福祉
ボランティアグループ・NPO団体のみなさんへ
活動の充実・促進のための

活用のしおり

ボラン
ティア
ひろげ の輪を
よう ！

京都市福祉
ボランティアセンター
活動支援ツール
利用マニュアル
福祉ボランティアセンター

活用術
P1

フロアマップ

P2〜P5

施設の案内

P6

パソコンコーナー

P7

施設利用登録・予約

ひろげようボランティアの輪

情報発信

P9〜P10「団体・活動情報サーチ」システム
P11

メールマガジン・月刊誌

P12

活動支援ツール

P13〜P14 利用要綱・規約

京都市福祉ボランティアセンター
京都市福祉ボランティアセンター

福祉ボランティアセンターを活用しよう！
『京都市福祉ボランティアセンター』
は、
ボランティア・福祉活動の一層の発展をはかるため、
活動に対する理解の促進、市民参加の促進、
ネットワークづくり、
活動のための環境整備などの総合的な
取り組みをすすめています。

パソコンコーナー

1

京都市福祉
ボランティアセンター

フロアマップ

ミーティング室❶

（ひと・まち交流館1階）

高齢者や障害者を対象に
パソコンに関する相談会
や講習会等の活動を行う
パソコンボランティア団
体のコーナーです。

ミーティング室❷

P6

詳しくは
を
ご覧ください

スタッフルーム

印刷機

印刷機

4

コピー機

6

印刷室

ロッカー

紙折機
シュレッダー

受付カウンター

7

ボランティア情報
コーナー

丁合機

3

電動
断裁機

広報物ラック

2

ボランティア
パーク

録音室

3

3

デスクトップ
パソコン

掲示板

入口
1

広報物
ラック

5

福祉ボランティアセンター

活用術

を
ラセン
ボ
は
まず
ね♪
知って

ボランティア・福祉活動の拠点となるよう、

福祉ボランティアセンターを活用してください。

まずは、ボラセンのすべてをご案内します！
1

ミーティング室

P3 へ

無料で借りられる12人部屋が2部屋ありま
す。合わせて24人部屋としても利用でき
ます。平日は21時30分まで、日・祝日は
17時まで利用できます。

2

ボランティアパーク

4

印刷室

P3 へ

無料で、自由に活用いただけるエリアです。

※施設利用登録（P7）が必要です。

3

掲示板・広報物ラック

（ボランティアパーク内）

P3 へ

イベント情報・ボランティア募集情報、団体
の紹介や助成金情報などさまざまな情報を
掲示しています。掲示を希望する場合は、
センターまでお問い合わせください。

5

録音室・点字プリンター

P4 へ

音が遮断された部屋で、複数音源を組み合
わせての録音ができます。
また、点字プリンターも利用できます。
※点字プリンターは有料です。

7

ボランティア情報コーナー P5 へ
ボランティア活動に関する資料が閲覧でき
ます。また、印刷原稿作成などに役立つデス
クトップパソコン1台を設置しています。
※プリンター印刷は有料です。

P4 へ

資料作成やチラシ・パンフ作成に役立つさま
ざまな機材があります。
※一部の機材は有料です。

6

貸出しロッカー

P4 へ

ボランティア団体向けに1年間継続で利用で
きるロッカーを無料で貸し出しています。
36団体まで利用できます。

声

利用者の
ボラセンは頼れる活動の拠点です
ボランティアグループ運営に際し、
センターは頼りになり、 心強い存在です。
今後ともご支援お願いします。

活動の冊子作りに活用しています
貸出備品

P5 へ

プロジェクターやスクリーン、ＢＤプレーヤー、
マイク、車イスなど、さまざまな備品を無料で
貸し出しています。

印刷機をお借りし、会の活動のまとめの冊子を作成しています。
各自の活動のふり返りや今後の活動のヒントも見つかり、
大変役立っております。
安価で利用できることは、 活動の持続
の支えともなり、 大変感謝しています。

2

福祉ボランティアセンターを活用しよう！
1

ミーティング室

施設利用登録必要
事前予約優先

ミーティング室① ②の2部屋があります。
ともに定員は12名です。また、2部屋を繋げて定員24名の部
屋としてもご利用いただけます。いずれの場合も無料です。

利用可能時間帯
月～土曜日
①

日・祝日

9:00～ 12:00（午前） ①

②

13:00～ 17:00（午後） ②

③

18:00～ 21:30（夜間）

9:00～ 12:00（午前）
13:00～ 17:00（午後）

予約について（詳細はP7をご覧ください）
受付カウンター・電話・FAX・メールにて受付
●3ヵ月前の同日朝９時から受付開始
●1週間
（月～日曜日）のうち上記の時間帯1つのみ
●1ヵ月前の段階で空いている場合は、上記ルールに関わら
ず自由に予約可

