
2013年度下期事業説明会
2013年10月23日

NPO法人 かながわ３１１ネットワーク



Agenda
�開会 19：00 司会 米田

�代表理事挨拶 19：05 代表理事 伊藤
� 組織概要

�上期業務報告 19：10 専務理事 谷本
� 上期の歩み

� 事業別報告 担当理事 谷本、米田

�収支報告 19：30 会計担当理事 石田

� 休憩 19：40

�NPO法人として 19:50 代表理事 伊藤
� 業務執行体制

�下期事業計画 20：00 専務理事 石田
� 事業計画と運営予算

� 事業計画詳細

� 直近のプロジェクトご紹介

�質疑応答 20：20 司会 米田

�課題とお願い 20：30 代表理事 伊藤

�閉会 20:35 司会 米田

�懇親会 21:00 司会 田崎
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ご挨拶
NPO法人かながわ３１１ネットワーク

代表理事 伊藤 朋子
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組織概要
名称 ： NPO法人かながわ311ネットワーク （2013年10月1日設立）

代表者 ： 代表理事 伊藤 朋子

理事 ： 専務理事 石田 真実、谷本 恵子、理事 谷永 誠、米田 和晋

監事 ： 田崎 耕次

正会員 ： 16名（理事・監事含む）

賛助会員： 77名

所在地 ： 横浜市、および相模原市

目的 ：
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この法人は、自然災害発生時の被災者に対 し、復興支援に関する事業を

行い、被災者の生活再建並びに被災地の経済復興に寄与するとともに、
緊急時には積極的な支援活動を行う。また、災害支援活動に携わる関係
者、事業者に対し、平常時から市民参加による災害に強いまちづくりの推

進や災害時の情報活用などに関する事業を行い、災害による被害の軽減
を目指し市民が助け合い、お互いに支えあう安心・安全な社会の構築に
寄与することを目的とする。



上期事業報告
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上期の歩み

5月月月月 1日日日日 設立総会設立総会設立総会設立総会

5月月月月11日日日日 設立説明会設立説明会設立説明会設立説明会

5月月月月31日日日日 賛助会員支援バス賛助会員支援バス賛助会員支援バス賛助会員支援バス ＜中止＞＜中止＞＜中止＞＜中止＞

6月月月月 2日日日日 岩手の現状報告会岩手の現状報告会岩手の現状報告会岩手の現状報告会＜＜＜＜30名名名名＞＞＞＞

6～～～～8月月月月 災害ボランティアスキルアップ災害ボランティアスキルアップ災害ボランティアスキルアップ災害ボランティアスキルアップ講座講座講座講座
＜＜＜＜30名＞名＞名＞名＞

6月月月月 事業説明会事業説明会事業説明会事業説明会

6月月月月25日日日日 NPO法人設立申請提出法人設立申請提出法人設立申請提出法人設立申請提出

7月月月月18日日日日 復興キッチン第一回復興キッチン第一回復興キッチン第一回復興キッチン第一回 ＜＜＜＜64名名名名＞＞＞＞

7月月月月19日日日日 復興応援バス「海辺の森復興応援バス「海辺の森復興応援バス「海辺の森復興応援バス「海辺の森1号号号号」」」」
＜＜＜＜中止＞中止＞中止＞中止＞

7月月月月20日日日日 若者の考える福島若者の考える福島若者の考える福島若者の考える福島2013「いわき」「いわき」「いわき」「いわき」

＜＜＜＜20名名名名＞＞＞＞

7月月月月27日日日日 大槌ロックフェスティバル応援大槌ロックフェスティバル応援大槌ロックフェスティバル応援大槌ロックフェスティバル応援バスバスバスバス
＜＜＜＜17名名名名＞＞＞＞

8月月月月 3日日日日 気仙沼出張報告会気仙沼出張報告会気仙沼出張報告会気仙沼出張報告会 ＜＜＜＜12名＞名＞名＞名＞

8月月月月 6日日日日 3・・・・11メモリアルフィルムメモリアルフィルムメモリアルフィルムメモリアルフィルム上映会上映会上映会上映会
協賛参加協賛参加協賛参加協賛参加

