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第 1 四半期（2017 年 4 月～6 月）各事業進捗報告 

①災害復興支援事業 

ア）熊本地震 

宇城市防災訓練（4 月 16 日（日））の避難所運営訓練サポート（谷永理事参加）をもって修了。昨年度

皆様からいただいた寄付金残金 96,594 円は、宇城市社協の運営する地域支え合いセンターに、被災者

支援活動に役立てていただく、と言う趣旨で 6 月末に寄付完了。 

イ）九州北部豪雨災害 

7/7 に理事で緊急会議を持ち。7/9～10 で谷永氏が現地調査に入ることが決定した。7/11 以降福岡県

添田町にて、災害ボランティアセンター運営支援を行っている。 

 

②災害被災地との観光交流支援事業 

現在のところ、計画等はない。 

 

③災害教育・防災教育事業 

ア）学校防災教育事業 

   神奈川県共同募金会「NHK 歳末たすけあい配分金」を充当 

日時 内容 受益対象者数 従事者人員 予算 

①学校や地域団体での防災教育の推進 

・職員研修 

・児童生徒への防災授業 

・PTA など保護者向けの研修・講話 

・避難所運営委員会等への研修 

 

神奈川県内の各

種学校の生徒・教

員 

 

2 人 

 

収入 

参加者負担 

390,000 

助成金 

244,000 

支出 

634,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

5/13 平楽中学校 2 年生 HUG 33 人 

5/24 岐阜市立境川中学校 講演 315 人 

6/1  綾瀬市防災教育担当者会 講演 15 人 

＜今後の見通し＞ 

7 月～9 月で 8 件の依頼を受けている 

②防災教育ファシリテーター養成講座 

<1>初級編 全４回   県内 2 ヶ所で開催 

・防災教育体験その１ DIG（災害想像ゲーム） 

・地域防災計画＆学校防災計画（座学） 

・防災教育体験その２ 逃げ地図 

・防災教育体験その３ HUG（避難所運営ゲーム） 

<2>上級編 全 4 回 

・防災教材指導法その１ DIG（災害想像ゲーム） 

・講演 

・防災教材指導法その２ 逃げ地図、鎌倉まち歩き 

・防災教材指導法その３ HUG（避難所運営ゲーム） 

学校関係者、自治

会役員、避難所運

営委員等 

3 人 

 

収入 

参加者負担 

360,000 

助成金 

281,000 

支出 

641,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

初級編の申し込み状況 10 人（7/17 現在） 

7/21 神奈川県教育委員会防災教育研修でチラシ配布予定（参加者 300 人程度） 

横浜市教育委員会の後援を得ることができた。横浜市総務局からも後援が得られる予定。 

 

③「かながわ子ども防災情報ステーション」の運営 

 

神奈川県内の学

校関係者や地域

団体 

2 人 収入 

助成金 

425,000 

支出 

425,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

NPO 法人ママプラグと、コンテンツの見せ方や連携について意見交換した。 

サイトの内容や依頼に結び付く見せ方を考え、サイトの充実化を図る。 
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イ）防災力強化事業 

