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る団体や施設に巡り合った方はおられます

はおられるでしょうか？ また強く惹かれ

メージにぴったりする活動が見つかった方

ィア募集チラシを眺めたりして、自分のイ

寄りのボランティアセンター等でボランテ

ボランティア活動情報サイトを見たり、最

てご紹介しました。インターネットで各種

前回、ボランティア活動の探し方につい

① いつ活動したい？／できる？

にしてみてください。

具体的に絞り込むためには、次の２つも参考

テーマ」
を選ぶことがもっとも大切ですが、

ントをご紹介しましょう。
「自分が関心ある

まず自分に合った活動スタイルを探るポイ

談するのが一番いいのですが、ここでは、

専門のボランティアコーディネーターに相

そんなときは、ボランティアセンターの

ない」「自分にできるかどうか自信がない」
。

複数あって、どれを選んだらいいかわから

辺で行うのが取り組みやすく、また長続き

の希望はありますか？

う？ 海辺や山、あるいは観光地など特定

② どこで活動したい？／できる？

みるといいでしょう。

けているところもありますので、活用して

体験できるようなお試し的プログラムを設

っては、本格的に活動をする前に少し現場

また、ボランティアセンターや団体によ

条件や希望で絞り込んでみるのも有効です。

このように、あなた自身が活動する際の

自分に合った
活動スタイルは？

か？ そういう方は、いよいよ参加申し込

・あな
 たが活動できる（したい）のは平日
ですか、それとも土日ですか？

しやすいと思います。
通学や通勤で利用する

・継続 の 場 合 も、 毎 週・ 隔 週・ 毎 月 な ど
さまざまですが、どのような活動頻度や
ペースが希望ですか？

難しいですが、海外での活動を希望してい

コロナ禍が続いている現状ではなかなか

れません。

ところで活動したいという方もいるかもし

逆に、日頃過ごしている場所とは異なる

特にない場合は、自宅や学校、職場の周

あなたが活動したい場所はどこでしょ

みをして活動を開始する運びとなります。

・時間帯は午前、午後、夕方以降？
思います。
が、その前に…、こんな方はおられませ
んか？ 「さまざまな活動があることはわ
かったが、情報が多すぎてかえって決めら
れない」
「同じような活動テーマの団体が

でしょう？

今回は、その方法や確認すべきこと、活動

［つつい・のりこ］大学院在学中から７年間、
市民活動団体の事務局長を経験。専門は地域
福祉。龍谷大学のボランティア・NPO 活動
センター長も務めている。認定 NPO 法人日
本ボランティアコーディネーター協会運営委
員。
大阪府や滋賀県内の社会福祉審議会委員。

駅の沿線で探してみるのもいいでしょう。

筒井 のり子

開始後の留意点について述べていきたいと

龍谷大学社会学部教授

・単発でいろいろな活動に参加したいのか、

同じ活動を継続して行いたいのか、
どちら

――ボランティア活動の基礎知識 ②

さあ、ボランティア活動に
参加してみよう

S
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【表１】ボランティア活動保険 【保険期間】１年間（毎年４月１日〜翌年３月31日まで）

