
 
 
【ボランティアの支援活動】 

２０１８年７月５日からの記録的な豪雨により発生した災害の対応について，市や社協で相談を受けたニー

ズにおいて， 現地確認の上，ボランティアの活動により課題解決が図れるケースについて，ボランティアを募

集して支援活動を展開しています。 

１．経過 

７月 ５日（木） 記録的な豪雨による災害発生 

７月 ８日（日） ボランティアの支援を希望する相談受付の開始 

７月 ９日（月） ボランティアの募集開始 

         ※以降活動日に合わせてボランティア募集を繰り返す。 

７月１２日（木） ボランティアによる支援活動の実施 

～１０月３０日（火）   件数：２０６件 活動人数：延１，６３１人 

２．対応状況 
 

活動日 
対応件数 

（延べ） 

ボランティア数 

（延べ） 
対応した主な地域 

７月１２日（木） ３８件 １３１人 山手 

７月１３日（金） ４５件 ２２３人 山手・駅家・神辺・山野 

７月１４日（土） ３８件 ２４３人 山手・駅家・神辺・山野・加茂 

７月１５日（日） １６件 １９８人 山手・神辺・加茂・芦田・柳津・神村・草戸 

７月１６日（月・祝） ９件 １１４人 加茂・神辺・芦田・神村・草戸・南蔵王 

７月１９日（木） ５件 １３１人 加茂・草戸・坪生・田尻・赤坂 

７月２０日（金） ８件 １１６人 草戸・神辺・坪生・山野・新市 

７月２５日（水） ６件 １０１人 神辺・加茂・山野・駅家 

７月２６日（木） １１件 １２１人 神辺・山野・駅家・松永・金江・千田・山手 

７月２８日（土） ２件 １４人 神辺・山手 

８月 ５日（日） ８件 ７１人 神村・本郷・山手・駅家・千田 

８月 ８日（水） ３件 １６人 山手・神辺 

８月２１日（火） １件 ３人 東深津 

８月２３日（木） ２件 ８人 駅家・南蔵王 

９月 １日（土） １件 １１人 駅家 

９月 ２日（日） ３件 ７４人 駅家・本郷・千田 

９月 ６日（木） １件 ３人 東深津 

９月 ７日（金） １件 ３人 神辺 

９月 ８日（土） １件 ３人 山手 

９月１７日（月・祝） １件 １５人 千田 

９月２８日（金） ２件 ８人 山手・神辺 

１０月１４日（日） １件 ６人 蔵王 

１０月２３日（火） １件 ５人 郷分 

１０月３０日（火） ２件 １３人 走島 

合 計 ２０６件 １,６３１人  

３．その他 

相談があれば，現地確認の上，対応の可否を判断し随時対応する予定。 

【問い合わせ先】 

福山市社会福祉協議会（福祉のまちづくり課） 

電話：084-928-1333 FAX：084-928-1331 

２０１８年７月豪雨災害の支援活動について 



～ 活動の様子 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ～災害ボランティアの受付～             ～出発式の様子～ 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ～バスに乗車後，移動～                ～床上の土砂かき～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～みんなの力で畳あげ！～                 ～土砂をバケツリレーでかきだします！～ 

  

 【災害ボランティア運営支援に 

                                     感謝いたします！】 

 

・福山市農業協同組合湯田支店 様 

                           ・福山市かんなべ文化振興会 様 

                           ・社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会 様 

                          ・福山市赤十字奉仕団 様 

                           ・福山アマチュア無線赤十字奉仕団 様 

                           ・ひのきしん隊 様 

                           ・てごうし隊 様  

 
～地元の方々が清流をポンプでくみ上げていただき 

ボランティアの皆で涼をとることができました！～  



 

【ボランティアに参加した学校・企業の皆さまに感謝いたします！】 
学校・企業の皆さまにボランティア活動に参加いただきました。 

・福山医療専門学校 様 
・専門学校広島国際ビジネスカレッジ 様 
・広島県立神辺旭高等学校 様 
・社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 様 
・連合広島福山地域協議会 様 
・社会福祉法人備後福祉会 神辺ホーム 様 
・㈱西日本メタル 様 
・ツネイシホールディングス㈱ 様 
・福山市農業協同組合（ＪＡ福山市） 様 
・イノチオ精興園㈱ 様 
・福山管工事協同組合㈱ 様 
・三菱電機労働組合 様 
                      ～高校生のボランティアも多くご参加いただきました！～ 

