ボランティア案内所
Webでボランティア情報を発信するのみでなく、フェスなどのイベントでボランティア情報
の案内を⾏行行なっています。意識識せず気軽にボランティア情報に触れていただける場として、積
極的にブース出展を⾏行行なっています。

・Peace  On  Earth2015

・アースガーデン冬

3⽉月７⽇日（⼟土）・8⽇日（⽇日）に東京の⽇日⽐比⾕谷公園で⾏行行われた、311東⽇日本⼤大震災  市⺠民の集い
Peace  On  Earth。昨年年に引き続きボランティア案内所を出展して来ました。
ステージでのトークプログラムにも代表の北北村が出演し、東北北のボランティアの現状をお
伝えしました。

代々⽊木公園で開催されたアースガーデン冬。開催されたのが1⽉月17⽇日・18⽇日で、ちょうど
阪神淡路路⼤大震災から20年年の⽇日ということもあり、「1.17から3.11へ」というテーマで出
展をさせていただきました。
他、the  HIATUS  Closing  Night  ＠⽇日本武道館にもブースを出展しました。
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●ap  bank  東北北ボランティアプログラム

ap  bank東北北ボランティアプログラムは、⼈人⼿手が必要な被災地と、⾃自分の時間を
使って何か東北北のために活動したいと思っている⽅方をつなぐプログラムです。
このプログラムでは、現地で活動されている多くの団体と協業し、現在被災地で募集されてい
るボランティア情報をできるだけご紹介します。また、ボランティアに向かう交通費を補助し、
できるだけ多くの気持ちある⼈人を被災地につなげられるよう、⽀支援を⾏行行います。
被災地とボランティアと、そしてボランティア活動を続けている全ての⼈人が、共に⼿手を取り、  
継続的なボランティア活動が広がっていくことを⽬目指します。

・募集中のボランティア先

・募集団体の声

・ボランティア参加者の声
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×

東北北ファミリア 　代表 　鈴鈴⽊木さん（宮城県南三陸陸町）

震災から５年年⽬目となりボランティアの減少は⽬目に⾒見見えて感じています。
ボランティアインフォに登録させて頂き、多くの助⾔言を頂いたり、提案を
して頂き、また細かい配慮などで、現在中期⻑⾧長期のボランティアの⽅方や⼀一
般参加のボランティアの⽅方が増えて被災地の⽅方々も助かっており、当団体
も何とか活動を続けていられます。まだまだ続く復復興⽀支援への援助をして
いただけると助かります。

TSUNAGARI  project（宮城県南三陸陸町）、socialTOUR（宮城県東松島市）、三陸陸ひとつな
ぎ⾃自然学校（岩⼿手県釜⽯石市）、キャンナス（宮城県⽯石巻市）、VOARLUZ（宮城県気仙沼
市）、ピースボートセンターいしのまき（宮城県東⽯石巻市）、⽇日本カーシェアリング協会
（宮城県⽯石巻市）、陸陸前⾼高⽥田カモメネット（岩⼿手県陸陸前⾼高⽥田市）、ともしびプロジェクト
（宮城県気仙沼市）、東北北ファミリア（宮城県南三陸陸町）

－たくさんボランティア先がある中でap  bankが紹介しているところ
 　だという安⼼心感があったので応募しました
－学⽣生には現地までの交通費がネックですが、それを⽀支給していただ
 　けるのはありがたいです
ー前にボランティアに参加したことがあったんですが、団体側の対応
 　が悪くて…このプログラムでの活動はすごく良良かったです



ボランティアコーディネート事業
ボランティアを募集する団体の⽅方と⼀一緒にボランティアメニュー作りや、より⼀一層ボランティ
アが集まりやすくなるようなアドバイス、ボランティアさんがリピートしていただけるような
アドバイスを⾏行行なってきました。
これまでの活動の中で蓄積したボランティア活動におけるノウハウを活かして、ボランティア
の企画やボランティア募集、現場のコーディネートを実施し、ボランティア活動する場を創造
することで、ボランティア⼈人⼝口の増加を⽬目指します。