8月月月月 9日日日日 「「「「海海海海べのべのべのべの森森森森2号」号」号」号」 ＜＜＜＜39名名名名＞＞＞＞

8月月月月23日日日日 「海「海「海「海べのべのべのべの森森森森3号」号」号」号」 ＜＜＜＜41名名名名＞＞＞＞

9月月月月 6日日日日 「海「海「海「海べのべのべのべの森森森森4号」号」号」号」 ＜＜＜＜39名名名名＞＞＞＞

9月月月月10日日日日 マンスリーレポートマンスリーレポートマンスリーレポートマンスリーレポート7.8月合併号月合併号月合併号月合併号 発行発行発行発行

9月月月月16日日日日 復興キッチン第二回復興キッチン第二回復興キッチン第二回復興キッチン第二回 ＜＜＜＜57名＞名＞名＞名＞

9月月月月20日日日日 「「「「海海海海べべべべのののの森森森森5号」号」号」号」 ＜＜＜＜39名＞名＞名＞名＞

9月月月月24日日日日 NPO法人設立の認証法人設立の認証法人設立の認証法人設立の認証

9月月月月29日日日日 のぞいてみよう、ふくしまをのぞいてみよう、ふくしまをのぞいてみよう、ふくしまをのぞいてみよう、ふくしまを ＜＜＜＜20名名名名＞＞＞＞

（（（（10月月月月1日日日日 NPO法人登記申請受理）法人登記申請受理）法人登記申請受理）法人登記申請受理）
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事業別報告

�災害復興支援事業
�「海べの森支援バス」 4便

計158名参加

�観光交流事業
�大槌ありがとうロックフェスティバル
応援バス 1便 17名参加

�防災教育事業
�若者の考える福島2013「いわき」

�のぞいてみよう、ふくしまを
計 40名参加

�県立高校修学旅行コーディネート

�葉山防災ボランティアツアー
コーディネート

�情報活用事業
�防災ボランティアスキルアップ講座

30名参加

�ホームページお助け隊
1団体新規立上げ
1団体広報支援

継続支援中約20団体

�産業復興支援事業
�復興キッチン 2回 115名参加

�その他
�3・11メモリアルフィルム上映会協賛

�各種イベント参加での被災地復興支援PR
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311ネットワークの事業として、下記の事業を実施



事例１） 「海べの森をつくろう会」支援バス

災害・復興支援事業として、ボラバス運行を計画。

・海べの森1号 7月19日（金）～21日（日）最少催行人数に満たず中止

�海べの森2号 8月9日（金）～11日（日） 38名参加（2）

�海べの森3号 8月23日（金）～25日（日） 39名参加（1）

�海べの森4号 9月6日（金）～8日（日） 37名参加（2）

�海べの森5号 9月20日（金）～22日（日） 37名参加（2）

＊2～5号で151名参加（他スタッフ7名）
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「海べの森をつくろう会」について
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震災を乗り越え、自然豊かな故
郷の発展を願い、活動を続ける
団体です。



「海べの森号」乗車傾向1
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78%

22%

初参加者割合初参加者割合初参加者割合初参加者割合（（（（推定推定推定推定））））

未経験者（118名） 経験者（33名）

未経験者未経験者未経験者未経験者

経験者経験者経験者経験者



「海べの森号」乗車傾向2
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42%

58%

男女比男女比男女比男女比

男性（64名） 女性（87名）

女性女性女性女性

男性男性男性男性

女性のほうが多い



「海べの森号」乗車傾向3

4%

9%

54%

8%

13%

6%
4% 2%

年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成

15歳以下（4%）4名

16歳以上18歳未満(9%)14名

18歳以上30歳未満(54%)82名

30歳以上40歳未満(8%)12名

40歳以上50歳未満(13%)20名

50歳以上60歳未満(6%)9名

60歳以上70歳未満(4%)6名

70歳以上(2%)2名2/3が30才以下

11/6/2013 KANAGAWA311.NET 12

18～～～～29才才才才

16～～～～17才才才才

30代代代代

40代代代代

50代代代代 60代代代代
15才才才才
以下以下以下以下

70代代代代



「海べの森号」乗車傾向4

57%

43%

乗車地別参加者割合乗車地別参加者割合乗車地別参加者割合乗車地別参加者割合

東京乗車(86名)

