
新型コロナウイルス感染拡大の影響と対応に関する

神奈川県内NPO・市民活動団体向けアンケート(第2回）

調査報告（別冊）

＜自由記述回答一覧＞

2021年3月

災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ(準備会議)



■新型コロナウイルス感染拡大の影響と対応について

自由記述設問

(10) “活動の利用者や支援先の人”がいま困っていることを具体的に教えてください。

(11) この困難を乗り越えるために、これまでに取り組んだこと、今後取り組もうと考えていること、
　　　他団体にも参考となる工夫や情報などがあれば教えてください。

(14) (団体の維持や活動補助のために利用した）支援制度の具体的な名称と、さし支えなければ
　　　その金額や用途を教えてください。

(18) 地震や台風などで地域に甚大な被害が生じたとき、あなたの団体はどのような支援を地域に
　　  提供できると思いますか。支援活動の内容について具体的にお書きください。

(15) 利用した支援制度の使いやすさ（申請手続き、交付対象や期間、事務負担など）について、
       ご意見があればご記入ください。

(追加設問）
■市民団体による防災・災害復興支援について

NPO等コロナ影響アンケート（第２回）調査報告（別冊） 2



整理
番号

回答内容 主な活動分野
団体

所在地
(地域）

10001 ＺＯＯＭの活用
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10002
イベントの開催中止で利用者が不満を口にする。
衛生用品の値上がりや一部の商品の不足。

保健、医療、福祉
の増進

横浜

10003
イベントの減少による工賃の減少、スタッフに関しては感染予防に対する精神的な
疲労、マスク・手袋等、作業で使う物品の値段の高騰等

保健、医療、福祉
の増進

横浜

10004 インキュベーション的な団体なので、来年度の運営メンバー人材不足
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10005
コロナの影響で活動が制限され、工賃収入が減っていること。また、レク活動等の余
暇活動が制限され、ストレスフルになっている。

保健、医療、福祉
の増進

横浜

10006 コロナ対策のための高年齢層の集会自粛。とはいえ当然のことです。
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10007 外出の機会がなくなっていることによる体力低下。気力の低下。
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10008

活動の内容として、遠方への移動ができない事で、定期的に行っている石巻での支
援活動が止まっています。また、イベントの中止などによって、販売活動などが制限
されています。利用者についても移動の制限や感染リスクがあり、スタッフの負担も
増えています。

保健、医療、福祉
の増進

横浜

10009 行く所が減ったことでフレイルや認知症が進んだ　。、
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10010 三密の回避
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10011
自宅の掃除、自宅での話し相手、外出を怖がっている、生活困窮、役割の喪失、社
会参加

保健、医療、福祉
の増進

横浜

10012 生活のパートナーに持病があったり、本人に持病がある人が活動を中止している
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10013 先行きのみえなさ
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10014 対面で話す時間が少ない
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10015 通院頻度の減少
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10016
同じ月齢年齢の子ども同士が関わる機会が減っている事、大人同士も同様。オンラ
インの会では、全く外にでれていない等の話も聞きます。

保健、医療、福祉
の増進

横浜

10017 漠然とした不安があり、利用者もご家族も精神的に不安定になっている。
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10018

病院での両親教室の中止、区や拠点の定員は少ないなど、産前教育の不足と、同
じ状況の人と出会ることができず、見て学ぶ機会がすくない。
また、産後の祖父母のサポートが受けられないなど、産後支援の不足。
産前産後の外出の機会が減り、母親の運動不足から体力不足、うつ傾向、また、親
以外の人との接触がなく、子ども発達も気になるところが出てきている。

保健、医療、福祉
の増進

横浜

10019 保菌者になった
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10020 面会ができない　研修会を中止した
保健、医療、福祉
の増進

横浜

10021
遠い人との関係性が直接できなくなった。
近い所や、短時間に縮小され限定されている。

保健、医療、福祉
の増進

川崎

10022 活動できる会議室などが利用できないことが多い
保健、医療、福祉
の増進

川崎

10023
感染が怖くて行動援護や移動支援の利用を自粛されている方達が、引きこもり状態
に有り、人との関わりが減っている。精神的な安定を図るための支援の手立てがな
い。

保健、医療、福祉
の増進

川崎

10024 感染のリスクに常に晒されていること
保健、医療、福祉
の増進

川崎

10025 研修依頼元からの延期、中止要請
保健、医療、福祉
の増進

川崎

10026
現時点ではオンラインでの活動が中心になっているので、ITリテラシーに疎い高齢
者など取り残されるかたちになっている。

保健、医療、福祉
の増進

川崎

(10) “活動の利用者や支援先の人”がいま困っていることを具体的に教えてください。
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10027
産後の母親支援として、健康支援、集う場の提供をしていましたが、その機会が減
り、孤育てとなっている。

保健、医療、福祉
の増進

川崎

10028
仕事がなくなった、もしくは少なくなった。収入の減少、住むところがない、家族から
の暴力・虐待の増加など。

保健、医療、福祉
の増進

川崎

10029 施設側の使用制限があり、会場が確保できない。
保健、医療、福祉
の増進

川崎

10030

障害児・者と家族を対象とした事業活動を行っているが、コロナ禍により家族の孤立
が更に深まっている。小さな生活環境の変化に敏感な人が多く、福祉サービスの利
用も制限されており、家庭におけるDVや虐待深刻など深刻な事態や困り事が増え
ている。

保健、医療、福祉
の増進

川崎

10031 対面朗読ができない
保健、医療、福祉
の増進

川崎

10032
対面朗読は中止している。具体的には毎月１回の施設訪問朗読や利用者（視覚障
害者）が来訪しての朗読など。

保健、医療、福祉
の増進

川崎

10033 調理実習など、蜜になる可能性が高いため、実施しにくい
保健、医療、福祉
の増進

川崎

10034
発熱、手指消毒、換気などコロナ対策をしているが、コロナへの感染、濃厚接触の
恐れなど防ぎきれない事態になること、疑いがあれば休ませねばならない。利用
者、職員双方に影響がある。

保健、医療、福祉
の増進

川崎

10035 不安や恐怖感が拭えずに、活動が出来なくなることがある
保健、医療、福祉
の増進

川崎

10036 不安障害、ＨＳＰの方の不安感が増した
保健、医療、福祉
の増進

川崎

10037
コロナ感染拡大により行事（外出やイベント）が中止になり、楽しみにしていたことが
なくなってしまい不満・ストレス・不安定につながりやすい

保健、医療、福祉
の増進

県央

10038 感染拡大の不安があり、ボランティアさんを募集できない
保健、医療、福祉
の増進

県央

10039 高齢者福祉施設へボランティア派遣活動が停止中
保健、医療、福祉
の増進

県央

10040 認知症カフェが開けないため、参加できない。お年寄りが閉じこもりがちになる。
保健、医療、福祉
の増進

県央

10041
▪︎1ヶ所での活動人数を減らしているため、骨髄バンクドナー登録者数が増えにくく、
患者さんの移植のチャンスが減る
▪︎会員も血液疾患患者が多く、ハイリスクなため活動しにくい状況

保健、医療、福祉
の増進

湘南

10042
⓵集会参加に不安がある　②会場が抽選の為、開催日が固定出来ない　③互いが
接近、接触できず、盛り上がりずらい　⓸全員の体調チェックが開始直前に義務付
けられる

保健、医療、福祉
の増進

湘南

10043
ソーシャルディスタンスやイベントの中止などで、人と人の繋がりの希薄。それによる
「私は社会に必要とされていないのではないか」など鬱傾向者の増加。

保健、医療、福祉
の増進

湘南

10044 活動内容の変更
保健、医療、福祉
の増進

湘南

10045
傾聴訪問先の介護・医療施設が面会謝絶となっているので、入所者・患者の方たち
は孤独な状況に置かれていると推測している。

保健、医療、福祉
の増進

湘南

10046
行政主催の講座等が全て中止になり、外出の機会が減った。感染が心配でボラン
ティアの依頼も控えるようになっている。家に閉じこもりがち。

保健、医療、福祉
の増進

湘南

10047 講師などに前もっての約束を取り付けるのが難しい。施設訪問ができない。
保健、医療、福祉
の増進

湘南

10048 点字出版が中止になったり、遅延していること
保健、医療、福祉
の増進

湘南

10049
利用者の人で持病をお持ちの方は、通所中止、市のイベント等
の中止や公的施設の人数制限などで、利用者、職員の外出が出来ない。

保健、医療、福祉
の増進

湘南

10050
利用者は仕事の減少による収入減並びにコロナ対策はしているが、感染への不安
がある。

保健、医療、福祉
の増進

横須賀
三浦

10051 そもそもICTが苦手という先入観を持っている人が多い。
保健、医療、福祉
の増進

その他

10052

・利用者については60歳代以上が多いこともあり、活動については大変慎重で、活
動だけでなく、公共交通機関を利用することにも神経を使っている様子。
・団体向けにアンケートを行った結果80%の団体が活動回数が減少との回答があっ
た。
・地域のイベントなどで賑わいを演出するボランティア活動（歌や演芸のパフォーマ
ンス）者たちにも一切依頼がなく、大変寂しい思いをしている様子。

社会教育の推進 横浜

10053 活動場所のコロナ対策による利用制限：定員、フェースシールド着用など 社会教育の推進 横浜

10054
セミナー活動は三密に該当するため停止。
個別相談は感染拡大防止対策をしながら慎重に実施。

社会教育の推進 川崎
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10055 運転資金の欠如 社会教育の推進 川崎

10056 新型コロナ感染防止のためワークショップ議論が制約を受う。 社会教育の推進 川崎

10057 新入団のスカウトが気の毒であった。 社会教育の推進 川崎

10058 直接、会うことができなくなった 社会教育の推進 川崎

10059 活動を停止中です。 社会教育の推進 県央

10060 対面でのIT支援活動をする場所が閉鎖され、３密を避けIT支援できる場所がない 社会教育の推進 湘南

10061 イベント運営に人手がかかる。また、協賛が集まりにくい まちづくりの推進 横浜

10062
コロナ前から言われていたことだが、情報発信の手段に制約を受け、新たな試みが
必要なことが露呈した。しかし代わる手段を選択することが難しく、何もしない結果を
選択している

まちづくりの推進 横浜

10063
コロナ対策・支援策が、「最も取り残されている人」に届かず、格差・分断がより大き
くなる

まちづくりの推進 横浜

10064
活動の曜日や時間、人数などを制限しているため、ボランティアや利用者が会う機
会が減り、活動・利用を継続する気持ちの維持を心配している。反面、会わないこと
で逆に居場所の重要性を再認識したという声も聞かれる。

まちづくりの推進 横浜

10065
出かける機会、おしゃべりを楽しむ機会が減り、心身ともに衰えていることを感じる
（高齢者）。　認知症初期で独居の方の症状が進んでいる。

まちづくりの推進 横浜

10066
場に集まることによって初期接触点を設けていたが、それが叶わなくなり、新しい仲
間との出会いの機会を作ることが難しい

まちづくりの推進 横浜

10067 感染症対策に費用や時間がかかる まちづくりの推進 川崎

10068 感染予防で参加が出来ない まちづくりの推進 川崎

10069 社会福祉施設等で活動場所が借りられなくなつた。 まちづくりの推進 川崎

10070 対面で集まることができない まちづくりの推進 川崎

10071 特になし まちづくりの推進 川崎

10072 遊びが制限される まちづくりの推進 川崎

10073 コロナが原因で困っていることはないと思います。 まちづくりの推進 湘南

10074 カフェの利用を最小にして、配食テイクアウトに変更 まちづくりの推進
横須賀
三浦

10075
感染防止観点からガイド案内を自主的に中止。収入減と賃料等固定支出による赤
字。

観光の振興
横須賀
三浦

10076 交流の機会の減少
農山漁村、中山間
地域の振興

横浜

10077 トレーニングプログラムが開催できない。参加できない。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 横浜

10078
音楽やイベントに対して現実以上に悪いイメージが付いており、ライブハウスや
ミュージシャンの活動に影響が出ています

学術、文化、芸術、
スポーツの振興 横浜

10079 イベント参加者の人数制限。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 川崎

10080
コロナちゃんで来なくなった人がいますが、体操をしなくなり老化が進みました。しか
しながら、そんなことは、言えません

学術、文化、芸術、
スポーツの振興 川崎

10081
運営するメンバーがクラスターの発生を必要以上に（と私には思えるのですが）怖
がって、事が進まないこと。軽んじてはいけませんが、出来る事をきちんとするという
心構えで対応しないと来年度も何もできなくなりそうで心配です。

