
平成23年度 事業報告 
 

 

【第三次3カ年基本方針（平成21年度～23年度）】 
１）区災害ボランティアネットワークの支援 

２）災害時のボランティア活動の普及啓発 

３）災害情報等の収集・提供 

４）各機関との連携強化 

５）区ネットワークを含めた市災ボラネットの組織体制の強化 

 
 

【平成23年度実施事業】 
 

１）東日本大震災の被災地支援 【 横浜市災害ボランティアセンターの運営 】                                        

   平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に伴い、同年３月２４日に横浜災

害ボランティアネットワーク会議（事務局：横浜市社会福祉協議会）が横浜市社会

福祉センターに横浜市災害ボランティアセンターを設置し、平成２４年３月２７日

まで横浜市社会福祉協議会が中心的に運営を行いました。 

 

  ①災害ボランティアに関する市民への情報提供を行いました。 

２３年３月２４日～２４年３月２７日まで 電話での対応件数：７２６件     

＊上記以外にメール等での問合せにも対応しました 

  

②被災地のボランティア受け入れ情報、義援金・義援物資情報、避難者受け入れ情報

を集約し、ホームページで提供を行いました。 

     ・５６回更新（平成２３年３月２４日～平成２４年３月２７日まで） 

 

    ③募金活動及び物資仕分け活動を行いました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※

     ＊募金活動については各会員、各区災害ボランティアネットワーク等でも実施 

 

 ④横浜発ボランティアバス 

横浜発ボランティアバス事業として、岩手県釜石市にて計6回活動を実施しました。 

延べ２１０名（引率者含む）が参加。企業からの協力も得て実施。 

期 日  内 容 参加者 備 考 

平成23年 

3月26日 
街頭募金活動 

会員及び 

ボランティア５９名 
金額 253,820円 

4月 5日 

～4月13日 
物資仕分け活動 

会員及びボランティア 

のべ１８１名 
 

4月23日 街頭募金活動 
会員及び 

ボランティア３３名 
金額  31,629円 

平成24年 

3月11日 

街頭募金活動 

【おおふなと「がんばっ

ぺし」心プロジェクト】

の連動企画として実施 

参加者７００名 

（桜木町駅・関内駅 

２会場の合計数） 

金額 763,964円 

＊２会場合計 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

⑤義援物資・機材の送付 

 ・横浜発ボランティアバスの活動先である、釜石市災害ボランティアセンターで必要 

  な義援物資・機材（土のう袋・ゴム手袋・うちわ・冷蔵庫・掃除機等）を購入また 

は関係機関や企業等の寄付により、ボランティアバスに乗せるなどして釜石市へ届 

けました。 

    ・横浜市内の小学校からの依頼による義援物資（歯ブラシ・ティッシュ等）を、ボラ 

ンティアバスに乗せて、釜石市内の２つの小学校へ届けました。 

 

⑥横浜発ボランティアバス参加者交流会 

    第1陣～6陣までのボランティアバス参加者の交流会を実施しました。 

・平成２３年１０月２２日（土）開催 ５４名参加 

 

２）区災害ボランティアネットワーク（以下｢区災ボラネット｣）の支援                                 

    ①設立された区災ボラネットの運営支援ならびに未組織の区の支援を行いました。 
 

設立期日  団体名 

９月２０日 神奈川区防災ネットワーク会議 

 

 

   ②区災ボラネットや市域団体の情報共有、連携強化を目的に連絡会を開催しました。 
 

区災害ボランティアネットワーク連絡会 

日 程 平成２４年２月２８日（水） 

会 場 健康福祉総合センター 大会議室 

内 容 

下記のテーマについて、グループで情報交換し、発表を行う 
・東日本大震災を受けて、各区災害ボランティアネットワークにて行 
った被災地支援について 

・東日本大震災を受けて、区内での取り組み内容を変更したり、新た
に始めたことについて 

参加者 ４８人 

 