●企画
イベントなどの企画段階から打合せを実施することで、より⼀一層ボランティアが活動しやすい
環境を整えると同時に、ボランティアが参加する効果を最⼤大化します。場合によってはロケハ
ンなどにも同⾏行行します。

●募集
ボランティア募集を実施し、応募者の個⼈人情報は責任をもって管理理します。
応募者への連絡もボランティアインフォで実施します。
メインはwebでの募集ですが、必要に応じてビラを作成し店舗などに配布も実施します。

●説明会
ボランティア活動が⾏行行われる前に参加者を集めて説明会を
実施します。説明会ではボランティア活動の内容を説明し
て不不安や疑問を解消するだけでなく、参加者同⼠士のコミュ
ニケーションをとり、楽しく参加できる準備を⾏行行います。
また説明会を実施することで、キャンセル率率率を下げる効果
があります。

●コーディネート
ボランティア受付から活動内容の説明など、ボランティア活動が円滑滑に⾏行行われるようにイベン
ト主催者とボランティアの間をとりもちます。

●コミュニティ化
ボランティア活動終了了後も参加者同⼠士のつながりを維持するため、打ち上げの企画や
Facebookのグループ機能を使って、イベントのボランティアコミュニティを継続させてい
きます。イベントが毎年年⾏行行われる場合はこのコミュニティを活⽤用することで、ボランティア経
験者をリピートさせることが可能です。

●フェス主催者の声 　七ヶ浜ビーチフェスティバル 　久保⽥田さん
私たちは宮城県七ヶ浜町において、同町の観光資源である菖蒲⽥田浜の活性化を⽬目的にビーチ
フェスティバルを2013年年より開催しており、初年年度度からボランティアインフォの協⼒力力を得て
います。このイベントへのボランティアインフォの協⼒力力を得ることにより、ボランティアとし
て七ヶ浜を訪れた⽅方にイベント及び、同町について知ってもらえたことに加え、当団体が関わ
りを持つ、私たちと同様に地域活性化のために様々な取組みをしている⼈人たちや団体と繋がり
を持つことができました。今後もボランティアインフォとの関わりを通して、多くのボラン
ティアの⽅方と七ヶ浜の繋がりを作ることに加え、他地域との繋がりも広げていければと考えて
おります。
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ボランティアコーディネート事業

●コーディネート実績（1/5）
・めんどくしぇ祭！2014  おのくん誕⽣生祭
4⽉月20⽇日に宮城県東松島市で⾏行行われた、おのくんの誕⽣生⽇日を祝う
「めんどくしぇ祭！2014」で、事前準備には5⼈人のボランティ
アさん、当⽇日は15⼈人のボランティアさんと⼀一緒に誕⽣生祭を盛り
上げました。

・ARABAKI  ROCK  FEST.14
4⽉月26⽇日、27⽇日に宮城県の川崎町で⾏行行われたARABAKI  ROCK  
FEST.14で、1⽇日⽬目は25⼈人、2⽇日⽬目は27⼈人のボランティアさんと
活動してきました。
⼊入場ゲートとインフォメーションの２ポジションのコーディネー
トを⾏行行いました。

・⼭山元町の⻩黄⾊色の架け橋ウィーク
ゴールデンウィークに⼭山元町で開催された⻩黄⾊色の架け橋ウィーク
で、全国から約50⼈人のボランティアさんが参加していただき⼀一
緒にイベントの運営を⾏行行いました。
関⻄西からアミー号でたくさんのボランティアさんが参加してくだ
さいました。

・仙台国際ハーフ関連イベントの
雲⼀一つない⻘青空のもと第24回仙台国際ハーフマラソン⼤大会が開
催されました。関連イベントとして9⽇日（⾦金金）10⽇日（⼟土）には杜
の都ハーフ前⽇日祭、11⽇日（⽇日）には東北北おまつりパークin杜の
都ハーフが開催され、3⽇日間で15⼈人のボランティアさんと⼀一緒に
活動しました。エコステーション運営に加えて、「ランナーの抱
負と応援メッセージ」を書いてもらい特設サイトでの表⽰示とコー
ス上への掲⽰示を⾏行行いました。