学術、文化、芸術、
スポーツの振興 川崎

10082 感染リスク回避のため休会せざるをえない人がいる
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 川崎

10083 収入源の一部であるグッズ等商品の販売先（イベントなど）が激減
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 川崎

10084 上演やワークショップは中止しておりますので、ご依頼をうけることはできません。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 川崎

10085 乗馬会を行っています。騎乗者だけでなく、ボランティアが少なく困っています。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 県西

10086 イベント・会議が全く開催できない
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 県央

10087
コロナ感染拡大のため、従来、老人施設等、一般団体への訪問演奏が出来ないた
め、サークル内の練習きりできない。

学術、文化、芸術、
スポーツの振興 県央

10088 参加したくてもその活動場所に行けない
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 県央

10089 神奈川県協会主催の大会、研修・会議等が中止となり参加できなくなった
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 県央

10090 展示会が開催不可能になりました。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 県央

10091 文化祭等、発表の場が中止や延期になった。一部高齢者会員の不参加がある。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 県央

10092 会員の激減で運営が逼迫しています。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興 湘南
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10093
高齢者で70名を越えるコーラスグループ。試しにマスクして歌ってみたりはしたが、
間隔を開けて歌うのでは、とても負担で楽しめないから、マスクなしでも歌えるように
なるまで、中止としました。

学術、文化、芸術、
スポーツの振興 湘南

10094 感染防止に安心感を持てなくて、参加を辞退している。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興

横須賀
三浦

10095 参加の機会が少なくなり、会員同士の触れ合いが減少している。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興

横須賀
三浦

10096 東京都からの若い利用者（勤めを持っているため）が参加できない。
学術、文化、芸術、
スポーツの振興

横須賀
三浦

10097 3密を避けるように注意 環境の保全 横浜

10098 3蜜の防止が難しい 環境の保全 横浜

10099
感染を危惧して外に出るのがためらわれる（WEショップ利用者）。ロックダウンにより
活動ができない（フィリピン支援先）。

環境の保全 横浜

10100 支援先でも行動が抑えられているため支援が進まない 環境の保全 横浜

10101 時短営業（リユース事業）をしているので、来れなくなった人がいる。 環境の保全 横浜

10102
春の小・中学校の閉鎖の影響でカリキュラムの進捗が遅れており、出前授業やクラ
ブ活動を実施する余裕がない。または担当の先生に出前授業やクラブ活動を検討
する時間的余裕がない。

環境の保全 横浜

10103 多数の人が一つの場に集まれないこと。飲食を伴う活動が制限されること。 環境の保全 横浜

10104 イベントや集会のための宣伝活動への参加者も減ること。 環境の保全 川崎

10105
スタッフが高齢者になっていくため、戸外活動を中心としたサポートができなくなっ
た。スタッフ活動への若者の参画ができなかった。 環境の保全 川崎

10106 活動の資金が不足しています 環境の保全 川崎

10107 市民向けに啓発活動をしているので、特定できる利用者はいない。 環境の保全 川崎

10108 普及啓発活動の場が激減した 環境の保全 川崎

10109 活動参加を自粛する会員さんがおられる。 環境の保全 湘南

10110

当法人は市民からの寄付品をショップで販売するリユース＆チャリティショップを運
営。収益をアジアの数か国の人々の自立支援活動に活用しています。支援先の一
つの事例では、インドの農村地域では自分の土地を持てない人々が多く、出稼ぎで
生計を立てている。コロナで仕事がなくなり村に戻ってきたが、同時にコロナを村に
持ち込むことにもなった例が増えた。日雇い仕事もなく生活に窮していると定期報告
書が届いています。チャリティショップに迎えるお客さまの数が減少し、売り上げ減少
が続いています。

環境の保全 湘南

10111 コロナ感染が収束せずに、講座を開催できていない。 環境の保全
横須賀
三浦

10112 会議、イベント等の人数を制限され参加できない場合がある 環境の保全
横須賀
三浦

10113 活動時に感染防止に気配りが必要となっている 環境の保全
横須賀
三浦

10114
新型コロナの影響で連携団体の活動が縮小された。特に顔を合わせての活動の多
くが中止になった。

災害救援活動 横浜

10115 行政との協働事業が計画通り行われないことで、助成金の返還が必要となる 災害救援活動 県央

10116

福島の原発事故による被曝家族を平塚に招いて自然の中でリフレッシュしてもらう
保養活動とその解決について学ぶ講演会を中心に活動してきたが、コロナ禍により
首都圏に近い平塚には感染の恐れがあるので来たくないということと受け入れ体制
も難しいということで保養受け入れは中止している。また講演会も三蜜を防ぐため中
止している。

災害救援活動 湘南

10117 防災訓練などで人が集まれないために活動が停滞していること 地域の安全活動 横浜

10118 会議、打ち合わせが充分できない。 地域の安全活動 県央

10119 必要性があるにもかかわらずセミナー開催ができない
人権の擁護、平和
の推進

横浜

10120 活動の場が閉鎖され、何もできなくなってしまった
人権の擁護、平和
の推進

川崎

10121 講演会などが中止になり、会員の募集、会費の納入などに支障が出ている。
人権の擁護、平和
の推進

川崎

10122 高齢者との同居などにより活動に制限が加わることで活動人数が激減した。
人権の擁護、平和
の推進

川崎

10123

・オンライン設備（整っていない外国人家庭はある）
・オンライン設備があったとしても…
デバイス、WiFiの有無に限らず、家族内でオンラインで仕事、オンラインで授業、と複
数いた場合、主婦層は優先順位が下がり参加制御の方向にならざるをえないという
事実。

国際協力、多文化
共生

横浜
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10124 活動の場がほとんどなくなった
国際協力、多文化
共生

横浜

10125

感染への不安を抱きながらの活動となるため、中止するイベントが未だ絶えない。
活動を中止したり、従来の定員で参加者を募ることができないことが多いため、活動
利用者、支援先の人の動機付けが困難。
ダンスや運動、コーラス、会食を伴う活動・イベントは、練習も困難で実施できない。
テキストを持っていない学習者へオンラインで学習支援することが困難。
ハイブリッド型会議での会議場の音声がオンライン参加者に聞きづらい。

国際協力、多文化
共生

横浜

10126
感染拡大でイベントができないこと、例年参加していたイベントが中止になり活動す
る場所がないこと。高齢の会員が多いため活動に慎重になっていること。

国際協力、多文化
共生

横浜

10127 オンライン化したいが、ボランティアの個人負担が多く、活動が限定される。
国際協力、多文化
共生

県央

10128
新型コロナの影響で支援者の仕事が減りかなり生活が厳しくなっている。例として工
場勤務体制の変更により週1日から３日程度しか働くことができない。収入の減少が
非常に大きい。

国際協力、多文化
共生

県央

10129

国内の活動および国外のイベントおよび活動で　コロナの影響で制約があり、従来
通りの活動ができない。もし、無理して制約の範囲で対面での活動を行いその活動
のメンバーからコロナ感染者が出た場合は当協会の死活問題となりうるため、　石
橋をたたきながら活動を行っている。
今年度のイベントおよびグループ活動が中止になりモチベーションが低下している。

国際協力、多文化
共生

湘南

10130 参加者数を減らしているので、希望の方全員へのサービスの提供ができない。
男女共同参画社
会の形成

川崎

10131 PTA活動ができない 子どもの健全育成 横浜

10132 コロナの恐怖 子どもの健全育成 横浜

10133
学校の授業内で行われる職業講話や職場体験ですが、実施を見送りキャリア教育
を受けられない子ども達がいます、今年度見送れば来年度は進学準備など別で時
間がかかるため、キャリア教育を受けられないまま卒業してしまう恐れがあります。

子どもの健全育成 横浜

10134

学習支援の利用者に対して、学習の機会を提供することが困難な状況に陥っている
ため、以前のような支援を行うことができなくなった。そのため、児童生徒の病気（特
に皮膚疾患）に対して、どこの医療機関に相談したらよいかといった相談支援ができ
なくなっている。それとともに、学力の低下や学校へ行くことに対して悲観的になる児
童生徒が出てきている。

子どもの健全育成 横浜

10135 経済的な不安。急な学校休校になった場合困ること。 子どもの健全育成 横浜

10136
子どもたちの習い事等の居場所の減少、自粛期間をきっかけとして家にこもりがち、
経済状況の悪化（悪化しているのではないか、あくまでも予測）

子どもの健全育成 横浜

10137 子どもとの過ごし方 子どもの健全育成 横浜

10138
子どものひとり親の仕事がなくなり、生活が不安定になっている。それに伴い子ども
も不登校状態が悪化している。

子どもの健全育成 横浜

10139 子どもを預けることができなくなったため、失業した、家庭内暴力の増加 子どもの健全育成 横浜

10140 利用しづらくなっている・内容が縮小されて楽しみが減っている 子どもの健全育成 横浜

10141
21年度のメンバー募集を躊躇ってしまうが募集しなければ継続はできないのでメン
バーの定員数を見直さなければならない。

子どもの健全育成 川崎

10142 再開のタイミングがつかめないでこまる 子どもの健全育成 川崎

10143 施設は実験教室を開催できなくなり、子どもは実験教室に参加できなくなった。 子どもの健全育成 川崎

10144 情報が得られない 子どもの健全育成 川崎

10145 食事をとりながらの世代を超えた交流ができなくなった。 子どもの健全育成 川崎

10146 親子で行く先が無いこと、出かけて良いのか迷っていること、 子どもの健全育成 川崎

10147
人と会えない、どこまで気をつければいいのか不安、子どもを連れてて居場所がな
い

子どもの健全育成 川崎

10148 体験会（行事）の中止、セラピーが受けらない。 子どもの健全育成 川崎

10149 対面で相談や会話できる場所やお友達作りに困っているということをよく聞きます。 子どもの健全育成 川崎

10150 日常的に予約なく利用できる施設が限定されていること 子どもの健全育成 川崎

10151 利用者のデリケートな部分を支援しようとしていたため、オンラインでは難しかった。 子どもの健全育成 川崎
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10152
保育園と学童です。行事や保護者が集まることを中止しました。外部向けの講演や
イベント、何か所か伺っていた老人施設の訪問なども出来ずにいます。

子どもの健全育成 県央

10153
感染防止策の経費負担。
オンライン導入に伴う通信費の負担。

子どもの健全育成 湘南

10154 気軽に集まれない。人数制限があり、参加できないことがある。メンタル面 子どもの健全育成 湘南

10155
劇団など創造団体は公演中止や延期等存続の危機に。おやこ劇場は人の集まり、
会話が活発にできなくなり、子どもの健全育成のための仲間づくりに支障が出てい
ます。

