
「しずおか学生ボランティアいわて応援隊プロジェクト」 

～学生だからこそ、岩手のためにできること～ 

 

(静岡県社会福祉協議会) 

 

1 背景・目的 

 

○ 東日本大震災は、一部の地域のことだけではなく、自分達のこととして、この国のことを考えるき

っかけと言えます。 

○ だからこそ静岡県社会福祉協議会は、未来を担う若者たち、学生たちの意識・行動を大切にしたい

と願います。 

○ このたび、静岡県内の学生達に、現在、被災地で起きている様々な困難や課題、また可能性等と向

き合い、自分のこととして考える機会を提供します。 

 

2 企画内容 

 

 岩手県山田町において、被災地支援活動を行う学生ボランティアを募集します。 

 

第 1回 平成 23 年 4 月 27 日(水)～5月 4日(水) (1) 活動期間 

第 2回 平成 23 年 5 月 2日(月)～5月 9日(月) 

(2) 活動場所 岩手県山田町災害ボランティアセンター 

(宿泊場所：山田町災害ボランティアセンター／寝袋を想定)  

※無料(但し、食費は実費)  

(3) 募集人数 各回 20 名 （静岡県内の大学生） 

(4) 移動手段 中型貸切バス(静岡県内の主要インター～岩手県山田町) 

(5) 活動内容 災害ボランティアセンターの運営補助、避難所での遊び相手など 

(6) 応募条件 ① 心身ともに健康で、自分の健康管理や寒さ対策等ができる人 

② 現地の職員の指示に従い、かつ自発的に行動できる人 

③ 事前に開催するオリエンテーションに参加できる人 

④ 当該大学担当教員が推薦する者 

(7) 事前説明 日時：4月 25日(月)19時～  場所：静岡県総合社会福祉会館 １階101会議室 

※事前説明時に、ボランティア保険への加入手続きを行います。 

※事前説明に係る交通費は自己負担 

 

3 主 催 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 (担当 地域福祉部 曽根) 

            〒420-8670 静岡市葵区駿府町 1-70 TEL 054-254-5224 



 
「しずおか学生ボランティアいわて応援隊」 

～学生だからこそ、岩手のためにできること～ 

１ 日程・交通手段 

  静岡県社会福祉協議会がチャーターした観光バスで移動 
  ①４月２７日（水）～５月４日（水） ②５月２日（月）～５月９日（月）    

 ☆行程 

   

 

 

 

 

 

  

日程 時間 行程 
１日目 １５時 集合・出発 ※バス車中泊 

 (静岡市葵区駿府町：静岡県総合社会福祉会館) 
６時 山田町災害ボランティアセンター着 ２日目 
８時～１６時 活動（山田町内） 

３日目 

～６日目 
８時～１６時 活動（山田町内） 

８時～１６時 活動（山田町内） ７日目 
 １７時 山田町災害ボランティアセンター発 ※バス車中泊 

８日目 １０時 解散 (静岡市葵区駿府町：静岡県総合社会福祉会館) 

 

 

 

 

２ 募集人員 

  静岡県内の大学生 各日程２０名   
３ 活動内容   

 避難所等での遊び相手・話し相手、被災地内の家屋の片づけ等 
４ 宿泊場所 

  山田町災害ボランティアセンター（寝袋） 
山田町 B&Ｇ海洋センター 岩手県下閉伊郡山田町船越第９地割１０−１ 

   ※山田町では、電気復旧済、水道一部復旧。 
５ 所持品  

寝袋、作業着、マスク、携行食(カロリーメイト等)、軍手、カッパ、安全靴、タオ

ル、ウエットティッシュ、保険証、運転免許証など  ※各自で御準備ください 

６  食事について  

昼食・夕食については、本会で弁当等を手配します。(有料：１食 500 円程度) 
朝食については、予め各自で御用意ください。(携行食、日持ちするパンなど) 
 ※別途、炊き出しを調整中です。 

７ 費用負担   
  観光バスチャーター料・ボランティア保険料については本会が負担します。 
８ 応募条件 

  ① 心身ともに健康で、自分の健康管理や寒さ対策等ができる人 

② 現地の職員の指示に従い、かつ自発的に行動できる人 

③ 事前に開催するオリエンテーションに参加できる人 

④ 当該大学担当教員が推薦する者 

９ 事前オリエンテーション 

日時：4月25日(月)19時～  場所：静岡県総合社会福祉会館 １階１０１会議室 

※事前説明時に、ボランティア保険への加入手続きを行います。交通費自己負担。 



しずおか学生ボランティアいわて応援隊(第 1 回) 

 
◇支援期間：平成 23 年 4 月 27 日（水）～5 月４日（水） 

 

月日（曜日） 行            程 

4／27（水） 

15:00                                               4/28 6:00 頃 

静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」集合/出発 ・・・適宜休憩（2 時間おき程度）・・・・・・・・・山田町災害ＶＣ到着 