横浜乗車(65名)

東京乗車のほうが多い
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東京乗車東京乗車東京乗車東京乗車
横浜乗車横浜乗車横浜乗車横浜乗車



44%

34%

4%

1%

1%

12%

1% 2% 1%

参加者居住地参加者居住地参加者居住地参加者居住地

神奈川県(44%)66名

東京都(34%)51名

千葉県(4%)7名

埼玉県(1%)2名

愛知県(1%)2名

静岡県(12%)18名

岡山県(1%)1名

広島県(2%)3名

佐賀県(1%)1名
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神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

東京都東京都東京都東京都

静岡県静岡県静岡県静岡県

千葉県千葉県千葉県千葉県

県外からの参加が多い



事例２） 復興キッチン

食べるボランティア食べるボランティア食べるボランティア食べるボランティア 「「「「 復興キッチン復興キッチン復興キッチン復興キッチン 」」」」 とは？とは？とは？とは？

「 被災地東北の美味しい食材、お酒をみんなで味わい、継続的な購入に繋げ
ることで、東北の産業復興を応援したい 」 というコンセプトで始まったイベン
ト。7月と9月にさくらWORKS＜関内＞で実施、合計115名の参加を頂いた。

単に食べて飲むだけでなく、被災地食材を知る、調理を楽しむ、食材を取り寄せ
て家庭で楽しむ・・・等を目的としたマルチイベント

第１回 岩手県 大槌町、釜石市中心の食材
第２回 宮城県 気仙沼市の食材
第３回 岩手県 陸前高田市の食材を中心に、12月実施を企画中
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第一回復興キッチン
�2013年7月18日（木） 18：30～ さくらWorks＜関内＞ にて

�岩手県 大槌町、釜石市中心の食材

�マンボウ、ヒラメ、ワラサ、生ウニ、塩辛、わかめ、味噌、黒米・・・・・・

�日本酒 浜千鳥、浜娘、酔仙

�協賛 ASSIST SANRIKU（高橋 辰昇様）

�会費3000円 参加者58名 ＋ スタッフ7名
�かながわ311ネットワークの正会員、賛助会員

�旧ボランティアステーションのメンバー、ボランティア

�ASSIST SANRIKUメンバー、大槌町の復興サポーター
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初めての催しにもかかわらず、多くのメンバーが集まり、復興支援について現
地の方々と篤く語り合いました。



第二回復興キッチン
�2013年9月16日（月・祝） 15：00～ さくらWorks＜関内＞ にて

�宮城県 気仙沼市の食材

�サンマ（つみれ）、鰹、塩辛、わかめ、枝豆、地元カボチャ、気仙沼ホルモン

�日本酒 福宿、船尾灯

�協賛 さかなの駅、復幸マルシェ、唐桑海岸亭、(株)角星

�会費3000円 参加者57名 ＋ スタッフ13名
�かながわ311ネットワークの正会員、賛助会員

�旧ボランティアステーションのメンバー

�朝日新聞等のマスコミ経由の一般参加者 14名
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台風上陸のさなか、台風上陸のさなか、台風上陸のさなか、台風上陸のさなか、1時間遅らせてスタート。交通不安でキャンセルの方、逆に急遽時間遅らせてスタート。交通不安でキャンセルの方、逆に急遽時間遅らせてスタート。交通不安でキャンセルの方、逆に急遽時間遅らせてスタート。交通不安でキャンセルの方、逆に急遽
駆けつけた方も含め、多くの方が集まり、美味しい食材を堪能しました。駆けつけた方も含め、多くの方が集まり、美味しい食材を堪能しました。駆けつけた方も含め、多くの方が集まり、美味しい食材を堪能しました。駆けつけた方も含め、多くの方が集まり、美味しい食材を堪能しました。