・GOOUT  CAMP  猪苗代  Vol.1
5⽉月31⽇日（⼟土）、6⽉月1⽇日（⽇日）に、福島県猪苗代町で⾏行行われた
GOOUT  CAMP猪苗代のボランティアコーディネートを⾏行行いまし
た。今年年はは31⼈人のボランティアさんと2⽇日間活動をしました。
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・PARK  ROCK  ISHINOMAKI2014
6⽉月7⽇日（⼟土）に⽯石巻で開催されたPARK  ROCK  ISHINOMAKIは
サーキット形式で開催され、⽯石巻市街の4つの会場にステキな⾳音
楽が響き渡りました。
前⽇日の準備からあわせて40⼈人のボランティアさんが参加してく
れ、⼩小⾬雨の中、みんながんばってくれました。



ボランティアコーディネート事業

●コーディネート実績（2/5）
・⽯石巻の空き家のリノベーション
このプロジェクトは使っていない空き家を綺麗麗にして、⼈人が集え
る場所にリノベーションしていこうというプロジェクトです。
第1段は掃除ということで、7⼈人のボランティアさんと家屋の⽚片
付けと清掃を⾏行行いました。

・LANDMARK  FESTIVAL  2014
7⽉月27⽇日（⽇日）に⽯石巻で開催されたLANDMARK  FESTIVAL  
2014。昨年年の東北北ジャムに参加してくれたボランティアさんに
声がけして、前⽇日準備から当⽇日の運営まで、合計53⼈人のボラン
ティアさんが参加してくれました。

・MIYAGI  POKERUN
8⽉月3⽇日（⽇日）に宮城県柴⽥田郡村⽥田町のスポーツランド菅⽣生で⾏行行
われたMIYAGI  POKERUNは宮城県内全域に設定する約70ヵ所の
チェックポイントのうち5ヵ所以上を回遊し、POKERUN専⽤用の
携帯アプリでカードを集めていくイベント。
宮城県内、福島、東京から集まった7⼈人のボランティアさんと⼀一
緒に会場内のお客さま案内を実施しました。

・第45回仙台七⼣夕花⽕火祭
仙台七⼣夕祭りは、仙台⻘青年年会議所さんが中⼼心となり、毎年年仙台七
⼣夕祭りの前⽇日に⾏行行われています。ひょうごボランタリープラザさ
んと兵庫からきた⼤大学⽣生ボランティア18⼈人と⼀一緒に、有料料観覧
席のチケットもぎりや会場誘導などの活動をしました。
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・⽯石巻STAND  UP  WEEK  2014
7⽉月末に⽯石巻で開催されたSTAND  UP  WEEK  2014。
⽯石巻の街中でいろんなワクワクするイベントが開催される1週間。
ボランティアさん11⼈人と設営⽇日と初⽇日のお⼿手伝いをさせていた
だきました。

・加藤登紀⼦子トーク&ライブ
8⽉月10⽇日（⽇日）に⼥女女川で開催された加藤登紀⼦子トーク&ライブの
ボランティアコーディネートを実施しました。
合計20名のボランティアさんにご参加いただき、⾬雨の中駐⾞車車場
の誘導と会場への誘導を実施しました。



ボランティアコーディネート事業

●コーディネート実績（3/5）

・伊達祭2014
8⽉月16⽇日17⽇日に仙台市⺠民広場と勾当台公園で開催された伊達祭
2014。芳しくない天候の中、⼟土⽇日で合計11⼈人のボランティアさ
んが集まってくれました。開始前の設営のサポートや、インフォ
メーションでパンフレットとうちわ配布＆オフィシャルTシャツ
販売、⼦子ども⽤用のふわふわの運営などを⾏行行いました。

・蔵王⿓龍龍岩祭2014
今年年で9年年⽬目になる⿓龍龍岩祭は、ステキな⾳音楽があって、美味しい
⾷食べ物があって、蔵王の⾃自然と温泉がある、すごく気持ちのいい
フェス。設営作業から運営、ステージのセキュリティまで⾊色々と
お⼿手伝いしてきました。

