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今日からあなたも

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

ふれあいはあなたの一言さしだす手
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市内ボランティアセンター一覧表

ボランティア
名　　　称 住　　　所 電話・FAX

神戸市東灘区社会福祉協議会
東灘区ボランティアセンター

〒658-8570
東灘区住吉東町５-２-１ 区役所５階

TEL 841－6941
FAX 841－7999

神戸市灘区社会福祉協議会
灘区ボランティアセンター

〒657-8570
灘区桜口町４-２-１ 区役所６階

TEL 843－7040
FAX 843－7077

神戸市中央区社会福祉協議会
中央区ボランティアセンター

〒651-8570
中央区雲井通５-１-１ 区役所５階

TEL 232－1447
FAX 232－1244

神戸市兵庫区社会福祉協議会
兵庫区ボランティアセンター

〒652-8570
兵庫区荒田町１-21-１ 区役所３階

TEL 579－3304
FAX 574－5711

神戸市北区社会福祉協議会
北区ボランティアセンター

〒651-1195
北区鈴蘭台西町１-25-１ 区役所２階

TEL 593－9910
FAX 593－9822

神戸市長田区社会福祉協議会
長田ボランティアセンター
そ れ い け ネ ッ ト ワ ー ク

〒653-0016
長田区北町３-４-３ 区役所４階

TEL 574－2408
FAX 574－2427

神戸市須磨区社会福祉協議会
須磨区ボランティアセンター

〒654-8570
須磨区大黒町４-１-１ 区役所３階

TEL 731－8922
FAX 733－2533

神戸市垂水区社会福祉協議会
垂水区ボランティアセンター

〒655-8570
垂水区日向１-５-１ 区役所２階

TEL 709－1333
FAX 709－1332

神 戸 市 社 会 福 祉 協 議 会
ボランティア情報センター

〒651-0086
中央区磯上通３-１-32
こうべ市民福祉交流センター１階

TEL 271－5306
FAX 271－5365

神戸市西区社会福祉協議会
西区ボランティアセンター

〒651-2195
西区玉津町小山180-３ 
 区役所４階

TEL 929－0047
FAX 929－0084

人と人とのふれあいの中で、思
いやり・譲り合い・助け合い等
の福祉の心をはぐくみ、ボラン
ティア活動などの実践につなげ

「ともに生きる」地域社会づくり
を目指した神戸の市民運動です。

ふれあいのまちＫＯＢＥ・愛の輪運動とは・・・
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活動する上で気をつけたい５つのポイント

無理をしない。

自発的に

ボランティアをはじめたいと思うきっかけは人それぞれです。ボランティ
アは自分の関心のあるテーマ、自分にできることからはじめられるとても
身近な活動です。あなたの活動は地域や社会をよりよくしていくことに役
立つとともに、活動を通して新たに気づくことがあなた自身の視野を広げ
てくれます。

誰かに強制されたり、義務で
行ったりするものではなく、
自分の考えで参加し取り組む
ものです。

無償で
お金をもらうことや、自分だけが満
足することを目的とはしないのがボ
ランティアです。しかし、最近では
ボランティアの多様な活動の中で、
有償で行う活動もでてきています。

連帯性をもって
多くの人と知り合ったり、協
力し合うことで、人とのつな
がりを広げることもできます。

さまざまな体験を通して、人や地域・
社会、あるいは自分について新しく
気づくことがあったり知識や技術を
学べることがあります。また、さま
ざまな人たちと知り合ったり、協力
しあうことで人とのつながりを広げ
ることもできます。これらを通して
得られる喜び、充実感、達成感を大
切にしたいものです。

創造的に
今、何が必要なのかを考えながら、
みんなでよりよい社会を創り出す活
動です。

■今の自分にできる身近なことから参加
してみてください。
■自分の生活スタイルに支障のない範囲
内で、家族など周囲の理解を得た上で
行うことが大切です。
■余裕をもった活動が長続きの秘訣です。

相手や関係者の立場を尊重しよう。

■さまざまな立場や思いの方々がさまざ
まな役割で関わります。相手を尊重し、
互いに連携しながら活動しましょう。
■ボランティア依頼者の方との関わりで
は、相手の希望にあった支援を心がけ
てください。
　(必要以上の支援は相手の自立や自律を
妨げる場合があります。押しつけにな
らないように。)

