
２０１４（平成２６）年度事業計画書 

２０１４（平成２６）年４月１日から２０１５（平成２７）年３月３１日まで 

 

特定非営利活動法人レスキューストックヤード 

 

1 事業実施の方針 

東日本大震災から４年目を迎えた本年度は、沿岸部の高台・災害公営住宅への移転、原発被災者が抱える地

域や家族の分断・子どもの健康問題などの課題に対して、飛躍的な発展は見込めないばかりか、震災の風化は

ますます進行することが予測される。故に、この間被災者が、孤立やあきらめ、絶望感に押しつぶされること

のないよう、また、頑張ろうとする人達をさらに応援していけるよう、より一層一人ひとりの心情に寄り添い、

様々な支援を駆使して事業を進めていく。特に沿岸部は、来年度以降に訪れる移転時期に備えて、新天地で物

心共に安らかな新生活を送るための準備期間と考え、新しいコミュニティの構築に向けた支援を進めていきた

い。また、南海トラフ巨大地震に対する愛知県の被災想定が発表されたことや、多発する集中豪雨水害に対し、

市民の防災意識の向上、子ども防災、避難行動要支援者支援、避難所運営、災害ボランティアの質の向上など

をキーワードに、地域ニーズに沿ったアプローチを丁寧に開拓・提供していくことを目標に、以下の事業を進

めていく。 

 