・⾳音楽のある東北北
8⽉月30⽇日（⼟土）に蔵王温泉スキー場 　上の台ゲレンデで⾏行行われた
「⾳音楽（おと）のある東北北」。近畿⽇日本ツーリストさまの社員の
⽅方がボランティアとして運営に参加いただき、そのコーディネー
トのお⼿手伝いをさせていただきました。前⽇日設営は19⼈人、当⽇日
運営には100⼈人の⽅方が参加していただきました。

・TINY  GARDEN  FESTIVAL  2014
8⽉月30⽇日（⼟土）、31⽇日（⽇日）に群⾺馬県嬬恋村の無印良良品カン
パーニャ嬬恋キャンプ場で開催されたTINY  GARDEN  FESTIVAL  
2014のスタッフコーディネートを昨年年に引き続き実施。普段は
店舗で接客をされているスタッフさんや、プレスの⽅方、⼈人事の⽅方、
そして内定者も含めて86⼈人の⽅方にTGFのスタッフとして活動し
ていただきました。
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・Rock  Corpsセレブレーション
9⽉月6⽇日（⼟土）福島県福島市のあづま総合体育館で⾏行行われたRock  
Corps 　のセレブレーション当⽇日のボランティアコーディネート
を実施。県内外から8⼈人の⽅方が集まり、チケット交換とインフォ
メーションを⾏行行いました。

・Seventhheaven七ヶ浜ビーチフェスティバル2014
8⽉月10⽇日に七ヶ浜で予定されていたSeventhheaven七ヶ浜ビー
チフェスティバル2014。昨年年に続いてボランティア募集から当
⽇日のボランティアコーディネートまで実施予定で、20⼈人くらい
のボランティア応募がありましたが、当⽇日は台⾵風のため残念念なが
ら中⽌止になりました。



ボランティアコーディネート事業

●コーディネート実績（4/5）

・GAMA  ROCK  2014
6⽉月からボランティアさんとFLAGの準備が始まったGAMA  
ROCK  2014。何回も集まってボランティアさんと準備して、当
⽇日の運営ボランティアやワークショップボランティアの募集もし
ながら、⻑⾧長い準備期間を経て、ついにGAMA  ROCK本番を迎えま
した。事前準備と設営⽇日・撤去⽇日を合わせて合計88⼈人の⽅方に参
加いただきました。

・騎⾺馬武者ロックフェス2014
9⽉月20⽇日（⼟土）福島県南相⾺馬市で⾏行行われた騎⾺馬武者ロックフェス
は南相⾺馬の伝統的な野⾺馬追のメイン会場の雲雀ケ原祭場地を会場
で開催されました。前⽇日準備含めて延べ25⼈人のボランティアさ
んが集まってくれました。

・気仙沼サンマフェスティバル2014
10⽉月11⽇日・12⽇日に宮城県気仙沼市で⾏行行われるサンマフェスは今
年年も旬のサンマが無料料で⾷食べれるフェスとして⼤大⼈人気でした。
前⽇日準備から撤収作業までの4⽇日間で合計150⼈人のボランティア
さんが参加してくれました。

・Peace  On  Earth2015
3⽉月7⽇日（⼟土）、8⽇日（⽇日）に⽇日⽐比⾕谷公園で開催されたPeace  On  
Earth2015。ボランティアリーダーとして10名が事前から何度度
も打合せや準備作業に参加してくれ、イベント当⽇日の運営は⼟土⽇日
で延べ80⼈人が参加してくれました。
東京での追悼の場として、そして未来を考える場としてたくさん
の⽅方にご来場いただきました。
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・LOVE  FOR  NIPPON
3⽉月11⽇日に福島県の各所で開催されたキャンドルナイト。ボラン
ティアインフォでは南相⾺馬会場のお⼿手伝いをさせていただき、福
島⼤大学のボランティアさん含めた10⼈人で活動を⾏行行いました。

・ツール・ド・東北北  2014
9⽉月14⽇日（⽇日）に⽯石巻〜～気仙沼の沿岸部を⾃自転⾞車車で⾛走るツール・
ド・東北北  2014が開催されました。今回が2回⽬目の開催で、昨年年
まで⽯石巻－南三陸陸だったのが、今年年は気仙沼までの往復復220キロ
コースを新設。ボランティアインフォでは気仙沼エリアのクルー
（ボランティア）の調整役としてお⼿手伝いしてきました。
全体のボランティア総数は800⼈人！



