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1. はじめに
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1-1. システム概要
被災地のニーズに即してスムーズにボランティアの派遣ができるマッチングシステムです。

被災者からは、掲⽰板のように⽀援を依頼したい内容を書き込むことができ、
⽀援者はその内容を⾒て応募をすると、事務局がマッチングをして双⽅に通知することで、
現地での⽀援が実現するというシンプルな仕組みです。
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ボランティアを
募集したい⼈

ボランティアに
参加したい⼈

マッチングサイト
＋

事務局

応募する

依頼する

派遣依頼する

派遣依頼を承認する

ボランティア活動をする



1-2. ⼀般ユーザと管理者ユーザ
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ボランティア募集／応募する⼈（⼀般ユーザ） ボランティア派遣事務局（管理者ユーザ）

・ボランティアの派遣を依頼したい⼈は、
作業内容を⼊⼒して、派遣依頼を出します。

・ボランティアに応募したい⼈は、
募集内容から⾃分の⾏かれそうな作業を探し、
応募内容を⼊⼒して、応募します。

・募集依頼内容を確認し、
依頼を受理するか却下するかを判断します。

・応募内容を確認し、作業を依頼するかどうかを
判断します。

・募集依頼内容、応募内容の編集や削除を
することができます。

・募集依頼の複製や応募内容のCSV出⼒もできます。



２．システムの利⽤⽅法 ⼀般ユーザ
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2-1. デモサイトへのアクセス⽅法
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①Webブラウザで、下記のデモサイトURLにアクセスします。

https://153.127.26.252:444/

※ネットワークやブラウザのプライバシー設定によっては
図１のようなアラート画⾯が表⽰されます。

その際は「詳細設定」をクリックすると、図２のように
表⽰されますので、
「https://153.127.26.252:444/にアクセスする」を
クリックして、アクセスしてください。

図１

図２

ボランティアの派遣依頼をしたい場合、応募したい場合に使⽤するサイト
です。

⼀般ユーザ



2-1. デモサイトへのアクセス⽅法
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②ページが開いたら利⽤を開始できます。

⼀般ユーザ



2-2．ボランティア派遣を依頼する

①画⾯右上の「ボランティア派遣を依頼する」ボタンを押下します。

⼀般ユーザ
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2-2．ボランティア派遣を依頼する
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②下記の内容を⼊⼒します。
作業場所住所については、応募者が確認できる画⾯には表⽰
されず、管理者のみが確認できるようになっています。

⽒名
メールアドレス
電話番号
作業概要（タイトル）
作業内容
カテゴリ
キーワード
持参するもの
実施⽇時（複数可）
募集期間
応募条件
現場写真
作業場所住所（⼀部⾮公開）
集合場所住所
駐⾞場利⽤について
その他特記事項
免責事項 確認

（※⾚字は必須項⽬）

⼀般ユーザ



2-3．ボランティアに応募する
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①トップ画⾯で派遣依頼されているボランティア作業を確認、
もしくは、募集⼀覧画⾯を⾒て、応募したいボランティア
作業を選びます。

※トップ画⾯には本⽇以降に募集期間が含まれる作業、かつ募集
⼈数に採⽤⼈数が達していない作業が表⽰されます。

⼀般ユーザ



2-3．ボランティアに応募する
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②ボランティア作業を選択すると詳細内容が表⽰されます。
応募したい作業が決まったら、「応募する」ボタンを押します。

⼀般ユーザ



応募単位（個⼈か団体か）
⽒名
年齢
性別
メールアドレス
電話番号
実施⽇時（複数選択可）
特技／希望しないこと
資格
コロナワクチン接種状況
過去2週間の体調
過去１ヶ⽉の渡航履歴
ボランティア保険加⼊有無
注意書き了承 確認

（※⾚字は必須項⽬）
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③応募フォームに下記の内容を⼊⼒して、「応募する」ボタンを押します。
ここで⼊⼒した内容はまずは事務局が確認します。

2-3．ボランティアに応募する ⼀般ユーザ



14

④応募が完了すると、⼊⼒したメールアドレスに確認メールが
届きます。

事務局が派遣を決定した際にもメールで通知されます。
ここから先は、システムではなくメールや電話による連絡で
事務局から連絡がなされることになっています。

2-3. ボランティアに応募する ⼀般ユーザ



３．システムの利⽤⽅法 管理者ユーザ
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3-1. デモサイトへのアクセス⽅法
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①Webブラウザで、下記のデモサイトURLにアクセスします。

https://153.127.26.252:444/user/login

※ネットワークやブラウザのプライバシー設定によっては
図１のようなアラート画⾯が表⽰されます。

その際は「詳細設定」をクリックすると、図２のように
表⽰されますので、
「https://153.127.26.252:444/user/loginにアクセスする」を
クリックして、アクセスしてください。

