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「岡山県内における平成 30 年 7 月豪雨への民間支援取組アンケート」 

ご回答のお願い 

 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 本年は未曾有の豪雨災害により、岡山県全体として甚大な被害を受けた年となりました。被災された皆様、並びに民

間支援団体の皆様につきましては謹んでお見舞い申し上げます。 

また、この大きな災害の状況下、多くの民間支援団体の皆様のお力添えにより、災害復旧が進んでおります。 

このことに心から御礼を申し上げますとともに、皆様がご活躍されている取組を具体的にお聞きし、取組の拡がりを

めざしていきたいと考えております。併せて、災害時に限らず、皆様が地域の発展と民間支援の価値向上のために行

われている、社会への取組や社会参加へのご希望をお尋ねしたいと考えております。 

 

つきましては、右頁の説明をお読みいただき、アンケートへのご協力をお願いいたします。 

お忙しい中恐縮ではございますが、平成 30年 12月 25日（火）までに FAX・メール・郵送のいずれかの方法で下記

連絡先までご回答をお送りいただけますと幸いです。 

  

敬具 

以下の QR コードないしは URL から、 

ご回答いただくことも可能です。 

 

 

 

 

 

https://jp.surveymonkey.com/r/YD8KKLS 

          

＊右、アンケート記載に関して 

アンケート番号【12】【17】【20】のご記載方法については、以下をご参考下さい。 

１～３でご記入下さい。 1：＊＊＊、２：＊＊＊＊、３：＊＊＊＊＊ 

 A の場所 B の場所 C・・・ D・・・ E・・・ F・・・ 

倉敷市 1 2 3 1 2 1 

            ↑上のようにマスの中に該当する数字をご記入ください。 

 行政だけではない！ 豪雨災害時の民間支援団体の取組  

 2018 年 7 月、豪雨により西日本エリアを中心に大きな被害が発生しました。西日本豪雨災害による被災者

の皆様ならび被災を受けた民間支援団体の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

 災害後、ニュースでは大企業における寄付や寄贈などの取組が目立って報道されておりますが、それ以上に

地域に根づいた民間支援団体の絶えまない努力や支援が復興の後押しになっているかと思います。 

 今回、このような民間支援団体の皆様の災害支援の取組をまとめ、災害支援白書として報告書やWEB サイト

などで発信してまいりたいと考えております。ぜひ取組のご共有をお願いいたします。 

岡山県内における平成 30 年 7 月豪雨への民間支援取組アンケート 

返送先 FAX：０８６－２２４－０９９７   締切：１２月２５日(火) 

1.組織名                          2.業種（           ） 

3.所在地  

ご担当者様 4.お名前： 5.部署・役職： 

ご連絡先 
6.TEL： 7.FAX： 

8.E-ｍail 

 

１．7 月～9 月の間の貴組織のボランティアの派遣または独自の実施に関する状況についてお教えください  

9．ボランティアの派遣・実施先は、どこまたは誰でしたか？ 

□ 倉敷市災害ボランティアセンター  □ 岡山市北区災害ボランティアセンター 

□ 岡山市東区災害ボランティアセンター  □ 総社市復興支援センター 

□ 笠岡市復興支援センター   □ぞうきんプロジェクト＠笠岡災害ボランティアセンター 

□ 井原市地域ささえあいセンター  □ 高梁市災害支援センター 

□ 玉野市災害ボランティアセンター（常設型の災害ボランティアセンター） 

□ 新見市社会福祉協議会   □ 浅口市社会福祉協議会 

□ 矢掛町社会福祉協議会 

□ その他 （具体的に；        ） 

10．ボランティアの派遣または実施を行ったのべ活動日数を教えてください 日 

11. ボランティアの派遣または実施に参加したのべ参加人数を教えてください。 人 

 