ボランティアコーディネート事業

●コーディネート実績（5/5）
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・国連防災世界会議パブリック・フォーラム「市⺠民協働と防災」テーマ館
3⽉月14⽇日（⼟土）〜～18⽇日（⽔水）まで仙台市をメイン会場とし⾏行行わ
れた第3回国連防災世界会議。その中で今回ボランティアイン
フォでは、仙台の中⼼心部にある仙台市市⺠民活動サポートセンター
で14⽇日〜～17⽇日まで⾏行行われたパブリック・フォーラム「市⺠民協働
と防災」テーマ館のボランティアコーディネートを⾏行行いました。
開催期間中だけでなく事前ボランティアとして仙台市内にフォー
ラムのポースターを貼りに⾏行行くなど60⼈人以上の⽅方が関わりまし
た。

ボランティア普及・啓蒙事業

●中⾼高⽣生スポーツボランティア育成講座
2020年年東京オリンピックにむけて、SV2004さんと中⾼高⽣生スポーツボランティア育成講座を
実施しました。

・中⾼高⽣生スポーツボランティア育成講座とは？
 　宮城県内の中⾼高⽣生を対象に、講座とベガルタ仙台や仙台89ERS、グランディ・21などの
 　協⼒力力団体でのボランティア活動体験を通じて、スポーツボランティア経験者に育成してプ
 　ログラムです。

・募集期間：2014年年9⽉月1⽇日－9⽉月30⽇日
・活動体験期間：2014年年10⽉月－2015年年1⽉月
・活動対象：宮城県内の⾼高校⽣生、中学⽣生
・最初の研修⽇日程：2014年年10⽉月11⽇日（⼟土）or19⽇日（⽇日）
・研修場所：仙台市体育館2階研修室
・参加者数：33⼈人（団体申込：郡⼭山中学校バスケ部）

●ボランティア教育
インターンの我妻を中⼼心に、教育機関における既存のボランティア体験を超えた、ボランティ
アプログラムの開発及び提案を実施しました。

ただのボランティア体験ではなく、下記の6つのSTEPを経ることで様々な気付きを得ながらボ
ランティアという⼿手法を使い、周囲
を巻き込みながら地域の課題を解決し
ていきます。

2015年年4⽉月から多賀城⾼高校でのプログ
ラム実施が決定しています。
（実施にあたって⼦子どもサポート基⾦金金
 　から助成を受けることが決定してい
 　ます）

h"p://sv.volunteerinfo.jp/	  
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ボランティア普及・啓蒙事業

●ボランティアストーリー
ボランティア活動を⾏行行っている⽅方にインタビューをして、1⼈人1⼈人のボランティアストーリー
をwebを中⼼心に配信しています。
ボランティア活動に参加した動機や、活動をして良良かったこと、参加した後で変わったことな
どを聞き、ボランティアストーリーとして配信することで、少しでも多くの⽅方に共感していた
だき、そして「⾃自分でもできるかな」「ボランティア⾏行行ってみようかな」と思っていただける
⼈人を増やしていきます。 　サイトリリース：2013年年11⽉月11⽇日

h"p://story.volunteerinfo.jp/	  
	

●取材を受けた  伊東さんの声（http://story.volunteerinfo.jp/story017/）
取材を受けて⾃自分の気持ちや挑戦したいことを整理理出来たと思います。先⽇日ボランティアリー
ダーに初挑戦しました。失敗してまだまだ未熟な⾃自分が⾒見見えたり、⼈人と関わる事で改めてボラ
ンティアが楽しく感じたりしました。取材からまだ半年年しか経っていないのに、記事を読むと
昔の⾃自分はまだ⽢甘いなと感じます。今後もボランティアストーリーを読み返して、⾃自分を振り
返ったり、他の記事を読んで活動に活かしていきたいです。
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助成⾦金金

