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ウクライナ避難民支援サイトは、支援を必要とするウクライナ避難民と、自治体や企業・団体等が
提供する物資・サービスの支援をマッチングするためのサイトです。

支援の主な流れは以下のとおりです。
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０. ウクライナ避難民支援サイトについて

ログイン（P.10）

利用者登録および支援物資・サービスの登録(P.3）

ID・パスワードの払出し（P.9）／パスワードの設定（P.9)

ウィッシュリストの確認・支援申出(P.25)

避難民が支援をリクエスト

マッチング成立 マッチング不成立

避難民 支援申出者 管理者

避難民と支援申出者間の確認・調整(P.18)

物資の発送 サービスの予約

受領済確認
完了登録
（P.20）

サービスの場合物資の場合

調整不可
の場合

ログイン（P.10）

避難民が支援をリクエスト 避難民が支援を辞退



1. 利用者登録をする
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ID、パスワードを持っていない方は以下のURLの画面に遷移し、「新規利用申請」を押してください。
https://zairyushien02.my.site.com/SupportApplicants/s/portal

※ボタンを押下すると、「1.1 支援申出フォームの入力」の画面に遷移します。



1. 利用者登録をする

1.1 支援申出フォームの入力
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フォームに必要事項を入力し、全て入力したら「確認」を押してください。
※設定したメールアドレスがユーザ名になります。
※個人の場合、本人確認書類が必要です。また、団体の場合も確認書類が必要な場合があります。
※「支援者用ウクライナ避難民支援サイト利用規約」及び「ウクライナ避難民支援サイトプライバシーポ

リシー」は一番下までスクロールし、全文を読むまで「同意する」を選択できません。



1. 利用者登録をする
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※支援情報を複数登録する場合には、「支援情報を追加する」をクリックしてください。



1. 利用者登録をする
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1. 利用者登録をする
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1.2 入力内容の確認

入力内容に誤りがないことを確認した上で「送信」を押してください。



1. 利用者登録をする

1.3 利用者登録の完了
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支援申出が完了すると、事前登録フォームに入力したメールアドレス宛に「支援申出者用サイトへの申
込完了」メールが送信されます。

この後、管理者が内容を確認し、ID・パスワードをお知らせします。



1. 利用者登録をする
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1.4 ログインID・パスワードの払出し／パスワードの設定

管理者が支援申出を承認した場合、登録したメールアドレス宛に「支援申出者用サイトへの本登録が
完了致しました。」と記載されたメールが送信されます。メールに記載されたURLから、パスワードの設定を
行ってください。メールに記載されたURLの有効期限は7日間です。

パスワードの設定が完了したら、次回からはログインURLにアクセスし、ユーザ名と設定したパスワードでロ
グインしてください。
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2. サイトへログインする

2.1 ログインID・パスワードの入力、ログイン

ユーザ名を入力してください。

パスワードを入力してください。

「ログイン」を押してください。
※ユーザ名、パスワードは、本登録完了メールに記載されたユーザー名とご自身で設定
したパスワードを入力してください。

※初回ログイン時には端末認証を行う必要があります。（→次ページ参照）

1

2

3

1

2

3

ID、パスワードを持っている方は以下のURLの画面に遷移し、「支援申出者サイトログイン」を
押してください。

https://zairyushien02.my.site.com/SupportApplicants/s/portal
又は、本登録完了メール記載のログインURLを押してください。
※ボタンを押下すると、「2.1 ログインID・パスワードの入力、ログイン」の画面に遷移します。



11

2. サイトへログインする

初めてのブラウザにアクセスした場合、端末認証を行う必要があります。
以下の画面「IDを検証」が表示され、確認コードの入力が必要になります。
確認コードは登録したメールアドレス宛に送信されます。
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2. サイトへログインする

2.2 ログイン後のホーム画面

…  本サイトのマニュアル（本書）を表示します。

… 登録した支援物資・サービスの確認、編集ができます（P.28、P.44）。
支援物資・サービスを新規で登録することもできます（P.36）。

… 避難民に対して実施している支援リクエスト、ウィッシュリスト(避難民が
必要としている支援)への対応状況を表示します（P.21、P.34）。

… 支援申出フォームで登録した基本情報を確認、変更することができます。

避難民が必要としている支援がウィッシュリスト
として表示されます。
詳細はP.25をご確認ください。



ウクライナ避難民から支援リクエストを受けた際の主な流れは以下のとおりです。
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3. 避難民からの支援リクエストに対応する