2 事業の実施に関する事項 

（1） 特定非営利活動に係る事業 

被災者支援事業 

事業名 主体・協働先 事業内容 

東

日

本

大

震

災

支

援

関

連 

事務局体制 RSY 

【七ヶ浜事務局】嘱託職員2名、アルバイト1名（現地採用）【愛

知県被災者支援センター】センター長、派遣嘱託職員 2 名、派

遣アルバイト1名 

七ヶ浜町基本支援 RSY 

足湯ボランティア、仮設店舗「七の市商店街」・「きずな工房」

運営サポート、漁業・農業支援、七ヶ浜復興応援サポーター

プロジェクトの推進等 

被災３県への「うる

うるパック」配布 

災害ボランティア

支援プロジェクト

会議（支援P） 

被災3県の高台・災害公営住宅移転者へのうるうるパックの

配布。保管・パック化作業用倉庫の整備、企業・社協・他

NPOとの協働推進、パック化・安全研修・検証の実施など 

『移動式きずな寺子

屋（仮称）』子ども復

興支援 

ユニー・グループホ

ールディングス

（株） 

サークルKサンクスの店頭募金をもとに、仮設住宅に住む七

ヶ浜町の小・中・高校生への学習支援・生涯学習機会提供と

してキャンピングカーにて、町内を移動しなら地元色を活か

した支援プログラムの実施など 

「絆」寄付金 ブラザー工業（株） 
社員から集められた寄付金をもとに、七ヶ浜町の応急仮設住宅

修繕事業、きずな公園支援、漁業・農業支援の実施など 

寄付助成 
生活協同組合連合

会アイチョイス 

組合員から集められた寄付金をもとに、年 4 回のボランティア

バス派遣事業、移転後の集いの場づくりのためのサロン事業、

3.11メモリアル企画事業の実施など 

ネットワーク  

JVOAD構想、東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）、愛

知県被災者支援センター（愛知県委託事業／事務局担当）、東日

本大震災支援ボランティアセンターなごやへの参画 

県外避難者支援 RSY 
愛知県被災者支援センターを通じて繋がった被災者を対象に、

サロンやモノづくり教室を実施（年４回程度） 

緊急救援 RSY 被災地の緊急救援及び生活再建支援活動 

周年 
RSY・各地の被災

地 

阪神・淡路大震災 20 周年、東海豪雨水害 14 周年、新潟県中越

地震10周年、能登半島地震（穴水町）7周年、新潟県中越沖地

震（刈羽村）7周年などの周年イベントへの参画 



復興支援 RSY 阪神・淡路大震災 

調査研究･出版事業 

事業名 主体・協働先 事業内容 

大学連携 名古屋大学 
災害対策室・減災連携研究センターとの連携（各種研究会、イ

ベント等への参加） 

大学連携 京都大学 防災研究所との連携（各種研究会、イベント等への参加） 

大学連携 名古屋工業大学 
高度防災工学センターとの連携（各種研究会、イベント等への

参加 

人材交流・ネットワーク推進事業 

RSY有識者パートナー  有縁の学識経験者を招き、RSY会員を対象としたサロン形式

の講演会を開催 

RSY758 RSY 

月1回の定例会の実施、2ヶ月に1回の「RSYdeないと」（新規

会員獲得、会員・ボランティアの学習会の場）の実施、ボラン

ティアメンバーによる被災地支援や防災・減災をテーマにした

企画立案・実施、年１回ボランティア大交流会の実施 

RSYボランティアDAY RSY 
あるある発送作業やイベント準備など様々な事業の取り組みを

応援頂く 

名古屋ネット 名古屋市など 
なごや災害ボランティア連絡会、防災ボラネットなごや定例会

出席・防災フェスタへの参画など 

愛知県ネット 愛知県など 

防災のための愛知県ボランティア連絡会への加盟・定例会議出

席あいち防災協働社会推進協議会・あいち防災フェスタへの参

画など 

東海圏ネット 
静岡県ボランティ

ア協会など 
災害図上訓練への参画など 

全国ネット 

全 国 の NPO ・

NGO・社協・企業

など 

東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）、災害ボランティア

活動支援プロジェクト会議（支援P）、震災がつなぐ全国ネット

ワーク（震つな）、JVOAD構想などへの参画 

NPOネット 
名 古 屋 市 内 の

NPOなど 

名古屋NGOセンターからの研修生（Nたま）受入、ボラン

タリーネイバーズなど中間支援NPOなどとの交流・連携 

養成講座・研修事業 

事業名 主体・協働先 事業内容 

防災人材育成（防災・減災

カレッジ） 

愛知県防災協働社

会推進会議 
事務局担当、企画・運営補助 

みずから守るプログラム 
愛知県建設部河川

課 

愛知県内のモデル地区にて、水害ハザードマップ作りや避難行

動訓練を実施 

助け合いの仕組みづくり

支援 
名古屋市中川区 

避難行動要支援者の名簿・避難行動計画づくり、避難誘導訓練

の実施など 

災害に強いまちづくり 名古屋市南区 
避難行動要支援者の名簿・避難行動計画づくり、避難誘導訓

練の実施など 

避難所運営訓練 名古屋市熱田区 モデル地区における避難所運営訓練での講演会など 

避難所運営訓練 名古屋市中村区 HUGの実施など 

避難所運営リーダー養

成・フォローアップ 
名古屋市東区 

HUG の実施、過去３ヶ年の修了者を対象にした避難所運営

訓練の実施など 

避難所環境整備 
名古屋市中区栄学

区 

37町内会を対象にした講演会、学区の避難所の拡充、避難所

に必要な物品リストの作成など 

防災ネットきずこう会支

援 
高浜市 地域防災力向上のための講演会、WS、避難訓練の実施など 

災害ボランティア VC 養

成講座 
瀬戸市 災害ボランティアに関わる講演会、WSの実施など 



自主防災組織活性化 安城市・安城市社協  避難所運営に関する講演会、WS、避難所運営訓練、手引書作成 

地域防災リーダー育成講

座、職員防災講座 
岐阜県岐南町 地域防災リーダー養成のための講演会、WSの実施など 

各務原市防災ひとづくり

講座 
岐阜県各務原市 災害・防災ボランティアに関わる講演会、WSの実施など 

災害VC養成・フォローア

ップ講座 
名古屋市 

災害ボランティアに関わる講演会、WSの実施。過去12年の修

了者を対象にしたWSの実施など 

防災人材交流セミナー 
防災人材交流セミ

ナー実行委員会 

過去に実施された防災に関する講座等の受講者が一同に介して

「顔の見える関係」を築く「場」として実施 

名古屋Shake Out 
名古屋 Shake Out

実行委員会 

周辺の産官学民の有志が集い、Shake Out（指定された開催

日時に参加者が自主的に行う大規模防災訓練）の実施 

防災フェスタ 
なごや防災ボラネ

ット 

防災啓発イベントのための、防災コーナーでの企画・運営。

本年度は昭和区で実施 

広報関連事業 

事業名 主体・連携先 事業内容 

あるある（機関紙） RSY 
毎週火曜日ボランティアによる「編集会議」実施。会員、そ

の他関係機関などに年6回、約600部発行 

Web RSY ブログ、ツイッター、フェイスブックによる情報発信 

各種検討会等 

依頼先 内容 

内閣府 
広域連携に関する有識者会議（栗田）、防災ボランティア活動検討会（栗

田）、防災教育チャレンジプラン実行委員会（栗田） 

愛知県 

防災のための愛知県ボランティア連絡会（栗田・浜田）、愛知県地震対

策有識者懇談会（栗田）、あいち防災協働社会推進委員会（栗田）、愛知

県防災会議（栗田）、愛知県被害想定予測調査教育・啓発WG（栗田） 

名古屋市 

なごや災害ボランティア連絡会（栗田・浜田）、名古屋市地震対策専門

委員会（栗田）、市民減災行動活性化方策検討会（栗田）、名古屋市多文

化共生推進プラン検討委員会 

愛知県社協 平成26年市町村社協災害対応支援部会（浦野） 

名古屋都市センター 減災まちづくり研究会（栗田） 

UR都市再生機構 地域懇談会（栗田） 

中央共同募金会 災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（栗田） 

静岡県ボランティア協会 東海地震等に備えた災害ボランティアネットワーク委員会（栗田） 

日本災害復興学会 理事・復興支援副委員長（栗田） 

名古屋学院大学 大学COC事業名古屋キャンパス委員会（浦野） 

非常勤講師 

依頼先 内容 

至学館大学・同短期大学 総合社会参加（ファシリテーション）論（栗田） 

名古屋大学 地域防災論（栗田） 

名古屋工業大学大学院 リーダーシップ論（栗田） 

名古屋学院大学 防災福祉まちづくり論（浦野） 

被災地スタディツアー事業 

事業名 主体・連絡先 事業内容 

スタディツアー RSY 
阪神・淡路大震災（神戸市）、新潟県中越地震（長岡市）、能登

半島地震（穴水町）、新潟県中越沖地震（刈羽村）など 

 



収益活動に係る事業 

事業名 事業内容 

印刷代 輪転機・コピー機の有料使用 

書籍販売 「被災者が一番伝えたいこと」、震つなブックレット等の販売 

物品販売 耐震DVD・防災紙芝居の販売 

防災用品の開発・販売 
防災グッズ（じしんだゾウさんてぬぐい、紙ぶるる等） 

家具転倒防止グッズ（S・Kベルト） 

 