子どもの健全育成 湘南

10156 対面が困難。予定変更(後ろ倒し)等によるスケジュールの過密化(学校関係) 子どもの健全育成 湘南

10157 コロナへの漠然とした不安。子どもたちに対する体験活動の減少 子どもの健全育成
横須賀
三浦

10158 家族が自宅にいることが多くなったため、軋轢が増えている。 子どもの健全育成
横須賀
三浦

10159 実際に会う機会が減った（散策や親睦会ができない）
情報化社会の発
展

川崎

10160 人が集まれない
情報化社会の発
展

湘南

10161 運営費の工面　　イベントの開催
団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

川崎

10162
イベント開催の回数が制限され、収入が減ったため、活動資金が不足している。 団体の運営・活動に

関する連絡、助言、
援助

県西

10163 NPOが利用できる支援制度の情報が十分に届いていない
団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

湘南

10164 情報が錯綜していること
団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

湘南

10165
大勢で集まって活動することができない。支援先がボランティアを受け入れていな
い。

団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

横須賀
三浦

10166 感染を恐れて外出を制限している、貧困層の家庭の経済事情が悪化している その他 川崎

10167
乳幼児連れの外国人と日本人のママの集まりで、感染を怖がって出てこられない人
が多い。

その他 川崎

10168 コロナ対策や活動への考え方の個人差 その他 湘南

10169
シニアは、外出が出来ないと、認知症につながるのでは？また運動不足になるので
は？と心配する。

その他 湘南

10170
譲渡範囲を市内限定にし、来場者も市内在住者限定にしていることで、譲渡の幅が
狭まっている。

その他 湘南
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整理
番号

回答内容 主な活動分野
団体

所在地
(地域）

11001

・電話による安否確認、精神的サポート　1人10分以内　頻度月1回
・電話代削減の為、スマホ掛け放題月1000円に加入しました。
・月1回のお便り　その月に状況などに応じたメッセ―ジ、写真やサロンの作品掲載
　健康に関する情報、感染対策に関する情報、行政等からの情報の掲載
・スマホ教室の開催　ｚｏｏｍ、ＬＩＮＥの活用に向けてのサポート
　直接、電話等にてアドバイス。
・その方のわからないことへピンポイントでアドバイス。出来るようになると自信が
　持てる。精神的サポートにもつながる。
・はじめてのオンラインセミナー開催　11月28日
　オンラインセミナーへ向けてのスマホ、ｚｏｏｍを使える様にサポート。
　日常の相談につなげられた。
・介護相談、よろず相談　コロナ禍で不安な気持ちのサポート、地域ごとの福祉・介護
に関する相談先の情報提供。
・地域包括支援センター・ケアプラザとの連携
　　理解を深める為の研修の実施。ケアプラザ職員さんより講義を受ける。
・認知症サポーター養成講座　神奈川区連絡会への参加
　　各地域での取り組み、仲間とのつながりの確認、コロナ禍での講座の現状を知
る。
・今後の取り組み
　　以上の取り組みの継続。
　　オンラインを活用した、認サポ、サロン活動。
　　ｚｏｏｍ、オンライン　高齢者の方々へ活用できるようにサポートしたい。
　　現在は、健康の維持目的の活用と同時に、何かしらの疾患が生じた場合に
　　可能であれば主治医とのオンライン診断に活用できないか考えている。

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11002
オンラインでの両親教室、おしゃべりの場とリアルの場をつなぐ。
リアルの場は、人数制限やお散歩という形で、三密をさける。
LINEを利用した相談

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11003
お弁当やお菓子テイクアウト開始・強化、外販売を他店舗と一緒に開始、オンライン
の接点を増やす、リアルの場の感染対策、配信できるようリノベーション、オンライン
で場からリアルの場に安心していけるようスタッフ同士での情報共有等

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11004
コロナ対策の内容を周知させる。（マスク、消毒、換気、空気清浄機、紫外線空気清
浄機、低濃度オゾン発生装置、などなど）

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11005 会報誌の臨時増刊号を発行、場所の変更、ホームページの充実
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11006
感染対策をできる限り実践し、活動の場を確保、参加不参加は各個人の判断に任せ
た。

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11007
感染防止策としてできる取り組みとして、マスク・手洗い・手指のアルコール消毒の徹
底。入所時の体温測定。作業・食事時のパーテーション設置。机・椅子、ドアノブ等の
殺菌、除菌。。フェイスガードの利用。

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11008 感染防止対策の強化・継続
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11009
感染予防マニュアルを作成し取り組んでいる。感染状況に応じて感染マニュアルを変
更している。

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11010
休止中の歌声喫茶を止め音楽家による質の高い演奏会にする。12月から。
会食を急遽作ったテラス席で行ない感染防止とともに宣伝効果も兼ねた。
配食サービスを検討中。

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11011 業務の見直しや営業先の開拓など様々行っています。
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11012 今まで通り
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11013 私たちは淡々と自分たちにできることを積み重ねて行くしかないと思っている。
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11014 情報収集中　ズーム会議
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11015 他団体との協力体制がこの状況下、連携しにくい。
保健、医療、福祉の
増進

横浜

(11) この困難を乗り越えるために、これまでに取り組んだこと、今後取り組もうと考えていること、
他団体にも参考となる工夫や情報などがあれば教えてください
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11016 地域の方々に周知してもらい、お菓子の注文等をいれてもらいました。
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11017 電話会議　ｌｉｎｅ会議
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11018
忍耐あるのみ。
情報の共有。

保健、医療、福祉の
増進

横浜

11019 飛沫、接触感染の予防、換気対策、販路の拡大
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11020 無理せずに、余力を残して待つこと。
保健、医療、福祉の
増進

横浜

11021
（9）にも紹介したように、”余裕の待機時間”に、作業に追われる日常では難しかった
会員の技能向上を図り、いざ再開に備え、戦力万全準備に努めた。

保健、医療、福祉の
増進

川崎

11022 オンラインでのイベント
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11023 オンラインを取り入れたが、先方に環境がない
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11024
できる限りワンストップで利用者の手を煩わせないようにする（自死などの危険性が
あるため）

保健、医療、福祉の
増進

川崎

11025 なるべくオンラインやSNS を使った活動をする。
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11026

会合は、三蜜を避け司会はフェイスシールドを、他の会員はマスク必着で体温を記録
し行っています。他団体との体験を踏まえた健康づくりの集いは中止にし、現在は様
子見で、会員の状況報告や関連介護の報告などのため、月1回の定例会のみ開催し
ています。

保健、医療、福祉の
増進

川崎

11027 教室型の学級をオンライン学級に変更して実施した
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11028 検温、消毒、清掃、換気もちろん常にマスク
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11029 講師に講習内容のビデオ撮影依頼
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11030 使用条件を明確にして、使用させるべきである。
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11031
実体験として、セミナーでのZoomトライアルなど、慣れ親しんでもらう施策に少し時間
を費やしている。

保健、医療、福祉の
増進

川崎

11032 主に感染対策です
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11033 助成金の活用
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11034 精神的なサポートをする
保健、医療、福祉の
増進

川崎

11035
対象者と人数を絞って活動を実施している他、深刻な事態にある家族を中心に声か
けするなどこの対応をしている。

保健、医療、福祉の
増進

川崎

11036
日中一時支援利用の青年は、基礎疾患もあるため外出を中止されているので、在宅
ワークでの支援を週１回行っている。支援者が定期的に支援に入ることで、人との繋
がりや仕事の継続ができている。

保健、医療、福祉の
増進

川崎

11037
毎日清潔・安心感を高める為、新規の消毒用配布の会社と契約をした。
居住スペースの一部をリフォームをした。

保健、医療、福祉の
増進

川崎

11038
コロナ
感染予防の完全な水際対策の実施：入室前にうがい、検温、消毒と退室前に使用什
器、用具等の消毒

保健、医療、福祉の
増進

県央

11039 特に取り組んでいることはありませんが、10月から会員のみで活動を始めている
保健、医療、福祉の
増進

県央

11040 認知症カフェをオンラインで実施
保健、医療、福祉の
増進

県央

11041 利用者の不満・ストレス・不安定が少しでも少なくなるような支援
保健、医療、福祉の
増進

県央

11042
⓵会場変更（定員が参加者数の4倍程度）　②オリジナルマスクの制作（息苦しさ回
避のマスクを制作し参加者全員に配布）　③プログラムの変更、工夫（密回避）

保健、医療、福祉の
増進

湘南

11043
８０代前後の会員がたくさんいるため、郵送物で対処することが増えた。オンライン会
議も選択肢だが、ＩＴ格差が大きい。

保健、医療、福祉の
増進

湘南

11044 コロナ禍での動画作成
保健、医療、福祉の
増進

湘南

11045
茅ヶ崎ロコチケット事業に伴う、作業所での作品販売所を開設し、地域への作業所の
存在をアピール出来た。

保健、医療、福祉の
増進

湘南

11046
感染対策に気を付けながら対話イベントの実施。オンライン開催も見据えてはいる
が、対面だからこその様々な障害者がごちゃまぜで対話をする効果があったこと。ま
た、オンラインでは感じ得ない人と人の繋がりの再確認。

保健、医療、福祉の
増進

湘南
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11047

参考になるかはわかりませんが▪︎自粛中や活動減少中に動画作成講座をzoomでやっ
ていただき、希望者で作成。お世話になっている先にお礼で差し上げたり会のPRに
使えるよう準備して中。
▪︎zoom初心者から始まり、機能を使いこなせるよう会員間で試行錯誤を重ねて少しは
上達。

保健、医療、福祉の
増進

湘南

11048 直接の面談が困難な場合、施設と連携して電話による傾聴を試みている。
保健、医療、福祉の
増進

湘南

11049
利用者は高齢者が多い。リモートも利用した交流ができないか検討しているが、PC,
スマホを所有していない方もいる。取り組みが進んでいない。役員間はオンライン会
議を実施。

保健、医療、福祉の
増進

湘南

11050 各自が体調管理に気を付ける。施設内の換気・消毒の徹底・利用者の検温など。
保健、医療、福祉の
増進

横須賀三浦

11051
受託事業については、委託先の役所担当部署との話し合いにより、想定外の事態に
対しての、保証のあり方や受託事業以外の活動に対する柔軟な対応に対する理解。

保健、医療、福祉の
増進

横須賀三浦

11052 実際に体験してもらうための工夫、関係団体との協力を深めている
保健、医療、福祉の
増進

その他

11053

・会議や研修がオンラインで行えるよう環境を整えたので、オンライン会議への参加
やホスト役が全員できるよう今後も研修を行う。
・職場の市民活動センターでは、利用者向けWi-Fiは整っているが、今後に向けて館
内貸出機材としてWEBカメラとマイク・スピーカーを準備した。
・地域からのボランティアの依頼は無くなったが、少人数での工作教室を実施した。
参加は小学生の家族が中心だったが、参加者も活動者も共催した会場の施設職員
も皆が笑顔で過ごせた。

社会教育の推進 横浜

11054 冷暖房と換気対策 社会教育の推進 横浜

11055 (10)と同じ 社会教育の推進 川崎

11056 3密を避ける、対面での話は行わない 社会教育の推進 川崎

11057 オンラインの活用による遠方の団体との関わり 社会教育の推進 川崎

11058
ハイブリッドでの例会運営、完全オンラインでの例会運営をおこなっています。
ただし、ご家庭のネット環境が整わなかったり、オンライン参加を好まないメンバーは
辞めていきました。（2020年4月以降、20名弱のメンバーのうち3人退会・1名休会）

社会教育の推進 川崎

11059 年間の団費用を半額にした。会場を多く借りて部門ごとにわかれて活動している 社会教育の推進 川崎

11060 目下思案中 社会教育の推進 川崎

11061 コロナが終息するを待ってます。 社会教育の推進 県央

11062
ZoomによるOnline会議、講座、サークル支援に切り替えている。1月にはOnlineレッ
スンを自主企画中。

社会教育の推進 湘南

11063 安定的に利用できる施設、場所の確保を積極的に探していく。 まちづくりの推進 横浜

11064

活動を自粛する中で、短時間づつでも多くの方が参加の機会を増えるよう、時短、定
員制の二部制に変え、個別状況を考えながら電話等で参加を促している。
今後、利用者やスタッフがスマホやタブレットを活用できるよう、利用者向けスマホカ
フェやスタッフ内でタブレット勉強会を実施中。

まちづくりの推進 横浜

11065
活動自粛を受け、立ち止まって考える時間を持ったことは決して無駄じゃないと思え
るようになった。協力金や助成金を受けることが出来、活動に必要な備品を調達でき
て次に備える準備ができたことは大きい。

まちづくりの推進 横浜

11066

限られたスペースで3密を避けるため、パーティションで区切らず、ひとつの空間とし
て使用することにした。また利用時間も短縮していた。そのため、活動場所しての機
能が制限された。この状態が長期化するにつれ、活動場所がなくて困っている団体
の姿もみえてきた。これを解決するひとつの方法として、カフェの機能として利用する
時間と、貸し切りスペースとしてイベントに利用する時間に分けて、使用するようにし
た。居場所としてみんなでワイワイすることは出来ないが、限られた資源を出来るだ
け有効に利用できればと思っている。

まちづくりの推進 横浜

11067 最も取り残される人、どうアプローチするかなどの、セミナー、勉強会、寄稿など まちづくりの推進 横浜

11068
子供食堂はテイクアウト方式としている、サロン・キッズは会場の換気・消毒で対応し
ている、空気清浄・加湿器導入、デスクディスタンス導入中、

まちづくりの推進 横浜

11069
編集講座、コロナの中の活動の工夫発表会、撮影講座を開催して、ラボに参加する
団体が情報伝達しやすいよう支援を行いました
また、その経験から講座を生み出そうとしています

