
 

 

2021 年 3 月２日 

 

Japan Village 2021 春プログラム参加確定者の皆さま 

この度はハビタット・ジャパンの国内建築ボランティア企画「Japan Village 2021 春プログラム」に
ご応募下さりありがとうございます。本プログラムは国内での地方コミュニティに関わるボランティア活
動（古民家や地域拠点の修繕や建築、またフィールドワーク）を通して、日本の社会課題の一つである
地方の過疎化問題に触れながら、地域の在り方や地方創生について学ぶボランティアプログラムで
す。以下内容をご確認の上、3 月 8 日（月）までに別添の請求書にある参加費のお支払いとあわせ、
こちらより正式な参加登録フォームを送信ください。 

 

【Japan Village 2021 春プログラム詳細】 

 

◆ 参加資格 
・ハビタット・ジャパンキャンパスチャプター所属の学生メンバーで、所定の「ボランティア活動参加同
意書及び健康状態申告書」に同意および署名の上参加できる方。 
・活動に参加するすべての関係者（ボランティアおよびスタッフ含む）は、体調がよくない場合、同居
家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方がいる場合、また過去 14
日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされる国、地域などへの渡航または当該
在住者との濃厚接触がある場合は、自主的に参加を見合わせることができる方。 

◆ 日程：2021 年 3 月 1８日（木）19 日（金）20 日（土） 
集合：2021 年 3 月 18 日（木）12 時 10 分 JR 福知山線「柏原（かいばら）駅」改札前集合  
（下り 12:04 着普通 もしくは上り 11：38 着普通をご利用ください） 
解散：2021 年 3 月 20 日（土）13 時 JR 福知山線「柏原駅」解散 

（上り 13:38 発普通 もしくは下り 13：54 発普通をご利用ください） 

◆ 参加費：20,000 円/名（プログラムコーディネーション費用・昼食 2 食分・ボランティア保険料・現
地移動費含む） 
※宿泊代（1 泊 4,000 円/泊）及び朝食・夕食代・入浴料は現地にてお支払いが必要です。現金約
15,000 円程度をご用意ください。  
※キャンセル規定及びボランティア活動保険の補償内容は下部をご覧ください。 

◆ キャンセル規定 
[本人都合によるキャンセルの場合] 
・3 月 8 日以降、参加費の全額（参加費のご返金はいたしかねますので、ご了承ください。） 
※参加確定時点でハビタット・ジャパンをはじめ、現地の方が受け入れのために準備をしてくださって
いることや諸経費が掛かっていることをご理解ください。 
※新型コロナウイルス感染症への感染また感染が疑われる際の参加見合わせにおいても、本人都
合のキャンセルが適用されます。 
※現地にてお支払い予定の宿泊代について、別途キャンセル費を徴収させていただきます。 

 [不可抗力に基づく問題や事柄のためにキャンセルとなる場合] 
キャンセル時までに発生した経費を除いた全額を返金します。 
※現地にてお支払い予定の宿泊施設へのキャンセル費は経費に含めます。 

[ハビタット側事情によりキャンセルとなる場合] 
全額を返金します。 
 

 

 



 

◆ 保険について 
本プログラムご参加にあたっては、ハビタット・ジャパンが一括してＮＰＯ活動総合保険（あいおいニッ
セイ同和損保）に加入しています。本保険における補償範囲は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆スケジュール(＊スケジュールは予告なく変更の可能性があることをご了承下さい＊) 
  3 月 18 日 3 月 19 日 3 月 20 日 
  Moving/Cultural Work Moving/Cultural 