ウィッシュリストの確認・支援申出(P.25)

避難民が支援をリクエスト

マッチング成立 マッチング不成立

避難民 支援申出者 管理者

避難民と支援申出者間の確認・調整(P.18)

物資の発送 サービスの予約

受領済確認
完了登録
（P.20）

サービスの場合物資の場合

調整不可
の場合

避難民がウィッシュリストを作成

ここでの説明範囲

支援リクエストの確認・受付(P.14)

支援情報を検索

希望する支援がある場合

希望する支援がない場合
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3. 避難民からの支援リクエストに対応する

3.1 支援リクエスト内容の確認

登録した支援物資・サービスに避難民が支援リクエストを行った場合、登録しているメールアドレス宛に通知
メールが送信されます。

メールに記載されている支援リクエストURLをクリックしてください。

ユーザ名、パスワードを入力して、ログインボタンを押してください。
※ログインした状態で支援リクエストURLをクリックすると、P.15の詳細ページに直接遷移します。
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3. 避難民からの支援リクエストに対応する

該当する支援リクエストの詳細ページが表示されます。
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3. 避難民からの支援リクエストに対応する

3.2 支援リクエストの受付

「申出・支援リクエストの編集」を押してください。1

「受付（対応中）」を選択してください。

「保存」を押してください。3

3

2

避難民とメッセージ機能で連絡を取るためには、支援リクエストの受付を行う必要があります。

2

1
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3. 避難民からの支援リクエストに対応する

3.3 避難民へメッセージを送信

翻訳方法を選択してください。
※自動翻訳機能については、翻訳の完全性、正確性等は保証されません。自動翻訳
機能を使用しない場合は、「手入力」を選択し、「翻訳結果」にご自身で翻訳したもの
を手入力してください。

投稿メッセージを記入し、「翻訳」を押してください。

翻訳結果・逆翻訳結果を確認し、問題なければ「確認画面へ」を押してください。

送信内容を確認の上、「送信」を押してください。

3

4

5

2

避難民へメッセージを送信する場合は、「避難民との連絡」を押してください。1

1

2

3

4

5

ステータスを「受付（対応中）」に変更し、メッセージ機能を利用して、避難民と直接連絡を取り、
支援の調整を行ってください。

※避難民からのメッセージを受け取った場合は、
メールで通知が来ます。
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3. 避難民からの支援リクエストに対応する

3.4 避難民との調整

避難民とのメッセージのやりとりの中で、避難民が希望する支援内容の詳細を確認したり、支援物資の受
け渡し方について調整したりしてください。

避難民とやりとりを行うと、連絡欄に履歴として表示されます。

避難民がメッセージを送信すると、以下のような通知メールが届きます。



19

3. 避難民からの支援リクエストに対応する

「避難民からのメッセージ一覧」を確認してください。

「リクエスト申出No」をクリックし、詳細画面を確認してください。

2

3

1

以下の方法でも、避難民からのメッセージを確認することができます。

ホーム画面の「避難民への対応状況」を押してください。1

※情報を更新するには、「更新」ボタ
ンを押下する必要があります。ページ
を再読み込みしても情報は更新され
ませんので、ご注意ください。

＜参考＞避難民からのメッセージを確認する方法

2

3
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3. 避難民からの支援リクエストに対応する

3.5 支援リクエストの完了

上記の手順が終了すると、状況がクローズとなり、支援リクエストのステータスが完了となります。

※サービスの場合は以下の手順を行うことで完了になります。（物資の場合は、避難民が受領登
録したときに完了となるため、以下の手順を行うことはできません。）

「申出・支援リクエストの編集」を押してください。

ステータス：「完了（成立）」を選択してください。

「保存」を押してください。

2

1

3

3

2

1



1

21

3. 避難民からの支援リクエストに対応する

ウクライナ避難民支援サイトのホーム画面からも、以下の手順で避難民からの支援リクエストを確認することが
できます。

避難民からの支援リクエスト情報一覧から、各タブに表示される「リクエスト申出No」を選択し、
詳細を確認してください。
※各タブの種類と意味は、P.23を参照してください。