よこはま夢ファンド基盤強化助成金を一部充当 

＊夢ファンド助成金に加え、建築安全協会助成金 840,000 円を受領し、予算修正 

日時 場所 受益対象者数 従事者人員 修正予算 

① 中核人材育成講座 （7 月以降） 

DIG（災害想像ゲーム）、HUG（避難所運営ゲーム）、ク

ロスロード、防災マップの見方等の内容を地域ニーズに

沿って組み合わせた講座を実施する。 

自主講座 4 講座×2 セット＝ 8 回（県サポ、その他） 

外部販売 4 講座×3 セット＝12 回（周辺含む） 

自治会役員、避

難所運営委員等

200 人 

5 人 収入 

461,000 

支出 

860,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

7/1 に防災ゲーム学習会実施（参加 7 名予定） 

葉山 SV へ売込み中  2 講座の実施 ＋ 同日で自主企画 2 講座を予定中 

その他外部への売り込みは遅れている 

自主企画は、防災教育ファシリテータ養成講座の後を予定 

② 防災教育フォーラム 2017（2 月想定） 

・学校・団体の実践発表 

・講演 

・発表校・団体の展示ブース見学と交流 

神奈川県内の学

校関係者や防災

団体 

50 人 

10 人 収入 

80,000 

支出 

323,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞ 2 月実施のため、特に進捗なし 

③ 地域防災計画調査 （６～９月） 

・各自治体地域防災計画集計 

・自治体、自治会、学校等ヒアリング 

・調査結果の集計と提案書作成 

横浜市及び周辺

自治体、自治会、

学校及び個人 

10 人 収入  

0 

支出 

100,000 

（団体繰越

金より） 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

横浜市地域防災計画読み合わせの実施 先期に引き続き 6 月に 3 回実施 

横浜市総務局危機管理部への面談申込及び質問票の作成中 

住民アンケート作成（ほぼ完成）  イベント参加等でアンケート取得と告知を図る予定 

④ 防災パンフレット作成 （10 月～） 

・③の結果等を元に、防災パンフレットを作成 

・記事編集、デザインは専門家に依頼 

・当初 1 万部作成し、自治体関連部署、関連団体等配布 

・防災講座資料、自治会訪問用資料として活用 

横浜市及び周辺

自治体、自治会、

学校及び個人 

10 人 収入 

300,000 

（夢ファン

ド助成金） 

支出 

310,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

夢ファンド基盤強化 MTG 6 月 7 日に実施 

自治会、マンション等の防災計画作成支援 （1 月～3

月） 

・③、④の成果と①の研修事業を組み合わせ、地域の自

治会、マンション管理組合等へ提案 

・防災研修＋防災計画作成支援（コンサル） 

・次年度の中核事業として、今年度後半からトライアル 

横浜市及び周辺

自治体、自治会、

学校及び個人 

7 人 人材育成講座

経費を流用 

（4 回想定） 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

マンションチーム MTG 定期実施  リーダー坂井、サブ有川 

マンション住民用アンケート作成するが、取得の方向性が定まらず保留中 

管理組合用アンケート作成 → メンバーが所属するマンションへ管理会社通じ依頼中 

今後の方向性の確認 → マンション自主防災マニュアル作成の支援を行う（トライアル実施） 

            講師を呼んだ防災勉強会を公開で実施（人材育成講座経費を流用） 

 

 

④災害情報活用事業 

ア）災害情報活用のための人のネットワーク作り 

各種研究会（かながわ災害情報連絡会、内閣府レジリ学園他）、勉強会に積極的に参加し、情報収集伝

達に関わる人のネットワーク作りに取り組む。 



p.3 

日時 場所 受益対象者数 従事者人員 備考 

各種研究会などに参加してのネットワーク作り 将来起こる災害の

被災者など不特定

多数 

1 人 収入無し 

支出交通費参

加費などは

イ）の講座事

業の収益で賄

う 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

かながわ災害情報連絡会に本年から団体加入し、県内でのネットワーク作りを目指して活動中。 

5/17 の防災ギャザリングで DITS のデモンストレーションを行った。8/26 大和市防災訓練、

9/1 九都県市にも連絡会メンバーとして参加し、県内の防災関係者に普及周知の活動を行う。 

県外活動としては、4/18 内閣府後援のレジリナイトでスピーカー参加、5/18 第 38 回防災コ

ミュニティ研究会に参加、7／8 減災インフォの「災害時の IT・情報支援のこれまで、これから。」

に参加。 

 

イ）災害情報活用のためのスキルアップ講座事業 

当団体の得意技であるデジタル情報に関連して「Facebook 講座」「スマホアプリを活かす」「防災減

災にスマホを活かす」などの講座を開催する。これによって個人の情報力をアップし、団体間の情報共

有力を上げる。 

日時 場所 受益対象者数 従事者人員 備考 

①防災減災にスマホを活かす講座 

防災減災に備えたスマホアプリの使い方、スマホの地

図の使い方の講座を 3 回実施＠かながわ県民センタ

ー 

その他依頼に応じて出張講座も開催 

 

防災に関心のある

一般市民 

50 人 

2 人 収入 

84,000 

支出 

38,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞ 未着手 

②Facebook 講座 

団体の Facebook ページを作り、運用することを目

標に実施） 

・個人単位で参加する講座＠かながわ県民センター 

・団体単位で参加する講座＠指定場所での出張講座 

・神奈川が被災したときに、団体間情報共有力を上げ

ることに繋がる 

基金 21 情報交換

会、ゆるネット加

入団体、およびそ

のメンバー10～

20 人 

2 人 収入 

54,000 

支出 

35,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

6 月コース、7 月コースの個人単位で参加する講座は順調に開催中 

6 月延べ受講者 14 人回（78%）7 月延べ受講者 18 人回（100％） 

収入 45000 円支出見込み 30000 円 

 

⑤産業復興支援事業 

ア）イベント事業 

内容 受益対象者数 従事者人員 予算 

東北グルメフェア 12 月実施予定 

被災地食品を試食付で紹介することで、震災の風化を防

ぎ、また被災地生産者、事業者を支援する。 

被災地での生産者

多数 

神奈川県を中心と

した首都圏在住者

約 350 人 

10 人 収入 

510,000 

支出 

495,000 

その他食品販売（市民活動フェア他） 

活動紹介と集客を兼ね、東北グルメの販売、提供 

 

神奈川県を中心と

した首都圏在住者

約 200 人 

 

8 人 収入 

50,000 

支出 

54,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

第 1 四半期での実施は、総会での在庫販売のみ 

防災事業告知の為のイベント参加時に販売を計画（神奈川区、ボラフェス、藤沢 JC 等） 
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東北グルメ交流イベント 2 回想定 