2

ボランティアパーク
ボランティアパーク内のスペースは、ボランティア活動に
関するちょっとした打ち合わせや作業、資料閲覧など、
どなたでも自由にご利用いただけます。（予約不要）

声

利用者の

いつも楽しく利用しています
パークは自由に使えて便利です。
印刷室やミーティングルームの
利用もでき、とても助かっています。

3

掲示板・広報物ラック

配架申請必要

（ボランティアパーク内）

寄せられたチラシやポスターなどの広報物を、来所者に自
由に持ち帰ってもらえるよう、ラックや閲覧コーナーを設
けて配架しています。
主な掲示受付物
・イベント情報
・ボランティア募集情報 ・団体の紹介
・その他発行物 掲示希望の際は、郵送または受付にご相談ください。
※チラシ・パンフレットの受付部数が無くなっても、センターでは基本的に
補充は行いませんので、ご了承ください。
また、 団体の活動支援として、資金面・設備面等で活動を支援するさま
ざまな助成金情報も掲示しています。ご活用ください。

3

印 刷 室

4

事前予約優先(印刷機のみ）

印刷室では、以下の機器を利用できます。

有料

コピー機（A3まで 白黒1台）
印刷機（A3まで 白黒2台）
電動ホッチキス

無料

丁合機／紙折機／断裁機／シュレッダー
電動パンチ

印刷機、コピー機、電動ホッチキス利用料金表
印刷機

利用登録承認団体

一般利用

製版代

1版につき40円

1版につき50円

インク代

100面
（※1）
につき10円

1面
（※1）
につき1円

1枚
（※2）
につき5円

1枚
（※2）
につき7円

コピー機
電動ホッチキス

針100本につき20円

※1：印刷機で両面印刷を行った場合、1枚あたり2面としてカウントします。
※2：コピー機での印刷は、片面・両面いずれも1枚としてカウントします。
●印刷機を利用される場合は用紙をご持参ください。
利用料金は製版代・インク代となっております。

5

録音室・点字プリンター

施設利用登録必要
事前予約優先

ミキサーを利用して、CD、カセット、マイクの複数音源を
組み合わせた録音ができます。また、点字プリンター（有料）
も備えています。
※点字作成ソフト
（EXTRA Version6）を内蔵したノートパソコンも貸し
出しています。

点字プリンター利用料金表
利用登録承認団体

一般利用

専用用紙1枚につき5円

6

貸出しロッカー

施設利用登録必要

ロッカーは36個あり、無料で貸し出しています。
利用期間は4月1日から翌年の3月31日までです。
※利用団体は年度ごとに申込受付しており、希望者多数の場合は抽
選となります。
※ロッカーは、印刷物・印刷用紙等の一時保管、その他活動に関わる
荷物の一時保管などにご利用ください。また、貴重品・危険物・生
もの等のロッカー保管はできません。

4

福祉ボランティアセンターを活用しよう！
ボランティア情報コーナー

7

ボランティア活動に関する資料（ボランティアグループや
社協の情報、福祉やボランティアに関する書籍など）を多数
掲示しています。閲覧専用です。
●分野ごとのボランティア情報

●全国の社会福祉協議会や他機関 のボランティアに関する

情報・事業報告など
●ボランティアや福祉に関する冊子

などを多数掲示しています。よく似た活動をされている団
体を見つけて繋がっていったり、新たな活動を始める際の
参考にしたり、みなさんの活動を充実・促進するさまざま
な情報があります。
※地下1階
「図書コーナー」
にも各種資料を配架しています。

