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九州地方を中心とした今回の豪雨では、全国 26県で被害が発生していま

す。 

これまでに、死者 78人、行方不明 6人、負傷者 23人の人的被害に加え、

全・半壊を含む 16,500棟を超える住家被害等が確認されています（消防庁 ７

月 22日７時発表）。 

 

 

 

○ 現在の災害ボランティアセンターの状況 

これまでに、６県 17市町村で災害ボランティアセンターが開設されていま

すが、いずれも新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボランティアの募

集範囲を県内あるいは市町村内のみとしています。各災害ボランティアセンタ

ーの負担を軽減するため、現時点では、県内・市町村内以外の方はボランティ

ア活動に関するお問い合わせを控えてください。 

被災地における災害ボランティアセンターの開設およびボランティアの募集

については、市町村ごとに判断されます。詳細は各市町村の災害ボランティアセ

ンターのホームページ等により最新情報をご確認ください。 

◼ 最新の状況は、全社協「被災者支援・災害ボランティア情報」をご参照ください。 

  

総務部広報室 z-koho@shakyo.or.jp 

TEL03-3581-4657  FAX03-3581-7854 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 

新霞が関ビル  

 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

2020（令和２）年７月 22日 

日 

※ 令和 2年 7月豪雨災害についての情報をお送りします。 
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県 災害 VC名 
開設日 

ボランティアの募集範囲 サイト 
（活動開始日） 

岐
阜
県 

岐阜県全体の状況（岐阜県社会福祉協議会） HP 

高山市災害ボランティア
支援センター 

7月 11日 現在は市内のボランティア団体で活動してお

り、県外からのボランティア、個人のボランテ

ィアは募集していません。 

HP 

(7月 12日) 

島
根
県 

島根県全体の状況（島根県社会福祉協議会） HP 

江津市災害ボランティア
センター 

7月 17日 
江津市内の方（要事前登録） 

HP 

※現在、募集を一時休止しています。 

福
岡
県 

福岡県全体の状況 （福岡県社会福祉協議会 災害救援本部） HP 

大牟田市災害ボランティ
アセンター 

7月 9日 

有明定住自立圏の 6市町在住の方（大牟田

市、柳川市、みやま市、荒尾市、南関町、長

洲町）、完全事前予約制（新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、当日の受付は行い

ません） 
HP 

(7月 13日) 
※7月 31日（金）までの活動は募集人数に

達し受付終了。8月 1日（土）以降の活動を

引き続き受付。 

久留米市災害ボランティ
アセンター 

7月 9日 福岡県内在住の方（要事前登録） 
HP 

(7月 12日) ※現在、募集を一時休止しています。 

長
崎
県 

長崎県全体の状況（長崎県社会福祉協議会） HP 

大村市災害ボランティア
センター 

7月 10日 大村市内に在住の方 

HP 

(7月 11日) 
※7月 22日（水）で災害 VC終了。引き続き

市社協ボランティアセンターで被災された

方々を支援。 

熊
本
県 

熊本県全体の状況 （熊本県社会福祉協議会 ） HP 

熊本県災害ボランティア情報「特設サイト」 
特設サ
イト 

八代市災害ボランティア
センター 

7月 7日 
熊本県内在住の方 HP 

(7月 15日) 
人吉市災害ボランティア
センター（球磨村災害ボラン
ティアセンターと協働開設） 

7月 10日 
熊本県内在住の方 HP 

(7月 10日) 

荒尾市災害ボランティア
センター 

7月 10日 
熊本県内在住の方 HP 

(7月 13日) 
小国町災害ボランティア
センター 

7月 13日 小国町在住の方、18歳以上 
HP 

(7月 15日) ※7月 23日（木）からセンターの場所を移転 

芦北・津奈木広域災害ボ
ランティアセンター（7月 9

日から、芦北町社協・津奈木

町社協が広域で設置し名称

変更） 

7月 6日 

熊本県内在住の方（要事前登録） HP 

(7月 8日) 

錦町災害ボランティアセ
ンター 

7月 9日 
錦町内在住の方  

(7月 9日) 
多良木町災害ボランティ
アセンター 

7月 9日 多良木町内在住で、高校生以上（要事前登

録） 
HP 

(7月 15日) 
相良村災害ボランティア
センター 

7月 8日 
熊本県内在住の方  

(7月 8日) 

山江村災害ボランティア
センター 

7月 10日 
熊本県内在住の方（要事前登録） HP 

(7月 10日) 

 

https://www.winc.or.jp/
http://www.takayamashakyo.net/
https://www.fukushi-shimane.or.jp/
https://gotsu-syakyo.jp/
http://www.fuku-shakyo.jp/
http://www.omshakyo-kizuna.com/
http://www.heartful-volunteer.net/
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/index2.php
http://www.omura-shakyo.net/
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/
https://kumamoto.shienp.net/
https://kumamoto.shienp.net/
http://www.yatsushiro-shakyo.jp/
http://www.hitoyoshi-shakyo.com/
http://www.arao-shakyo.com/index.html
http://www.asoyamabiko.hinokuni-net.jp/oguni/
http://www.ashikita-shakyo.com/
http://taragi-shakyo.or.jp/
https://yamae-shakyo.net/
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大
分
県 