その他の活動
●登壇イベント
・東北北⾼高校⽣生未来会議 　ディスカッションテーマ別の有識識者として北北村が参加

・ARABAKI  ROCK  FEST.14 　蔵王VIEWビレッジでのトークイベント
 　「フェスからはじめるまちづくり」に北北村が登壇

・フェスからハジメルまちづくり＠仙台Forstaに北北村が登壇

・東北北復復興プロジェクトフェア  
 　ブースを出展し北北村が事業の説明とインターンの募集を実施

・みやぎNPOプラザのNPO夜学に代表の北北村が登壇

・PechaKucha  Night  Sendai  Vol.7に代表の北北村が登壇

●その他
・第８回・五橋公園グリーンフェスティバル
 　仙台ボランティアコレクションとしてワークショップを出展しました

・第24回定禅寺ストリートジャズフェスティバル  in  仙台
 　⻄西公園エリアのディレクターを実施

●第14回⾚赤い⽻羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募⾦金金」
 　震災後から継続して実施しているボランティア情報の収集と発信に加えて、被災地域での
 　ボランティアコーディネートを通じたボランティアの場作りを、この助成⾦金金を通じて実施
 　しました。



この１年年の定量量的な成果

●ボランティア情報事業
・ボランティア情報掲載数：1,114件（平均92件/⽉月）

 　 　	  
2013年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 　 　・夏前の募集が多くなっていた時期が昨年年よりも⼤大きく減少
            ・傾向としては夏休み前と3⽉月、ゴールデンウィーク前に増加する傾向があるもの
 　 　 　昨年年よりも⼭山はなだらかになってきている
	  157	  123	  108	  78	  40	  42	  90	  107	  

・サポート団体数

        605団体（ボランティア募集のサポート有無に関わらず）

・東⽇日本⼤大震災以外のボランティア情報
 　4箇所：台⾵風8号⼤大⾬雨被害、台⾵風11号・12号⼤大⾬雨被害、2014年年8⽉月⼤大⾬雨被害、⻑⾧長野県北北部地震被害

・ボランティア案内所
 　3箇所：アースガーデン冬、Peace  On  Earth2015、
 　 　 　 　  the  HIATUS  Closing  Night＠⽇日本武道館
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4⽉月 5⽉月 6⽉月 7⽉月 8⽉月 9⽉月 10⽉月 11⽉月 12⽉月 １⽉月 ２⽉月 ３⽉月

45 67 97 141 93 81 88 89 107 107 127 72

136 110 161 182 136 133 110 50 39 65 104 58

※ID数をもとに算出しているため5％程度度のロスがある可能性あり
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この１年年の定量量的な成果

●ボランティア情報事業
・ap  bank東北北ボランティアプログラム
 　－募集団体数：17団体
 　 　TSUNAGARI  project（宮城県南三陸陸町）、socialTOUR（宮城県東松島市）、   　 　 　 　
 　 　三陸陸ひとつなぎ⾃自然学校（岩⼿手県釜⽯石市）、キャンナス（宮城県⽯石巻市）、 　 　
 　 　VOARLUZ（宮城県気仙沼市）、ピースボートセンターいしのまき
 　 　（宮城県東⽯石巻市）、⽇日本カーシェアリング協会（宮城県⽯石巻市）、
 　 　陸陸前⾼高⽥田カモメネット（岩⼿手県陸陸前⾼高⽥田市）、
 　 　ともしびプロジェクト（宮城県気仙沼市）、
 　 　東北北ファミリア（宮城県南三陸陸町）

 　ーボランティア参加者数：30⼈人（応募者数：64⼈人）

 　 　	  
2013年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	  
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●ボランティアコーディネート事業
・おのくん誕⽣生祭：20⼈人
・ARABAKI  ROCK  FEST.14：52⼈人
・⻩黄⾊色の架け橋ウィーク：50⼈人
・仙台ハーフマラソン関連イベント：16⼈人
・GOOUT  CAMP猪苗代：31⼈人
・PARKROCK  ISHINOMAKI2014：40⼈人
・仙台七⼣夕花⽕火祭：18⼈人
・⽯石巻STANDUP  WEEK：11⼈人
・加藤登紀⼦子トーク&ライブ：20⼈人
・七ヶ浜ビーチフェス：20⼈人
・伊達祭：11⼈人

