
横浜災害ボランティアネットワーク会議  

平成 29年度 第５回運営委員会について報告します。 

日 時 平成 29年 10月 6日（木)18：30～20：30 

会 場 横浜市健康福祉総合センター 9階 小会議室 901 

参加者 鶴見区災害ボランティアネットワーク     河西（運営委員長） 

金沢区災害ボランティアネットワーク     外山 

南区災害救援ボランティアネットワーク    高松・山片 

港南区災害ボランティアネットワーク     井出 

保土ケ谷区災害ボランティアネットワーク  川名 

磯子区災害ボランティアネットワーク     小原 

泉区災害ボランティア連絡会          乾 

ボーイスカウト横浜市連合会          宮崎 

事務局：横浜市ボランティアセンター   吉嵜、別田、田村 
 

１ 支援者向けコーディネートスキルアップ研修について 

 ●役割分担について 

  あいさつ：河西会長（災ボラの紹介を含む） 

  司会進行：井出さん（研修会の趣旨と流れの説明は司会進行が行う） 

  受付  ：乾さん 他当日参加できる運営委員で対応（4 名は必要） 

     ※役所の方の対応は市民局に協力依頼をする。 

  PJ    ：役割の事務局で確認 

  マイク回し：外山さん、市民局に協力依頼する 

 ●会費未納団体について 

  会費未納団体について、納入依頼をする予定。研修会当日受付で徴収する。対応は事務局。 

 ●当日の集合時間 

  17 時 30 分に 4 階ホール集合（午後から押さえているので入室可能） 

  集まってから資料組みなど行う。 

 ●講師対応について 

  講師到着 18 時を予定。代表と副代表にも同席していただく。 

 ●講師謝金について 

  講師謝金は行政で対応していただけるが、当日の終了時間だと講師は帰宅できないため、災

ボラより宿泊費を支出したいと考えているがいかがか。 

  →良いのではないか。1 万円前後で泊まれるのではないか。 

  宿泊されるので、研修会終了後、講師との懇談会を予定している。できるだけ参加していた

だきたい。 

 ●周知先について 

  事務局より説明 

   チラシにて周知するが、昨年は参加者が 80 名弱。もう少し多くの方に聞いてもらいたい

と思っている。昨年は市災ボラの会員と行政の災ボラ担当の部署、区社協、市社協運営施設



にチラシを送っていた。その他の施設には送付していないが、たとえば一般の方で興味ある

方にも来ていただくことは可能か。 

 

意 見：参加者については、限定せず拡大して行ってきているはずなので、社協の関わりの

ある場所に周知してよいのではないか。 

事務局：施設や区民活動センターに送ってよいか？→良いのではないか。 

事務局：市ボラの HPに掲載してよいか？→たくさんの方に来てもらいたいので可能。 

 

質問：「Nukiito」の由来は？ 

→絹糸、織物の横の糸の意味。横でつながろうという意味。チラシにも記載している。 

 

２ ニュースレターについて 

●初校の確認。意見等あれば 10 月 10 日までに事務局に連絡する。 

 ・4 面がちょっとさみしい →写真を入れる 

 ・会員一覧の掲載は？ →全団体の納入が終わっていないので、今回は掲載しない。 

●59 号の発行について 

  1 面：研修会の報告 

  2 面：活動紹介（旭区と西区） 

  3 面：活動紹介（市域の団体。長く活動している団体がよい） 

     ※団体によっては主として災害ボランティア関連の活動を行っていない団体もある

ので、団体に関しては事務局一任。団体の入会履歴をみて依頼していく。 

  4 面：ブロックの活動など 

     ※B ブロックは 10 月 17 日(火)港南区が幹事 

 

３ 平成 29 年度図上訓練シミュレーション及び市災害ボランティア支援センター立上げ訓練

の日程について 

 ●時間帯について 

・早い時間の方がよいのではないか？ 

  ・昨年みたいに午前中がよいのではないか？昨年度は 9 時 30 分開始だった。 

 ●内容について 

・今まで紙ベースで行ってきたが、正確性がないので、もう少しリアリティがある訓練がし

たい。PC で同じ画面を全員で見ながら共有し、進めていけたらと思っている。神奈川県

では少しずつこのやり方で訓練を取り組みつつある。時間もかかるので、3 時間くらい必

要ではないか。 

・これまで何度も地図上に道路や建物など落としこんできたので、その作業はもう省いても

よいのではないか。 



  ・これまでやってきて参加者アンケートをもらっていると思うが、その意見を反映させたほ

うがよい。 

  ・ある区を取り上げて全員で取組むことにより、県災ボラで行っている図上訓練のやり方を

習得する。そして習得した知識をもって各区で行うことができればよい。 

  ・当日は運営委員がファシリテーターになる必要がある。 

 