7:00   起床 起床 
7:30   

朝食・自由時間 朝食・自由時間 
8:00   
8:30   移動 移動 
9:00   「古民家リノベＷＳ」 

地元産木材を使って地域拠点
を 

整備しよう！ 
該当建築物：旧西山邸 

内容：蔵のしっくい塗り、屋根裏
の断熱と天井の仕上げ 

「住民対話」 
がんばる地域を訪問、地域のま
ちづくりに関わる地元住民から

話を伺う  

9:30   
10:00   
10:30   
11:00   

振り返り 
11:30   
12:00 ＪＲ福知山線「柏原駅」集合 

昼食(ハビタット手配) 移動 
12:30 移動 
13:00 

昼食(ハビタット手配) 
「古民家リノベＷＳ」 

地元産木材を使って地域拠点
を 

整備しよう！ 
該当建築物：旧西山邸 

内容：蔵のしっくい塗り、屋根裏
の断熱と天井の仕上げ 

ＪＲ福知山線「柏原駅」解散 
13:30 

昼食は解散後各自で  

14:00 

「地方自治体とは」 
市民プラザを訪問、地方にお
ける住民参画の在り方を学ぶ 

14:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 

移動 移動 
17:30 
18:00 

夕食（自炊） 夕食（レストラン/お弁当） 
18:30 
19：
00 
↓ 

21：
00 

学生交流イベント 未定 

21：
00 
↓ 
 

自由時間・就寝 自由時間・就寝 

 
 

<傷害保健＞  
死亡保険金額 990 万円 
後遺障害保険金額 990 万円～39.6 万円 
入院保険日額 5,000 円 
手術保険金額 入院保険金日額の５，10

倍 
通院保険金日額 4,500 円 
  
＜感染症見舞金補償保険（約定履行費用保

険） 
 

死亡（葬祭費用） 100 万円 
入・通院日数 31 日以上 7 万円 
入・通院日数 8-30 日 5 万円 
入・通院日数 7 日以下 3 万円 



 

 

◆持ち物：  
  持ち物 詳細 

□ 健康保険証 コピーでなく原本を持参してください 
□ 本紙 任意ですが、印刷をおすすめします 
□ 飲料水・水筒など 適宜活動中に必要な飲料水を持参してください 

□  着替え・スニーカー 
活動中は短パン、スカート、サンダル、ヒールは不可です。ボランテ
ィアの時は汚れてもいい、動きやすい服装をご用意ください   
(No shorts, no sandales during volunteer) 

□ マスク・携帯アルコールなど マスクの着用は必須です 
□  筆記用具  筆記具とノートは忘れずに！ 
□ リュックやポシェット 水やタオルなどを持参するため 
□  現金 宿泊費 一泊 4000 円程度×２泊 お土産代 夕食代 その他 

□  バスタオルなどの入浴・洗面
関係 各自必要な物をご持参ください 

□  雨具 カッパ・折り畳み傘など 
□ グリップ付軍手 ・タオル ボランティア活動で使用する軍手や汗ふき、手洗いタオルなど 
□ 常備薬 車での移動があるため、酔い止めなど、必要な薬を持参ください 

□ 携帯充電器  電源の数に限りがありますので、携帯バッテリーの持参をお勧め
します 

 以下任意  
□ 耳栓・アイマスク 相部屋となりますので必要に応じてご準備ください 
□ 帽子・日焼け止め 日中は陽ざしが厳しいこともあります 
□ Habitat T-shirt お持ちの方は着用をお願いします 

□ 上着 朝晩は冷えることが考えられるため、重ね着できる上着をご持参
ください 

 
 
◆宿泊先：キャンプリゾート 森のひとき 
 〒 669-4335 兵庫県丹波市市島町与戸字長尾 52-1 

Tel 電話：0795-78-9111 | URL https://mori-hitotoki.com/ 
 
◆当日緊急連絡先 
ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 
スタッフ：高橋 080-7963-7710 杉原 070-8464-3704 (直通) 
 
◆緊急時現地搬送先：兵庫県立丹波医療センター 
住所： 〒669-3495 兵庫県丹波市氷上町石生 2002 番地 7 
Tel: 0795-88-5200 | URL http://tmc.hyogo.jp/ 

 
 
 
 
◆主催団体 
特定非営利活動法人ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 
住所： 〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-11-25 アソルティ新宿 5 丁目 301 

Tel: (03)-6709-8780 | URL: https://habitatjp.org/ 
 
◆協力団体 
一般社団法人 Be 

住所：兵庫県丹波市青垣町中佐治 361-12 
Tel: 090-6732-1776 | URL: https://be-tamba.com/ 

 

https://mori-hitotoki.com/
tel:0795-88-5200
http://tmc.hyogo.jp/
https://habitatjp.org/
https://be-tamba.com/