デジタル
サイネージ

パソコン＆プリンター

（情報端末）

プリンターと繋がっているデスクトップパソコンが1台あ
ります。印刷原稿の作成などにご利用いただけます。
※インターネットには接続されていません。

ボランティア情報コーナー受付横に設置の、
タッチパネル方式のサイネージ（情報端末）。
触れるだけで操作できるので、ゲーム感覚で情
報を見ることができます。

貸出備品

事前予約優先

●センターの備品を随時無料で貸し出しています。
●貸出期間は原則として1週間以内です。

●希望日の3ヵ月前の同日から、受付・電話・FAX・

メールにて受け付けいたします。

プリンター利用料金表
利用登録承認団体

一般利用

1枚につき5円

1枚につき7円

施設外貸出備品一覧

施設内貸出備品一覧※

液晶プロジェクター

ドラムコード

DVDビデオプレイヤー

車イス

プラズマディスプレイ
（ミーティング室のみ）

OHP

空気入れ

CDMDカセットデッキ
ノート型パソコン

OHC

アイマスク×30

スライド映写機

外付スピーカー

スクリーン

磁気ループ＋ループ

マイクセット
（アンプ＋マイク）

ブルーレイプレーヤー ブルーレイプレーヤー

※ノート型パソコンは事前予約不可で、当日のみの貸し出しとなっ
ております。
（先着順）
※プロジェクター・スクリーン・マイクセットは、ひと・まち交流館
の会議室内では使用できません。

5

パソコンコーナー

（ひと・まち交流館1階）
利用対象
高齢者や障害者を対象にパソコンに関する相談会や
講習会等の活動を行うパソコンボランティア団体
利用できる設備

講習スペース

❶講習スペース 要予約
５人～１６人までの講習会用
❷相談対応スペース 予約不要
８人までの個別の相談・対応用
❸ロッカーなど
利用料

相談対応スペース

無料
利用するには

プロジェクター
スクリーン

以下の２段階の登録により利用できます。
❶京都市福祉ボランティアセンターの利用登録
❷パソコンコーナーの利用登録

講習スペース（要予約）

ロッカー

声

利用者の

仕切りパネル
ロッカー

いつも気軽に利用しています
ロッカー

京都駅から近く無料で使えるし、
非常に便利です。

内線電話

☎

※審査・確認等の作業を要するため、登録完了までには、１週
間～２週間程度の時間をいただきます。詳しくは、京都市
福祉ボランティアセンターまで

相談対応スペース
（予約不要）

6

福祉ボランティアセンターを活用しよう！

施設利用登録について
ボランティア活動の振興を図るため、当センターでは下記の施設を会議や作業の場として貸し出しています。
この中で、予約受付を行っている2施設の利用の際には、事前に「施設利用登録」が必要です。

施設名

利用方法

ボランティアパーク

自由利用

ボランティア情報コーナー
印刷室
（※）

(※) 印刷機2台のみ、予約受付

ミーティング室1・2

予約受付
（施設利用登録必要）

録音室

「施設利用登録」の際は受付カウンターまでお越しください。
「施設利用登録 申請書」にご記入いただきます。
当センターの利用対象であることを確認の後、記入いただく情報は、
●団体名／団体連絡先

●代表者名

●活動内容

●設立年月日などです。

その他、活動内容の分かる資料なども提出いただきます。
申請書の内容をもとに登録の可否を決定し、承認された場合は「利用登録カード」を発行します。
なお、登録申請から決定までには、通常、1週間程度のお時間をいただいております。

施設の予約について
施設の利用申込は、利用希望日の3ヵ月前の同日（休館日の場合はその翌日）の9：00～ 21：30まで、
但し、日・祝日は17：00まで受け付けています。（先着順）
※例：7月15日利用希望→4月15日から受付(但し、4月15日が休館日の場合は4月16日から受付)
「施設利用申込書」に利用団体名や連絡先などを記入して
いただく必要があります。
なお、電話、FAX、E-mailでの事前予約もできます。
これらの場合でも、
「施設利用申込書」への記入は別途
行っていただきます。利用日当日やご都合のつく日に来
所ください。

利用可能時間帯
月～土曜日
①

日・祝日

9:00～ 12:00
（午前） ①

②

13:00～ 17:00
（午後） ②

③

18:00～ 21:30
（夜間）

9:00～ 12:00（午前）
13:00～ 17:00（午後）

予約は、1週間
（月～日曜日）のうち上記の時間帯１つまでとなっております。
また、利用人数が12名以下の場合、ミーティング室①②を合わせた予約はできませんので、ご了承ください。
なお、希望日1ヵ月前の同日の段階で、まだ空いている場合には、上記のルールに関わらず予約できます。

施設利用に係る諸注意
❶貸出時間を守ってご利用ください。
❷利用にあたって机、イス等の配置を移動された場合
は、利用後に元の状態に戻しておいてください。
❸利用されている施設・備品に不具合があった場合は、
速やかにご報告ください。

7

声

利用者の

ボラセンと一緒に
頑張ります！！
いつも情報交換や
ミーティングで使用しています。
事務所をもたない
わたしたちのような団体には
ありがたい仕組みです。

ひろげようボランティアの輪

情報発信

情報を
な
鮮
毎日新 るよ ！
届け

ボランティア・福祉活動は、様々な情報を広く伝えることが重要です。
インターネット社会の今、多くの団体や人々に開かれたネットワークづくりなどの
環境整備をしています。活動の情報発信の場として活用ください。