「すべて表示」をクリックすると別画面に
遷移し、各セクションのデータを確認で
きます（詳しくは次ページ参照）。

2

ホーム画面の「避難民への対応状況」を押してください。

2

1

3.6 支援リクエストへの対応状況の確認



22

3. 避難民からの支援リクエストに対応する

「すべて表示」をリンクすると、以下の「公開支援物資・サービスに紐づいている仮登録申出」を選択
した画面が表示されます。

1

例えば、未対応のリクエストを確認したい場合は、「未対応の避難民からのリクエスト」を選択すると、
全ての未対応リクエストが表示されます。

２

１

２
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3. 避難民からの支援リクエストに対応する

1 2 3 4

各タブから、避難民からの支援リクエスト情報を確認してください。タブの種類と意味は下表のとおりで
す。

No. 説明

支援申出者が受付をしていない支援リクエストです。
▶支援リクエスト内容を確認し、ステータスを「受付（対応中）」にしてください。（P.16参照）

ステータスが「受付（対応中）」となっている支援リクエストです。以下に該当する場合、こちらに表示されます。
・避難民からの支援リクエストに対し、ステータスを「受付（対応中）」とした場合
・ウィッシュリストに対し行った支援申出に対し、避難民から支援リクエストが送信された場合

▶必要に応じて、避難民との間で確認・調整を行ってください。（P.17～P.18参照）
サービスについては、避難民がサービスの予約を行った時点で成立となります。P.20を参照し、支援リクエスト

を完了してください。
物資については、避難民が受領登録を行った時点で成立となります。一定期間経過しても受領登録がなさ

れない場合は、避難民へ連絡してください。
▶対応しない（できない）場合は、その理由を避難民に伝えた上で、ステータスを「完了（不成立）」にしてく
ださい。

手続きが完了した支援リクエスト・支援申出の一覧です。成立したものだけでなく、不成立、キャンセル、避難
民が辞退したものも含まれます。

非公開の支援物資・サービスに紐づく進行中の案件が全てこちらに表示されます。
以下のようなケースが想定されます。
・非公開の支援物資・サービスを紐づけて支援申出を行ったケース（新規登録及び公開依頼中のものを含

む）及び、支援申出を行ったあと、支援リクエストを受ける前に非公開にしたケース
▶非公開のままでは避難民は支援リクエストができません。まだ公開依頼をしていない場合は、紐づけている支
援物資・サービスについて「管理者に公開依頼」を行ってください。（P.40参照）
・支援物資に限りがあるため、今リクエストを受けている案件以外のリクエストが来ないように非公開にしたケー

ス。
▶進行中の案件が終わりましたらステータスを完了（成立）にしてください。（P.20参照）
▶支援申出を行ったウィッシュリストや、既に受け付けた支援リクエスト以外にも、支援を行うことができるように
なったら、「管理者に公開依頼」を行ってください。（P.40参照）
▶支援を取り下げる場合は、その旨避難民に伝えた上で、ステータスを「完了（不成立）」に変更してください。

1

2

3

4



ウィッシュリストとは、ウクライナ避難民が必要とする物資・サービスを登録するための機能です。
支援申出者は、ウィッシュリストの内容を確認し、それに対する支援申出を行うことができます。
主な流れは以下のとおりです。

24

4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

避難民が支援をリクエスト

マッチング成立 マッチング不成立

避難民 支援申出者 管理者

避難民と支援申出者間の確認・調整

(P.18)

避難民がウィッシュリストを作成

ここでの説明範囲

支援リクエストの確認・受付（P.14）

支援情報を検索

支援情報が見つ
かった場合

支援情報が見つからなかった場合

支援申出を登録
する（P.26）

新規支援物資・サービスの作成（P.36）支援物資・サービスを
登録している場合

支援物資・サービスを登録していない場合

管理者へ公開依頼（P.40）

管理者が公開承認

支援申出のステータスを「登録」に

変更する（P.30）

避難民辞退
の場合

調整不可の場合

ウィッシュリストの確認（P.25）
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

4.1 ウィッシュリストを確認する

円グラフをクリックすると、色に対応したカテゴリのウィッシュリストが表示されます。

選択したカテゴリに対応するウィッシュリストが表示されます。「ウィッシュリストNo」のリンクを
押し、ウィッシュリストの詳細を確認し、ご支援いただける場合は、支援申出を行ってください。