ＮＯ 実施日 活動内容 

１ 
６月２９日（水） 

～７月２日（土） 

イベント運営支援、ガレキの撤去、 

泥出し、側溝の清掃等 

２ 
７月６日（水） 

～７月９日（土） 

青空市の支援、ガレキの撤去、 

物資の積み込み等 

３ 
７月１３日（水） 

～７月１６日（土） 

個人宅及びグラウンドのガレキの撤去、

公園清掃等 

４ 
７月２０日（水） 

～７月２３日（土） 

 

 

ガレキの撤去・分別、草刈り、 

仮設住宅の緑のカーテン設置等 

５ 
９月２日（金） 

～９月５日（月） 
青空市の手伝い 

６ 
９月９日（金） 

～９月１２日（月） 

小学校のグラウンド整備、 

河川敷の草取り 



３）災害時のボランティア活動の普及啓発                            

    ①横浜市社会福祉協議会６０周年記念事業の一環として、会員及び市民を対象とした

啓発活動を行いました。 

横浜市社協職員による－横浜市社協の被災地支援報告－ 

日 程 平成２３年１０月２２日（土） 

会 場 横浜市健康福祉総合センター ホール 

内 容 

横浜市社会福祉協議会による被災地支援報告として、下記の内容につ

いて実施しました。 

①横浜市社協職員の被災地派遣 

・岩手県釜石市への災害救援派遣報告 

・仮設住宅の生活と生活支援相談員について 

②障害者支援センターの被災地支援 

～福島県南相馬市での障害者支援～ 

③横浜市災害ボランティアセンターについて  

参加者 １４６名 

その他 

被災地の物品を購入による被災地支援を目的とした義援金付き被災

地支援ブースを出展。 

①南相馬市内等の福祉事業所（南相馬ファクトリー）のカンバッチ 

②横浜発ボランティアバスの宿泊先である遠野ふるさと村で販売さ

れている物品（じゃじゃ麺・南部せんべい等） 

   

 

４）災害情報等の収集・提供                                  

    ①ホームページにおいて情報提供を行いました：更新５１回（平成２３年度） 

    ②会報「ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ」を発行しました。 

会報の発行：年２回、２５００部発行 ※横浜市との協働事業 

NO.45 

①横浜発ボランティアバスについて 

②それぞれの被災地支援～ＮＰＯ・大学の実践～ 

 ＊くらしまちづくりネットワークよこはま・明治学院大学 

NO.46 

①釜石からのメッセージ 

②九都県市合同防災訓練・図上訓練について 

③区災害ボランティアネットワーク連絡会 

④３月１１日募金活動について 

   

 

５）各機関との連携強化                                      

    ①平成２３年 第６回九都県市合同防災訓練・図上訓練への参加 

     ・横浜災害ボランティアネットワーク会議として、上記訓練に参加しました。横浜 

      市災害ボランティアセンターを立ち上げるまでのシミュレーション訓練を行い 

      ました。運営委員より３名が参加。 



 

    ②神奈川災害ボランティアネットワークとの連携 

     ・横浜災害ボランティアネットワーク会議の第６回運営委 

員会にて、神奈川災ボラネット代表の植山氏と事務局長 

の高坂氏と神奈川災害ボランティアネットワークとの 

連携について協議を行うなど、運営委員会にて継続的 

に検討を行いました。 
 

    ③県域で行われた帰宅困難者対応訓練に協力しました。 

・区災害ボランティアネットワーク（磯子区・金沢区）が協力 ２区１２名 
 

④区災害ボランティアネットワークや区社会福祉協議会をはじめとした関係機関と

の連携強化を目的に、各事業（区災ボラネット主催研修会や報告会等）に参加しま

した。計９回。 
 

⑤防災科学技術研究所・消防局危機管理室情報技術課との連携 

 ・第８回運営委員会にて、東北の災害ボランティアセンターでも活用されている、

ボランティアニーズの情報管理マップシステムのデモンストレーションを実施 

  しました。 

  ＊運営委員会の報告にも掲載 

 

 