 
 
 

【資機材のご支援に感謝いたします！】 
土のう袋や飲料水等を企業・団体の皆さまよりいただきました。 

・福山青年会議所 様               
・福山市農業協同組合（ＪＡ福山市） 様  
・災害支援リサイクルセンター 様 
・鹿児島ＴＭＴ西日本 様 
・回生病院 様 
・公益社団法人ジョイファ福山協会 様 
・社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 様 
・社会福祉法人虹の会 様 
・福山市 農業委員会 様 
・福山市 安全厚生課 様 
・ＥＴＧ Ｊａｐａｎ㈱ 様  
・東金コーポ―レーション 様 
・福山労働基準監督署 様 
・熊本県立鹿本商工高等学校 様 
・㈱サンエス 様              ～㈱サンエス様から「空調風神服」の無料貸出の 

・福山ニューライオンズクラブ 様           ご協力をいただきました！～ 

・就労支援事業所B型 AＳＡＨＩ 様 
・匿名 ２件 

 
 
 
 
 
 
 
～和歌山県社協から梅干・梅ジュースをいただきました！～ ～社会福祉法人虹の会様から飲料水をいただきました！～ 

【問い合わせ先】 

福山市社会福祉協議会（福祉のまちづくり課） 

電話：084-928-1333 FAX：084-928-1331  



 

【日本赤十字社 災害救援物資】 
２０１８年７月５日からの記録的な豪雨により発生した災害の被災者の方々へ日本赤十字社広島県

支部福山市地区より，つぎの救援物資をお渡ししております。 

 

１．救援物資 

  毛布   （１人で１枚） 

  緊急セット （４人で１セット） 

   ※床上浸水や家屋の損壊の被害にあわれた世帯へお渡ししております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本赤十字社 平成30年7月広島県義援金の受付中！】 
この度の豪雨災害義援金を受け付けしています！ 

窓口へ，個人・企業等の皆さまからのご寄付をお寄せいただいております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

中・高等学校の生徒の皆さまより          自治会（町内会）の皆さまより 

 

  【問い合わせ先】 

福山市社会福祉協議会（福祉サービス課） 

電話：084-928-133４ FAX：084-928-1331   

  



 

【入浴支援の活動】 
２０１８年７月５日からの記録的な豪雨により発生した災害の被災者の方々へ「福山市地域福祉貢

献活動協議会」として，７月１０日から２０日の間，入浴支援の活動を展開いたしました。 

 

１．経過 

７月 ５日（木） 記録的な豪雨による災害発生 

７月 ９日（月） 福山市地域福祉貢献活動協議会会員（６２法人）へ入浴支援の協力を呼びかける 

         （被災者に対して社会福祉施設の入浴設備の開放の準備を進める） 

７月１０日（火） 入浴支援活動 開始 （１６法人・１９施設） 

報道機関（新聞・テレビ等）やホームページを通じて，被災者へ利用施設の情報提

供を行う 

７月１１日（水） 入浴支援施設の追加 （１９法人・２３施設） 

７月１２日（木） 入浴支援施設の追加 （２１法人・３０施設） 

７月１４日（土） 入浴支援施設の追加 （２２法人・３７施設） 

７月２０日（金） 入浴支援活動 終了 

利用人数：延３４４人 
 

 

２．対応状況 
 

利用日 
利用人数 
（延べ） 

７月１０日（火） １９人 

７月１１日（水） ４４人 

７月１２日（木） ５４人 

７月１３日（金） ７１人 

７月１４日（土） ５８人 

７月１５日（日） ５９人 

７月１６日（月・祝） ３３人 

７月１７日（火） ５人 

７月１９日（水） １人 

合 計 ３４４人 

 

３．福山市地域福祉貢献活動協議会について 

   福山市内の社会福祉法人が連携して取り組む新たな地域福祉貢献事業の推進のため，社協を含めた，高齢

者・障がい・児童・保育の社会福祉法人で2017年（平成29年）6月に「福山市地域福祉貢献活動協議会」

を設立し，地域福祉の活動をはじめています。 

 

【問い合わせ先】 

福山市社会福祉協議会（福祉サービス課） 

電話：084-928-133４ FAX：084-928-1331 

 
 

【２０１８年１０月３０日現在】 
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