１

２

１

２

ホーム画面から、以下の手順でウィッシュリストを確認してください。

※情報を更新するには、「更新」ボタンを押下
する必要があります。ページを再読み込みして
も情報は更新されませんので、ご注意ください。
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

4.2 ウィッシュリストに対する支援申出の登録

選択したウィッシュリストに支援を申し出る場合、「支援を申し出る」を押してください。

支援物資の登録の有無を選択してください。
○ウクライナ避難民支援サイトにウィッシュリストに合う物資・サービスを登録している
→「ウクライナ避難民支援サイトに物資を登録している」

○ウクライナ避難民支援サイトにウィッシュリストに合う物資・サービスを登録していない
→「ウクライナ避難民支援サイトに物資を登録していない（新規登録する）」

「次へ」を押してください。

1

2

2

1

3

3

「登録している」を選択した場合はこちら → P.27

「登録していない」を選択した場合はこちら → P.29
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

1

2

3

■ ウクライナ避難民支援サイトにウィッシュリストに合う物資・サービスを登録している場合

ウィッシュリストに合う支援物資・サービスの番号を入力してください。
※公開中のものに限ります。非公開状態の場合は公開にしてから支援を申し出てください。
・ 支援物資・サービスを公開にする方法 → P.40
・ 登録している支援物資・サービス番号の確認方法→P.28

「登録」を選択してください。
※仮登録した場合は一時保存状態となり、避難民が支援申出内容を参照することができません。

「申出登録」を押してください。

1

2

3



ホーム画面の「支援物資・サービスの新規登録 確認 変更」ボタンを押してください。

支援物資一覧の「No」に支援物資・サービス番号が表示されます。
※支援物資・サービス番号のリンクをクリックすると詳細内容を確認することができます。

28

4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

１

2

2

＜参考＞登録している支援物資・サービスの番号を確認する方法

1
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

■ウクライナ避難民支援サイトにウィッシュリストに合う物資・サービスを登録していない場合

新規支援物資・サービスを登録する必要があります。
以下のとおり、新たに支援物資・サービスを作成してください。

支援の概要（ウクライナ語）：

「支援の概要」欄で入力した内
容をweb翻訳を使用するなどし

てウクライナ語に翻訳し、記入
してください。

送料負担：

物資の場合、支援申出者が
送料を負担する／しないを
選択してください。

支援を実施することが可能なエリア
又は都道府県を選択してください。
（複数選択可）

※複数選択する場合は、CTRLキー

を押しながらマウスで左クリックして
ください。

物資又はサービスのどちらか一
つのみ、当てはまるカテゴリを
選択してください。

複数の支援を行う場合は、支援
内容ごとに登録をしてください。

支援の概要：

新たに登録する支援物資・サー
ビスの詳細を日本語で記入して
ください。

入力が完了したら、「登録/申出
作成」を押してください。
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

新たに支援物資・サービスを作成した場合、公開状況が「非公開」として登録されます。

非公開の支援物資・サービスを公開するためには、管理者へ公開依頼を行う必要があります。公開依頼を行う
と、管理者による確認が行われ、支援物資・サービスが公開されます。

支援情報が公開された場合、以下の手順でウィッシュリストへの支援申出のステータスを「登録」へ変更する必
要があります。

支援情報を公開依頼する方法 → P.40

ホーム画面の「避難民への対応状況」を押してください。

ウィッシュリストへの対応状況のうち、「公開支援物資・サービスに紐づいている仮登録申
出」のタブを選択し、「リクエスト申出No」を押してください。

１

2

2

1
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

2

詳細画面の「申出・支援リクエストの編集」を押してください。

登録種別は、「登録」を選択し、「申出登録」を押してください。

3

4

3

4



4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

4.3 避難民へメッセージを送信

ステータスを「登録」に変更すると、メッセージ機能が利用できるようになります。避難民と直接連絡を
取り、支援の調整を行ってください。

避難民へメッセージを送信する場合は、「避難民との連絡」を押してください。
メッセージ画面が立ち上がります。

1

1

32
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

2

3

4 5

※送信すると、避難民には、メッセージが送信された旨のメールが届きます。避難民は支援者とのやりとりを通じて、実際にリ
クエストするかどうかを判断します。マッチング成立に進むためには、避難民が支援リクエストの操作をする必要があります。