まちづくりの推進 横浜

11070
・対面リアル活動を、動画撮影して配信。
・イベントや交流会等はリアルとオンラインのハイブリッド開催。
・ズーム会議の開催。

まちづくりの推進 川崎

11071 オンラインでの開催 まちづくりの推進 川崎

11072 感染症対策の徹底 まちづくりの推進 川崎

11073 三密防止のため広い会場に移転。今後未定。 まちづくりの推進 川崎

11074 特になし まちづくりの推進 川崎
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11075 予約に限りの利用。パーテーション。時間の短縮営業。活動は公園利用 まちづくりの推進 横須賀三浦

11076
三密防止対策として離れても聞こえるガイディングレシーバー購入を計画している。
ガイドのメンバーは取扱い、消毒方法などレンタルにて練習中。

観光の振興 横須賀三浦

11077 こまめにオンライン、オフラインのコミュニケーションをとる
農山漁村、中山間地
域の振興

横浜

11078

屋外でのイベントを中心に実際に開催しました。きちんと感染対策を行い、結果として
感染者は出なかったので、この実績を今後も活かしたい。
しかしながら、「感染者を一切出さない」「感染＝悪いこと」ではなく、いつ・どこで・誰
が感染しても仕方の無い事だという雰囲気を世の中に作っていくことの方が重要に感
じます。

学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

横浜

11079 設問(9)で記述済
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

横浜

11080
メンバーのモチベーション維持のため、活動中止中も、オンラインで月１回は話すよう
になった。

学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎

11081
基本的な事を守れば、普通に体操をするぐらいは、大丈夫ですよ。時間も１時間位に
短くしました。

学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎

11082
三密対策を徹底し、何とか開催した。 学術、文化、芸術、ス

ポーツの振興
川崎

11083 収束するのを待つしかないと考えている
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎

11084 上演やライブのかわりにオンラインで発信しました。
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎

11085
多人数イベントは出来ずとも、少人数、屋外、動画配信、SNS、印刷物配布等で活動
継続をアピール、今後はクラウドファンディングにもチャレンジ予定

学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎

11086

昨年度までは、会員以外の方にも騎乗していただけるようにしていましたが、今年度
は、感染者が出た場合に連絡をとれるようにするため、乗り手は会員のみに絞ってい
ます。ボランティアは、連絡をとれることを条件に、会員以外も参加してもらっていま
す。

学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県西

11087 オンライン講座、講座内容の変更
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県央

11088 外出自粛など
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県央

11089 感染防止の基本（3密・マスク着用・消毒・無理な参加しない・検温等の実施）
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県央

11090 感染予防の徹底
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県央

11091 来館者のマスク・手指消毒の徹底　　利用後の使用備品・床等の消毒清掃の徹底
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県央

11092
ネットでの募集等です。
マンツーマンでの練習なのでzoomなどの運営が困難です。

学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

湘南

11093

　従来、会報/ホームページ/メールベースでは行事連絡や結果報告などの
事務的な範囲にとどまっていたが、会員近況報告・意見・随筆などの作品
などの項目を増やし、リモートベースでの情報交換の密度を濃くするよう
工夫している。

学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

横須賀三浦

11094 感染防止策で出来ることを全て実施する。
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

横須賀三浦

11095 少人数でも継続し、例会の内容は毎月会員に発信している。
学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

横須賀三浦

11096
(9)の工夫のとおり。いったん会食を再開したが、第3波の影響により、再び休止とし
た。

環境の保全 横浜

11097
とりあえず、国、県、商店会（市）の補助金申請、支給で持ちこたえた。
大家さんに家賃交渉し更新年だったが更新料を免除してもらった。
全員、ボランティアで参加（有給スタッフは退職。）

環境の保全 横浜

11098
もはや普通になってきていると思いますが、オンラインの講座や会議を開催し、会話
することを心掛けている。

環境の保全 横浜

11099
海外地域では少人数での活動を考えていることからその活動に対して少額の支援を
行った。

環境の保全 横浜

11100 共同者への感染防止策の徹底 環境の保全 横浜

11101 特にない。出前授業やクラブ活動は学校からの依頼が来なければ実施できない。 環境の保全 横浜

11102 オンラインでの開催にシフトしています 環境の保全 川崎

11103 オンラインでの活動を併用している 環境の保全 川崎

11104 スタッフは、メール交換などでの情報交換を続けている。 環境の保全 川崎

11105 学習会の実施の際にも、参加者人数を制限し、オンラインでのライブ配信で補う 環境の保全 川崎

11106 特になし 環境の保全 川崎
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11107 出来る限りグループラインで情報共有をしています 環境の保全 県央

11108 会議の会場利用にあたって会場の利用ルール順守、活動内容の見直し・少人数化。 環境の保全 湘南

11109
感染防止策を取っていることをアピールし、安心できる場でありたいと努力している様
子を見て頂いています。人とつながる場を求めている方が多いので、そのご期待に
応える意欲をアピールしているつもりです。

環境の保全 湘南

11110 メールニュースを毎日発信している。 環境の保全 横須賀三浦

11111 屋外での実施により人数制限を緩和した 環境の保全 横須賀三浦

11112 基本的な対策を行い7月以降、従来通りの活動を続けている 環境の保全 横須賀三浦

11113 ICT化を積極的に推進中。Zoomによるオンライン会議、オンラインセミナー開催。 災害救援活動 横浜

11114 行政との依存度を低くし新しい活動場所の創出に取り組んでいる 災害救援活動 県央

11115
月１回のスタッフ会議の前に支援者にも呼びかけてミニ学習会を行っている。また、
保養に来た福島の家族にアンケート調査を行い、今の状況報告と会に何を望んでい
るかを調査し、１１月２９日に福島現地でアンケートの回答結果を踏まえて、「コロナ
禍で会は何ができるか」について一緒に話し合う予定です。

災害救援活動 湘南

11116 会議、主催講座などにはzoomを活用している 地域の安全活動 横浜

11117 個人的活動を増やした。 地域の安全活動 県央

11118 オンライン化の更なる推進
人権の擁護、平和の
推進

横浜

11119 メールで会員を募り、振り込みのより会費を集めている。
人権の擁護、平和の
推進

川崎

11120 営業時間の短縮。
人権の擁護、平和の
推進

川崎

11121 調査聞き取り活動などをしている
人権の擁護、平和の
推進

川崎

11122 Lineなどでの連絡
国際協力、多文化共
生

横浜

11123 オンラインでの会議、ショップレイアウト変更や営業時間の短縮
国際協力、多文化共
生

横浜

11124 オンライン教室が部分的にでも実施できる準備中
国際協力、多文化共
生

横浜

11125

会議、学習支援のオンライン化
窓口、研修室の換気、飛沫防止策、消毒の実施。さらなる強化策を模索中。
当法人活動の認知度向上、活動利用者・支援先の方々の動機付けおよび情報共有
の仕掛けとして、HPの改善、SNS等の利用を検討中。

国際協力、多文化共
生

横浜

11126
計画していたライブハウスでの公演はちゅうしせざるをえなくなり、無観客でのワーク
ショップの成果の発表の場を設けることで対応した。

国際協力、多文化共
生

川崎

11127 ボランティアの個人負担出来る範囲で活動するしかない。
国際協力、多文化共
生

県央

11128 行政に相談を行い、今後の対策を検討し始めた。
国際協力、多文化共
生

県央

11129

イベントや活動が中止になるなか、コロナ感染の収束後の活動に備え、運営の基盤
強化を行っている、たとえば、運営ﾙｰﾙの見直し、実務レベルでのWEB上で対応でき
る事務処理の効率化、場所の確保が不要で、課題発生時にはリアルタイムでWEB会
議や打合せを開催など。

国際協力、多文化共
生

湘南

11130 講座の回数を増やすことを考えている
男女共同参画社会
の形成

川崎

11131 オンライン 子どもの健全育成 横浜

11132 オンラインでの相談受付 子どもの健全育成 横浜

11133
オンライン会議の活用により、これまで以上に話し合う機会を増やすことができ、団
結力が高まっている

子どもの健全育成 横浜

11134
この問題に関係する行政組織や支援組織や学校とNPOが集まって、支援に向けて
の具体的なミーティングを持ったこと。

子どもの健全育成 横浜

11135
これまで取り組んできていたが、一気にオンライン化を実施。
ITに詳しくすぐに聞ける人がいる状態にすることがポイント。

子どもの健全育成 横浜

11136

活動場所を変更した。例えば、地域ケアプラザ等の公共施設ではなく、学校内で授業
サポートや子どもたちへの支援を行うことや、オンライン授業を導入した。
また、ファミリーレストランにて、お店側が迷惑にならないように注意し、食事とともに
学習の支援を行うことが増加している。

子どもの健全育成 横浜

11137

経費削減とスタッフの安全確保のため、事務所を持たない完全リモートワークに切り
替えました。それに伴い情報はクラウド化、オンライン会議で業務を行っています。ま
た、職業講話をオンラインに切り替え子ども達に継続してキャリア教育を届けていま
す。

子どもの健全育成 横浜

11138
塾にも来れなくなった子に対して「塾通信」を作成して少しでも繋がりを感じてもらえる
ように行った（26週にわたって実施、現在一旦終了）、月謝を半額にしている

子どもの健全育成 横浜

NPO等コロナ影響アンケート調査（第２回）報告（別冊） 13



11139 少人数でも安心して参加できる場の運営 子どもの健全育成 横浜

11140
対面で実施してきたワークショップをオンライン化する。おとな向けには既にオンライ
ン化した。今後は、子ども向けにもオンライン化する。

子どもの健全育成 横浜

11141 「安全」を優先維持。 子どもの健全育成 川崎

11142
9月～１１月までは申し込み制、連絡先も聞いて屋外で開催。その後は、定員を決め
て室内で開催することにしました。

子どもの健全育成 川崎

11143 Webの改善 子どもの健全育成 川崎

11144 オンラインイベント企画 子どもの健全育成 川崎

11145 オンラインで交流できるような時間を作った。 子どもの健全育成 川崎

11146 オンライン配信、zoomでの繋がり、小さい単位での実活動、外での活動 子どもの健全育成 川崎

11147
みんなで交流は三密回避不可能でできないが、一人暮らしの方など話をしたい方に
は、極少人数で間隔開けてお喋りをしている。

子どもの健全育成 川崎

11148 消毒の徹底や参加人数を減らすなど、感染防止対策を徹底している。 子どもの健全育成 川崎

11149
内部的には、今だからできることをしようと日々楽しめることをしています。オンライン
の講演（小児科医の）を1度行いましたが、技術的にも課題が多く、今後は出来ても′
収録したものを後日配信′かなと考えています。

子どもの健全育成 県央

11150
オンライン学習支援や郵便での課題添削など、会場での対面学習支援以外での学
習支援活動。それに伴う、学習支援員の指導力強化研修。

子どもの健全育成 湘南

11151
リモートにおける講演会。人数を少なく回数を増やすセミナー。こころのケアをテーマ
にしている。

子どもの健全育成 湘南

11152
オンラインで当事者とつながる。例えばオンライン学習やオンラインでの遊び（フリー
スペース）。

子どもの健全育成 横須賀三浦

11153
人数を制限する、感染予防対策の徹底などして、少人数であっても継続的に活動を
実施してきた。

子どもの健全育成 横須賀三浦

11154 Zoomなどオンライン活動 情報化社会の発展 川崎

11155 オンライン会議 情報化社会の発展 湘南

11156 なるべくオンラインで実施できるように工夫する
団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

川崎

11157 ミニイベントを行い、三密にならないように指導する。
団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

県西

11158
会議や研修をリアルな場で行う場合は、参加人数を減らし、マスク着用、手指の消
毒、換気の実施、机椅子の消毒作業などの感染防止策をとり、参加者同士が一定の
距離をとって意見交換ができるよう配慮した。

団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

湘南

11159 徐々に変更ではなく、即日対応も視野に入れた対応に理解を求めている
団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

湘南

11160
学習会はZOOMを活用。PR動画を作成。屋外のイベントはコロナ対策をしたうえで開
催したところ大勢の参加があった。

その他 川崎

11161
感染対策を講じながら営業を続け、地域での安心安全な居場所となれるように取り
組んでいる

その他 川崎

11162
難しい日本語での情報が多く外国人には理解できないので簡単な日本語に直し、英
訳分もつけてコアラブログに載せた。卒業生や日本語学習者にも配信した。

その他 川崎

11163 活動中は楽しく その他 湘南

11164 茅ヶ崎市内で猫の飼養が可能な方への情報発信を今迄以上に積極的に行う その他 湘南

11165 書類を郵送したり電子メールを送ったりで、会とのコンタクトを取った その他 湘南
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整理
番号

