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参加者総数 148名 アンケート送付数 140 通 回答数 75 通 回答率 54％ 

 乗車数 女子 男子 

1 便 39 10 29 
2 便 41 11 30 
3 便 41 14 27 
4 便 42 17 25 

 163 52 111 

 



p. 2 
 

<7>ご意見、ご感想、ご要望などお聞かせください 

 なかなか、横浜からのボラバスがないので、お昼や夕食代等自費でも、参加したいですね！ 

 先日のビニールハウスを含め、現地の状況を把握していきたいので、継続した企画を希望します。 

 事務局の皆様、ホントお世話になりました。早朝のお見送り、深夜のお迎え痛み入ります。此処まで

本心！で、以下は内緒話。順不同①でもね～、関連三者の調整が大変だったなんてことを何回も聞か

されたところで、そんな事、実際、作業に赴く参加者にはそれ程、関心事ではないんでは？大体、関

連シャンシャ？の関連について説明してくれる方はどなたもおられませんでした！②それよりこれ

から赴く現地の状況を説明して頂いたほうがずっと有り難いのでは？③リーダーと呼ばれる方々の

情報把握力・指導力も心もとなかったですね～？④栃木便に何回も参加している方々もおられるよ

うでしたが、結果として災害ボラ経験者の総数を制限しちゃったんじゃないですか？（新規の方を優

先させるシステムはなかったんですかね～？）⑤ボランティア活動のベテラン？連中の痴話話みた

いなアナウンスが多くて、初めて参加された方々に疎外感を与えた結果になっていなければよいん

ですが・・・。 マァ、それは兎も角、ご苦労様でした！ 

 以前の KSVN ﾎﾞﾗﾊﾞｽにて複数回参加させて頂き、久々の参加でした。今後、現地のニーズがあり、ﾎﾞ

ﾗﾊﾞｽが出せる状況が整えば参加したいと思います。 

 このたびは、迅速な「ボラバス運行」ありがとうございます。 あまり横のつながりが無い私のよう

な者が、参加出来る「災害ボランティア活動」を開催して頂ける事にお礼申し上げます。 「神奈川

災害ボランティア」のビブスを着た集団が、近隣県の皆様のお役に立てることは、神奈川県民の一人

として嬉しく思います。 決して起きてはいけない「災害」ではありますが、発生後に支援活動が必

要な際は、今後も企画して頂きます事を是非とも希望します。  また前回報告メールにて、公益財

団法人車両競技公益資金記念財団様からの助成金のもと、「無料運行」「食事付」の趣旨は理解出来ま

すが、費用負担の有無にかかわらず参加願望のある者としましては、『一人でも多くの「ニーズ」を

被災者側が必要としているのであるならば、参加者に多少費用負担をお願いしても、より多数のボラ

ンティア要員を被災地に送りと置けていただけるように財団関係者の皆様へも働きかけて頂きたい』

と考えます。 

 受け入れニーズがある限り有料でも参加したいです。 

 KSVNで培ったノウハウとネットワークを活用して、災害時には神奈川としても支援したいですね。 

 復旧途中であり、まだまだ支援が必要と感じた。 

 栃木便のボラバスが出来たら 参加したいです。 

 学校が土曜日もありますので、日曜日であれば参加ですます。 

 栃木便、ありがとうございました＆お疲れさまでした。 常陽へは他団体のバスや公共交通を利用す

れば行けますが、栃木への手段は車しかなく、栃木であればバスが出ていれば参加したいと思いま

す。 ただ他の神奈川から継続して出ているバスと同日で出ることにより（もしくは日は違っても費
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用が同額かかるようであれば）、継続していたバスの参加者が少なくなり催行が不能になることは、