システム
9P〜10P「団体・活動情報サーチ」

「団体・活動情報サーチ」
システム
いま、ボランティア・市民活動は
大きく広がっています。
多くの情報を迅速に伝えるツールとして
ホームページを利用して発信しています。
無料で登録でき、登録もカンタンです。
京都のボランティアに関する様々な
情報を発信します。

11P

メールマガジン・月刊誌

情報発信のカタチもイロイロ
月刊誌「ボランティアーズ京都」

●

毎月ボランティア募集、
イベント情報を掲載しています。

メールマガジン「ボランティア京都」

●

12P

活動支援ツール

活動支援でボランティアの輪を
ひろげる
助成金情報

●

福祉の保険（ボランティア保険／福祉行事保険）

●

8

情報発信

ひろげようボランティアの輪

「団体・活動情報サーチ」システム
無料で登録できる、簡易ホームページです！
団体のさまざまな情報を、
インターネットを通じて発信できます。
登録は簡単です！

通常のサイト開設に必要な、面倒な作業は必要ありません。パソコン
上で最初の団体登録も、各種情報の発信も、「団体・活動情報サーチ」
システムの入力フォームに記入するだけです。

興味のある団体の
情報を閲覧し、
さらにその団体が
行っている個別の
情報へ

9

イベント情報

登録団体一覧
登録されている団体が表示されま
す。独自ホームページもご覧にな
れます。

様々な団体のイベント情報が表示
されます。さらに詳細情報もご覧
になれます。

イベント具体例

種類別の
情報一覧から、
興味のある情報へ

ログイン後、直接イベント情報を
掲載することができます。
（掲載の承認はボランティアセンターが
行います）

「団体・活動情報サーチ」登録方法
STEP

1

登録フォームへ移動

京都市福祉ボランティアセンターホームページ
（http://v.hitomachi-kyoto.jp/）
の「既に活動をしている方 活動を広めたい！」欄にある
「団体情報の登録・更新・修正」
ボタンをクリック。

STEP

4

登録完了

登録が承認されると、グループ・団体専用のページ
が設けられ、ログインID・パスワードが発行されます。
※ログインID・パスワードは、郵送にてお送りいたします。（不承
認の場合は通知のみ）
※センターに登録申請を行ってから、お手元にID・パスワードが届
くまでには、通常、約1週間程度のお時間をいただいております。

声

利用者の

ホームページは大切な
情報発信源です！
クリック

STEP

2

申請方法・規約などを確認

「団体・活動情報サーチ」
の説明ページが開かれますの
で、内容をご確認ください。登録申込みは、14ページ
の
「団体・活動情報サーチ」
システムの団体登録に関す
る規約の内容に同意したものとして受理されます。
STEP

3

登録申請

説明ページの下段「→新規利用登録」をクリックし、
開かれた入力フォームに必須項目および必要な項目
をご記入の上、
「確認画面へ」をクリック。
その後表示される確認画面で登録申請内容をご確認
の上、問題なければ
「送信する」をクリック。
登録申請の完了画面が表示されます。
STEP

4

ホームページの
ボランティア募集情報を見て、
問い合せいただく方もいます。
これからも活用させてもらいます。

内容確認

登録申請された情報は、京都市福祉ボランティアセ
ンターで内容を確認のうえ登録の可否を決定します。
内容に不備・不足のあった場合は、確認の連絡をさせ
ていただくことがあります。

このような情報が発信できます！
「団体・活動情報サーチ」
を通じて
誰でも閲覧することができる情報
●団体情報：
団体の概要

●イベント情報：

講演会、研修、シンポジウム、展示会等に関する情報

●ボランティア・スタッフ募集情報：

募集するボランティアやスタッフに関する情報

●寄付金・物品募集情報：

募集する物品、募金、寄付金等に関する情報

●ボランティア・人材提供情報：

派遣・提供するボランティア等に関する情報

●活動記録情報：

活動記録の情報（写真などの画像添付可能）
（団体情報か
ら閲覧できます）

さらに「団体・活動情報サーチ」の詳しい使い方は、
受付カウンターにてお問い合わせください。
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ひろげようボランティアの輪

情報発信

情報発信のカタチもイロイロ
団体・活動情報サーチ以外の情報発信ツールもあります。

●メールマガジン
「ボランティア京都」
毎週10件程度のボランティア募集および
イベント情報をメールでお届けしています。(週1回発行)
登録者数700人以上！
※登録方法はP12をご覧ください。