る方もいるでしょう。このように「場所」

保険内容は自治体（引受保険会社）によ

ンティア活動保険はとても重要です。

基本的には動きやすい服装が望ましいで

って若干の違いがありますが、基本は【表

② 服装や持ち物について
す。加えて、ボランティア活動にはさまざ

１】の通りです。詳細は、
「ふくしの保険」

https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/

まな種類がありますので、その内容に応じて
準備する服装や持ち物は変わってきます。
たとえば、野外の活動では寒暖差に対応

む場合、フォーム等に必要事項を入力する

す。団体に電話する場合、メールで申し込

申し込み方法は団体によって異なりま

ような活動では、突起のあるアクセサリー

必要があります。子どもや高齢者に接する

物を扱うような場合は、清潔さを意識する

になるでしょう。一方、料理をしたり食べ

・活動
 を始める前に加入するようにしまし
ょう。たとえば災害時は現地の災害ボラ

る場合も新たな加入手続きは不要です。

・年度
補償期間中
（年
 内に１回加入すれば、
度末まで）は別のボランティア活動をす

front/top.phpを参照してください。
さらに少し説明を加えておきましょう。

場合などさまざまです。団体や施設によって

や長い爪は相手に怪我をさせてしまう可能

できるものや汚れても構わないものが必要

は、活動するにあたって会員登録が必要な

性もありますので注意が必要です。

によっては、事前に説明会（オリエンテーシ

したほうがいいでしょう。団体や活動の種類

れていない場合は、電話やメールで問合せを

ィア募集のサイトやチラシに詳細が記載さ

て確認しておくことが必要です。ボランテ

活動を始める前に、①～③のことについ

方をしっかり確認しておきましょう。

す。参加する前に、活動内容や団体の考え

を入れた長靴など）が必要なこともありま

装備（たとえば、踏み抜き防止のインソール

ティアなどでは、活動内容によって特殊な

さらに、災害ボランティアや森林ボラン

・
「基
 本プラン」では、地震・津波・噴火
による死傷は保証されないため、特に被

事前に加入しておくことが大切です。

可能な限り出発地の社会福祉協議会で

中の事故に対応することができません。

ますが、その場合は、被災地までの移動

災 地 で 活 動 す る よ う な 場 合 は、
「 天 災・

③ ボランティア活動保険について
加入するようにしてください。ボランティ

（保険料は５００円程度）
。

地震保険プラン」に入るようにしましょう
ア活動保険とは、①ボランティア自身が活

・保険
 の対象とならないボランティア活動
（山岳救助やチェーンソーを使う森林ボ

活動前に、必ずボランティア活動保険に

がって自宅から活動先までの交通費や昼食

動中にさまざまな事故によって怪我をした

ボランティア活動は原則無償です。した

も自分で用意する場合が多いです。
しかし、

いよいよ活動開始ですね。初めて活動す

参加するにあたって
注意すること

ようにしましょう。

ランティア活動、
インターンシップなど）
物を壊してしまったりした場合の補償（損

場合の補償（傷害保険）と、②ボランティ
催団体や受け入れ団体から支給されること

害賠償責任保険）がセットになったもので

前回も述べたように、
活動に必要な実費
（交

もあります（実費支給は「無償」の範囲内

す。どれだけ準備をして注意を払っていた

もありますので、活動内容の確認をする

です）
。活動内容や団体の考え方によっても

としても、予期せぬ事故が起きることはあ

アが活動中に誤って他者に怪我をさせたり

異なりますので、予め把握しておくと安心

ります。自分と相手を守るものとしてボラ

通費、食費、材料費など）やその一部が主

① 活動に必要な費用について

ョン）が設けられていることもあります。

ンティアセンターでも加入手続きができ

場合もあります。

そく団体や施設に連絡してみましょう。

参加してみたい活動が決まったら、さっ

活動前に確認したいこと

から絞り込むのも一つの方法です。

                ※年度途中で加入する場合は、手続完了日の翌日から年度末まで
【年間保険料】基本プランは350円（プランによって金額は変わる）
【対象となる活動】①日本国内の活動 ②無償の活動（交通費などの実費弁償は含む）
③個人の自発的な意思で他人や社会のために貢献することを目的とした活動
【加入手続き】最寄りの市区町村の社会福祉協議会へ
                   ※災害時は特例でWEBでの加入が認められることもあります。

して参加できると思います。
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外国から来た方が日本に馴染めるようにす