災害共済（保険）に
加入しよう。

活動中や活動の行き帰りに不幸にして事
故が起きることがあります。万一の備え
として活動前に必ず共済に加入してくだ
さい。
※共済の加入に関しては、ボランティア
センターまでお問い合わせください。

楽しみましょう。

活動が長続きするよう、ボランティア自
身も楽しみながら進めることが大切です。
活動者の楽しい気持ちは、相手や周囲の
方にも伝わります。

約束・ルールは
必ず守ろう。

■活動には多くの人が関わっています。
周りの人に迷惑がかからないよう約束
やルールは必ず守りましょう。
■活動中に知りえた個人情報の取り扱い
などには十分注意してください。

ボランティア活動を通して
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ボランティアとは? ふわぽん



わきあいあいと。

施設を訪問して、話し相手、食事等
の介助、車いす介助、清掃、行事協
力など
在宅の寝たきりやひと
り暮らし高齢者への見
守り・訪問活動、社会
活動参加支援
点訳、朗読、手話など

仲間を集めてグループを作って、
又は既存のグループに加入して

高齢者・障がい者を対象として
レクリエーション活動、スポー
ツ教室やキャンプの支援、手
作り工作指導など

子どもや児童を対象として
スポーツ、エコイ
ベント、まちづく
り、地域の行事な
どの手伝い

各種イベント等の運営サポート

公園、道路、海岸などの
清掃・美化など

自然や地域の環境を守る
ための活動

在日の外国人の方への支援活
動など

国際交流・国際協力活動

古切手、書き損じはがきなど

収集・寄付活動

被災地での活動(家屋の片づけ等
被災者の困りごとへの対応、被
災した方の交流支援、募金など)
　　

災害で被災した方を
支援する活動

従来のボランティアに加えて、最近では地域で有償の
福祉サービスを提供するＮＰＯや住民参加型の福祉
サービスが広がってきています。

有償福祉活動
（サービス）

地域での見守りや声かけ、交流
の場(サロン)などへの参加や運
営の協力

地域での助け合いの活動

のんびりと。

個人でできる内容の活動を
自分のペースで

自宅で気楽に。

収集や
制作活動など、
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ボランティア活動のスタイル

ボランティア活動の例

ボランティア活動を始めてみ
たいと思ったら…

活動の詳細が決定すれば、災
害共済に加入し…いざ活動開

始！

まず、お近くの各区のボラン
ティアセンターに連絡してく

ださい。各区ボラ

ンティアセンターのホームペ
ージ等もご参考にしてくださ

い。センターでは

あなたの希望をお聞きしたう
えで、活動できそうなグルー

プやケースを紹介

します。

※個人又はグループに所属す
る場合にも、ボランティア登

録が必要です。個人また

はグループに関する情報は、セ
ンター業務の範囲内で使用しま

す。

こべっこランド
カーモ



活動中の事故補償は?

活動中の万一の
事故に備えて、
事前に必ず
災害共済（保険）に
加入してください。

ボランティア自身の活動中
のケガ

障害補償
活動中に第３者の身体・財物に損害
を与えたとき

ボランティアセンターは各区役所内の社会福祉協議会に
設置されています。センターのボランティアコーディ
ネーターがボランティアに関する各種のご相談に応じて
います。

死亡、後遺障害、入院、手術、
通院に対応

法律上の損害賠償責任を負った場合　
の損害賠償金に対応

賠償責任補償

ボランティア
コーディネーター

ボランティアセンターってどんなところ？
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ボランティア災害共済（保険）の基本的な補償内容

ボランティア活動を
したい人にグループや

活動の紹介

ボランティアの協力を
必要とする人

（個人や地域団体、施設など）に
ボランティアの紹介

ボランティア
養成講座の
企画と運営

ボランティアグループ
づくりのお手伝いと
グループ同士の
連携支援

ミーティングルーム、
機材貸出しに
関する相談

活動に対する
各種助成制度および
イベントなどの案内

ボランティア
グループ運営の
支援など

ボランティア活動中の
トラブルや悩みの
相談、調整

福祉・ボランティア活動に
関する情報収集と提供区役所

ボランティア
センター

区社協

補償期間　毎年4月1日から翌
年3月

31日までとなり、年度毎に加
入手

続きが必要です。
また、補償内容は年度毎に変

更され

ます。

加入手続き、補償内容の詳細に

ついては、ボランティアセンター

までお問い合わせください。
※災害ボランティア向けの
　プランもあります。