●月刊誌
「ボランティアーズ京都」

メールマガジン

毎月20件以上のボランティア募集およびイベント情報を掲載し
ており、特集記事など当センターからの耳寄りな情報も満載 ！
（毎月1日発行）
京都市内に各号9000部発行！
4色カラーで見やすい誌面が好評です！
月刊誌は、市・区社協や市内の大学、主要な郵便局、市・区役所、
市内の公共施設など、多くの場所に配架しています。

掲載対象情報
メールマガジンや月刊誌に掲載される情報は、
「団体・活動情報サーチ」
から日々寄せられる情報や、「情報発信シート」などで広報依頼のあっ
たボランティアに関する情報を当センターで精査し、決定しています。

って
どうや の ！？
う
てもら
掲載し

●「情報発信シート」を送って
情報発信依頼！
「団体・活動情報サーチ」への登録が難
しい団体のみなさんの情報発信を支援
するため、当センターでは、「情報発信
シート」という用紙を利用した情報発信
代行を行っています。
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＜依頼方法＞
「情報発信シート」に必要事項をご記入
の上、郵送・FAX・持参等で当センター
までご依頼ください。

＜入手方法＞
「情報発信シート」は、月刊誌が配架さ
れているほとんどの場所に、月刊誌と
一緒に配架されています。また、当セ
ンターにもありますので、お電話など
でお問い合わせいただいても結構です。
また、当センターのホームページから
ダウンロードすることもできます。

活動支援ツール
活動支援でボランティアの輪をひろげる
京都市福祉ボランティアセンターでは、設備利用・情報発信
以外にも、いろいろな活動支援を行っています。
ここでは、それらの一部をご紹介いたします。

●助成金情報
団体の活動を資金面で支援するさまざまな
助成金情報を、メールマガジンで
お知らせしています。
また、当センターのホームページや
ボランティアパーク内に、
最新情報を掲示しています。（随時）

メールマガジン

クリック

メールマガジンの購読はこちらから：

パンフレット

京都市福祉ボランティアセンターホームページ
（http://v.hitomachi-kyoto.jp/）の左下にある
「メルマガ登録」リンクをクリック。
ひと・まち交流館 京都のメールマガジン説明
ページに移動しますので、メールマガジン登録
申込をクリック。
※当センターからは、
「ボランティア京都
（P11）
」
「助成金情報」
の2つのメルマガを発行しています。

●福祉の保険（ボランティア保険／福祉行事保険）
ボランティア保険
ボランティア保険は、ボランティア一人一人にかけ
る保険です。
保険期間は毎年4月1日～翌年3月31日まで。
（年度途中で加入しても、当該年度の3月31日
までとなります。）

福祉行事保険
福祉行事保険は、ボランティア団体等が行う非
営利の公益的な行事や活動一つ一つにかける保
険です。

て
安心し
これで、 ね♪
る
頑張れ

福祉の保険
（ボランティア保険／福祉行事保険）の詳細は
「株式会社 エスアールエム」
（TEL：075-822-8613）までお問い合わせください。
また、加入に関する事務取扱いについては、京都市福祉ボランティアセンターまたは、
各区ボランティアセンターまでお問い合わせください。
各区ボランティアセンターの電話番号は、本誌裏表紙に記載されています。
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京都市福祉ボランティアセンター利用要綱
社会福祉法人京都市社会福祉協議会

（目 的）
第１条 この要綱は、社会福祉法人京都市社会福祉協議会（以下「本
会」という。）が、京都市福祉ボランティアセンター条例（以下「条例」
という。
）
及び同条例施行規則（以下「施行規則」という。）に基づいて、
福祉に関するボランティア活動等を行う京都市内の団体や個人の活
動を支援し、その用に供するため、施設・設備の利用及び備品の貸
出し等に関して必要な事項を定める。
（利用者の範囲）
第2条 京都市福祉ボランティアセンター（以下「センター」とい
う。
）
の施設・設備及び備品を利用できる者は以下のとおりとする。
（ １）
福祉に関するボランティア活動等を行う団体・個人。
（ ２）
（ １）に該当する活動を今後行おうとしている、もしくは興味
がある団体・個人等。
２ 前項に該当する団体・個人であっても、以下の要件に該当する
場合は、センターを利用することができない。
（ １）
利潤追求を主たる目的とする場合。
（ ２）
宗教活動を主たる目的とする場合。
（ ３）特定の公職者(候補者を含む)または政党の推薦・支持・反対
を目的とする場合。
（ ４）
暴力団またはその関係者。
（施設の種類）
第３条 センター内の利用できる施設は、次のとおりとする。
（ １）
ボランティアパーク （ ２）ボランティア情報コーナー
（ ３）
ミーティング室１・２ （ ４）印刷室 （ ５）録音室
（ ６）
ボランティアビューロー
（施設の利用方法と利用時間）
第４条 前条に掲げる施設の利用方法と利用時間は次（別表）
のとお
りとする。
施設名

