
市町村災害ボランティアセンター設置状況

ホームページURL

岩手県災害ボランティアセンター

1 盛岡市 盛岡市被災地支援ボランティアセンター 盛岡市社協ホームページ

4 花巻市 花巻市災害ボランティアセンター 花巻市社協ホームページ 新規受付見合わせ

6 久慈市 久慈市復興支援ボランティアセンター 久慈市社協ホームページ 市内のみ受付

7 遠野市
遠野市災害ボランティアセンター
（遠野まごころネット）

遠野まごころネットホーム
ページ

活動定休：月曜

8 一関市 一関市災害ボランティアセンター
一関市社会福祉協議会ホーム
ページ

9 陸前高田市 陸前高田市災害ボランティアセンター 陸前高田市社協ホームページ 活動定休：月曜・火曜

10 釜石市 釜石市社協生活ご安心センター
釜石市社協生活ご安心セン
ターホームページ

予約制
活動定休：月曜

11 二戸市 二戸市災害ボランティアセンター
活動休止

（必要に応じて再開）

12 奥州市 奥州市社会福祉協議会災害復興ボランティアセンター
奥州市社会福祉協議会災害復
興ボランティアセンターホー
ムページ

13 雫石町 雫石町災害ボランティアセンター 岩手県社協ホームページ

14 滝沢村 滝沢村社協災害救援ボランティアセンター 滝沢村社協ホームページ

15 紫波町 紫波町災害ボランティアセンター
紫波町災害ボランティアセン
ターブログ

16 金ケ崎町 金ケ崎町災害ボランティアセンター 金ヶ崎町社協ホームページ

大槌町社協復興支援ボラン
ティアセンターホームページ
大槌町社協復興支援ボラン
ティアセンターブログ
岩手県社協ホームページ

山田町社協復興支え愛セン
ターブログ

19 岩泉町 岩泉町災害ボランティアセンター 岩手県社協ホームページ

20 野田村 野田村災害復興ボランティアセンター
野田村災害ボランティアセン
ターブログ

県外からの受付見合わせ

21 軽米町 軽米町社会福祉協議会災害ボランティアセンター 軽米町ホームページ
活動休止

（必要に応じて再開）

都道府県
指定都市
市区町村

災害ボランティアセンターの名称

2

岩手県

宮古市生活復興支援センター

3 大船渡市 大船渡市社協復興ボランティアセンター

5 北上市社協災害復興支援ボランティアセンター

（平成24年4月9日現在　全国社会福祉協議会調べ）

備　考

北上市

http://www.iwate-svc.jp/

宮古市災害ボランティアセン
ターブログ

宮古市

12月から完全予約制

冬期期間12/1～H24.3/31
は活動休止。但し、ニー

ズにより個別対応。
18 山田町

17 大槌町 大槌町社協　復興支援ボランティアセンター

大船渡社協災害ボランティア
センターブログ

北上市社協ホームページ

山田町社協復興支え愛センター

http://www.morioka-shakyo.or.jp/saigaivorantia.html
http://hanamaki-syakyo.or.jp/higashinihonoojishin/oojishin.html
http://www.kuji-shakyo.jp/
http://tonomagokoro.net/
http://tonomagokoro.net/
http://www.ichinoseki-shakyo.com/contents/saigaivolunteer/saigaivolunteer_index.html
http://www.ichinoseki-shakyo.com/contents/saigaivolunteer/saigaivolunteer_index.html
http://rikutaka.ti-da.net/
http://blog.canpan.info/kamaishi-vc/
http://blog.canpan.info/kamaishi-vc/
http://www.oshu-shakyo.jp/contents/volunteer/test/index.html
http://www.oshu-shakyo.jp/contents/volunteer/test/index.html
http://www.oshu-shakyo.jp/contents/volunteer/test/index.html
http://www.iwate-svc.jp/
http://www.k3.dion.ne.jp/~takisha/index.html
http://kazenami-design.sakura.ne.jp/index.php/support/
http://kazenami-design.sakura.ne.jp/index.php/support/
http://www.isop.ne.jp/atrui/kinsyakyo/index.html
http://kaigo.nsyakyo.or.jp/ootsuchi/
http://kaigo.nsyakyo.or.jp/ootsuchi/
http://ameblo.jp/otsuchishakyo/
http://ameblo.jp/otsuchishakyo/
http://www.iwate-svc.jp/
http://videog.jp/view.php?yamada&nowPage=1&PHPSESSID=12227d5e5921b9a9c2b81b93babf267c
http://videog.jp/view.php?yamada&nowPage=1&PHPSESSID=12227d5e5921b9a9c2b81b93babf267c
http://www.iwate-svc.jp/
http://blog.canpan.info/nodashakyo-vc/
http://blog.canpan.info/nodashakyo-vc/
http://www.town.karumai.iwate.jp/gyosei/oshirase/oshirase-soumu/post-76.html
http://www.iwate-svc.jp/
http://blog.goo.ne.jp/miyakovc/
http://blog.goo.ne.jp/miyakovc/
http://ameblo.jp/ooshakyo/
http://ameblo.jp/ooshakyo/
http://www.iwate21.net/kitakami-shakyo/index.html