支援リクエスト後の流れについて → P.13

翻訳方法を選択してください。
※自動翻訳機能については、翻訳の完全性、正当性等は保証されません。自動翻訳
機能を使用しない場合は、「手入力」を選択し、「翻訳結果」にご自身で翻訳したもの
を手入力してください。

投稿メッセージを記入し、「翻訳」を押してください。

翻訳結果・逆翻訳結果を確認し、問題なければ「確認画面へ」を押してください。

送信内容を確認の上、「送信」を押してください。

3

4

5

2
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

2

リクエストの件数が多い場合は、「す
べてを表示」をクリックすると全てのリク
エストを確認できます。

ウクライナ避難民支援サイトのホーム画面からも、以下の手順で避難民からのウィッシュリストへの対応状況を
確認することができます。

ホーム画面の「避難民への対応状況」を押してください。1

ウィッシュリストへの対応状況から、各タブに表示される「リクエスト申出No」を選択し、
詳細を確認してください。
※各タブの種類と意味は、P.35を参照してください。

2

4.4 ウィッシュリストへの対応状況を確認

1
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4. ウィッシュリストへの支援申出を行う

1 2 3 4

各タブから、ウィッシュリストへの対応状況を確認してください。タブの種類と意味は下表のとおりです。

No. 説明

ウィッシュリストに対する支援申出の登録種別が「仮登録」のもののうち、以下に該当する場合にこちらに表示さ
れます。ここに表示されるものは、準備ができ次第、「登録」とする必要があります。
・公開されている支援物資・サービスに紐づけて支援申出を行い、登録種別を「仮登録」とした場合

▶支援を行うことが決定しましたら、支援申出の登録種別を「登録」としてください。
▶支援を行わない場合は、支援申出の登録種別を「キャンセル」としてください。
・非公開の支援物資・サービス又は新規の支援物資・サービスを紐づけて支援申出を行い、支援物資・サー

ビスの公開依頼を行った後、公開依頼が承認された場合
▶支援申出の登録種別を「登録」としてください。（P.30参照）

ウィッシュリストに対する支援申出のうち、登録種別が「仮登録」のものが全て表示されます。
のケース及び、 のうち支援申出のステータスを「仮登録」としているものが表示されます。

ウィッシュリストに対する支援申出のうち、登録種別が「登録」のものが表示されます。
ここに表示されるものは、既に避難民が確認できる状態であるため、避難民からのリクエストをお待ちください。

非公開の支援物資・サービスに紐づく進行中の案件が全てこちらに表示されます。
以下のようなケースが想定されます。
・非公開の支援物資・サービスを紐づけて支援申出を行ったケース（新規登録及び公開依頼中のものを含

む）及び、支援申出を行ったあと、支援リクエストを受ける前に非公開にしたケース
▶非公開のままでは避難民は支援リクエストができません。まだ公開依頼をしていない場合は、紐づけている支
援物資・サービスについて「管理者に公開依頼」を行ってください。（P.40参照）
・支援物資に限りがあるため、今リクエストを受けている案件以外のリクエストが来ないように非公開にしたケー

ス。
▶進行中の案件が終わりましたらステータスを完了（成立）にしてください。（P.20参照）
▶支援申出を行ったウィッシュリストや、既に受け付けた支援リクエスト以外にも、支援を行うことができるように
なったら、「管理者に公開依頼」を行ってください。（P.40参照）
▶支援を取り下げる場合は、その旨避難民に伝えた上で、ステータスを「完了（不成立）」に変更してください。