利用方法

利用できる時間

ボランティアパーク
ボランティア情報コーナー
月曜～土曜 9時～ 21時30分
自由利用
印刷室
日曜・祝日 9時～ 17時
ボランティアビューロー
ミーティング室1・2
録音室

予約制

月曜～土曜
日曜・祝日

午前（9時～正午）
午後（13時～ 17時）
夜間（18時～ 21時30分）
午前（9時～正午）
午後（13時～ 17時）

（利用の登録）
第５条 前条に掲げる施設のうち、予約が必要な施設を利用できる
のは、本会に「施設利用登録申請書」
（様式①）により利用登録をし、
承認を受けた者とする。
２ 本会は利用登録の申請に基づき、承認した団体・個人等に対し
「利用登録カード」
（様式②）を発行するものとする。
（施設の利用申込み・受付）
第６条 予約が必要な施設を利用しようとする際は、事前に「施設
利用申込書」
（様式③）を提出し、利用の許可を受けることとする。
２ 施設の利用申込みは、利用日の３ヶ月前の同日（休所日の場合
はその翌日）から当日まで、窓口において申込書の提出により先着
順で受付することとする。
３ 電話、FAXまたはＥメールにより利用予約することもできるも
のとする。
４ 受付時間は、センターの開所時間内とする。
５ 利用申込み回数は、一つの使用時間帯を１回とし、原則として
月曜日から日曜日までの１週間のうち、１回までとする。
６ 前項の規定に関わらず利用日の１ヶ月前の同日（休所日の場合
はその翌日）に至ってなお申込み状況に空きがあれば、制限回数を
超えて申込みすることができる。
７ ミーティング室の利用は、原則として利用人数が12名以下で
あれば、ミーティング室１・２を同時に使用することはできない。
８ その他複数の施設の同時利用は、利用する内容によってセン
ター所長が許可するものとする。
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（設備の種類）
第７条 各施設に付属する設備は、付属設備一覧【別表１】のとおり
とする。
（設備の利用）
第８条 各施設に付属する設備の利用は別に定める“付属設備利用
細則”
のとおりとする。
（備品の種類）
第９条 センターの備品のうち利用または貸出すことができるもの
を、貸出し備品一覧
【別表２】
のとおりとする。
（備品の使用申込み・受付）
第10条 備品を使用しようとする者は、事前に
「備品使用申込書」
（様式④）
〔※ノート型パソコンについては
「パソコン・プリンター使
用申込書」
（様式⑤）
〕を提出するとともに身分証明書を提示し、使用
の許可を受けることとする。
２ 備品の使用申込みは、利用日の３ヶ月前の同日（休所日の場合
はその翌日）から当日まで、窓口において申込書の提出により先着
順で受付することとする。
３ 電話、FAXまたはEメールにより使用予約することもできるも
のとする。
４ 受付時間は、センターの開所時間内とする。
５ 使用後は「備品使用報告書」
（様式④）
〔※ノート型パソコンにつ
いては「パソコン・プリンター使用申込書」
（様式⑤）
〕と共に速やか
にセンターに返却することとする。
（備品の貸出し）
第11条 ボランティア活動の振興を図るため、第９条に規定する
備品の一部をセンター外に貸出すことができるものとする。
２ センター外に貸出しする期間は、
原則として１週間以内とする。
ただし、センター所長が許可した場合、１ヶ月以内の期間、貸出し
を延長することができる。
３ 貸出し備品の使用予定会場に同等の備品がある場合は、備品の
貸出しは不可とする。また、他の公共施設等において有料で貸し出
している同等の備品があり、そこで使用する場合、備品の貸出しは
不可とする。
（利用料）
第12条 施設・設備及び備品の利用料金については無料とする。
ただし、
一部設備
（印刷機等）
の利用については、
“付属設備利用細則”
に定める実費を徴収する。
（利用の例外）
第13条 センターの管理運営や業務の都合上、前条の規定や申込
書の提出・予約の有無に関わらず、センター所長がやむを得ず利用
をお断りする場合がある。
（利用条件・遵守事項）
第14条 施設・設備及び備品等を利用する者は、次に掲げる事項を
遵守しなければならない。
（ １）
利用時間・貸出し期間を厳守すること。
（ ２）
利用した施設・設備及び備品等を現状に回復し、清掃のうえ、
センターに終了報告すること。
（ ３）施設・設備及び備品等が故障、破損、停止および消耗品切れ
等不都合が生じた場合は、速やかにセンターに報告するこ
と。
（ ４）利用者の不注意（並びに故意）により、備品・設備の故障、破
損、紛失、盗難等が認められた場合には、利用団体が相当す
る費用を弁償することとする。
（ ５）備品の第三者への譲渡、質入れ、転貸等の処分、並びに改造、
改装は利用団体が相当する費用を弁償するとともに利用を
停止し、以後の利用を禁止する。
（付 則）
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は京都市社会
福祉協議会会長がこれを定める。
２ この要綱は、平成15年６月２３日より施行する。
この要綱は、平成19年５月１日より一部改正する。
この要綱は、平成23年４月１日より一部改正する。
この要綱は、平成25年 4 月 1 日より一部改正する。