                  ※バス車中泊（夕食はＳＡで自己負担）    

4／28（木） 

6:00              8:00                       15:00       16:00  

山田町災害ＶＣ到着・・・・・・・活動内容説明・・・・・・活動開始・・・・・・・・・・活動終了・・・・・・山田町災害ＶＣ・・ 

※朝食はバス車内（自分で用意）      （VC→活動場所）               （活動場所→VC） ※活動報告 

16:30                            22:00 

自由時間／夕食（本会が有料で用意）／シャワー等・・・・・・・消灯 

4／29（金） 

～5／２（月） 

              8:00                         15:00       16:00  

朝食／各自活動準備・・・・・・・活動内容説明・・・・・・活動開始・・・・・・・・・・活動終了・・・・・・山田町災害ＶＣ・・ 

※朝食は自分で用意            （VC→活動場所）                （活動場所→VC） ※活動報告 

16:30                                       22:00 

自由時間／夕食（本会が有料で用意）／シャワー等・・・・・・・消灯 

5／3 （火） 

              8:00                        15:00         16:00  

朝食／各自活動準備・・・・・・・活動内容説明・・・・・・活動開始・・・・・・・・・・活動終了・・・・・・山田町災害ＶＣ・・ 

※朝食は自分で用意            （VC→活動場所）               （活動場所→VC） ※活動報告 

16:30    17:00                                 5/4 10:00 頃 

帰宅準備・・・山田町災害ＶＣ出発・・・・適宜休憩（2 時間おき程度）・・・・・・・静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」到着 

※バス車中泊（夕食はＳＡで自己負担） 

5／4 （水） 
       10:00 

・・・・・・・静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」到着・解散 

※ 現地での宿泊先は、山田町災害ＶＣ内の宿泊所となります。 

※ 支援期間中の食事について、朝食は各自で用意、昼食・夕食は本会で手配いたします。（有料） 



しずおか学生ボランティアいわて応援隊行程表(第２回) 

 
◇期間：平成 23 年５月 2 日（月）～5 月９日（月） 

 

月日（曜日） 行            程 

５／2（月） 

13:30      15:00       16:30                               4/28 6:00 頃 

浜松駅集合/出発  静岡駅集合/出発   沼津駅集合/出発  ・・・適宜休憩（2 時間おき程度）・・・・・・・山田町災害ＶＣ到着 

                  ※バス車中泊（夕食はＳＡで自己負担）    

５／３（火） 

6:00              8:00                       15:00       16:00  

山田町災害ＶＣ到着・・・・・・・活動内容説明・・・・・・活動開始・・・・・・・・・・活動終了・・・・・・山田町災害ＶＣ・・ 

※朝食はバス車内（自分で用意）      （VC→活動場所）               （活動場所→VC） ※活動報告 

16:30                            22:00 

自由時間／夕食（本会が有料で用意）／シャワー等・・・・・・・消灯 

５／４（水） 

～5／７（土） 

              8:00                         15:00       16:00  

朝食／各自活動準備・・・・・・・活動内容説明・・・・・・活動開始・・・・・・・・・・活動終了・・・・・・山田町災害ＶＣ・・ 

※朝食は自分で用意            （VC→活動場所）                （活動場所→VC） ※活動報告 

16:30                                       22:00 

自由時間／夕食（本会が有料で用意）／シャワー等・・・・・・・消灯 

5／８ （日） 

              8:00                        15:00         16:00  

朝食／各自活動準備・・・・・・・活動内容説明・・・・・・活動開始・・・・・・・・・・活動終了・・・・・・山田町災害ＶＣ・・ 

※朝食は自分で用意            （VC→活動場所）               （活動場所→VC） ※活動報告 

16:30    17:00                                  

帰宅準備・・・山田町災害ＶＣ出発・・・・適宜休憩（2 時間おき程度）・・・・・・・バス車中泊（夕食はＳＡで自己負担） 

5／９ （月） 
 8:30       10:00       11:30     

沼津駅着/解散   静岡駅着/解散     浜松駅着/解散  

※ 現地での宿泊先は、山田町災害ＶＣ内の宿泊所となります。 

※ 支援期間中の食事について、朝食は各自で用意、昼食・夕食は本会で手配いたします。（有料） 



静岡県社会福祉協議会地域福祉部 曽根宛  ＦＡＸ 054-251-7508   makoto_sone@shizuoka-wel.jp 

申込書 「しずおか学生ボランティアいわて応援隊」へ学生派遣について 

           
学  校   名 
回答者職氏名 
連   絡   先 

                                                                                 回  答  日       

 派遣申込者  

  

（ふりがな） 
氏名 性別 学部・学年 生年月日 住所 携帯電話番号 

ボランティア活動 
経験・内容 
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