復興キッチン 参加者の拡大と今後の広がり

第2回復興キッチンではニュースリリース等を積極的に展開した結果、朝日新
聞、神奈川新聞、WEB雑誌等に取り上げられ、マスコミ経由での一般消費者の
参加が増え、１/３が従来のボランティア層以外からの参加者となっている。

将来的には、単なる復興支援では無く、通常の消費活動の一環として、東北
食材の認知を高め、地域活性化につなげて行きたい。
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ボランティア活動 一般消費活動被災地復興⽀援

現地経験者現地経験者現地経験者現地経験者
一般一般一般一般

ボランティアボランティアボランティアボランティア

未経験者未経験者未経験者未経験者
（意識あり）（意識あり）（意識あり）（意識あり）

一般消費者一般消費者一般消費者一般消費者
（意識少ない（意識少ない（意識少ない（意識少ない））））

（食べたもの、食べたかったもの）→（⽀援になるもの、珍しいもの）→（美味しいもの、価値のあるもの）



産業復興支援 今後の計画

復興キッチン

�2ヶ月に一度の定期的実施
�次回は12月7日、第4回は1月予定

�各回毎に対象者を絞り込み

�次回は土曜日にノンアルコールで
のランチビュッフェ

�1月は平日夜の日本酒飲み会

�対象食材の拡大
�今まで取り上げていない食材探し

�福島食材による復興支援

被災地食材の消費拡大の為に

�贈答品フェアの実施

�年末年始の贈答品に、被災地食材を
ご提案し、食材の認知と支援の輪を広
げる試み

� 2013年11月15日～17日
県民センター15F

� 別紙チラシサンプルご参照

�共同購入・頒布会等の検討

�継続的な食材購入の場の提供をめざ
し、消費地と被災地をつなげる

�今回は台風リンゴをご提供

�HP等での、被災地食材の紹介や
販売サイトへの誘導協力
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東北食材を定期的に購入出来る仕組みを考えたい



収支報告
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収支報告1 会費寄付収入
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�会費 364,000円
�正会員16名 96,000円

�賛助会員（一般）76名・85口 255,000円

�賛助会員（学生）3名 3,000円

�賛助会員（団体）1団体 10,000円

�寄付 80,000円
�法人寄付 30,000円

�個人寄付 50,000円

�助成金 500,000円
�神奈川県建築安全協会 500,000円

その他その他その他その他

神奈川県より、かながわ災
害救援ボランティア活動支
援室の登録団体として、
�会議室、電話の利用
�印刷費（35,405円相当）
�広報
� PC貸与

などの協力をいただ
いております。



収支報告2 各事業収支内訳
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�災害復興 163,168円

�観光交流 2,220円

�防災教育 ▲53,838円

�災害情報 4,992円

�産業復興 10,683円

合計 127,225円

全てのバス全てのバス全てのバス全てのバスがほぼ満席がほぼ満席がほぼ満席がほぼ満席だっただっただっただった
ため、大きな黒字が出ました。ため、大きな黒字が出ました。ため、大きな黒字が出ました。ため、大きな黒字が出ました。
ご参加有難うございましたご参加有難うございましたご参加有難うございましたご参加有難うございました。。。。

この剰余を原資に、お客様のこの剰余を原資に、お客様のこの剰余を原資に、お客様のこの剰余を原資に、お客様の
少ない時にもバス運行を続少ない時にもバス運行を続少ない時にもバス運行を続少ない時にもバス運行を続
け、被災地支援を継続して行け、被災地支援を継続して行け、被災地支援を継続して行け、被災地支援を継続して行
きます。きます。きます。きます。



NPO法人として
所信表明 伊藤代表
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中期の方向性 組織の姿勢

�震災の風化を防ぐために
ボラバス、復興キッチンの継続

�若者に語り継ぐ
感性豊かな若者に震災を伝えたい

�支援団体の連携
つながる 広がる

�災害情報のポータルサイトを目指して
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プロジェクト
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業務執行体制