1

2

3

4

1 ４
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5. 支援物資・サービスを登録/編集する

5.1 支援物資・サービスの新規登録

支援物資もしくはサービスを新たに登録する場合は、以下の手順に従ってください。

ホーム画面から「支援物資・サービスの新規登録 確認 変更」を押してください。

右上の「新規」を押してください。

1

2

1

2
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5. 支援物資・サービスを登録/編集する

3

以下の説明にしたがって必要事項を記入し、「保存」を押してください。3

支援申出者：

自分の支援申出者名を入力して
ください。

支援の概要（ウクライナ語）：

左の「支援の概要」欄で入力
した内容をweb翻訳を使用す

るなどしてウクライナ語に翻訳
し、記入してください。

支援の概要：

新規登録する支援物資・
サービスの詳細を日本語で
記入してください。

送料負担：

物資の場合、支援
申出者が送料を負
担する／しないを
選択してください。

支援を実施することが可能な
エリア又は都道府県を選択し、
右の欄に追加してください。
（複数選択可）。

物資又はサービスのどちらか一
つのみ、当てはまるカテゴリを選
択し、右の欄に追加してください。
複数の支援を行う場合は、支援
内容ごとに登録をしてください。

備考：

支援を行う際の条件
や参考情報があれ
ば日本語で記入して
ください。

備考（ウクライナ語）：
「備考」欄で入力した内容をweb

翻訳を使ウクライナ語に翻訳用
するなどしてし、記入してくださ
い。

「保存」をクリックすると
「非公開」状態で支援情
報が登録されます。

引き続き次ページ以降の
操作をお願いします。
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5. 支援物資・サービスを登録/編集する

登録した支援物資・サービスの写真を登録する場合、支援物資・サービスの詳
細画面をスクロールし、「ファイルをアップロード」を押してください。

1

5.2 支援物資・サービスの画像登録

1



39

5. 支援物資・サービスを登録/編集する

アップロードしたファイルのうち、メイン画像に登録したいファイルを一つ選び、「メイン
画像タイトル」の項目に同じ画像タイトルを入力し、「保存」を押してください。

2

２

メイン画像にするファイル名
をそのまま記載してください。
（拡張子は不要です。）
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5. 支援物資・サービスを登録/編集する

5.3 支援物資・サービスの公開依頼

「管理者へ公開依頼する」を押してください。

「送信」を押してください。

1

1

２

２
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5. 支援物資・サービスを登録/編集する

● ご登録いただいた支援物資・サービスは管理者の内容確認を経て、避難民に公開されます。

（確認完了時には通知メールが届きます。）

● ご登録いただいた支援情報を見た避難民から支援リクエストがあった際は、登録したアドレスに通知

メールが送付されます。

● 公開申出中又は公開中には支援物資・サービスの情報を編集することができません。編集する場合

は、一度非公開にしてください。

支援リクエスト内容の確認方法 → P.14

公開状況が「管理者へ公開依頼中」へ変わります。

支援情報を非公開にする方法 → P.42
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5. 支援物資・サービスを登録/編集する

5.4 支援物資・サービスの非公開化

支援物資・サービス一覧から、非公開にしたい/公開申出を取り下げたい支援物資No
をクリックしてください。

公開中の支援物資・サービスは編集できないため、編集するときは、支援物資・サービスを非公

開化する必要があります。その他、登録した支援物資の在庫が無くなった場合等、登録している

支援を継続できなくなった場合は、支援物資・サービスを「非公開」にしてください。手順は以下の

とおりです。

1

「非公開/公開申出取り下げ」を押してください。2

2

1
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5. 支援物資・サービスを登録/編集する

「非公開にする」を押してください。3

３

公開状況が「非公開」へ変わります。
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5. 支援物資・サービスを登録/編集する

5.5 支援物資・サービスの編集

1

※ 支援物資・サービスが公開中の場合は、非公開にしてから編集をしてください（P.42参照）

「編集」を押してください。

編集したい項目を入力した上で、「保存」を押してください。２

1

2



6. ユーザIDの変更通知
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6.1 ユーザIDの変更通知

ホーム画面から「アカウント情報の確認 変更」を押して下さい。

右上の「メールアドレス変更」を押して下さい。

1

2

1

2



6. ユーザIDの変更通知
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件名「ログインユーザ名が変更されました。」のメールが送信されます。

送信されたメールの変更後のユーザ名でログインして下さい。

新しいメールアドレスを設定し、「登録」ボタンを押して下さい。3
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