平成３０年７月豪雨災害
「広島ボランティアバスプロジェクト」
実施要項【第３便】
１

目

的

平成３０年７月豪雨により，広島県内において甚大な土砂災害等が発生しました。この災害によ
り被災された方の生活支援のため，県内の災害ボランティアセンターに県内外のボランティアを搬
送します。
２

実施主体

広島県被災者生活サポートボランティアセンター
〔
（社福）広島県社会福祉協議会（広島県ボランティアセンター）
〕

３

活動市町

呉市，竹原市，三原市，尾道市，坂町

４

運行日

平成３０年８月１６日（木）～８月２９日（水）
【うち１０日間】

便

日にち

駅

①８月１８日（土）

土日便

行先

広島駅

竹原市・坂町

福山駅

三原市

広島駅

竹原市・坂町

福山駅

三原市・尾道市

広島駅

呉市・竹原市・坂町

福山駅

三原市・尾道市

広島駅

竹原市・坂町

広島駅

呉市・竹原市・坂町

福山駅

三原市・尾道市

広島駅

呉市・竹原市・坂町

福山駅

三原市

②８月１９日（日）

③８月２５日（土）
，④８月２６日（日）
①８月１６日（木）
，②８月１７日（金）
③８月 21 日（火）
，④８月２２日（水）
平日便
⑤８月２８日（火）
，⑥８月２９日（水）

５

運行内容
（１）土日便
①くれ災害ボランティアセンター
(行)広島駅北口 8 時００分発 →

ボランティア募集 ５４人（中型バス２台）
くれ災害ボランティアセンター安浦サテライト ９時４０分着

(帰)くれ災害ボランティアセンター安浦サテライト １４時００分発 →
②竹原市被災者生活ボランティアセンター
(行)広島駅北口 ８時００発

→

広島駅北口 １６時００分着

ボランティア募集２７人（中型バス１台）

竹原市災害ボランティアセンター ９時２０分着

(帰)竹原市災害ボランティアセンター １５時００分発 →

広島駅北口 １６時２０分着

③三原市災害ボランティアセンター

ボランティア募集 ５４人（中型バス２台）

(行)福山駅北口 ８時００分発 → 三原市災害ボランティアセンター ９時１５分着
(帰)三原市災害ボランティアセンター １５時３０分発 → 福山駅北口 １６時５０分着
④尾道市災害ボランティアセンター

ボランティア募集 ２７人（中型バス１台）

(行)福山駅北口 ８時００分発 → 尾道市災害ボランティアセンター ８時４０分着
(帰) 尾道市災害ボランティアセンター １５時３０分発 → 福山駅北口 １６時１０分着
⑤坂町災害たすけあいセンター

ボランティア募集 ５４人（中型バス２台）

(行)広島駅北口 8 時００分発 → 坂町災害たすけあいセンターサポートこやうら ９時 20 分着
(帰)坂町災害たすけあいセンターサポートこやうら

１６時００発 →

広島駅北口 １７時 20 分着

（２）平日便
①くれ災害ボランティアセンター

ボランティア募集 ２７人（中型バス１台）

(行)広島駅北口 8 時００分発 →

くれ災害ボランティアセンター安浦サテライト ９時４０分着

(帰)くれ災害ボランティアセンター安浦サテライト １５時００分発 →

広島駅北口 １７時００分着

※帰りの時間が１４時００分発から１５時００分発に変更になりました。
②竹原市被災者生活ボランティアセンター
(行)広島駅北口 ８時００発

→

ボランティア募集２７人（中型バス１台）

竹原市災害ボランティアセンター ９時２０分着

(帰)竹原市災害ボランティアセンター １５時００分発 →
③三原市災害ボランティアセンター

広島駅北口 １６時２０分着

ボランティア募集 ２７人（中型バス１台）

(行)福山駅北口 ８時００分発 → 三原市災害ボランティアセンター ９時１５分着
(帰)三原市災害ボランティアセンター １５時３０分発 → 福山駅北口 １６時５０分着
④尾道市災害ボランティアセンター

ボランティア募集 ２７人（中型バス１台）

(行)福山駅北口 ８時００分発 → 尾道市災害ボランティアセンター ８時４０分着
(帰) 尾道市災害ボランティアセンター １５時３０分発 → 福山駅北口 １６時１０分着
⑤坂町災害たすけあいセンター

ボランティア募集 ２７人（中型バス１台）

(行)広島駅北口 8 時００分発 → 坂町災害たすけあいセンターサポートこやうら ９時 20 分着
(帰)坂町災害たすけあいセンターサポートこやうら

１６時００発 →

広島駅北口 １７時 20 分着

※行程は，当日の状況によって変更になる場合があります。
６

活動内容（予定）
現地での被災者支援活動（被災家屋等における土砂かき，家財移動，清掃活動，物資の仕分け等）

７

参加要件

次のすべての要件に該当する人とします。
①心身ともに健康で体力に自信のある 15 歳以上（ただし，中学生は不可）
②必要な持ち物等をすべて自身で準備し，持参できる人

８

準備物等

（１）作業着（汚れてもよい動きやすい服装），着替え
（２）持参物 ①日除け帽子 ②マスク ③軍手 ④踏み抜き防止長靴 ⑤タオル
（３）食料等
飲料水，昼食（活動場所（屋外）での食事になるので傷みにくいものを準備ください）
※上記（１）～（３）は必須です。
（４）その他各自で必要なもの（常備薬，保険証など）

９

参加費

１０

無料

留意事項

（１）気温が高く暑い日が続いています。各自，水分・塩分補給など熱中症対策にご配慮ください。
（２）乗車希望日の前日までにお住まいの市町社会福祉協議会または広島県社会福祉協議会で，ボ
ランティア活動保険に加入してください。
（３）被災地での活動は現地ニーズに応じて対応するため，重労働となることがあります。
（４）雨天，現地の受入方針の変更等により，ボランティアバスの運行を中止する場合がありま
す。中止の場合は，
「広島県災害ボランティア情報特設サイト」に掲載します。
（５）自己責任・自己完結を原則とし，被災地に負担をかけないようにするとともに，被災者への
心情に配慮した言動を心がけてください。
1１ 参加申込み
・
「広島県災害ボランティア情報特設サイト」で仮登録（事前把握のため）を行い，次の集合場所
へ直接集まってください。
「広島県災害ボランティア情報特設サイト」

https://hiroshima.shienp.net/

・仮登録は事前に希望数を把握するための手続きで，仮登録完了が，乗車の予約にはなりません
のでご了承ください。
・当日，バスの乗車は先着順で行い，定員に満たした時点で締め切りますのでご了承ください。
■集合場所・時間（活動市町は選べませんでご了承ください。）
※別紙「集合場所案内図」を参照ください。
行先

集合場所

集合時間

呉市・竹原市・坂町

広島駅北口 2 階「ペデストリアンデッキ」

７時 45 分

三原市・尾道市

福山駅北口前広場

７時 45 分

1２ 問合せ先
広島県被災者生活サポートボランティアセンター
【（社福）広島県社会福祉協議会 地 域 福 祉 課 ／ 広 島 県 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー】
ＴＥＬ：082-254-3506
ＦＡＸ：082-256-2228
E-Mail：vol@hiroshima-fukushi.net
【担当：豊永・二木・吉野】

集合場所のご案内
（１）広島駅北口 2 階「ペデストリアンデッキ」 （広島市南区松原町 1-2）

（２）福山駅北口前広場（福山市三之丸町 30-1）

バス乗り場

福山駅北口
前広場