本来のスキームを崩してしまうことになりかねはしないかと危惧しております。 

 今回のボラバスは、食事、風呂込みで無料と言うことで、帰りのバスの振り返りでも議論になりまし

たが、食事、風呂は付かなくても、無料または低料金で参加できると助かります。 こういったボラ

バスを定期的に運行することは、災害ボランティア経験者の裾野を広げ、大規模災害が発生した差異

の活躍が期待できます。 

 先日は大変お世話になり、本当に有難うございました。 初めてのボランティアで、こんな何の取り

柄もない未経験のおばさんが役に立つことがあるのか、かえって足手まといでご迷惑をおかけする

のではないか、と出発まで正直物凄く心配でした。 しかし、こんな私でもベテランボランティアや

スタッフの皆さんのお蔭で、微力なりともお役に立てたのであれば、こんな嬉しいことはありませ

ん。 迷っていた私の背中を押して下さったのは、何と言っても、今回バスを出して連れて行って下

さったことです。 全くの初心者ですと、気持ちはあっても何一つ分かりませんでしたから。 無料で

あったのは、初めての身にはとてもハードルが低くなりましたが、もちろん例え有料であっても参加

させてもらっていたと思います。 バスを出して下さって、本当に有り難かったです。 鹿沼市社協の

ホームページを拝見すると、まだまだ手助けは必要とあり、こんな微力な私でも、ご縁を頂いた地で

すから、なおのこと行きたいと思うのですが、電車で向かうと、片道 3時間以上となり個人で行くに

は、ちょっと難しいです。 常総市ならもう少し近いですが、一人で向かうには自身も家族も心配が

あります。 厚かましいですが、有料でも構わないので、またバスを出して頂き、この前のように現

場で色々指示を出して頂ければ、とても有り難いです。 そして慣れてくれば、個人でも行動出来る

ようにもなると思います。 大変なことも多いかと思いますが、ご一考下されば幸いです。 どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 風呂と飯がついてたのは有難かったです。 そうでなくても、交通費もだいぶ浮いたし。 またボラン

ティアバスが出る時は連絡をください。 

 職場の休みが不定期なので、バスが出るようなら、早めに知らせてほしい。 

 必要なニーズに対して継続的な支援を行うと同時に、スタッフにも無理のない範囲での活動という

ことで、頻度やいつまでボラバスを出すかは決めていけばよいかと思います。 

 夕食、風呂無しで早く帰りたい。 

 今般のバスについては支援団体からの寄付で無料、食事、風呂付となりましたが、他団体との共催と

なりますとそれに頼る事も出来ず、従来通りの参加費を徴収しての催行となると思います。 今回も

無料だからとの理由で参加された方も少なからずいると思いますので、その場合どの程度の参加者

が見込めるのかをこのアンケートに追加するか、別途確認する必要があると思います。 

 スタッフの方には大変おせわになりましてどうもありがとうございました。 お礼の中で大変感謝さ

れ『このご恩は一生忘れません』の言葉で疲れが吹き飛び ました。これから再び生きがいの野菜が

四季を通して実る事を願っています。 
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 (感想）優先度の高いニーズは住居周りと思っています。例えば、同地区(町内等)で一斉に活動する

とか、交通手段・機材・経験者のサポートといった問題への対処が容易な組み立てを社協様にお願い

できると良いのではないかと思いました。 (提案) (1)ブルーシートは、大 1枚より、半分サイズ 2

枚のほうが使い勝手が良いと思います。敷く場所の制約が少ない。休憩時に靴を脱がずに大勢が使用

可能。洗浄が楽といった理由です。 (2)小ぶりの剣スコ、角スコの整備。 

 準備期間が少ないにも関わらず、混乱もなく作業ができたのはスタッフ皆様の経験と努力の賜物と

感服しております。ありがとうございました。 

 食事は個人でも用意できるので、食事はなしでかまわないです。その分一台でもバスを出していただ

けると嬉しいです。 

 財団などからの支援による ボランティア参加費用の無料化、低減の努力は賞賛です。ボランティア

初参加への動機づけにもなります。また学生や費用負担がハードルになる方も参加しやすいでしょ

う。 

 栃木便、出していただきありがとうございました。 また、この様な緊急支援がありましたら、よろ

しくお願い致します。 

 ①作業時間が、もう少し長いと良いです。 ②帰りにお風呂に入れるのは有り難いです。 

 栃木３便に参加しました。被害の状況を見てきたからこそまだまだお手伝いが必要だと思っていま

す。支援便を出して頂けたら参加させていただきます。 

 日帰り運行が可能なので、私は土曜日のほうがより参加しやすいです。 

 皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。 

 ・参加費無料だったのは、たいへんありがたかったのですが、食費や風呂代をはじめとして、あまり

高額ではない範囲内で、参加費を有料にしても、バス本数をもっと多く出してもらいたいと思いま

す。 ・被災直後に集中的にボラバスを出すことも大切と思いますが、被災地の復旧状況を見ながら

定期的にボラバスを出すことも必要と思います。 ・今回、鹿沼や常総市で起きた災害は、今後いつ、

どこで起きてもおかしくないものと考えます。その時も、今回のように軽快なフットワークを発揮し

て、即時にボラバスを出せるような体制で臨んで下さい。 

 水没した不衛生な地に行き、しかもそこで作業するのに、参加者の安全が守られていなかった。ケガ

はもとより、例えば感染はリスクだらけなので、マスクやゴーグルでの粘膜保護や手洗いの徹底な

ど、スタッフの方が厳しく指導して、参加者を守って欲しい。 ボラバス運行に当たり、準備段階か

ら実施、後処理に渡るまでご尽力下さったスタッフのお一人おひとりのお蔭様で行って来ることが

出来ました。 有難うございました。 また是非参加させて下さい。 

 ボランティア活動は 細く長く 被災者からの要望がある限り続けて行きます。 今回の栃木便の主

催、共催三団体の早急な対応とスポンサー様に大変感謝しております。 関東・東北豪雨災害を受け

た被災地は まだまだ支援が必要かと思いますのでボラバスの費用負担をしてでも良いので神奈川
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からボラバスを出して下さい。 節に要望します。 