物資支援の実施について（自社製品の無償提供も含む） 

２．7 月～9 月の間の貴組織の物資支援の実施に関する状況についてお教えください 

12. 物資支援先は、どこまたは誰でしたか？  

各市町村と支援先について、１～３でご記入下さい。 1：物資支援、２：物資無償貸与、３：その他 

 災害ボラ

ンティア 

センター 

指定避難所

（小学校 

など） 

指定外 

避難所 

物資供給

拠点 

仮設 

住宅 

企業・ 

事業所 

NPO/NGO/ 

ボランティ

アグループ 

自治体自体 

（役場）  

在宅 

避難者 

倉敷市          

岡山市          

総社市          

笠岡市          

 災害支援ネットワークおかやま 事務局岡山 NPO センター  

 住所：〒700-0822 岡山市北区表町 1 丁目 4-64   

          上之町ビル 3 階 

  TEL 086-224-0995     FAX 086-224-0997 

  Email  okayama.saigai.net@gmail.com 



井原市          

高梁市          

玉野市          

新見市          

浅口市          

矢掛町          

その他（具体的に）： 

13. 物資支援を行ったのべ回数を教えてください。 回 

14. 物資支援を行ったのべ金額を教えてください。 円 

15. 物資支援を行ったのべ数量を教えてください。 個 

 

３．場の提供について（物資保管やサロン実施、一時避難の場所提供など） 

7 月～9 月の間の貴組織の場の提供に関する状況についてお教えください。 

16. 場の提供をされた場所をお教えください。 

□倉庫 □会議室・事務室 □駐車場・車庫 □宿舎・宿泊施設 □グラウンド・運動施設 

□その他（具体的に：         ） 

17. 場の提供先は、どこの誰でしたか？（１～４で各欄にご記入下さい。） 

１：活動場所として 2：物資などの保管場所として ３：集会などの実施場所として ４：その他 

 災害ボランティアセ

ンター 

企業・事業所 NPO/NGO/ボランテ

ィアグループ 

自治体自体（役場） 在宅避難者 

倉敷市      

岡山市      

総社市      

笠岡市      

井原市      

高梁市      

玉野市      

新見市      

浅口市      

矢掛町      

その他（具体的に：           ） 

18. 提供を行った場の一日の利用料などが決まっていればお教えください。 円 

19. 場の提供を行ったのべ日数を教えてください。 日 

 

４．寄付の実施について（現金ないしは電子通貨などのみ） 

7 月～9 月の間の貴組織の寄付の実施に関する状況についてお教えください。 

20. 寄付先は、どこまたは誰でしたか？ 1～4 でご記入下さい。 

１：現金は ２：仮想通貨 ３：ポイント ４：その他 

倉敷市 義援金 支援金 その他 

岡山市    

総社市    

笠岡市    

井原市    

高梁市    

玉野市    

新見市    

浅口市    

矢掛町    

日本赤十字社    

共同募金会（赤い羽根）    

ももたろう基金（みんなでつくる財団おかやま）    

NPO/NGO/ボランティアグループ    

企業・事業所    

医療・福祉機関    

学校・教育機関    

宗教団体    

政治団体    

その他    

その他（具体的に；             ） 

21. 寄付を行ったのべ回数を教えてください 回 

22. 寄付を行ったのべ金額を教えてください。 円 

 

５．その他の支援活動実施について 

7 月～9 月の間の貴組織のその他の支援活動に関する状況についてお教えください。 

23. その他、支援活動として展開された取り組みがあればお教えください。 

 

24. その他の取り組みでご記入いただいた支援ののべ回数を教えてください。 回 

25. 今後の支援について 

□実施中であり計画している □計画していないが実施予定である □未定 □実施の予定はない 

□その他（具体的に：         ） 

 

６．自組織自体の被災状況について 

今回の豪雨災害における自組織の被災状況をお教えください。 

26. 自組織の被災状況についてお教えください。 

□全壊 □半壊 □一部損壊 □床上浸水 □床下浸水  

□その他（具体的に：         ） 

回答にご協力いただき、ありがとうございました。 