「団体・活動情報サーチ」
システムの
団体登録に関する規約
この情報システムにおける団体登録を希望される団体は、以下の内
容をよくお読みになり、内容を理解した上で登録してください。
1．登録できる団体
●このシステムに登録できる団体は、主に京都市内で活動している
NPO・ボランティア団体等の市民活動団体（市民が自主的に行う
不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与する活動を行うことを
目的とする団体）で広く市民に活動内容を公開するものとします。
●以下の団体は、登録できません。
・営利を目的とする（利益を構成員に分配する）団体
・政治、宗教活動を目的とする団体
・解散した団体や実質的な活動を行っていない団体、暴力団又は
暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体その他法令、公
序良俗等に違反する団体
●全国的な規模で活動している団体については、主として京都市内
で活動する団体名（支部名等）で登録してください。
2．登録への同意
登録申込みは、本規約の内容に同意したものとして受理されます。
登録する内容に個人情報が含まれる場合は、十分に検討のうえ、登
録を行ってください。申込みの不承認又は書類不備がなければ、同
意に基づいて登録内容が公開されるものとします。
3．利用者ID・パスワードの交付
【登録の承認】
登録内容を確認の上、承認された場合は『利用者ID』と『パスワード』
を発行し、郵送します。（1週間以内に発送します。）
【登録の不承認】
不承認の場合、利用者IDとパスワードは発行しません。この場合、
郵送で通知します。（1週間以内に発送します。）
【利用者IDと・パスワードの管理】
交付された利用者IDとパスワードは、厳重な管理のうえ、登録団体
のみでご利用ください。決して、登録団体以外の方にパスワードを
教えないでください。
【登録の解除】
登録は、いつでも解除することができます。
【登録の取り消し】
この規約に反した場合（誹謗中傷など悪質な内容の情報を送付する
など）
、管理者は、発行した利用者IDを取り消すことがあります。
4．登録情報について
登録情報は、原則として全て公開されます。特に、必須項目は全て
ご記入ください。
【連絡先について】
連絡先が個人宅などの理由で、個人情報の公開を控えたい方につき
ましては、センターまでご連絡いただくか、PDF形式やWORD形式
にて申し込みいただくと、個人情報（連絡先住所、電話番号、FAX番
号、
E-mail、ホームページ）を非公開にすることができます。ただし、
最低ひとつは公開するようにしてください。
また、非公開を希望される箇所についても、利用者ID・パスワード
の発行などの事務連絡を行う際に必要になりますので、記入はして
ください。
非公開を希望された情報については、センターから事務連絡を行う
以外の目的で使用することはありません。