具体的な下期実行計画
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後期運営予算

�旧団体からのお金の引き継ぎ

任意団体残金 921,056円をNPO法人かながわ311ネットワークで全

額引き継ぎ（うち236,406円は神奈川県建築安全協会助成金）

�今期の収入計画

旧団体から 約900,000円

正会員5名増 30,000円

賛助会員30名増 90,000円

助成金取得 2,000,000円（★目標★でも現状見込み無し）

�事業別に寄付を集めたい

各事業は収益をだして、事務局スタッフに交通費程度は出せる状態

にしたい。
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事業計画 ① 災害復興事業

ボランティアバスの運行を通して被災地のことを忘れないと伝える。復興

を目指している皆様に元気をお届けし、絆を深め、息の長い支援を行うこ

とを目的に、現地団体等と連携しボランティアバスを運行する。

1. 海べの森支援バス

◦ 金曜発の両夜行バス

◦ 未経験者中心の動員

１０月大型２便 １１月大型２便 １２月中型１便

１月中型１便 ２月中型１便 ３月中型２便

2. 被災地支援団体との連携

◦ 東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）

◦ 震災がつなぐ全国ネットワーク（震つな）
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事業計画 ② 観光交流事業

被災地の現状を知り、理解を深めること被災地の現状を知り、理解を深めること被災地の現状を知り、理解を深めること被災地の現状を知り、理解を深めること、また、また、また、またその土地のファンの拡大、その土地のファンの拡大、その土地のファンの拡大、その土地のファンの拡大、

被災地被災地被災地被災地観光観光観光観光産業の復興支援を目的にバスツアー他の形式で実施する産業の復興支援を目的にバスツアー他の形式で実施する産業の復興支援を目的にバスツアー他の形式で実施する産業の復興支援を目的にバスツアー他の形式で実施する。。。。

被災地被災地被災地被災地に行くことで、宿泊、買い物などに行くことで、宿泊、買い物などに行くことで、宿泊、買い物などに行くことで、宿泊、買い物などの経済的の経済的の経済的の経済的な支援も行うな支援も行うな支援も行うな支援も行う。。。。

1. 復興応援買い物バススタッフ協力（NPO法人キャリアパスポート）
11月16日いわき市予定（問い合わせ先）

2. 陸前高田「桜ライン３１１」連携 桜植樹活動募金
継続的な被災地交流を目指し、「桜ライン３１１」の活動を支援する

1. 桜植樹事業のPRと寄付募集
http://www.sakura-line311.org/

2. 植樹事業への協賛

3. 来年3月の植樹イベントへの
ボランティアツアー企画
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事業計画 ③ 防災教育事業

県内での活動として、各種勉強会の開催や、未来を担う若者世代を

対象にした交流会や活動報告会等の開催。

・10月13日 防潮堤勉強会（44名参加）

現地活動として、減災研修ツアーコーディネート、現地の若者との交

流企画、修学旅行や社員研修のコーディネートなど。

・11月17日 NPO法人ハマトラと共催
「かながわ発U-22被災地行ってきました。」

・福島県いわき市に関する研修
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7月下見発表会月下見発表会月下見発表会月下見発表会 9月勉強会月勉強会月勉強会月勉強会
12月月月月1月月月月
勉強会勉強会勉強会勉強会

2～～～～3月月月月
高校生研修バス高校生研修バス高校生研修バス高校生研修バス
（いわき）（いわき）（いわき）（いわき）



�災害情報ボランティアスキルアップ講座事業
1. ITスキル向上のための自主講座展開
2. 外部講座への講師等としての参加

�災害情報活用事業
1. 他団体との連携でデジタル防災マップ作成事業

�ホームページお助け隊事業
1. 新規陸前高田市の不動産業開業支援
2. 今までのご縁での支援継続

事業計画 ④ 情報活用事業
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今期は、TVKとの連携で、デジタル防
災マップ事業、横浜市各区単位での
図上訓練などにスタッフとして参加

