
横浜災害ボランティアネットワーク会議 

平成30年度事業報告 
 
【横浜災害ボランティアネットワーク会議基本方針】（ H28～H30） 

1)横浜市災害ボランティア支援センターの組織体制の構築 

2)区災害ボランティアネットワークの支援 

3)各機関との連携強化 

4)災害時のボランティア活動啓発 

5)災害情報等の収集・提供及び情報システムの構築 

6)横浜災害ボランティアネットワーク会議の組織体制の強化 

 

【平成30年度実施事業】 
1)横浜市災害ボランティア支援センター（以下、市災ボラ支援センター）の組織体制の構築                                        

①市・区災害ボランティアセンター合同運営訓練 

  災害ボランティアセンターの運営支援経験者より実際の運営の場面を聞き、横浜市内で

の災害ボランティアセンターの運営に関する課題について話し合いました。発災時の実際

を想定した動きなど課題はたくさんあり、さらなる議論の積み重ねが必要です。 

 

日 時 平成31年３月９日（土）13:00～16:00 

会 場 横浜市健康福祉総合センター 8階 大会議室8AB 

講 師 
小林 深吾氏 

（一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター） 

参加者数 49名 

内 容 
・災害ボランティアセンター運営支援者から学ぶ 

・グループディスカッション 

  

②市域団体との連携 

日頃より市域で活動している本会議の団体会員が、災害時にセンターの運営にどのよ 

うなことで関わることが出来るかを話し合う場として、第１回市域連絡会を開催し 

ました。発災時の連携先として今後も継続性のある連絡会の開催を再確認しました。 

日 時 平成30年11月12日（月）18:30～20:00 

会 場 横浜市健康福祉総合センター 8階 大会議室8AB 

参加者数 
22名（市域団体11 名、区災害ボランティアネットワーク団体５ 

名、市民活動支援センター１名、横浜市２名、事務局３名） 

内 容 

・西日本豪雨災害社会福祉協議会職員応援派遣報告 

・意見交換 

テーマ：「横浜市災害ボランティア支援センターに関われそうなこ

と」 

 



 

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区災ボラネット連絡会の開催 

災害時における各区災ボラネットの横のつながりをつくることを目的に、市内18区を

近隣区ごとにA～Dの4ブロックに分けて年2～3回、連携や課題の共有等を行いました。 

 

Aブロック：鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区 

     第１回 日時：平成30年９月28日（金）18:00～ 

         場所：中区福祉保健活動拠点 

         内容：平成30年７月豪雨災害被災地派遣について 

   第２回 日時：平成31年３月14日（木）18:30～ 

         場所：南区福祉保健活動拠点  

         内容：横浜市災害ボランティア支援センターの発災時の動きについて  

 

   Bブロック：港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区 

     第１回 日時：平成30年６月19日（火）18:30～ 

         場所：金沢区福祉保健活動拠点 

         内容：災害時における区災害ボランティアセンターと 

市災害ボランティア支援センターとの連携（実践編） 

   第２回 日時：平成30年10月16日（火）18:30～ 

         場所：福祉保健活動拠点フレンズ戸塚 

         内容：平成30年７月豪雨災害における 

災害ボランティアセンター運営支援報告 

     第３回 日時：平成31年２月19日（火）18:30～ 

         場所：栄区福祉保健活動拠点 

内容：災害ボランティアネットワーク相互支援体制の方向について 

       

   Cブロック：保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区 

     第１回 日時：平成30年６月18日(月)14:30～ 

         場所：瀬谷区福祉保健活動拠点 

         内容：各団体の取組み紹介と情報共有 

     第２回 日時：平成30年９月２日（日） 

         場所：保土ヶ谷公園体育館 

         内容：横浜市防災訓練内での災ボラセンター受付訓練 

 

   Dブロック：港北区、緑区、青葉区、都筑区 

   第１回 日時：平成30年７月25日（水）15:30～ 

       場所：緑区福祉保健活動拠点 

       内容：各区災ボラの昨年度の振り返りと今年度の予定について 

   第２回 日時：平成31年１月29日（火）14:00～ 

       場所：青葉区福祉保健活動拠点 

       内容：大規模災害時の災害ボランティアセンター立上げ前後における 

「災害ボランティア活動支援プロジェクト会議」の活動について 

 

 



 

②ブロック別区災ボラネット連絡会への助成 

  隣接区等の区域を越えた災害に向けた連携強化をはかるための市内18区をＡ～Ｄの４ 

ブロックに分けたブロック別連絡会において、助成金要綱を制定し、助成しました。 

 