ホームページURL
都道府県
指定都市
市区町村

災害ボランティアセンターの名称 備　考

22 八幡平市 八幡平市災害救援ボランティアセンター
八幡平市社会福祉協議会ホー
ムページ

活動休止
（必要に応じて再開）

23 洋野町 洋野町災害ボランティアセンター
宿泊拠点になっているた

め、募集は休止

24 住田町 住田町災害ボランティアセンター 募集なし

宮城県
宮城県災害・被災地社協等
            復興支援ボランティアセンター

1 石巻市 石巻市災害ボランティアセンター
石巻市災害ボランティアセン
ターブログ

活動定休：日曜・月曜
予約制

2 気仙沼市 気仙沼市社会福祉協議会ボランティアセンター
気仙沼市災害ボランティアセ
ンター ブログ

活動定休：水曜

3 名取市 なとり復興支援センターひより 名取市社協ホームページ
金曜・土曜のみ活動

予約制

4 多賀城市 多賀城市社協復興支えあいセンター
多賀城市社協復興支えあいセ
ンターブログ

登録制

5 岩沼市 岩沼復興支援センター　スマイル
岩沼市災害ボランティアセン
ターブログ

登録制

6 東松島市 東松島市生活復興支援センター
東松島市災害ボランティアセ
ンターブログ

第1・3土曜、日曜のみ
活動

登録制

7 亘理町 亘理ささえあいセンター「ほっと」
亘理町災害ボランティアセン
ターブログ

8 山元町 山元町災害ボランティアセンター
山元町災害ボランティアセン
ターブログ

4月は水曜、土曜に活
動。

9 七ヶ浜町 浜を元気に！七ヶ浜町復興支援ボランティアセンター
七ヶ浜町災害ボランティアセ
ンターブログ

活動定休：月曜・火曜

10 女川町 女川町災害ボランティアセンター

11 南三陸町 南三陸町災害ボランティアセンター
南三陸町災害ボランティアセ
ンターホームページ

団体は予約制

復興支援“EGAO（笑顔）せんだい”
　　　　　　　　　　　　　サポートステーション

http://www.ssvc.ne.jp/

福島県社会福祉協議会
　　　　　　　生活復興ボランティアセンター

1 福島市 生活復興支援室
福島市社会福祉協議会生活復
興支援室ブログ

2 浪江町 がんばろう！なみえ復興ボランティアセンター 二本松市内に設置

3 富岡町 富岡町生活復興支援おだがいさまセンター 郡山市内に設置

4 川内村 おだがいさま川内センター 郡山市内に設置

5 田村市 田村市災害ボランティアセンター
田村市災害ボランティアセン
ターブログ

6 三春町 三春町生活支援ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

7 矢吹町 矢吹町災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

http://msv3151.c-bosai.jp/

福島県

仙台市

http://www.pref-f-svc.org/

http://www.hachimantai-shakyo.or.jp/saigaivc.html
http://www.hachimantai-shakyo.or.jp/saigaivc.html
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10163
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10163
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10247
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10247
http://www.natorisyakyo.or.jp/index.php?id=112
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10111
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10111
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10109
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10109
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10180
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10180
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=11036
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=11036
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10117
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10117
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10119
http://msv3151.c-bosai.jp/group.php?gid=10119
http://minamisanrikuvc1.ti-da.net/
http://minamisanrikuvc1.ti-da.net/
http://www.ssvc.ne.jp/
http://ameblo.jp/fukushimashakyo-vc/
http://ameblo.jp/fukushimashakyo-vc/
http://ameblo.jp/tamura-shakyo/entry-10862438577.html
http://ameblo.jp/tamura-shakyo/entry-10862438577.html
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://msv3151.c-bosai.jp/index.php?top
http://www.pref-f-svc.org/