実作業は神奈川で
現地フォローアップを適宜（3 回程度）行う

12月にツイッター講座を開催予定

情報収集のスキルアップ

スマートホン、携帯電話など身近なITツールを利用した、災害時の受援者、
支援者両方の立場での情報収集、発信のスキル向上の為の講座を行う。

現地支援団体、現地被災事業者の情報発信支援を目的に、無料で使える簡
単なソフトを使って、更新の容易なホームページ作成を援助する。



事業計画 ⑤ 産業復興支援事業
被災地産品の首都圏での紹介、消費拡大援助等。具体的には、三陸の食材を使った調理のワークショップ、

交流会を開催することで、被災地産品の消費拡大に寄与し、被災地生産者を支援する。また被災地への市

民の関心、共感を喚起する。

�復興キッチン
被災地食材による試食交流会を継続実施

1. 12月7日 南太田

陸前高田食材によるランチビュッフェ

2. 1月23日 未定

三陸食材と日本酒の会

3. 3月予定

未定 リクエスト募集中

�復興キッチン番外編
“贈答品受注会”

お歳暮、年賀等の贈答品に被災地食材を提案

11月15日～17日 県民センター １５F

別紙チラシサンプルをご参照ください

�台風リンゴ頒布会
�台風26号で被災した
陸前高田市米崎町の
リンゴ農家を支援するため、
落果したリンゴを一括購入し、
会員・一般向けに販売

�10月19日実施 100Kgを販売

�10月23日追加 100Kgを販売

今後も、現地からの要請に応じ、タイムリーな
産業支援を展開していく。

�＜企画中＞
�共同購入、頒布会

�被災地通販紹介サイト
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事業計画 ⑥ 情報発信

�ホームページ
リニューアルしました kanagawa311.net

�フェイスブック
グループ機能で内部の情報共有

ホームページ更新の告知、イベントのリマインド

�ツイッター
ホームページ更新の告知、イベントのリマインド

�メールマガジン 現在会員数220名 目標1000名
メールメインの方のために当団体のイベントや

バスに参加してくれた方に継続的に情報発信

�プレスリリース
まだご縁の繋がっていない方のために
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直近の事業プロジェクトご案内

10月13日 防潮堤勉強会 ＜参加44名＞

11月8～10日 海べの森支援バス8号 ＜満員御礼＞

11月15～17日 復興キッチン 贈答品受注会＜県サポ15階＞

11月17日 「かながわ発U-22被災地行ってきました。」
＜県サポ11階＞

11月29日
～12月1日 海べの森支援バス9号 ＜まだ残席あります＞

12月7日 第3回復興キッチン（ランチ編陸前高田食材）
＜南太田・女性フォーラム＞

12月20日 海べの森支援バス10号 ＜近日募集開始＞

12月22日仮 「のぞいてみようふくしまを」
＜県サポ11階＞
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どの企画もスタッフをどの企画もスタッフをどの企画もスタッフをどの企画もスタッフを
募集しています。募集しています。募集しています。募集しています。

関心のある方は、是非ともご関心のある方は、是非ともご関心のある方は、是非ともご関心のある方は、是非ともご
連絡ください連絡ください連絡ください連絡ください m(__)m



課題とお願い

事業規模の拡大をしたい

課題課題課題課題

�人手不足
� 事務局スタッフ（週3日の開設が限界）

� 広報スタッフ 編集スタッフ

� バス事務 バスリーダー

� 産業復興支援スタッフ

� 学生スタッフ

お手伝いが可能な方、是非ともご参加ください。

�資金不足
� 現地から講師招聘 現地調整の交通費が不足

� 事務局スタッフの交通費、研修実費も確保できていない。

広く寄付金を募ります。是非ともご紹介ください。
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解消できれば解消できれば解消できれば解消できれば 気仙沼以外気仙沼以外気仙沼以外気仙沼以外

へのバス運行、復興キッチへのバス運行、復興キッチへのバス運行、復興キッチへのバス運行、復興キッチ
ンの毎月開催等が可能となンの毎月開催等が可能となンの毎月開催等が可能となンの毎月開催等が可能とな
り、被災地支援を大きく広り、被災地支援を大きく広り、被災地支援を大きく広り、被災地支援を大きく広
げる事が可能とげる事が可能とげる事が可能とげる事が可能となるなるなるなる
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これからも宜しくお願いします。