申請件数 １件、助成件数 １件（30,000円） 

ブロック：Dブロック連絡会 

日時：平成31年１月29日（火）14:00 

       場所：青葉区福祉保健活動拠点 

       内容：大規模災害時の災害ボランティアセンター立ち上げ前後における「災 

害ボランティア支援プロジェクト会議」の活動について（研修） 

       講師：さいたま災害ボランティアネットワーク 日野 泰宏 氏 

 

 ③各区災ボラネット活動情報のとりまとめ 

市・区災害ボランティアセンター運営訓練時にグループディスカッションにて情報交換を

行いました。 

 

④災害ボランティア用名札シールの配布 

   各区シミュレーション等および市災ボラ支援センターで活用 

するための災害ボランティア用名札シールを増刷しました。 

    増刷数：2,300枚 

 

 

3)各機関との連携強化                               

   ①市及び区での協定書・マニュアルの整備や資機材等の配備の円滑な促進 

平成30年１月に修正された、横浜市防災計画「震災対策編」について、平成30年度会

員研修においてテーマとして取り上げ、会員間の共通理解を深め、連携強化に努める一

助としました。また、横浜市災害廃棄物処理計画について、策定に際し協力しました。 

 

   ②市域を越えた連携の強化 

市域を越えた団体との連携や情報交換等を目的として、県・他都市社会福祉協議会と

の連携をすすめました。 

 

○神奈川県災害ボランティアネットワーク理事会・運営委員会に参画 

     開催回数：理事会 ３回、運営委員会 10回（拡大運営委員会含む） 

     場所：神奈川県民センター 

     内容：課題別委員会について、各ブロック別研修会について、 

        各種防災訓練について、新規加入団体について、他団体との連携について 等 

 

○第39回九都県市合同防災訓練への参加 

     日時：平成30年９月1日（土）9:00～12:30 

     場所：川崎市 

     内容：平成30年度災害VC設置訓練参加、運営スタッフとしての参加・課題の検証 等 

 

 

 

【名札シール】 



 ○震災対策技術展への参加 

     日時：平成31年２月７日（木）、８日（金） 

     場所：パシフィコ横浜 

     内容：横浜災害ボランティアネットワーク会議 活動紹介、活動報告展示等 

 

 

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

 ①会員向け研修会の開催 

   平成30年度総会開催前に、会員向け研修会を開催しました。 

   

日  時 平成30年６月７日(木) 18：30～19：30 

参加者数 97名 

講  師 横浜市総務局危機管理室 危機対処計画課 担当係長 石川 雅邦氏 

内  容 

横浜市防災計画「震災対策編」の修正について 

・防災計画とは 

・本市避難行動の流れ 

・見直しの経過 

・防災計画「震災対策編」の主な修正項目 

    

②支援者向けコーディネートスキルアップ研修の開催 

災ボラセンターの運営に関わる方々(行政・社協・区災ボラネット・市災ボラ会員等)

を対象に、災害ボランティアコーディネータースキルアップ研修会を実施しました。 

日  時 平成31年１月23日（水）18：30～20：30 

参加者数 88名 

講  師 石原 達也氏（認定NPO法人岡山NPOセンター） 

内  容 

災害時のネットワーク連携について～西日本豪雨災害に学ぶ～ 

岡山の被災状況をはじめ、「災害支援ネットワークおかやま会議」の立

上げやネットワークに 160以上の様々な分野の団体が facebookでつなが

り、情報を共有し必要な支援を発信して、即支援につなげたことなどをお

話いただきました。 

 

  5)災害情報等の収集・提供及び情報システムの構築                                  

   ①会報「NEWS LETTER」の発行 

横浜市との協働事業として、会報を発行しました。 

装丁： A4版 2色 4ページ 

発行部数： 2,500部×3回 

発行時期：平成30年10月(No.61)、平成31年２月(No.62)、平成31年３月(No.63) 

内容： 

【No.61】・平成30年度総会および会員向け研修会報告 

         ・西日本豪雨災害支援への取組 

・会員紹介 

         ・区災ボラネット ブロック別連絡会報告（B、Cブロック）等 



     【№.62】・第１回市域連絡会報告 

         ・会員紹介 

         ・区災ボラネット ブロック別連絡会報告（Aブロック） 

         ・北海道胆振東部地震の被災地への義援金募金活動報告 

         ・西日本豪雨災害被災地職員応援派遣報告 

         ・災害ボランティアコーディネータースキルアップ講座報告 等 

【No.63】・市・区災害ボランティアセンター運営訓練開催報告 

         ・会員紹介 

・区災ボラネット ブロック別連絡会報告（B、Dブロック） 

・震災対策技術展出展報告  

 

   ②横浜災害ボランティアネットワーク会議ホームページの運営 

 横浜災害ボランティアネットワーク会議ホームページにて、災害ボランティアに関 

する研修や大阪北部地震、台風７号による災害情報、運営委員会の議事録などの情報提 

供を行いました。 

 更新回数：11回 

         