ホームページURL
都道府県
指定都市
市区町村

災害ボランティアセンターの名称 備　考

福島県災害復興ボランティア
センターホームページ
大熊町役場ホームページ臨時
サイト

9 相馬市 相馬市生活復興ボランティアセンター
相馬市災害ボランティアセン
ターブログ

金・土・日のみ活動

11 新地町 しんち町生活支援ボランティアセンター
しんち町生活支援ボランティ
アセンターブログ

定休：土・日・祝

13 二本松市 二本松市災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

新規受付見合わせ

14 桑折町 桑折町災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

新規受付見合わせ

15 伊達市 伊達市災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

新規受付見合わせ

16 会津若松市 会津若松市災害ボランティアセンター
会津若松市災害ボランティア
センターブログ

新規受付見合わせ

17 本宮市 本宮市災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

新規受付見合わせ

18 国見町 国見町災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

新規受付見合わせ

19 大玉村 大玉村災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

新規受付見合わせ

21 小野町 小野町災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

新規受付見合わせ

22 西郷村 西郷村災害ボランティアセンター
福島県災害復興ボランティア
センターホームページ

新規受付見合わせ

生活支援ボランティアセンター
                        「つながっぺ！おおくま」

郡山市社協ホームページ

いわき市復興支援ボランティ
アセンターブログ

新規受付見合わせ

いわき市復興支援ボランティアセンター12 いわき市

郡山市災害ボランティアセンター20 郡山市

8

10 南相馬市

大熊町

南相馬市生活復興ボランティ
アセンターホームページ

南相馬市生活復興ボランティアセンター

会津若松市内に設置
支援物資の提供休止

http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.town.okuma.fukushima.jp/tunagappe_okuma.html
http://www.town.okuma.fukushima.jp/tunagappe_okuma.html
http://d.hatena.ne.jp/somasaigai/
http://d.hatena.ne.jp/somasaigai/
http://ameblo.jp/shinchisvc/
http://ameblo.jp/shinchisvc/
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.awshakyo.or.jp/
http://www.awshakyo.or.jp/
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www.pref-f-svc.org/archives/category/ichiran
http://www13.ocn.ne.jp/~k-shakyo/volunteer/saigaiv.html
http://iwakisaigaivc.blog.fc2.com/
http://iwakisaigaivc.blog.fc2.com/
http://minamisoma.jimdo.com/
http://minamisoma.jimdo.com/


ホームページURL
都道府県
指定都市
市区町村

災害ボランティアセンターの名称 備　考

茨城県福祉救援対策本部
　　　　及び災害ボランティア支援本部

1 坂東市 坂東市災害ボランティアセンター 板東市社協ホームページ
一般支援と災害支援を

並行して活動

栃木県社会福祉協議会

1 日光市 日光市災害ボランティア支援センター
日光市災害ボランティアセン
ターブログ

4月より名称変更。市内
在住の避難者に対し活動

継続中。

長野県社協災害救援ボランティア本部

1 栄村 栄村復興支援機構「結い」
栄村復興支援機構『結い』
ホームページ

登録制

http://blog.canpan.info/t-shakyo/

http://kaigo.nsyakyo.or.jp/saigai2011/

http://www.ibaraki-welfare.or.jp/

栃木県

茨城県

長野県

http://www.bando-shakyo.jp/index.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nikkovolunteer
http://blogs.yahoo.co.jp/nikkovolunteer
http://kaigo.nsyakyo.or.jp/sakae/
http://kaigo.nsyakyo.or.jp/sakae/
http://blog.canpan.info/t-shakyo/
http://kaigo.nsyakyo.or.jp/saigai2011/
http://www.ibaraki-welfare.or.jp/