大分県全体の状況（大分県社会福祉協議会） HP 

日田市災害ボランティア
センター 

7月 12日 大分県内在住の方（要事前登録） 

HP 

(7月 12日) 
※7月 22日(水)、7月 25日（土）は活動休

止 

由布市災害ボランティア
センター 

7月 13日 大分県内在住の方（要事前登録） 

HP 

(7月 16日) 
※しばらくの間は、ニーズ調査・確認作業を

センタースタッフで行うため、ボランティアの

募集を休止。 

九重町社会福祉協議会 
被災者支援センター（災
害ボランティアセンター） 

7月 10日 大分県内在住の方（要事前登録） 

HP 

(7月 10日) ※7月 22日(水)は活動休止 

 

○ これまでの延べボランティア活動者数 

被災地の各市町村の災害ボランティアセンターおよび社協ボランティアセン

ターにおいては、7月 20日(月)までに延べ 11,427人のボランティアを受け入れ

住民の支援にあたっています。 

 

○ 九州各県の県社協の動き 

＜被災状況把握のため、県社協職員を被災地に派遣＞ 

福岡県社協、長崎県社協、熊本県社協、大分県社協では、被災地に県社協職員

を派遣し、今後の支援について情報を共有しています。 

また、佐賀県社協、宮崎県社協、鹿児島県社協では、被災地の市町村社協と連

絡を取り合い、被災状況を共有しています。 

 

＜県社協に災害救援本部（災害ボランティアセンター）を設置（福岡県社協、熊

本県社協、大分県社協）＞ 

福岡県社協、熊本県社協、大分県社協では、県社協に災害救援本部（災害ボラン

ティアセンター）を設置し、県域での情報収集、県内被災地の支援を行っていま

す。 

◼ 福岡県社協（災害救援本部） 

◼ 熊本県社協（災害ボランティアセンター） 

◼ 大分県社協（災害ボランティアセンター） 

 

  

http://www.asoyamabiko.hinokuni-net.jp/oguni/
http://www.hitashakyo.jp/
http://yufu-shakyo.jp/
http://www.oct-net.ne.jp/smile9/syakyoTop.html
http://www.fuku-shakyo.jp/kouhou/R2saigai.html
http://www.fuku-shakyo.jp/kouhou/R2saigai.html
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/kiji/pub/detail.asp?c_id=52&id=1408&type=top
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/kiji/pub/detail.asp?c_id=52&id=1408&type=top
http://www.oitakensyakyo.jp/archives/5288
http://www.oitakensyakyo.jp/archives/5288
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○ 災害ボランティア活動についてのお願い 

災害ボランティア活動は、個人個人の自由な意思に基づいた活動であるこ

とが原則です。 

しかし、現在は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県域を越えて

のボランティアの参加を求めない」としています（熊本県 HP）。 

ついては、地元からボランティア募集に関する発信があるまでは、ボラン

ティア活動を目的として県域を越えて被災地に向かうことは控えてください。 

 

○ 支援物資について（現在は行政、社協とも受付けていません） 

現時点では支援物資は行政・社協とも受け入れておりません。 

なお、企業等からの大口の支援物資につきましては、熊本県庁に事前にご

相談ください。 

 

 

 

○ 支援金の受付 

<中央協共同募金会> 

中央共同募金会では、被災県内の NPO・ボランティア団体自身によって行わ

れる被災者支援活動を応援するため、「令和 2 年 7 月 3 日からの大雨による

災害にともなう災害ボランティア・NPO 活動サポート募金（災害ボラサポ・令

和 2 年 7 月豪雨）」の寄付受付を開始しました。 

◼ 中央共同募金会のホームページ 

 

<熊本県社協・災害ボランティア活動支援金募集> 

熊本県社協では、熊本県内の災害ボランティア活動を進めるための支援金を

募集しています。 

◼ 熊本県社会福祉協議会のホームページ 

 

○ 義援金の募集 

福岡県、熊本県の各県行政・県共同募金会・日本赤十字社県支部では、義援

金を受け付けています。皆さんから寄せられた義援金は、各県が設置する義援

金配分委員会により、その全額が市町村を通じて被災された方に渡されます。 

◼ 福岡県共同募金会のホームページ 

◼ 熊本県共同募金会のホームページ 

■支援金・義援金の受付について 

https://www.akaihane.or.jp/saigai-news/13151/
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/kiji/pub/detail.asp?c_id=16&id=1409&type=top
http://www.fuku-shakyo.jp/kyobo/
http://www.akaihane-kumamoto.jp/