 　年年間参加ボランティア⼈人数：1,715⼈人

●ボランティア普及・啓蒙事業
・ボランティアストーリー 　記事数：10本

●その他
・ブログでの情報発信数：101記事（平均：8.4記事/⽉月）

・⿓龍龍岩祭：5⼈人
・⾳音のある東北北：119⼈人
・TINY  GARDEN  FESTIVAL：86⼈人
・ROCK  CORPS：8⼈人
・GAMA  ROCK：88⼈人
・ツールド東北北：800⼈人
・気仙沼サンマフェス：150⼈人
・  Peace  On  Earth2015：100⼈人
・LOVE  FOR  NIPPON：10⼈人
・国連防災世界会議テーマ館：60⼈人



この１年年の定性的な成果

●ボランティア情報事業
・東⽇日本地震のボランティア情報の特集を組みました
 　 　ゴールデンウィーク特集、夏休み特集、311周辺のイベント特集 　など

・ボランティア情報⼊入⼒力力チームで毎⽉月の掲載⽬目標を達成できるようになりました
 　 　チームとして機能するようになり毎⽉月の掲載⽬目標数に向けて計画的にボラン
 　 　ティア情報の収集や⼊入⼒力力の分担ができるようになりました。

・東⽇日本⼤大震災以外の災害ボランティアの対応をしました
 　 　ボランティア情報の流流通の仕組みを活⽤用し、災害が起こった際に迅速にボラ
 　 　ンティア情報をwebに流流通させ、ボランティアを求める⼈人とボランティアを
 　 　繋ぎました。
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●ボランティアコーディネート事業
・様々なシーンのボランティアコーディネートを実施しました
 　 　⾳音楽イベントやスポーツイベント、アートイベントなどさまざまなイベント
 　 　のボランティアコーディネート実績を積みました。

・参加ボランティアのリピーター化
 　 　ボランティアインフォのボランティアコーディネートに毎回参加してくれる
 　 　⽅方が多く、ボランティアの輪輪が徐々に広がってきています。

・東北北沿岸部で開催されるイベントから声がけいただけるようになりました
 　 　ボランティアコーディネートをコツコツと積み上げてきた結果、宮城の沿岸
 　 　部を中⼼心にイベントを開催してボランティア募集を実施したい場合にお声が
 　 　えをいただけるようになってきました。
 　 　今期も新規のコーディネート案件が多く、次期もイベントが増える予定です。

・商業イベントのコーディネートで収益を得られるようになりました
 　 　震災復復興⽀支援関連以外の商業イベントでコーディネートをする際に、
 　 　企画費を含めて収益を得ることが徐々にできるようになってきました。
 　 　コーディネート事業での収益をいただきながら沿岸部のイベントのコーディ
 　 　ネートを継続していければと思います。

・アースガーデンと共同でボランティアプラスを⽴立立ち上げました
 　 　ボランティアプラスはボランティアインフォとアースガーデンで⾏行行う、ボラン
 　 　ティアの世界を広げるプロジェクトです。主に東京の案件を中⼼心にボランティ
 　 　アの場を創っていきます。



この１年年の定性的な成果

●その他
・株式会社デイアライブさまに広告スポンサーになっていただきました
 　 　Webプロモーション  企画  制作を⾏行行っている株式会社デイアライブさまに
 　 　1年年間の広告スポンサーになっていただきました。

・東京オフィス開設
 　 　12⽉月1⽇日より⼀一般社団法⼈人⽇日本公益事業インキュベーションセンターさまの中
 　 　に東京オフィスを開設しました。
 　 　東京オリンピックに向けた動きを東京で実施していくにあたって活⽤用していき
 　 　ます。
 　 　住所：東京都千代⽥田区霞が関3-‐‑‒6-‐‑‒15  霞が関MHタワーズ6階
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●ボランティア普及促進事業
・ap  bank東北北ボランティアプログラムとボランティアストーリーが連携しました
 　 　ap  bankプログラムに参加されたボランティアさんに取材を実施し、ボラン
 　 　ティアストーリーのサイトだけではなく、ap  bankプログラムのサイトにも掲
 　 　載していただきました。
 　
・ボランティア教育を開始しました
 　 　インターンの我妻を中⼼心に、教育機関における既存のボランティア体験を超え
 　 　た、ボランティアプログラムの開発を⾏行行いました。
 　 　多賀城⾼高校で次期の実施が決定し、更更にその実施における費⽤用を⼦子どもサポー
 　 　ト基⾦金金の助成⾦金金を申請して助成が決定しました。