 休憩時の分煙をするべき。 温泉施設での休憩が長すぎる。SAでの時間を取ってほしい。 

 取り敢えず送信してみます。 

 大雨の中、バス出発見送って下さいましてありがとうございました。資材運びや事務方・運営スタッ

フなど、たくさんの支援を受けて、ボラバスに乗せて頂ける事、いつも感謝しています。 

 2 の質問でわからないと答えた理由 協調性のない性格の問題で、ボランティアに向いていないと参

加してみて感じたからです。団体だと気を使うので、、、 今後は向いてないなりに頑張るか、何か違

った形で貢献できればと思ってます 

 （１）有料道路の通行料金について無料措置があるうちだけでも行くべきだと思います。参加費用

が、安く抑えれば行ける回数が多くなり家計を圧迫しない。 （２）神奈川県の市町村に災害ボラン

ティア協会があるようですが訓練だけでなく実際の現場を見てもらうためにも半ば強制的に災害ボ

ランティアのボラバスに参加させるようにすべきである。 （３）スタッフのみなさん御苦労さまで

す。健康に気をつけてこれからもよろしくお願いします。 

 今回のように、帰りに風呂に入れれば有難いです。もちろん、有料で構いません。 

 10 月はほかの支援もありボラバスを出していただいたとしても参加できません。 11 月もボラが必

要な状況が続き、日程が合うようでしたら、また参加したいです。 

 極めて恵まれたボランティアでした。 但し、自己責任・自己負担であっても参加させて頂いていた。 

何かせねばと模索していた折であり、ありがたかった。 個人としても出掛けていますが、震災仲間

と一緒に楽しくやる為に 再三の企画をお願いしたい。個人負担、大いに結構。実働 2-3日が効果的

であり、ボランティアの為のボランティアでない、農家の方々に喜ばれる形が有難い。安宿・ビジネ

スホテル可。 

 今回の活動も、本来なら行政の仕事だと思います。でも、現状はお年寄り夫婦２人で農業を営んで居

る状態です。行政救済策を待って居たのでは、来年、再来年の農業が出来るか？。そして、彼等の活

力まで奪っもて仕舞うのでは無いか？。１日でも早く現状復旧させる事が大切だと思います。行政救

済策が有るまでの繋に、動きの早い私達ボランティアが必要だと思います。 

 お風呂、夕食休憩はもう少し短くてもよいかな？ と思いました。横浜から遠方の方は早く帰着して

帰途につきたいかと。 また催行されれば、有料でも参加させていただきたいと思っています。その

際はどうぞよろしくお願いいたします。 

 顔見知りのボラメンバーも多く、連携して効率よいボラ活動が出来て良かったと思います。これら被

災地には、可及的集中的に多くのボラの手が必要と思われますので、今後ともボラバスの運行を期待

いたすと共に出来るだけ参加したいと思います。今回はスポンサーのお蔭で無料・食事・風呂付は初

めての経験で感謝しております。今後も続ければ・・・とは思いますが、多少費用が掛かっても被災

地の方々が落ち着くまでの運行を期待していますのでよろしくお願い致します。有難うございまし
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た。 