東北の連携団体主催の食のイベントを横浜で実施 

会費制での運営を図る（参加者からの負担で交通費確

保） 

内容、食材、調理は連携団体企画 

会場、集客、経費処理は 311 ネットワーク 

連携団体として、大槌（まよいが）、いわき（トマトラ

ンド）等を想定 

参加者 各 30 名 

 

各回 8 名 収入 

260,000 

支出 

260,000 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

進捗、遅れ気味。6 月末に別件でのいわき訪問時に夜明け市場松本さんに取次依頼。 

また、相馬食べる通信との連携イベントも打診しているが、具体化していない。 

  

イ）東北応援事業 

東北の復興まちづくり団体の方が首都圏に来られている際に横浜へ立ち寄っていただき、交流会を実施

する（年 4 回）。今年度は、神奈川の支援団体等と東北応援のネットワークづくり、学生等若い世代の

参加促進を重点目標に掲げ、東北応援を継続している団体や大学等と連携し、交流会を開催する。 

内容 受益対象者数 従事者人員 備考 

東北未来カフェ 4 回想定  

 

「東北の今を知り、これからの東北応援を語り合う場

『東北未来カフェ』」を、今年度も継続して実施 

 

会場：かながわ県民活動サポートセンター 

参加費：大人 500 円、学生無料 

ゲスト：岩手県大槌町、福島県いわき市、宮城県気仙

沼市、岩手県陸前高田市&遠野市を想定 

※東北の地酒や食を通じた交流はイベント事業で実施 

各回 20 人 

大人 15 名 

＋学生 5 名 

各回 3 人 収入 

各回

7,500 

支出 

各回

7,500 

 

＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞＜進捗報告＞    

①4～6 月 

〇大槌町役場の岩見さんと以下についてご相談しました。 

・大槌町出身で首都圏にいる大学生による復興応援活動との連携について 

・大槌町出身の映画監督の作品の上映会について 

⇒ 成果：具体的な展開まで至ってません 

 

②7～9 月 

〇東北の地元の団体への首都圏での活動予定の紹介 

〇県内で東北応援活動をしている団体への活動予定の紹介 

⇒ 成果目標：今後の動きを把握し、下半期の勉強会企画へつなげいく 

 

③下半期 

〇隔月で 3 回程度、勉強会を開催することを目標とする。 

 

その他 一緒に企画等を進める仲間を募集したいので、別途相談する。 
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【参考資料】 

1 事業実施の方針 

昨年 1 年をかけて行った東北未来カフェ、東北未来フォーラムを通して、改めて被災から 6 年を経過し

た東北を継続して応援していくことを確認した。 

一方、近年の災害支援（北関東豪雨災害、熊本地震、台風 10 号災害など）の経験から、災害が起こる前

から準備しておくべきことに多くの知見が得られた。そこで、地域の防災力強化のために、従来の学校を

中心とした防災教育事業に加え、避難所運営や、在宅避難に備えた、「災害教育・防災教育事業」を今年

度以降の重点課題とする。 

 

2 事業内容 

①災害復興支援事業 

災害復興支援事業は緊急災害支援を中心に行う。災害に備えて、「かながわ災害救援ボランティア活動支

援室」登録団体、かながわ県民活動サポートセンター、神奈川県社会福祉協議会、神奈川県共同募金会な

どとの関係を強化し、発災時には速やかに動けるよう、準備を整える。発災時には、緊急支援活動を必要

に応じて実行する。 

 

緊急支援についての予算化は行わないが、災害が起こった場合には視察のための費用を準備金から支出す

る。準備金として、正味繰越財産 1,554,392 円のうち 30 万円を計上する。本格的な支援活動に入る

場合には、公益財団法人車両競技公益資金記念財団（公益記念財団）他からの助成金にて賄うこととする。 

 

②災害被災地との観光交流支援事業 

現地、および支援者からの依頼があれば計画、実行するが、予算化は行わない。 

 

③災害教育・防災教育事業 

学校防災事業と、地域防災事業の二本立てで行う。 

学校防災事業については、昨年度終了した基金 21 事業の路線を継続し、一層の拡大を目指す。 

地域防災事業については、地域が災害に負けず、復興する力を持てるようになるために、当団体の果たす

べき役割を確認し、貢献することを目的に、今年度、各種調査からスタートする。 

 

④災害情報活用事業 

市民レベルでの、発災時とその後の復興復旧に重要な、情報収集、情報伝達の仕組みづくりや、そこで情

報収集伝達に関わる人のネットワークの構築に取り組む。 

 

⑤産業復興支援事業 

イベント事業については、東北被災地食材の普及啓蒙を継続実施すると共に、東北で企画された現地食材

普及イベントの横浜での実施に新規に取り組む。 

東北被災地応援については、昨年度に立ち上げた「東北の今を知り、これからの東北応援を語り合う場『東

北未来カフェ』」を、今年度も継続して実施する。 

 