   次回運営委員会にて県災ボラで行っているシミュレーション訓練を実施し、運営委員の

中で共有する。なるべく多くの運営委員に参加してもらう必要がある。 

11 月 24 日（金）18 時 00 分～  

18 時から運営委員会（事務連絡のみ） 

18 時 30 分～２0時 図上訓練のシミュレーション 

（河西代表のパソコン持込み。運営委員でやり方について共有する） 

 

４ 寄付金の要綱について 

  事務局より報告 

寄付金事業会計（平成 28 年度末残 72 万円）については、‘97 年に起こったナホトカ

号の重油流出事故の際に、善意銀行の配分を受けたもので、ボランティア派遣に使う想定

になっている。現在、要綱などが無い状況のため、今後、災害時のボランティア派遣費用

に使う目的で要綱（案）を作る方向でよいか。 

 

意見：東日本大震災や常総市の水害への支援の決定が遅いと思っていた。一時的に第 1

陣のボランティア派遣の費用はこの寄付金から出していき、必要に応じて共同募

金などの助成金を申請していく。ボランティア派遣で必要な時にそこから費用を

出せればよいと思う。 

    意見：これとは別に運営のための寄付があった場合は通帳を分けた方がよい。 

    意見：大きな災害時には別に寄付金を募っても良いのではないか。目的に沿った形でお

金を使っていると正しい使い道を示す必要がある。 

  

    事務局：要綱に関しては、総会の承認が必要なため、運営委員会に内容を見ていただい

て、総会で正式に要綱を作成する形にしたい。 

  

 

【報告事項】 

１ ブロック別連絡会開催状況  

A ブロック:決まっていない。 

B ブロック：10 月 17 日（火）18 時 30 分～ 港南区が担当。 



C ブロック：次は未定。旭区が担当。日程は決まっていない。泉区では終了。 

D ブロック：本日運営委員会欠席。 

 

２ その他 

 【県災ボラより】 

県内の大学生に呼びかけて研修会を実施する予定。一昨日集まりがあって、神奈川歯科

大学から学生が参加する予定。11 月 25 日（土）午前中講演会。大学生が自主的にグル

ープを作って災害の勉強をしようというのが目的。被災地支援を何年も行っている高校

生からもボランティアの体験発表がある。 

講師不足が言われており、講師養成が必須。県災ボラ 20 周年。1 月 21 日に講演会を

したのち、祝賀会を実施する予定。 

 

 【各委員より】 

（金沢区災害ボランティアネットワーク） 

9 月に防災キャンプを実施。去年以上に参加者が集まった。 

（磯子区災害ボランティアネットワーク） 

9 月 23 日にシミュレーションを実施。2 区から参加してもらった。一般参加者が全体

で 75 名。アンケートの集計をしている最中で、次回内容を報告したい。 

（泉区災害ボランティア連絡会） 

11 月 3 日の泉区民ふれあいまつりでクイズラリーを実施するので、その内容を 4 日の

運営委員会で話し合った。 

（南区災害救援ボランティアネットワーク） 

ネットワークで所有している発電機と投光器とテントを一度も使っていないので、実

際に 10 月 12 日の定例会で使ってみることになっている。事前に役員会では実施済み。

11 月 17 日総務課危機管理担当と一緒に災ボラで徒歩訓練を実施する予定。 

（保土ケ谷区災害ボランティアネットワーク） 

3 日の会議で、区民祭りの出店内容を確認した。 

（港南区災害ボランティアネットワーク） 

9 月 8 日に会議を実施。ボランティア連絡会から HUG の勉強依頼がきて実施。 

（ボーイスカウト横浜市連合会） 

高校生クラスが東北の支援を続けている。最近関心熱が冷めているが、図上シミュレー

ションができるので、PR して動けるようにしていきたい。 

（ガールスカウト横浜市連絡協議会） 

10 月 9 日に TVK と組んでさんままつりを実施する。気仙沼の消防団の維持支援をして

きている。場所は西横浜のハウジングプラザ。 

（鶴見区災害ボランティアネットワーク） 



10 月 29 日に吉井先生を招いて防災対策の研修会を実施。1 月 18 日（木）早朝 8 時か

らシミュレーション実施。 

【事務局より】 

・南区社協からの情報提供。 

 平成 29 年度障害理解を深めるための公開講座のお知らせ 

・タウンニュースの南区災ボラの活動紹介 

   PTA からの依頼があり、小学校の体育館で宿泊体験を実施。災ボラはロープワークを行 

い、参加した親子は楽しんでくれていた。 

・10 月 14 日（土）の県立福祉保健大学の研修会の案内。（ポスター掲示された情報） 

・市民局より依頼があり、防災計画の意見内容募集。 

河西代表より必ず意見を出すよう依頼あり。 

 

３ 区災害ボランティアセンター立ち上げ訓練 日程 

  別紙の通り予定を確認。 

  名札シールの希望枚数を区社協経由で取りまとめている。 

 

 

次回運営委員会日程：平成 29 年 11 月 24 日（金）18 時 00 分～ 