  ６）区災ボラネットを含めた市災ボラネットの組織体制の強化                           

    ①第６回～８回の運営委員会において、横浜災害ボランティアネットワーク会議の組

織体制（運営委員会のあり方等）について検討を行いました。 
 

    ②上記での検討もふまえながら、第１回運営委員会（市域団体）を開催しました。 

     ・平成２４年２月１日（水） 参加者：１６名（７団体） 

     ・各団体の災害対応と組織体制について、横浜市災害ボランティアセンター設置運

営マニュアルについて意見交換を行いました。 
 

 

７）その他                                          

① 平成２３年度 総会 

日 時 平成２３年６月２９日（水）１８：３０～２０：３０ 

会 場 健康福祉総合センター ８階  

参加者 参加会員４１組（委任状：１６組）  

内 容 

第１号議案 平成２２年度事業報告 

第２号議案 平成２２年度決算報告 

監事監査報告 

第３号議案 平成２３年度事業計画案 

第４号議案 平成２３年度収支予算案 

その他 

①横浜発ボランティアバスについて 

②ボランティア活動報告会について 

＊上記の議案およびその他の審議事項について、承認された。 

 

 

 



 

 

② 運営委員会 

委 員 鶴見区災害ボランティアネットワーク(委員長)／横浜ＹＭＣＡ／神奈川

県生活協同組合連合会／横浜市国際交流協会／ガールスカウト横浜市連

絡協議会／港北区災害ボランティア連絡会／金沢区災害ボランティアネ

ットワーク／岩崎学園／横浜市身体障害者団体連合会／ボーイスカウト

横浜市連合会／緑区防災ネットワーク委員会／横浜栄・防災ボランティ

アネットワーク／磯子区災害ボランティアネットワーク／保土ヶ谷区災

害ボランティアネットワーク／泉区災害ボランティア連絡会／横浜市社

会福祉協議会（事務局）１６団体 

《オブザーバー:横浜市市民局市民活動支援課 》 

主 な 

議 題 

第１回    ４月２８日 

 ・東日本大震災について  

 ・平成２３年度総会について 

第２回    ５月２６日 

 ・東日本大震災について（横浜発ボランティアバス支援について等） 

 ・神奈川災害ボランティアネットワークについて 

 ・平成２３年度総会について 

第３回    ７月１１日 

 ・横浜発ボランティアバスについて 

 ・ボランティア活動報告会について 

第４回    ９月２６日 

 ・横浜発ボランティアバスについて 

 ・２０１１年神奈川県内帰宅困難者対応訓練について 

 ・横浜市社協60周年記念事業について 

第５回   １０月２７日 

 ・横浜発ボランティアバス参加者交流会  

 ・神奈川災害ボランティアネットワークより 

 ・今後の東日本大震災に伴う被災地支援について 

第６回   １２月８日 

 ・神奈川災害ボランティアネットワークについて 

 ・九都県市合同防災訓練・図上訓練について 

 ・区災害ボランティアネットワーク連絡会について 

 ・市域団体の関わり方の検討について 

第７回    ２月８日 

 ・第１回 運営委員会（市域団体）について 

 ・横浜災害ボランティアネットワーク会議 組織体制について 

 ・神奈川災害ボランティアネットワークとの連携のあり方について 

 ・区災害ボランティアネットワーク連絡会について  

 ・３月１１日（日）募金活動の実施について 

第８回    ３月２８日 

 ・横浜市災害ボランティアセンターの閉鎖について 

 ・平成２４年度事業計画策定にむけて 

 ・横浜災害ボランティアネットワーク会議 組織体制について 

 ・神奈川災害ボランティアネットワークとの連携のあり方について 

 ・ボランティアニーズの情報管理マップのデモンストレーション 



  ８）会員状況                      （平成２４年３月３１日現在） 

 

 

 

 

      ＊平成２２年度末会員数：９１組 

個 人 会 員 １６   人 

団 体 会 員 ７９ 団体 

合計会員数 ９５   組 