 ニーズあるならば、また、ボラバスの運行ができるのならば参加をさせていただきたいと思います。 

 ・活動終了～現地出発の時間にだいぶ余裕があるように感じたので、午後の活動終了時間をあと３

０分でもよいので長くできないかと思いました。 ・バス内では「写真撮影ＮＧ」との説明でしたが

実際には撮影していた方もいたようで、（現地の様子を伝えるのは必要と思いつつも）気になりまし

た。 ・緊急事態の中、このようなボラバス便を企画・運行して頂き本当に有難うございました。 

 栃木便も継続支援が必要だと思いますが、茨城・常総市便の企画・検討頂けると有難いです。 また

栃木便は全て補助金対応でしたが、本来のボランティア活動は実費負担が鉄則と考えているので、従

来通り参加費徴収制（１万円前後負担による)で良いのではないかと思います。 よろしくお願いし

ます。 

 食事・風呂代込みの「支援・援助」だとしても、参加者からは相応の代金を徴収すべきだと思います。

それを運営費カンパとして徴収しても良いと思いました。私はその積もりを兼ねて募金に応じまし

た。 顎足付きのボランティアは、今後は無しとするべきだと思います。 自分のお金と時間を使って

こそボランティアの意義が浸透すると思います。 

 気心（ボラ経験者）の通じる方々との共同作業は実に気持ちよく、効率も良かった。 手作業でない

とダメな作業が大量にある時、 経験者の集団の力は凄いと感じた。 

 平日便にもかかわらず、しかも横浜市外から多くの有志参加で感心しました。 今回のスケジュール

は、帰路途中での入浴、夕食も余裕があり大変よかった。 被災地までの距離の問題もあるが、夜出

発便より今回のような早朝便は体調面でも自分にとっては適していると感じた。（市外からの参加者

の早朝集合の問題もあるが。） 茨城県常総市にスポットが当たっている中、ややもすれば忘れられが

ちの鹿沼市を選択したのもよかった。 

 バスを 2台に増やして、経験、年代、性別、職業、希望等考慮し、通常チームと、ベテランチームに

振り分けて、ベテランチームはより大変な作業につく様にできませんでしょうか。検討お願いいたし

ます。 

 計画、運営等お疲れ様でした。帰り車中の振返りで何人かの方は、今回無料で参加できたぶん、別の

機会に有料でも乗りたい、とおっしゃる方もいらっしゃいました。 時間が経つにつれ、メディアで

も取り上げられなくなっていますが、実態を知っている我々こそ、細くとも長い支援を続けたいと思

います。 

 ・迅速な立ち上げに深く感謝しております。支援バスを出していただくことでボランティア活動が

更に可能となります。 ・短期間の募集にも関わらず参加費が無料であることは参加者の数に相違が

あることを痛感いたしました。 ・マッチングが既になされていたため、時間が有効に使えたと思い

ます。 

 この度はボランティアに参加させて頂き有り難うございました。 経験豊かな方々の陣頭指揮のもと、
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初対面にも関わらず、明るく声を掛け合いながら和気あいあいと作業をする事が出来て、本当に良い

経験をさせて頂きました。被災した方々が以前の落ち着いた生活に戻るまで、まだ大変な日々が続く

と思われますが機会がありましたら、また参加させて頂きたいと思います。 

 参加費無料、昼夕食、入浴付というありがたいボランティア参加でした。 帰宅後寄付と言う形での

メールが届きました。 ボラに参加した人であれば無料での参加などあり得ないのは分かっていると

思いますが、今後「公益財団法人車両競技公益資金記念財団」等からのありがたい助成があった場合

募集時点で の寄付を明記していただいたほうが嬉しいです。 年金生活者なので暇はありすぎます

が生活費からの捻出は大変です。微力ながらもお手伝いと思っていてもなかなか参加できないのが

現状です。 今後の予定など立てられる 方々には「おんぶにだっこ」状態で意見を言える立場ではな

いのですが少しずつ改善されて多くの人が各地の災害を正しく判断してほしいものです。 今回栃木

便にのせていただき茨城常総に比べたら情報が表だって出ないことに疑問を持ちました。 完全に終

わったわけでないので満足感はなかったけれどその後の雨ふりごとに「大丈夫だったかな」って考え

ます。ボラなのでそこまでの責任は考えてなくてもいいとは思いますが。 微力ながら足手まといに

ならずにどうにか参加できたかとスタッフの方々に感謝してます。 

 仕事の都合で今後参加できるかは何とも言えませんが、 このような敷居の低い条件で開催していた

だけると、 参加しやすいと思います。 また、今回知ったことでボランティア仲間にも声をかけるこ

とができるかと思います。 ぜひまた決行していただけたらと思います。 前回の感想 お仲間内の

方々が多いように見受けられ、 バスに乗り込む前や乗り込んでからも 外から内から送り出す人や

いろんな人が構わずに写真を撮っていましたが、 撮られるほうは気持ちのいいものではありません。 

ネットに挙げられたり何に使われるかわからないのに 急に顔が分かるような写真を知らない人に

撮られるのはとても不愉快でした。 せめて、どうしても撮影が必要なのであれば、 ○○のため撮ら

せてください、とか 嫌な人は顔を隠してください、 ネットに公開されたくない方を先に聞いてお

く、 など一言了承を得てから撮るべきかと思います。 主催者さんにしてもお仲間の方にしても、 

連絡の行き届く範囲だけでも 今後改善していただければと存じます。 

 被災して将来に絶望してしまいそうな人に対し、ボランティアが訪れることで孤立感を和らげ、多少

なりと希望の光を見いだしてもらうことができればボランティアの役割は果たせたことになると思

います。その為には、被災者の心が折れてしまう前に寄り添う活動が大切になると思います。それは

いつかといえば「今でしょ」と言うことではないですか。 

 ぜひ 計画してください 
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