・SV2004さんと⼀一緒にスポーツボランティア育成講座を開始しました
 　 　オリンピックに向けてスポーツ分野のボランティアにリーチすることができた
 　 　と同時に、2020年年に向けたボランティアの育成が開始できたことは⼤大きな1歩
 　 　となりました。次期以降降も継続して実施していく予定です。



メディア掲載
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・ボランティアコーディネーション⼒力力３級検定 　実施要項（4⽉月17⽇日）
 　北北村のインタビュー掲載

・フリーペーパー「earth  garden  vol.25」（6⽉月11⽇日）
 　東北北へのボランティア旅⾏行行について

・ヤフーさんのCSR  ［CHALLENGE］（9⽉月12⽇日） 　
 　ツール・ド・東北北でのボランティアについて

・⾚赤い⽻羽根共同募⾦金金さんのボラサポFacebookページ（1⽉月30⽇日）
 　宮古⽑毛ガニまつりについて

・ラジオ関⻄西「時間です！林林編集⻑⾧長」のつながる東⽇日本コーナー（2⽉月4⽇日）
 　被災地への⽀支援の形について

・河北北新報⼣夕刊（2⽉月23⽇日） 　ボランティアインフォの活動について

・東京新聞さんの災害・復復興ボランティア特集紙⾯面（3⽉月1⽇日）
 　ボランティアインフォの活動について

・国連防災世界会議パブリック・フォーラム「市⺠民協働と防災」のブログ（3⽉月18⽇日）
 　パブリック・フォーラムでの活動紹介



最後に

東⽇日本⼤大震災後の活動からはじまったボランティアインフォは多くの⽅方に⽀支えて
いただき、2012年年4⽉月にNPO法⼈人になり、NPO法⼈人ボランティアインフォとし
ての第3期の活動を終えることができました。この場をおかりして、お世話に
なっている皆さまに御礼申し上げます。

被災地での⽀支援の変化のスピードは早く、求められているボランティアは刻⼀一刻
と変化しています。それに対応できるよう、ボランティアインフォも組織構成や、
情報収集と発信の⽅方法などを⽇日々⾒見見直しながら活動を⾏行行なっています。
継続して実施していることがある⼀一⽅方で、「ボランティアストーリー」のように
新しく始めたこともあります。

また昨年年から実施しているボランティアコーディネートについては、ボランティ
アの場作りを通じて、「ボランティアをカジュアルにする」「⽇日本のボランティ
ア⼈人⼝口を増やす」ことを⽬目的としていますが、年年間のボランティア参加者数は
1800⼈人を越え、そしてリピート率率率も⾼高く、ボランティア参加者⾃自⾝身も楽しんで
参加してくれています。

2015年年度度はボランティア情報事業はそのまま継続しつつ、コーディネート事業
での単体⿊黒字化化を⽬目指していきます。

東⽇日本地震の⽀支援活動を継続しつつも、⽇日本のボランティア⼈人⼝口を増やし、もっ
とボランティア活動がカジュアルになるように活動して参りますので、引き続き
ご⽀支援の程、よろしくお願いいたします。

NPO法⼈人ボランティアインフォ 　代表理理事
北北村 　孝之
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●団体概要
 　 　正式名称 　 　特定⾮非営利利活動法⼈人ボランティアインフォ
 　 　設⽴立立 　 　 　 　2011年年5⽉月15⽇日（2012年年4⽉月2⽇日NPO法⼈人認可）
 　 　住所 　 　 　 　宮城県仙台市⻘青葉葉区本町１－１－１２GMビルディング2F
 　 　URL 　 　 　 　http://volunteerinfo.jp
 　 　代表理理事 　 　北北村孝之
 　 　理理事 　 　 　 　及川多⾹香⼦子
 　 　理理事 　 　 　 　⼭山⽥田朱実
 　 　監事 　 　 　 　村松淳司 　 　
 　 　決算期 　 　 　3⽉月31⽇日