5．登録団体による情報の入力・更新について
このシステムでは、登録団体が独自に、自らの団体情報の入力・更
新を行うことができます
（入力・更新には、利用者ID・パスワードが
必要です）
。
登録団体から入力・更新のために送付された情報は、その内容をシ
ステム管理者が確認した後、1～ 3日後（休館日を含まない）にアッ
プロードされます。
6．掲載できる情報
◆団体情報
登録団体
（ボランティア団体やNPO等の市民活動団体）の概要
◆イベント情報
登録団体が実施する講演会、研修、シンポジウム、展示会等に関
する情報
◆ボランティア・スタッフ募集情報
登録団体が募集するボランティアやスタッフに関する情報
◆寄付金・物品募集情報
登録団体が募集する物品、募金、寄付金等に関する情報
◆ボランティア・人材提供情報
登録団体が派遣・提供するボランティア等に関する情報
◆活動記録
登録団体の活動記録
7．掲載できない情報
次のいずれかに該当する情報は、掲載できません。
・他人を誹謗、中傷し又は差別するもの
・他人のプライバシーを侵害するもの
・著作権等の知的財産権を侵害するもの
・犯罪行為を誘発するようなもの
・営利を目的とする広告、宣伝等
・選挙運動等の政治活動を目的とするもの
・布教等、宗教活動を目的とするもの
・法令等に違反し、若しくは違反するおそれのあるもの
・わいせつ、残虐等、公序良俗に反するもの
・その他このシステムの利用目的に反するもの
8．システムの変更、中断
次のいずれかに該当する場合、事前に通告することなく、情報提供
を中断することがあります。
・このシステムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合
・火災、停電等により情報提供ができなくなった場合
・天災地変等により情報提供ができなくなった場合
・その他運用上の理由により、管理者が一時的な中断が必要と判断
した場合
9．免責
このシステムの変更、中止、中断等又は掲載した情報により登録団
体が被った損害に対し、管理者は、一切の責任を負いません。また、
登録団体がこのシステムへ掲載した情報により第三者に損害が生じ
た場合は、当該登録団体の責任において対応するものとします。         

ンで
ボラセ
ティアの
ボラン
いてね♪
夢を描
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各区のボランティアセンター連絡先一覧
1

北区ボランティアセンター

〒603-8143
2

左京区

北区

1

右京区

西京区

3

4

10

8

7

左京区ボランティアセンター

5

東山区

5

京都市福祉
ボランティア
センター

☎075（723）5666

中京区ボランティアセンター

〒604-8316

4 中京区
下京区

☎075（432）9535

京都市上京区葭屋町通中立売下る北俵町317

〒606-8103 京都市左京区高野西開町５ 京都市左京合同福祉センター内

上京区 2

9

上京区ボランティアセンター

〒602‐8247
3

☎075（441）1900

京都市北区小山上総町3

☎075（822）1011

京都市中京区大宮通御池下ル三坊大宮町121-2

東山区ボランティアセンター

☎075（551）4849

〒605-0863 京都市東山区五条通大和大路東入ル5丁目梅林町576-5 やすらぎ・ふれあい館内

山科区

6

6

山科区ボランティアセンター

〒607-8344
7

☎075（593）1294

京都市山科区西野大手先町２-1

下京区ボランティアセンター

☎075（361）1881

〒600-8166 京都市下京区花屋町通室町西入乾町292

南区

8

南区ボランティアセンター

〒601-8321

11

9

伏見区

☎075（671）1589

京都市南区吉祥院西定成町32

京都市南老人福祉センター内

右京区ボランティアセンター

〒616-8105

☎075（865）8567

京都市右京区太秦森ヶ前町22-3

10 西京区ボランティアセンター

〒615-8083

ひと・まち交流館

☎075（394）5711

京都市西京区桂艮町23-4

11 伏見区ボランティアセンター

〒612-8318

下京総合福祉センター内

京都市伏見区紙子屋町544

☎075（603）1287

伏見社会福祉総合センター内

京都／ 3階

京都市福祉ボランティアセンター
(設置:京都市

〒600－8127

運営:社会福祉法人 京都市社会福祉協議会)

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町通五条下る東側）

日・祝日：9:00～ 17:00

●毎月第3火曜日

（国民の祝日にあたるときは翌日）

●年末年始

（12月29日～ 1月4日）

JR 京都駅

清水五条駅

川端通

日：9:00～ 21:30

休館日

河原町
正面バス停

四条通

京阪
本線

平

五条駅

六条通

E-mail:
v.info@hitomachi-kyoto.jp
開館時間

阪急京都線

鴨川

検索

四条駅

河原町駅

河原
町通

京都ボラセン

携帯用サイト

四条駅

地下鉄烏丸線

URL:
http://v.hitomachi-kyoto.jp

烏丸駅

烏丸通

T E L：075-354-8735
FAX：075-354-8738

五条通

ひと・まち交流館京都 3 階

京都市福祉ボランティアセンター
七条駅

七条通
JR 東海道本線

●市バス4、17、205号系統
「河原町正面」
バス停下車
●京阪電車
「清水五条」
駅下車、 ❶番出口より徒歩8分
●地下鉄烏丸線
「五条」
駅下車、 ❺番出口より徒歩10分
●立体駐車場/最初の1時間410円、以後30分ごとに200円

※台数に限りがありますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。