主な活動分野
団体

所在地
(地域）

回答内容

14001 保健、医療、福祉の増
進

横浜 ICT化を進めるための助成金や、業務改善のための助成金など

14002 保健、医療、福祉の増
進

横浜 かながわ地域支援補助金

14003 保健、医療、福祉の増
進

横浜 運営支援事業補助金 地域生活支援事業従事者慰労金

14004 保健、医療、福祉の増
進

横浜 横浜市市民公益活動緊急支援助成金　27万円　通信費、オンラインセミナー
講師謝金、パソコン購入、事務用品他

14005 保健、医療、福祉の増
進

横浜 横浜市市民公益活動緊急助成金

14006 保健、医療、福祉の増
進

横浜 家賃支援給付金

14007 保健、医療、福祉の増
進

横浜 休業要請協力金第一弾20万円、同第二弾10万円

14008 保健、医療、福祉の増
進

横浜 緊急包括支援事業

14009 保健、医療、福祉の増
進

横浜 市民公益活動緊急支援助成金　アクリル板パーテーション購入　133,372円
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業　慰労金、空気清浄機購入等
1,003,000円

14010 保健、医療、福祉の増
進

横浜 持続化給付金

14011 保健、医療、福祉の増
進

横浜 持続化給付金　　　　300万
家賃支援給付金　　　　16万
休業協力金　　　　　　30万
横浜市公益活動助成　　30万

14012 保健、医療、福祉の増
進

横浜 持続化給付金
雇用調整給付金
感染拡大防止第二弾
市民公益活動緊急支援助成金
横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業
市民公益活動緊急支援助成金（A)（B)
中小企業の新しい生活様式

14013 保健、医療、福祉の増
進

横浜 新型コロナ感染所緊急包括支援事業
横浜市介護サービス運営費助成事業
横浜市公益活動緊急支援事業
新しい生活様式補助金
ヨコハマSDGｓbizサポート補助金

14014 保健、医療、福祉の増
進

横浜 泉区ふれあい助成金　　横浜市総合事業助成金

14015 保健、医療、福祉の増
進

川崎 かわさき市民活動センター　10万円　講座など

14016 保健、医療、福祉の増
進

川崎 かわさき市民公益活動助成金

14017 保健、医療、福祉の増
進

川崎 コロナ対策給付金
従事者給付金

14018 保健、医療、福祉の増
進

川崎 コロナ対策緊急支援金

14019 保健、医療、福祉の増
進

川崎 介護慰労金
介護サービス運営費支援補助金

14020 保健、医療、福祉の増
進

川崎 休眠預金を活用した助成金など

14021 保健、医療、福祉の増
進

川崎 昨年度から、社協の助成金（2万円）を受け始めましたが、今年度は活動がど
れだけできるか不明のため申請しませんでした。今年度は活動発表の場など
で3000円、得られる可能性があります。（まだ発表が確定していません）

(14) (団体の維持や活動補助のために利用した）支援制度の具体的な名称と、
　　　さし支えなければその金額や用途を教えてください。
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14022 保健、医療、福祉の増
進

川崎 市民活動センターからの助成金　コラボ50

14023 保健、医療、福祉の増
進

川崎 持続化給付金　　　200万　　運営費

14024 保健、医療、福祉の増
進

川崎 持続化給付金　２００万円
家賃援助給付金　約１４６万円
支援活動従事者への慰労金　一人５万円×（５９人）
市の運営費支援補助金　１０万円（こちらはこれから申請）

14025 保健、医療、福祉の増
進

県央 公的助成金を受けると、行政の縛りに服従することになるので、自由な活動が
損なわれ、また公共施設の利用差別をされる恐れを懸念するため。

14026 保健、医療、福祉の増
進

県央 厚木市介護事業所等支援事業補助金　100,000円
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金　障
害福祉慰労金事業（職員への慰労金1名50,000円支給）

14027 保健、医療、福祉の増
進

県央 神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）40万円

14028 保健、医療、福祉の増
進

湘南 申請段階で、まだ支援利用に至っていないが日本財団には申請した。市民団
体から法人化したのが5月ということもあり、国のコロナ補助金ももらえない。

14029 保健、医療、福祉の増
進

湘南 神奈川県基金21、具体的な金額は複数の会計担当が把握している

14030 保健、医療、福祉の増
進

湘南 福祉職員への慰労金

14031 保健、医療、福祉の増
進

横須賀三浦 コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金、職員１人５万円、総額１３０
万円余

14032 社会教育の推進 川崎 多摩市民館市民自主学級事業
14033 社会教育の推進 県央 特に無し
14034 まちづくりの推進 横浜 鶴見区ふれあい助成金、かながわ生き活き市民基金
14035 まちづくりの推進 横浜 持続化給付金　200万円

休業協力金　20万円
公益事業緊急補助金　30万円

14036 まちづくりの推進 横浜 よこはま夢ファンド
14037 まちづくりの推進 横浜 横浜市の市民公益活動緊急支援助成金
14038 まちづくりの推進 横浜 横浜市市民公益活動、神奈川県コロナ対策、
14039 まちづくりの推進 横浜 横浜市新しい生活方式

パルシステム市民活動支援補助金
14040 まちづくりの推進 横浜 感染拡大防止協力金、持続化給付金、市民公益活動緊急助成金
14041 まちづくりの推進 湘南 フェリシモ動物基金　230,000円(年間)
14042 まちづくりの推進 横須賀三浦 神奈川生き活き福祉基金100,000　消毒衛生材、パーテーション，体温計、ﾃﾝﾄ

等
14043 観光の振興 横須賀三浦 持続化給付金・・・ガイディングレシーバーの購入。体温測定機器。消毒液。

14044 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

横浜 横浜市内のアーティスト等、文化芸術活動緊急支援

14045 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

横浜 持続化給付金2,000,000円
家賃給付金347,862円
給与給付金135,000円

14046 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎 １）かわさき市民公益活動助成金　100万円　事業活動費
使途：「学校の体育館がみんなの劇場になる日」事業活動費（コロナ対応で内
容変更）
２）かわさき市民公益活動助成金（組織基盤強化助成）30万円
使途：「自立できるクリエイティブプロジェクトになるための基盤づくり」活動経費

14047 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎 かわさき市民公益活動助成金　9万円　イベント開催の補助

14048 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎 持続化給付金

14049 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県西 コロナための支援ではなく、昨年度までも支援していただいているところです
が。
小田原市社会福祉協議会（4万円）
富士ゼロックス端数クラブ・富士ゼロックス　10万円（それぞれ5万円ずつ）
光之村（4万円）
日産自動車（10万円）
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14050 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県央 持続化給付金、市民活動緊急助成金、セブンイレブン記念財団、子ども夢基
金、
年賀寄付金、

14051 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県央 特になし

14052 環境の保全 横浜 横浜市
14053 環境の保全 横浜 横浜市：市民公益活動緊急支援助成金
14054 環境の保全 横浜 持続化給付金　200万円

県の協力金　　30万円
14055 環境の保全 横浜 持続化給付金200万円

雇用調整金　緊急事態宣言期間中のスタッフの一部休業手当　6万円
横浜市コロナ補助金　オンライン用機材購入とZOOMの使い方講座の講師料
27万円
家賃補助金（申請中）　倉庫と事務所家賃補助　300万円
神奈川民際交流基金　韓国・日本のオンライン交流・フォーラム実施　100万

14056 環境の保全 横浜 持続可給付金　　200万円 経費補填
感染予防協力金　 20万円
商店会支援金　　　7万円
法人税猶予申請

14057 環境の保全 横浜 水辺愛護会助成金
河川の清掃・草刈り活動
年間 46,000円(受領済)

14058 環境の保全 川崎 かわさき市活動センター
14059 環境の保全 川崎 集会時のカンパと、プログラムへの広告収集がほとんどなので、集会が中止さ

れると収入がゼロになる
14060 環境の保全 川崎 親子の環境学習としての活動は、現在休止していますが、スタッフだけはメー

ル交換で情報をやり取りし環境情報の学習に充てている。
14061 環境の保全 湘南 持続化給付金２００万円　市からの家賃補助３事業所で計８２万円　　家賃の支

払いが一番頭が痛い、給付金、補助金を活用しています。県からも支給されま
した。

14062 災害救援活動 横浜 横浜市市民公益活動緊急支援助成金、約18万円。用途、Zoom会議指導、ICT
勉強会開催、Zoomによるオンラインセミナー開催、セミナー用機器購入、Zoom
利用費、通信費など。

14063 災害救援活動 県央 座間市相互提案型協働事業、社協助成金
14064 地域の安全活動 横浜 市民公益活動緊急支援助成金（Aコース30万円 Bコース100万円）
14065 人権の擁護、平和の推

進
横浜 持続化給付金

緊急助成金
14066 人権の擁護、平和の推

進
川崎 かわさき市民活動センター　10万円

14067 人権の擁護、平和の推
進

川崎 持続化給付金200万

14068 国際協力、多文化共生 横浜 ①持続化給付金（未、200万円）
②神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第二弾のみ、10万
円）
③横浜市市民公益活動緊急支援助成金（30万円）

14069 国際協力、多文化共生 横浜 活動を支える経費の支援

14070 国際協力、多文化共生 横浜 市民公益活動緊急支援助成金　30万円　感染防止のための消耗品費および
オンライン強化のための物品並びに通信費など

14071 国際協力、多文化共生 横浜 持続化給付金
家賃給付金
神奈川協力金
横浜市市民公益活動助成金　HPの開設

14072 国際協力、多文化共生 横浜 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金　10万円　店舗賃借料

14073 国際協力、多文化共生 川崎 かわさき市民公益活動助成金、かわさき市民活動助成金（組織基盤強化助
成）

14074 国際協力、多文化共生 県央 社会福祉協議会からの助成金です。金額は４万円です

14075 子どもの健全育成 横浜 ゆうちょ財団から100万円（内50万円受領済み）森村豊明会から64万円など
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14076 子どもの健全育成 横浜 横浜市市民公益活動緊急支援助成金30万円
中小企業「新しい生活様式」対応支援事業助成金３０万円

14077 子どもの健全育成 横浜 横浜市補助金
14078 子どもの健全育成 横浜 支援制度の名称：令和2 年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う　横浜

市市⺠公益活動緊急⽀援助成⾦（2 次募集）
金額：３０万円
用途：学習支援事業

14079 子どもの健全育成 横浜 持続化給付金
14080 子どもの健全育成 横浜 持続化給付金
14081 子どもの健全育成 横浜 持続化給付金

家賃給付金
横浜市市民公益活動緊急支援助成金
ウェスレー財団新型コロナウイルス感染拡大による特別活動支援金事業
ゴールドマンサックス緊急子ども支援基金

14082 子どもの健全育成 横浜 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金、
14083 子どもの健全育成 川崎 ２０２０かわさき市公益活動助成金、組織基盤助成金
14084 子どもの健全育成 川崎 2020年かわさき市民公益活動助成金　25万円
14085 子どもの健全育成 川崎 コロナのピンチをチャンスに変える伴走支援
14086 子どもの健全育成 川崎 給付金
14087 子どもの健全育成 川崎 社会福祉協議会のボランティア銀行さんより3万円

→外部講師を招いての講演。講師料、利用する有料施設のレンタル料に当て
ています。

14088 子どもの健全育成 川崎 社協の助成金。4万円程度。コロナに関わらず申請したもので、子育てに役立
つ講座開催のために受けています。

14089 子どもの健全育成 川崎 神奈川県の補助に申請をしたが、まだ結果は出ていない
14090 子どもの健全育成 県央 正確に支援金の出所を把握していませんが、コロナ対策費での物品購入（手

洗い用せっけんやペーパータオル、加湿器など）小学生の子がいる職員の休
業補償。

14091 子どもの健全育成 湘南 平塚市コロナ助成金、かながわ生き活き市民基金
14092 子どもの健全育成 湘南 平塚市市民活動推進補助金　約32万円

かながわ生き活き市民基金　20万円
14093 子どもの健全育成 横須賀三浦 持続化給付金

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（神奈川県）
14094 子どもの健全育成 横須賀三浦 神奈川県教育委員会子どもの居場所づくり推進委託事業596,200円