るにはどうしたらいいか一緒に考えよう、

責任」をはきちがえてしまう人がいます。
たとえば連絡なしで休んだり、平気で遅刻

るときはとても緊張して、不安も大きいと
思います。ここでは、活動中に注意したほ

とすることが大切です。たまに、相手ので

などというように。

活動を申し込んだ以上は責任が生じま

きることまでやってしまうボランティアを

したりする人などです。また活動上のルー

どのような活動にも共通して注意が必要

す。約束したことやルールはきちんと守る

見かけることがありますが、自分の思い込み

うがいいことについて、何点か触れておき

なのは、持ち物の管理です。そもそも不要

ようにしましょう。もちろん、体調不良な

で進めてしまうのではなく、コミュニケー

「一緒に取り組む」ためには、相手が何

な貴重品を持参しないことが重要です。受

どやむを得ない事情で参加が難しくなるこ

ションを大切にして共に知恵やアイディア

ルに従わず、勝手に行動してしまう人もい

け入れ先によってはボランティアルームや

ともあるでしょう。そんな場合は、速やか

を出し合って活動をつくっていけるといい

たいと思います。

ボランティア用のロッカーなどの準備をして

に団体や担当者に連絡を入れるようにして

ですね。

を必要としているのかを確認し理解しよう

くれている場合もありますが、不特定多数

ください。活動当日の連絡先が異なる場合

② 頑張りすぎない

ます。

の人が出入りしている場所で活動する場合

もあるので、事前に確認しておいたほうが

① 貴重品の管理

もあります。なるべく貴重品は身に付ける

いいでしょう。

ンティアの語源：自分から進んで～すると

前回紹介した「ｖｏｌｏ（ウォロ）
」
（ボラ

ボランティア活動をしようという人は、

ようにして、自分の荷物は自分で管理できる
ように気をつけましょう。
② 写真撮影やＳＮＳ投稿

いう意味）の姿勢を強く持っているので、

をすることは厳禁です。活動中に知り得た

安易にインターネットやＳＮＳに書き込み

写っているような場合）
を写真撮影したり、

自分もみんなも大切にして、気持ちよく活

タンスで活動に臨めばいいのでしょうか。

ましたが、そもそもどのような気持ちやス

以上、活動する上での注意点を述べてき

りません。
「 ここまで 」という決まりがな

れた時間数や回数の制限があるわけではあ

そもそもボランティア活動には、決めら

気持ちよく活動するための
ポイント

情報は、個人情報や団体の活動上一般公開

動を進めるためのポイントをいくつか紹介

いのです。どこまでやるかは一人ひとりに

関係者に無断で活動の様子（特に人物が

していないものも含む可能性があるためで

します。

任されることになります。そこで、相手の

ボランティア活動を進める中で、つい頑張り

す。特に対人活動の場合は、活動を通して

① 一緒に取り組もう

ません。活動するのもしないのも個人の自

ボランティア活動は仕事や義務ではあり

③ 責任ある行動

ください。

事前に活動先の団体に確認するようにして

うに気をつけましょう。写真等については

もの学びたいという気持ちを応援しよう、

ある方と一緒にスポーツを楽しもう、子ど

るといいなと思います。たとえば、障害の

共にチャレンジしているという感覚を持て

う」という関係ではなく、目標に向かって

いう気持ちです。
「してあげる」
「してもら

まず大切なのは「一緒に取り組もう」と

ましょう。

ースでできることから少しずつ始めていき

られなくなります。無理をせず、自分のペ

や体調を崩してしまうと、結局活動が続け

しかし、無理をして自分の生活のペース

まいがちになることもよくあるのです。

立場に立って考えるあまり、無理をしてし

すぎてしまうことがあります。

知った相手の情報を第三者に漏らさないよ

由です。しかし時々、この「自由」と「無
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③ 悩んだときは相談しよう
活動先の団体や施設によっては、
「ボラ

ディネーターに相談するようにしましょう。

た。加えて、２月 日に始まったロシア軍

によってさまざまな制約を受けてきまし

悩んでしまうことがあります。そんなとき

当 に 役 に 立っているの だ ろ う か？」な ど、

の対応はこれでよかったのか？」
「自分は本

なときはどうしたらいいのだろう？」
「自分

せん。そのため、活動を進める中で「こん

れた行動マニュアルがあるわけではありま

でしょう。

は、こうしたスタッフに相談するのがいい

ア同士の人間関係で悩んだりしたときに

内容に不安や疑問を感じたり、ボランティ

ィア担当のスタッフがいるはずです。活動

使っていない場合もありますが、ボランテ

ンティアコーディネーター」という名称を

思います。

改めて私たちに突きつけられているように

に何ができるのか、何をすべきなのかを、

す。
「平和」を守り、つくるために、自分

けていることに深い怒りと悲しみを覚えま

が奪われ、苦難を強いられる人々が増え続

によるウクライナ侵攻によって、多くの命

ボランティア活動には、事細かに決めら

は１人で抱え込まずに、ボランティアの仲

④ 活動が自分に合わなかったら

―「平和を守れ」という代わりに、

あると思います。それが単発の活動だった

です
（
『ボローニャ紀行』
２００８年）
。
「日常」

こう述べたのは、
小説家の井上ひさしさん

「この日常を守れ」という ―

場合は、その経験をもとにまた別の活動を

と い う 言 葉 を 使 っ て み る こ と で、
「平和」

という言葉の意味がよりはっきりするとい

内容によっては迷惑がかかることもありま

やボランティア仲間は心配しますし、活動

もせずに突然参加しなくなると、スタッフ

やめてもかまいません。ただし、何の連絡

あるのだと思います。これは、
まさにボラン

と、そうした日々の営みの先に「平和」が

には心地よさを奪われないように守るこ

すること、より良くしようと動くこと、時

自分たち（自分と他者）の日常を大切に

うのです。

す。できるだけきちんと連絡を入れるよう

ボランティア活動は、小さな一歩からで

ティア活動の本質といえるでしょう。
含めて、ボランティアセンターのコーディネ

改めて心に刻みたいと思います。

り、ひいては平和の実現につながることを

が多彩に展開されることが豊かな社会づく

ちの日常を守り、より良くするための活動

が好きなことから始めていいのです。私た

かまいません。今、関心のあることや自分

にしましょう。次の活動を見つけることも

場合も、本当に自分に合わないと思ったら

同じ活動に何回か継続して参加していた

探してみてください。

「 体 力 的 に 無 理 が あ る 」と い っ た ケ ー ス も

分が考えていたものとかなり違った」とか、

さて、実際に活動に参加してみたが、
「自

間や先輩、また活動先のボランティアコー

24

ーターに相談してみるといいと思います。

おわりに
―改めてボランティア活動の持つ意味
私たちはこの２年間あまり、新型コロナ
ウイルスのパンデミック
（世界的な大流行）
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