 

  6)横浜災害ボランティアネットワーク会議の組織体制の強化                           

    年間９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が災害時に 

有効に活動できる組織になるべく、区災ボラネットと市災ボラネットとの役割等につい 

て検討を行いました。 

 

 
 

7)その他                                    

①平成30年度 総会 

日 時 平成30年６月７日(木) 19：40～20：45 

会 場 横浜市健康福祉総合センター 8階 大会議室8A・8B 

参加者 参加会員49組（委任状：16組）  

内 容 

第１号議案 平成 29年度事業報告について 

第２号議案 平成 29年度決算報告について 

監事監査報告 

第３号議案 役員の改選について 

第４号議案 平成 30年度事業計画(案)について 

第５号議案 平成 30年度収支予算(案)について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

②横浜災害ボランティアネットワーク会議 運営委員会 

 

委 員 計22団体：別紙 運営委員一覧参照 

事務局：横浜市社会福祉協議会 

オブザーバー：横浜市市民局市民活動支援課 

横浜市市民活動支援センター  

主 な 

議 題 

第１回 平成30年４月11日（水） 

 ・平成30年度 総会及び会員向け研修会について 

 ・平成30年度事業計画および平成30年度予算について 等 

第２回 平成30年５月15日(火) 

 ・平成30年度 総会及び会員向け研修会について 

 ・平成29年度事業報告および平成29年度決算について 

・運営委員、役員の選出について 

 ・平成30年度事業計画および平成30年度予算について 等 

第３回 平成30年７月18日(水) 

 ・運営委員長の選任について 

 ・西日本豪雨災害について 

・市域の連絡会開催について 

・NEWS LETTER 掲載記事について 等 

第４回 平成30年９月20日(木) 

 ・西日本豪雨災害について 

・市域の連絡会開催について 

・支援者向けコーディネートスキルアップ研修会について 等 

第５回 平成30年10月26日(金) 

 ・西日本豪雨災害について 

・支援者向けコーディネートスキルアップ研修会について 

・市・区災害ボランティアセンター設置訓練について 

・NEWS LETTER 掲載記事について 等 

第６回 平成30年12月４日(火) 

・市域の連絡会開催について 

・支援者向けコーディネートスキルアップ研修会について  

・市・区災害ボランティアセンター設置訓練について 等 

第７回 平成31年１月17日(木) 

・支援者向けコーディネートスキルアップ研修会について  

・市・区災害ボランティアセンター設置訓練について 等 

第８回 平成31年２月15日(金) 

 ・ブロック助成金について 

 ・NEWS LETTER 掲載記事について 

 ・次年度に向けての事業計画について 等 

第９回 平成31年３月18日(月) 

 ・市・区災害ボランティアセンター運営訓練振り返り 

 ・次年度の事業計画について 等 

   

 

 



 

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

 

 

 

 

＊平成 29年度末会員数：95組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 人 会 員 14   人 

団 体 会 員 83 団体 

合計会員数 97   組 



横浜災害ボランティアネットワーク会議 運営委員(団体) 

平成 30年度 
 

所属 氏名 

公益財団法人横浜ＹＭＣＡ 山添 訓 

ガールスカウト横浜市連絡協議会 外山 薫・梅田 啓子 

神奈川県生活協同組合連合会 丸山 善弘 

公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会 平井 晃 

ボーイスカウト横浜市連合会 中上 健 

鶴見区災害ボランティアネットワーク 河西 英彦 

南区災害救援ボランティアネットワーク 高松 清美・山片 悟 

港南区災害ボランティアネットワーク 井出 恵章 

保土ケ谷区災害ボランティアネットワーク 川名 秀明 

磯子区災害ボランティアネットワーク 和田 實 

金沢区災害ボランティアネットワーク 深浦 茂晃 

港北区災害ボランティア連絡会 宇田川 規夫 

とつか災害救援活動ネットワーク 宮川 靖司 

泉区災害ボランティア連絡会 乾 英昭 

瀬谷区災害ボランティアネットワーク 篠 康房 

NPO法人かながわ３１１ネットワーク 伊藤 朋子 

神奈川災害ボランティアステーション 鈴木 幸一 

横浜市子ども会連絡協議会 福永 浩世 

横浜市健民少年団 栗原 安雄 

横浜市スポーツ推進員連絡協議会 後藤 薫 

青葉区災害ボランティア連絡会 竹下暸・小池由美・糟谷好邦 

事務局：社会福祉法人  横浜市社会福祉協議会 

オブザーバー：横浜市 市民局 市民活動支援課 

        横浜市市民活動支援センター 