横須賀市家賃支援200,000円
14095 団体の運営・活動に関

する連絡、助言、援助
川崎 持続化給付金（国）　　飲食業休業助成金（県）

14096 団体の運営・活動に関
する連絡、助言、援助

県西 学校等休業助成金・支援金受付センター

14097 団体の運営・活動に関
する連絡、助言、援助

湘南 持続化給付金、家賃補助

14098 団体の運営・活動に関
する連絡、助言、援助

横須賀三浦 生きいき市民基金

14099 その他 川崎 家賃支援給付金175万円（2事業所分）
持続化給付金200万円（2事業所分）
川崎市介護サービス・障害福祉サービス等運営費支援補助金10万円
令和2年度障害福祉従事者慰労金（地域生活支援事業分）職員1人につき5万
円×6名

14100 その他 川崎 中原区福祉協議会　２０，０００円　雑費、講師料、交通費、文具。
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整理
番号

主な活動分野
団体

所在地
(地域）

回答内容

15001 保健、医療、福祉の
増進

横浜 ・申請手続き　市民セクター職員さんによりサポートを頂きました。感謝です。
・期間が12月で終了ですので、今後コロナ禍で活動が縮小、お休みの活動もあ
り
　助成金事業があれば大変に有難い。
・支援制度を受ける事が出来、事業対象者が拡大した。
・市の助成金事業を受けたことで信頼を得ている。

15002 保健、医療、福祉の
増進

横浜 ごく小規模な団体のため、また自己理解、未病、ストレスの軽減等のツールを
啓蒙する活動のため、支援制度の交付対象に該当しないことがほとんどであ
る。

15003 保健、医療、福祉の
増進

横浜 コロナ禍の影響で広報物を配布できなかった。第2期の募集をする手間が増え
た。

15004 保健、医療、福祉の
増進

横浜 それなりの使いやすさと使いにくさ

15005 保健、医療、福祉の
増進

横浜 どのような支援制度があるかわからない。

15006 保健、医療、福祉の
増進

横浜 横浜市の助成金については申込みからすぐに締め切られて、活用ができな
かったと聞いています。細かな事までは把握できておりません。

15007 保健、医療、福祉の
増進

横浜 横浜市健康福祉局障害自立支援課よりすべて細かくご指導いただいたので、と
ても簡単に申請できた。

15008 保健、医療、福祉の
増進

横浜 持続化給付金、家賃支援給付金について、担当者が仕組を理解していない（決
算書のどの部分が全収益の金額か教えてほしいと連絡があったり、4度に小分
けして修正依頼をしてきたりその内容がずさん）

15009 保健、医療、福祉の
増進

横浜 申請手続きが煩雑・複雑で説明を求めても説明が不親切で10回以上提出を繰
返した。

15010 保健、医療、福祉の
増進

横浜 全て自分で（社労士に頼まずに）手続きできた。問い合わせれば教えてくれると
ころがほとんどだったので助かった。

15011 保健、医療、福祉の
増進

横浜 早かった

15012 保健、医療、福祉の
増進

横浜 第一弾では同じ会場内でイベントと飲食店の営業だったので閉店していなかっ
たため条件を満たさないと一旦は却下されたが、異議申立てして通った。その
ため2ヶ月かかった。申請書に沿って書いたが分かりにくかったらしい。書類に
同じ会場内で行なったかどうかの記述欄が無かった。また、担当部署が県庁や
外部委託等、連絡する度に変わっていたし、引き継ぎがなされていない事も
あった。

15013 保健、医療、福祉の
増進

横浜 日々のことに取り組みながら調べ、申し込み、などするためスタッフの事務負担
は大きかったが、手続きは通常より大分簡素化されているものが多かった印象
あり助かった。

15014 保健、医療、福祉の
増進

横浜 複数事業所の書類を取りまとめる作業に負担があった。

15015 保健、医療、福祉の
増進

横浜 本年は活動休止の為、助成金申請していません。活動再開すれば南区社協の
助成金申請をする予定です。

15016 保健、医療、福祉の
増進

横浜 利用しやすい

15017 保健、医療、福祉の
増進

川崎 〇持続化給付金は、比較的手続きが簡単に終わり。振り込みも早かった。
〇家賃補助は、家賃２ヶ所、駐車場３ヶ所の契約書等書類審査にて間取り、ス
タッフが何度も相談に行き、書類の受付が済んでから支給までも時間が掛かり
大変だった。
〇従事者への慰労金は、個々の従事者の勤務日数の確認、個々人からの申
請書のとりまとめ等事務的に時間が掛かり、大変だった。申請してから振り込ま
れるまで約２ヶ月掛かり、従事者からの「未だですか・・・」の問合せも数件。

15018 保健、医療、福祉の
増進

川崎 スピーディーだった

15019 保健、医療、福祉の
増進

川崎 交付申請書と実績報告書を兼ねていたので、報告したつもりが再度申請扱いと
なり困惑。問い合わせにより解決したが...。

(15) 利用した支援制度の使いやすさ（申請手続き、交付対象や期間、事務負担など）
　　　について、ご意見があればご記入ください
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15020 保健、医療、福祉の
増進

川崎 講習会も中止となり、講習料収入は0だったが、会の運営は基本的に会費で賄
われているので、支障はなかったので、支援金申請はしていない。

15021 保健、医療、福祉の
増進

川崎 事務負担が大きく、対応に苦慮している面がある。

15022 保健、医療、福祉の
増進

川崎 社協の会員になり、昨年度は健康づくりの集いのチラシの印刷・会場費の一部
に当てました。手続きも書類で目的にむけて何に使うかを申請します。報告は
年度末の会計報告と書類報告です。事務負担は通常と変わらないため、少なく
て助かります。

15023 保健、医療、福祉の
増進

川崎 手続きから、職員の方が伴奏して下さり助かっています。

15024 保健、医療、福祉の
増進

川崎 書類作成が大変

15025 保健、医療、福祉の
増進

川崎 申請は困難ではなかった。8月給付で、助かった。

15026 保健、医療、福祉の
増進

川崎 申請後早めの給付をお願いしたい

15027 保健、医療、福祉の
増進

川崎 当会に該当するものが見つからない

15028 保健、医療、福祉の
増進

川崎 負担が大きすぎて、申請などしている手間がとれない。

15029 保健、医療、福祉の
増進

県央 職員への慰労金の申請では申請について質問する窓口が1ヶ月位通話殺到の
為つながらず、申請が遅くなってしまった。

15030 保健、医療、福祉の
増進

湘南 3月末に採択された2020年度助成金も、コロナの影響で予算使途変更となり、
予算書の修正をし委員会にかけるなど事務負担が増えた。また9月末まで活動
制限を言い渡された。

15031 保健、医療、福祉の
増進

湘南 講演会の支援補助が以前にあったが、今は企画自体ができない。

15032 保健、医療、福祉の
増進

湘南 私は担当していないので無責任な書き方になりますが、申請、報告含め、とて
も複雑だと聞きました。
あまりの複雑さに申請自体を諦めた団体も聞きました。

下の災害時の活動については話し合ったことがなく今回は書けませんが、大切
なことだと気づきました。今後は少しずつでも検討の機会を設けていければと思
います。

15033 保健、医療、福祉の
増進

横須賀三浦 申請については、法人でまとめる作業の説明が分かり難かったが、事務量的負
担は無かった。但し、電子申請後の受理報告等が無く、申請が正式に受理され
ているのか不安。

15034 社会教育の推進 川崎 事務負担
15035 社会教育の推進 川崎 上位組織の諸規定で助成金申請ができないと聞き、活動当初から応募を諦め

ています。
15036 社会教育の推進 川崎 独立行政法人子どもゆめ基金の支援を受理されたが、活動停止で断った
15037 まちづくりの推進 横浜 どの申請も自力ではできなかった。書かれている言葉が分からず、全体として

難解で、役所の書類に慣れている知人の協力を得て申請できたが、知人がい
なければ申請を見送らざるを得なかったと思う。また各種助成があること自体、
自力では探し出せなかったと思う。

15038 まちづくりの推進 横浜 衛生管理対策を充実させるために非常に役に立った。利用者やボランティアに
高齢者が多いため、コロナ感染防止対策は必須だった。このような対策がとれ
なければ、安心して運営することはできなかったと思う。手続きなどは事務方の
フォローがしっかりしていたので使いやすかった。

15039 まちづくりの推進 横浜 使いやすく持続可能な貴重な資金となっている。
15040 まちづくりの推進 横浜 通常の助成金と違い、申請から比較的短時間で給付されたので、運営面でとて

も助かっています。今年度は助成金で乗り切れますが、今後もさらに長期化し
た場合、どうなるのか不安です。

15041 まちづくりの推進 横浜 特に問題ないが、あえていえば（これほど印鑑が批判を浴びているのに）印鑑
を求められたのには驚いた

15042 まちづくりの推進 川崎 支援金申請活動発表会や活動結果報告会での交流ができなくなつた。
15043 まちづくりの推進 川崎 申請手続きの事務負担が大きくて申請しようとは思わない
15044 まちづくりの推進 湘南 きちんと活動記録、収支記録ができていれば、申請は特に難しくありません。

活動の質も大事ですが、ある程度、数字を上げる(保護数、譲渡数、TNRの頭
数)ことは、必要かと思います。

15045 まちづくりの推進 横須賀三浦 非営利任意団体なので、市の支援は受けられなかった。(家賃補助）
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15046 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

横浜 申請手続きには何度も書類の再提出が必要となった。その分事務負担も増え
た。再提出が必要な背景には、当方の不慣れもあったが、「なぜ再提出なの
か、どこに不備があっるのか」に対する明確な回答がなく、何度も再提出する必
要があった。

15047 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎 とても丁寧に対応してくれて助かってます。

15048 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎 使いにくい。又、結果活動ができなかったので、支援が受けられなかった。

15049 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

川崎 年度末（３月31日）までが事業期間であるが、実施報告書の提出が４月２日締
め切りというスケジュールのため、実質的には３月初旬で事業を終了しなけれ
ば報告書と事業会計報告作成に間に合わない。実施報告提出日をせめて４月
中旬程度にしてもらいたい。

15050 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県西 コロナ対策の助成金を申請したいと思ったのですが、申請方法が今ひとつわか
らず、申請できていません。

15051 学術、文化、芸術、ス
ポーツの振興

県央 通常に申請、給付していただけました。

15052 環境の保全 横浜 オンライン申請は、先に進めない時、何がいけないのかがわかるまでに時間が
かかった。予約制で窓口対応にしてくれた方が安心だと思うが、人的労力を考
えたら、オンラインで対話形式はできないのか？問合せ先の電話対応も、わか
りにくかった。
よくある質問じゃなくて、個別のエラーにわかりやすく対応してくれるシステムに
なってほしい。

15053 環境の保全 横浜 やは手続きが難しい
15054 環境の保全 横浜 活動予算を事前に申請書、助成金を受領して活動し、年度末に実施状況を報

告して最終的に助成金が確定します。予算の項目に予備費が認められていな
い為、今回の様な想定外の状況が発生した場合、消毒薬等の購入が出来ずに
困っています。

15055 環境の保全 横浜 持続化給付金は申請のタイミングがわかりにくかった。家賃補助金は、オンライ
ン申請のみなので添付資料の扱いが面倒だった。資料をいくつか合わせて1つ
の証明書にするので、スキャンするのに手間取った。

15056 環境の保全 横浜 申請後の手続き不備に対しての対応に時間がかかった。交付までにかなりの
時間が要した。インターネットでの手続きを中断ができなく時間が取られた

15057 環境の保全 川崎 公的な認可団体ではないので、公的資金は当てにできない
15058 環境の保全 川崎 申請が面倒
15059 環境の保全 川崎 川崎市民自主企画で数年、その後、国立青少年教育振興機構の子ども夢基金

で3年ほど支援をいただいたあと、戸外活動は停止しています。
15060 災害救援活動 横浜 助成金自体は非常に役に立っています。ただ助成金が公布されたのが９月で

利用期間が１２月まで。活動には助走期間が必要で１２月終了だと実質４ヵ月し
か活動できず、使い勝手が少し悪い。できれば期間を年度末（2021年3月末）に
して欲しかった。

15061 災害救援活動 県央 労力の割には成果物が少ない。コスパが悪い。性善説に立って考えて欲しい。

15062 災害救援活動 湘南 助成金をいただいたがコロナ禍で従来の活動ができず使用できない分、コロナ
禍で変更した活動に使用できるかどうか検討してもらっている。