図１

図２

ボランティア派遣依頼を確認する場合、応募と派遣依頼をマッチングする
場合に管理者（事務局）として使⽤するサイトです。

管理者ユーザ



3-1. デモサイトへのアクセス⽅法

②下記のアカウントでログインします。

ログインID miya_disaster
パスワード c+M-9u#GL&f9

管理者ユーザ
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3-2. ボランティア派遣を確認し、承認する
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①「ボランティア派遣依頼⼀覧」ボタンを押し、派遣依頼されて
いる作業の⼀覧を確認します。

管理者ユーザ

ホーム画⾯にもどる ログアウトする



3-2.ボランティア派遣依頼を確認する 管理者ユーザ

②派遣依頼されている作業の⼀覧から確認する作業を選択します。

作業はステータス／カテゴリ／タグによる絞り込み、および登録
番号による検索ができるようになっています。
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3-2.ボランティア派遣依頼を確認する 管理者ユーザ

③依頼内容の詳細を確認し、問題がなければ承認ボタン、不都合が
あれば却下ボタンを押します。
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3-2.ボランティア派遣依頼を確認する 管理者ユーザ

④結果を通知するメール送信画⾯が開きます。
適宜内容を修正して、「上記内容で送信する」ボタンを押します。
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3-3.ボランティア応募を確認する 管理者ユーザ

①ホーム画⾯から「ボランティア応募⼀覧」ボタンを押して、募集
ごとに応募されている状況を⼀覧で確認します。

※応募状況は「ボランティア募集⼀覧」から募集中の作業を選択
して、作業ごとに表⽰することもできます。
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管理者ユーザ

②応募状況を⼀覧で確認します。
ステータスでの絞り込み、⽒名／登録番号での検索が⾏えます。

また、CSV出⼒ボタンを押すと、応募状況の⼀覧がCSVファイルで
ダウンロードできます。

3-3.ボランティア応募を確認する
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管理者ユーザ

③確認する応募を選択して詳細情報を確認します。
採⽤を決めたら「採⽤する」ボタン、不採⽤の場合は「お断りす
る」ボタンを押します。

3-3.ボランティア応募を確認する
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管理者ユーザ

④ 採⽤の場合も不採⽤の場合もメールで結果の通知ができます。
メール送信画⾯が開きますので、適宜内容を修正して、「上記内
容で送信する」ボタンを押します。

3-3.ボランティア応募を確認する
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管理者ユーザ

⑤応募数や採⽤数などの採⽤情報は管理者トップメニューの「ボラ
ンティア募集⼀覧」ボタンを押して表⽰される画⾯で確認できます。

3-3.ボランティア応募を確認する
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3-4.ボランティア情報を編集する 管理者ユーザ

①本システムには会員登録機能がありませんので、募集や応募など
で⼀度登録した情報は、管理者のみが編集できるようになっていま
す。

募集⼀覧から編集したい作業を選択して、「詳細」ボタンを押すと、
詳細画⾯が開きます。右上の「編集する」ボタンを押します。
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3-4.ボランティア情報を編集する 管理者ユーザ

②フォームで修正したい情報に修正を加え、「保存する」ボタンを押
すと編集ができます。

※作業の⽇程を変更することはできません。修正したい場合は、新た
に作業を「複製」して、募集を作成してください。
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3-4.ボランティア情報を編集する 管理者ユーザ

③たとえば作業の依頼期間を延⻑したい場合など、すでに登録されて
いる派遣依頼情報をもとに、募集情報を複製することができます。

募集⼀覧から複製元の作業を選んで「詳細」ボタンを押します。
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3-4.ボランティア情報を編集する 管理者ユーザ

④ 複製元の作業情報が⼊⼒された状態になっていますので、適宜修
正の上、「派遣依頼する」ボタンを押します。

※ 複製は管理者のみが⾏うため、「派遣依頼する」ボタンを押すと、
募集⼀覧に作業が表⽰されるようになります。
（派遣依頼⼀覧には表⽰されません。）



4. お問合せ

ご不明点、ご質問などがございましたら、下記までご連絡ください。

特定⾮営利活動法⼈宮崎⽂化本舗

〒880-0014 宮崎市鶴島２丁⽬９番６号みやざきNPOハウス101
Tel 0985-60-3911 Fax 0985-89-4979
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