15063 地域の安全活動 横浜 事務負担は少なく使いやすい助成金で大変助かった。
15064 人権の擁護、平和の

推進
横浜 オンラインは助かるが、詳細のやりとりがしにくい

15065 人権の擁護、平和の
推進

川崎 申請書、報告書、領収書、決算書などの作成に手間がかかる。事務局を担う人
がいるわけではないので、この書類の作成を負担に感じる。

15066 国際協力、多文化共
生

横浜 ①不備があった場合の詳細が見えない
②第2弾はスムースでした
③申請後の購入内容変更はどの程度可能か

15067 国際協力、多文化共
生

横浜 質問の問い合わせ連絡がなかなかつかなかった。申請を受理後、振り込みま
では短期間で手続していただけた
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15068 国際協力、多文化共
生

横浜 申請書に用いる印鑑が当初の指示と異なったため、再押印・差し替えが必要と
なった。
その他は親切なサポートにより、比較的円滑に申請することができた。
一般の助成金に比べて事務負担の軽減がかなり考慮されているが、自身の事
業の緊急時対応に追われるため、それでもなお事務負担を感じた。
他の支援金、事業委託費との重複利用を禁じるため、利用の自由度がかなり
低かった。
対象期間を年末でなく年度末までにしてほしい。

15069 国際協力、多文化共
生

県央 額が少ないため手続きは割と簡単に行えました。

15070 子どもの健全育成 横浜 とても円滑に手続きをすることができた。
15071 子どもの健全育成 横浜 交付対象がはっきりしていたため、事業申請がしやすかった
15072 子どもの健全育成 横浜 厚労省のホームページの構成はとても分かり難いです。
15073 子どもの健全育成 横浜 手続きが難しくなかったので助かった
15074 子どもの健全育成 横浜 相談も親身にのっていただき、スムーズに申請を行えました
15075 子どもの健全育成 横浜 通常より申請手続きが簡便で、審査期間が短いことは使いやすかった。
15076 子どもの健全育成 川崎 具体的なサポートがありとても使いやすかった
15077 子どもの健全育成 川崎 決算書・予算書・事業計画書・報告書のみなので、楽です。
15078 子どもの健全育成 川崎 指定通りに申請
15079 子どもの健全育成 川崎 書類作成に手間取った
15080 子どもの健全育成 川崎 担当の方にお世話になりながらですが、申請の手続きや報告書を作成するとこ

ろが、負担です。
15081 子どもの健全育成 川崎 老朽化した倉庫など固定設備の更新に関する助成がみつからない
15082 子どもの健全育成 県央 職員を交代で休ませることと、期限のある様々な手続きで事務作業が増えたこ

との折り合いはつきませんでした。
15083 子どもの健全育成 湘南 とても親切に手続きなどアドバイスして頂いている。
15084 子どもの健全育成 横須賀三浦 どちらも申請と報告が簡便であり、入金も早かった。
15085 子どもの健全育成 横須賀三浦 迅速に対応していただいた
15086 団体の運営・活動に

関する連絡、助言、
援助

川崎 手続きが煩雑　　給付まで時間がかかる

15087 団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

県西 手続きが煩雑である。

15088 団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

湘南 神奈川県の場合、当初NPO法人を除外したり、認定法人を除外したりしていた
が、NPO支援担当部署の職員がそのことに対して、特に問題意識を持たずに
対応を進めていたことは大きな課題と捉えている。

15089 団体の運営・活動に
関する連絡、助言、
援助

横須賀三浦 助成担当の方が大変親身になって手続きをしてくださいました。

15090 その他 川崎 申請のために揃える書類の量や種類が多い。
また、申請の為に登記簿謄本の原本が必要な場合もままあるため、すぐに申
請ができない。
ひろく広報されているものもあるが、市町村や民間の助成金などは、自分達で
アンテナをはっていないと、情報が入ってこない。また入ってきたとしても、NPO
法人や認定NPO法人であることで、除外されることもある。
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主な活動分野 支援活動の内容
団体

所在地
(地域）

整理
番号

・運営母体のお寺が、横浜市の一時避難所と警察署になります。
・防災士の資格、日赤の資格ある職員がいます。
・敷地が広いので地域住民のお役に立てることがあれば幸いです。
・運営母体の僧侶(臨床仏教師)、介護スタッフによる心のケア。
・癒しの場の提供(座禅・写経など)
・みんかなの立ち上げ　出来たら来年3月位までに。

　大地震、災害、感染症など自然災害もありますが。コロナ禍で女性の自殺者が急増している
ことに懸念しています。女性が元気でイキイキしている社会にしていくのに、自殺までいかなく
とも悩み苦しんでいる方が大勢いると思います。苦しんでいる方の実情を共有する事が重要
ではないでしょうか。
　定期的に、課題の共有、新たな社会システムの構築など、是非このみんかなでつながってい
る方々とオンラインセミナーを実施したいです。企画お願いします。アイディア、工夫が生まれ、
生きる力につなげたいです。

横浜 18001

介護車両を使った移動支援 横浜 18002

高齢なので、体を動かすボランティアは無理です。 横浜 18003

災害時の妊産婦支援、コミュニティづくり、LINEを使った情報発信 横浜 18004

自分達の活動に繋がる事や、これまで石巻や福島などでやってきた事は今後も実施できると
思います。
飲食業を営んでいるため、食を通じた支援、また子どもへの支援等ができます。

横浜 18005

車両による、介助付き外出支援 横浜 18006

小規模の野外の福祉避難所 横浜 18007

状況にもよりますが福祉避難所として利用出来ると思います。 横浜 18008

精神障がい者等に対しての利用できる制度の説明や相談。
ボランティア活動（場所・人員の提供）。

横浜 18009

創作療法（創作コラージュ療法・描画テストの実施）を通し、抱えたショック（ストレス悲しみ苦し
み等）に少しでも寄り添い、今後への活力に繋がる心のケアに努めたい。

横浜 18010

他の商店と一緒に何が通常の飲食店としての在庫から提供できるか検討。 横浜 18011

団体メンバーに自治会役員が多いので炊き出しなどは自治会での活動で行うと思います。丘
陵地のマンモス団地でもあり水や土砂災害はないと考えています。自治会や避難所エリアに
とらわれない生活支援ができます。発災直後ではなく復旧期の人々の心の潤いをもたらすこと
等。

横浜 18012

東日本大震災のとき、一時避難所で生活相談に従事した 横浜 18013

透析患者などの通院援助 横浜 18014

利用している方の情報把握。必要な方は他の資源につなげる。 横浜 18015

障害児者の支援を日常的に行っているので、災害時に必要な見守りや救護活動の一部を担う
ことは可能かもしれません。
いくつかの支援ネットワークと関わりがあるので、情報の収集･発信、支援の呼びかけや支援
物資の調達等でお役に立てることもあるでしょう。

川崎 18016

サークルメンバーによる労働力の提供をする。
被災者収容施設に対する音楽活動による慰問演奏

川崎 18017

ダウン症のこどもをもつ親の相談にのる 川崎 18018

パーキンソン病を中心とした神経系疾患者及び外国人に対しての、災害時連絡網構築による
後方支援。

川崎 18019

一番重要な被災者などのスマホやPCの操作サポート、およびホームページの立ち上げやSNS
などでの情報発信など

川崎 18020

介護福祉士、介護支援専門員の専門性を活かせる 川崎 18021

現在、主に活動している透析患者の通院をサポートする事。 川崎 18022

視覚障碍者の目となる 川崎 18023

自宅作業が多いので会員の状況により臨機応変の活動になると思う。活動場所、並びに保管
されている機器類の安全が問題。

川崎 18024

若い職員が多くいるので、力仕事、ITなどを活用した援助活動ができる。 川崎 18025

集団が苦手な人向けに、単身か何組か生活できる場と食、日用品の提供化、みまもり、女性
相談などができる。

川崎 18026

他の方が実際に行ったことがあった 川崎 18027

日頃、健康づくりに関した活動をしている団体の連携団体ですので、団体間の情報伝達など
できるように思います。私個人は栄養士会所属ですので、食にかかわることで炊き出しも含め
指令があれば動けます。

川崎 18028

日頃から総合的な支援を行っているため、SOSが必要な状況にはかなり対応できる体制がで
きている

川崎 18029

日常の「うつ病、自殺の低減につながる活動」に準じた活動 川崎 18030

保健、医療、福祉の増
進

(18) 地震や台風などで地域に甚大な被害が生じたとき、あなたの団体はどのような支援を地域に
　　　提供できると思いますか。支援活動の内容について具体的にお書きください。
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介護の経験を活かして、被災した高齢者への支援、また支援者へのアドバイス 県央 18031

炊き出し支援を必要な場所でいつでもできる。 県央 18032

普段の活動が情報収集と発信、身近な情報を届けること。 県央 18033

ボランティアセンターに出向き、聴覚障害者の相談等を行政につなげる活動ができる。 湘南 18034

ラフターヨガの目的は人々を笑顔にすること。地域に笑いのオアシスを作る。 湘南 18035

会員がそれぞれの地域で自分に合った福祉活動を行っている。 湘南 18036

会員に在日外国人が多いので、情報交換を行ない必要な物資や情報提供を行う 湘南 18037

困難な状況に在る方たちが、聴いてもらうことによって、気持ちが落ち着き、考えが整い、生き
る力が湧く援助を目指しています。

湘南 18038

地元の視覚障害者に対する情報提供を含めた生活支援 湘南 18039

聴覚障害のみならず、手帳が無くても聴こえづらい人も含めた情報支援。 湘南 18040

精神障害者の方が避難場所での生活の不安等に対応するための、日中の居場所の提供や
相談活動。

横須賀三浦 18041

ICT、SNS等を用いたサポート、企業との橋渡し その他 18042

イメージとしてこれといった具体的なことは見えないが、生活していく上での潤滑油的な役割も
大切だと考えます。

横浜 18043

帰宅困難者一時避難所、団体活動支援施設 横浜 18044

災害ボランティアのメンバー、子ども育成団体、主に女性の団体以上の理由により。 川崎 18045

子ども達と一緒に遊んだり 川崎 18046

被災者救済に必要な制度について紹介のお手伝いは可能だと思います。
町会活動への積極参加とお手伝いは可能だと思います。

川崎 18047

演奏活動による支援。 県央 18048

ITに詳しいメンバーが公民館など公共施設で活動しているので、情報収集や発信のお手伝い
ができると思う。Netが繋がっていれば各地区避難場所の受け入れ状況、不足物資情報、安
否状況の発信など。

湘南 18049

コミュニティスペースの運営をしているので、そのつながりやノウハウなどを、地域での協力を
求められる場面で、生かせればいいと思います。

横浜 18050

過去に国際間災害支援コーディネートを実施。また各種社会調査・ニーズ調査を実施。 横浜 18051

災害ボランティアに関する経験から。メンバーに防災士もおり、生活者目線での活動を行いた
い

横浜 18052

地域では自助の意識の低さが問題であると認識されており、高齢化した自治会役員が共助の
ため尽力することは現実的でないとわかっているものの、有事に備えた準備が進んでいないこ
とが心配されている。災害が起きて混乱する中、何をすべきか分かっている人たちが手足を動
かすことが必要とされるだろうから、そのときに動くのは自分達であると考えている。ただし、い
かに動くかはこれから考えるところで、経験や実績もないので専門家の力を借りて準備したい

横浜 18053

日々のサロンでの交流、生活支援事業（住民同士の助け合い活動）を通じて、地域の高齢者
の状況把握やつながりができています。災害時の支援が必要な人への安否確認、駆け付け、
声掛けなど、制度外での住民ならではの柔軟な対応ができるのでは？と考えます。

横浜 18054

被災されたことで孤立感を感じたり、ストレスが大きくなってしまっている人に対するケア 横浜 18055

防災備蓄、長期滞在ボランティアの宿泊可能、ソーラー蓄電、アマチュア無線局 横浜 18056

HPやFBなどで情報発信 川崎 18057

映像による情報収集と提供 川崎 18058

私達は区内の市民活動団体を活動支援している団体なので、団体間の調整やコミュニティ再
生支援はできるとおもいます。

川崎 18059

場所の提供・食事の提供・避難者のメンタルケア 川崎 18060

遊び場をつくる 川崎 18061

限度はありますが、災害で飼い主さんが亡くなったり、仮設住宅に入り、ペットの世話ができな
くなった時に、引き取って世話をするくらいは、できると思います。(但し、犬は引き受けられな
い場合もあります。)

湘南 18062

観光の振興 ハイキングコースの倒木調査 横須賀三浦 18063

農山漁村、中山間地域
の振興

少量ですが野菜を栽培しているので農産物があれば、又は地域で食材があれば、釜や竈、防
災用井戸などがあるので地域の方と協力して支援出来る可能性があります。

横浜 18064

会員ができる範囲でできる事をする 横浜 18065

状況の整理や人員配置などでアイディアを出せると思います。 横浜 18066

・臨時の炊き出し食堂運営
・アーティストと協働し子どもたちへの表現活動支援
・クリエイターと協働し情報発信

川崎 18067

高齢者の多い団体なので、支援を仰ぐ側にならないよう会員間で相互協力するのが精いっぱ
いである

川崎 18068

高齢者の団体なので体力を必要とする支援ができない。 川崎 18069

子どもたちの不安を一時でも和らげる。子どもたちの過ごしている時間、親たちは少しでも休め
る。子どもたちの元気でみんなのパワーアップにつなげる。

川崎 18070

身体の関節全て動かす体操です。座ってするのでお年寄りの方々に喜ばれる体操です。 川崎 18071

地域の人とのつながりがあるので、援助できることがありそうです。 川崎 18072

読み聞かせ、朗読、傾聴、SNS立ち上げ・発信支援など 川崎 18073

保健、医療、福祉の増
進

社会教育の推進

まちづくりの推進

学術、文化、芸術、
スポーツの振興
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高齢者（70歳以上）の団体ですのでどこまでできるか難しいが、一応できると思う 県央 18074

地域のコミュニティセンターとして、避難所としての支援の役割をしっかり担う 県央 18075

乗馬会で障がいのある方たちと接することがあるので、困っていることの相談に乗れることも
あるかもしれません。生活が落ち着いてきたら、馬を使った活動を行い、心のケアーを行う。
（お子さんからお年寄りまで。障がいのある人もない人も）

県西 18076

体力には、自信があるので必要とあれば何でも支援致します。 湘南 18077

英語、中国語、フランス語が話せる会員がいる。特に手がかかる家族がいない人は、とりあえ
ずできることはする。

横須賀三浦 18078

メンバーが高齢のため体力の必要な作業はきついと思いますので、軽作業を対象にしました。 横浜 18079

リユースショップ事業なので、衣類・食器など生活必需品が揃っているし、日頃より仕分け作業
にも慣れているので、物資支援、物資仕分け作業なら協力出来るかなと（東日本大震災のとき
も、送った）

横浜 18080

リユースリサイクル事業を行い、保管倉庫もあるので物資提供をしたり、また地域外からの受
け入れなども行える。またネットワークしているグループは、日ごろからリサイクルショップの運
営をして、地域のコミュニティの場にもなっているので、そこを拠点にできるのではないかと考
えている。

横浜 18081

会員の大半が高齢者なので、何ができるか、また会員が何をしたいと考えるか、その状況にな
らないと分からない。直ちには何もできない可能性が高い。

横浜 18082

活動拠点があるのでそこに支障がなければ発信ができていくと考えている 横浜 18083

学習支援 川崎 18084

災害ごみの分別方法などの情報提供 川崎 18085

川崎市中原区内の範囲を対象に活動する8人程度の団体なので、平時に啓発している
情報に基づく救援・支援活動を提供する人的・資金的実力は持ち合わせていないのが実情で
す。　そのため、実際に出来るのは、被災者（特に在宅者）の実情調査をして、以後の啓発内
容の充実に反映していくことが主になると考えます。

川崎 18086

地域に残っている水や緑の環境保全のために、子どもたちの戸外活動を保護者と一緒に行う
ことによって、環境を維持していくことにたいせつさを知ってもらう。

川崎 18087

アドバイスなどは出来る限りしたいと思います 県央 18088

当法人は衣料品、食器を含む日用雑貨を大量に所有しています。すべて市民からのご寄付品
です。それが活かせます。３．の物資支援と言うのは当法人が所有する物品が「通常の衣料
品・道具」なのでお役に立ちます。また、子ども支援、とマークしたのは、子どもの絵本やおも
ちゃも衣料品と共に沢山持っているからです。子どもにはおもちゃが大切なものです。大人が
困っている状況を知った子どもにはおもちゃや絵本が大きな救いの時間になると思っていま
す。当法人が運営するチャリティショップで被災された方がボランティアすることができます。被
災された自宅や仮設住宅から離れるボランティアの数時間は必ず貴重な時間になると確信し
ます。ちなみに無償活動です。

湘南 18089

特に会としての支援というより、各会員がそれぞれの自治会の会員として支援に参加する。 湘南 18090

刈払機、チェーンソーが使えるメンバーが数名いるので、それらを利用した瓦礫撤去は可能。 横須賀三浦 18091

調理をし食品提供の経験と実績があるので食材が整えば活動可能、また災害時の子供の活
動場所を提供できる

横須賀三浦 18092

特にICT化支援。具体的には、Zoomによるオンライン会議、災害ボランティアセンター運営、避
難所運営、自治会運営のICT化のお手伝い

横浜 18093

「たい焼き」の特技を生かして仮設住宅やイベント、商業施設への集客支援活動 県央 18094

保養受け入れをしてきたのでその活動に関連する活動ならできる。 湘南 18095

もともと災害系の団体であり、ノウハウ、人脈とも持っている。瓦礫撤去、物資支援については
コーディネートが可能。その他の項目についても大規模災害発生時には団体のリソースを集
中して活動するつもりです。

横浜 18096

ガレキ撤去は復興するうえで最も優先しなければならない項目と思う。
障害･要援護者・子ども支援・・生活弱者を優先しなければならない。

県央 18097

被災者の悩みなどの傾聴 横浜 18098

何かしなければと思います。しかし、活動内容が福祉・子育て・自然・環境とも違う。会員も同じ
地域に住んでもいない。そういう面で、具体的に何ができるか、難しい課題です。

川崎 18099

子どもたちの学習支援や相談 川崎 18100

英語、スペイン語、ラオス語が話せる会員及び関係者が所属している。会員・関係者は会社員
なので自由に選任で支援活動に専念はできません。

横浜 18101

日頃の活動を活かし呼びかけが可能 横浜 18102

日本語学習支援や交流イベントを介した外国人支援の経験を積んできたことから、外国人を
中心に、役所、学校と連携した支援を行う。
なお、一時帰宅困難者の待避所に指定されているので、被災直後の退避者対応は可能。

横浜 18103

障がいのある方、子ども、外国人、とつながり、一緒に活動する場を提供すること。 川崎 18104

我々はボランティアで外国籍の市民に日本語と日本文化を教え地域の生活に生かしてもらう。 県央 18105

日本語の学習支援 県央 18106

外国人の相談窓口、子供たちの学習環境も含めた学習の支援 湘南 18107

学術、文化、芸術、
スポーツの振興

環境の保全

災害救援活動

地域の安全活動

人権の擁護、平和の推
進

国際協力、多文化共生

NPO等コロナ影響アンケート調査（第２回）報告（別冊） 25



男女共同参画社会の形
成

スマホやPCでの通信設定。コミュニティのサイトの立ち上げ。SNSを使っての情報発信支援な
ど

川崎 18108

キャリア教育支援を行っているので子ども支援ができるかと思います。また当団体には１００社
の賛助会員企業が登録していただいておりますので、団体間のコーディネートができるかと思
います。

横浜 18109

なし 横浜 18110

学校に行けない、日本語が分からない等の困りごとを抱えた子どもへの居場所支援 横浜 18111

災害時の人権侵害の防止あるいは相談窓口 横浜 18112

主にブラジル人などのポルトガル語通訳 横浜 18113

大人が災害対応や仕事をしている間の子どもの保育 横浜 18114

鶴見区の災害時拠点である済生会東部病院にて、震災が起きたときを想定した訓練に参加し
たことがあった。当法人の男性陣は、搬送班として活動する予定になっている。
また、情報と教育分野が当法人の強みであるので、ＩＴ支援や子どもたちへの心理的な安定を
図る目的とした寄りそい支援ができるのではないかと考えている。

横浜 18115

LINEオフィシャルアカウントを利用しているので、登録者に情報発信することができる。 川崎 18116

OBさん達と連携を取って、地域のお母さん達ネットワークを作ることができると思います。その
ネットワークが災害時等地域の連絡手段の一端を担えると良いなと思います。

川崎 18117

ペット同行避難を余儀なくされた人とペットのケア、避難所におけるペットスペース整備、支援
物資情報伝達支援、自主避難者への物資支援、仮設住宅における行事開催支援

川崎 18118

栄養士の集団なので、調理などを日頃からしている。 川崎 18119

見守り支援 川崎 18120

情報の収集や発信迅速に対応することが重要。 川崎 18121

食の提供に手を貸せる。学習支援ができる。 川崎 18122

食事を作って提供、子どもの見守り、親子支援、他団体の紹介など 川崎 18123

野外炊飯等で大災害時の活動に協力できる 川崎 18124

園にいる子供たちが最優先ですが、余裕があれば（災害の程度と時間帯による）水以外に場
所の提供も出来たらと考えています。

県央 18125

高齢の会員が多い為、重い労働は活動しにくいですが、避難所の施設運営上必要な人材の
派遣や設備品の提供(扇風機、ストーブ、掃除機、コピー機、パソコン、消毒薬、除菌剤等)。
日頃の子ども学習支援活動は継続できます。遠隔地の小中学生にもオンラインで学習支援を
実施できます。また、子どもや保護者の相談、支援活動も実施できます。

湘南 18126

子ども向けのイベント開催や困りごと相談の傾聴活動等 湘南 18127

毎月、子育て懇談会などを開催しているため、発達特性のある子どもの子育ての悩みなど聞く
ことができる。子どもの支援のヒントが提供できる。

湘南 18128

子どもたちへの心のケアなど、日ごろからの関係性の延長で支援を実施できると考える。 横須賀三浦 18129

情報化社会の発展 会員間でメールのやり取りや掲示板を使って質の高い情報を共有できる。 川崎 18130

科学技術の振興 科学実験教室の実施 川崎 18131

復旧活動などへの助成 川崎 18132

帰宅困難者の受入れ施設となっている。 県西 18133

発災当初の人的支援、コーディネータの派遣、相談業務など 湘南 18134

被災地域で必要とされている支援ニーズと、支援が提供できる団体との間のコーディネート 湘南 18135

いろんな国籍の外国人が参加しているので通訳で支援活動できる。ボランティアは普段乳幼
児と接しているのである程度のお世話が出来る。

川崎 18136

お店設備を利用しての炊き出し、障害者の日中の居場所、子ども食堂の開催など 川崎 18137

災害時に限って、ソーラーパネルで発電した電力を供給することが可能です。バッテリーの充
電など。

川崎 18138

里親様が被災された場合の受け入れは予め行う事になっています。 湘南 18139

団体の運営・活動に関
する連絡、助言、援助

その他

子どもの健全育成
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災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ（準備会議） とは

「災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ（通称：みんかな）」とは、神奈

川県が大災害の被災地となったときに備え、被災者のくらしの復興をさまざまな団体が連携

して長期に亘り支える仕組みをつくるため、県内の団体等の連携・協働を進めるネットワー

クの名称です。

神奈川県内で活動するNPO 3団体（一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ、認

定NPO法人市民セクターよこはま、認定NPO法人かながわ311ネットワーク）が2020年4月

に「準備会議」を発足。多様な専門性を持つNPOなど市民活動団体、中間支援団体、職能

団体、企業などが防災・災害復興をキーワードにつながる「災害復興くらし応援・みんなの

ネットワークかながわ（通称：みんかな）」の立ち上げをめざして活動を進めています。

本アンケート調査結果、また当団体へのお問合せは、下記までご連絡ください。

メール：info＠minkana.com

ホームページ：https://minkana.net/

Facebookページ：https://www.facebook.com/minnanokanagawa/
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「新型コロナウイルス感染拡大の影響と対応に関する神奈川県内NPO・市民活動団体

向けアンケート（第2回）」調査報告（別冊）（2021年3月30日）

<本アンケート報告書に関する連絡先>

災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ（準備会議）

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター

レターケース No.340 一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ気付

メール：info@minkana.net

ホームページ：https://minkana.net/


