
 

 

特定非営利活動法人アクションポート横浜 

2019 年度事業報告書 
 

2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日 

１：市⺠や組織の連携により、新たな事業やシステムを創造するためのプロジェクト           

■横浜サンタプロジェクト 

企業・NPO と連携して実行委員会を結成し、横浜に笑顔をプレゼントするというテーマで、サンタに扮して４つ

の企画に分かれ活動を行った。当日に向けて企業に働きかけ車や物品の提供をお願いし、活動に参加しやすい土

壌をつくることができた。本年はみなとみらい線との連携が充実するなど、内容拡大をはかった。 

 

実施内容 

日時：2019 年 12 月 14 日（土）12：00～16：00 実施 

場所：パシフィコ横浜円形広場集合→各地で活動 

プロジェクト参加者数：1263 人 ＊サンタ・子ども達総数 

 

・訪問サンタ：横浜市内の 3施設にオープンカー等でサンタが訪問。 

・広場サンタ：パシフィコ横浜円形広場にて、子どもが楽しめるサンタステージ企画やブース企画を実施。 

・みなとみらいサンタ：サテライト会場としてパフォーマンスやブース企画を実施しました。  ・清掃サンタ：

横浜にキレイをプレゼント！サンタになって清掃活動を実施 

 

主催：横浜サンタプロジェクト実行委員会 
アディエント合同会社、株式会社安藤建設、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社、 
株式会社エムビーエス、株式会社 OverCom、神奈川県印刷工業組合、キリンビール㈱ 横浜支社、 
ゾーホージャパン株式会社、総合学園ヒューマンアカデミー横浜校、ＳＯＭＰＯケア株式会社、 
株式会社太陽住建、東京キリンビバレッジサービス株式会社、株式会社野毛印刷社、 
ひとしずく株式会社、ファイナンシャル・ジャパン株式会社、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、 
一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会、特定非営利活動法人横浜市民アクト、 
特定非営利活動法人アクションポート 横浜 
 
 

２：市⺠や市⺠活動団体の地域の課題解決やそのための組織運営を⽀援するプロジェクト                    

■組織基盤強化ワークショップの実施 

日本NPOセンター、パナソニック、横浜NGOネットワークの共催協力で組織基盤強化ワークショップを実施した。 

 

日 時：2019 年 5月 24 日（金）13:30～17:00 

会 場：JICA横浜 4F かもめ（横浜市中区新港 2-3-1） 

 

■Yahoo!基金「NPO の知らせる力プロジェクト」書き手講座 

Yahoo!基金が主催する「NPO の知らせる力プロジェクト」のセミナーを日本 NPOセンター、朝日新聞ジャーナリ

スト学校とともに開催した。 

 

日 時：2019 年 10 月 18日(金) 12:30-17:30 （12:00開場、16:40-17:30交流会） 

会 場：神奈川近代文学館 (神奈川県横浜市中区山手町 110) 
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■横浜アクションアワード 

若者と地域の NPO や団体がパートナーシップを組んで活動している事例を多くの方に知ってもらい、広げていくアワー

ドを立ち上げた。今回は５団体にエントリーしてもらい、大賞と協賛賞を選定した。参加団体とは継続的にコミュニケー

ションをとって活動をサポートしていく。 
 

実施内容 

○公開プレゼンテーション 

日時 :2 月 15日(土) 14:00〜17:00 

会場 :リストグループ本社 1階 ラウンジ 

参加者数 :60名(一般 22名、発表団体 17 名、審査員・スタッフ 21名) 

 

○参加団体 

フェリス女学院大学エコキャンパス研究会×横浜市環境創造局（協賛賞） 

神奈川大学山岡ゼミ×佐藤農園・永島農園 

神奈川大学ボランティア支援室×六角橋自治連合会（大賞） 

横浜市立大学環境ボランティア StepUp↑×西大道町内会 

横浜国立大学生×NPO 法人オールさこんやま（協賛賞） 

 

３：市⺠活動や地域の課題解決に関する相談、コーディネート                     

 

■アクションフォーラムの開催 
横浜エリアを中心としたさまざまな領域の市民活動等に関わっている当事者から、それぞれの立場や経験を踏ま

えて、地域づくりに資する情報や知見を提供いただくセミナーを開催。 

 

さいたまと横浜の地域活動を考える 2019 年 9 月 27 日（金）19:00-21:00 

NPO の組織化と「市民活動」は両立するか 2019 年 11 月 15 日（金）19:00-21:00 

NPO は企業の人材育成に役に立つか 2020 年 1 月 17 日（金）19:00-21:00 

 
■企業からの相談対応・コーディネート 

企業の社会貢献活動や地域参加への相談に対応し、必要に応じて企画の実施や運営を行った。 

 

■左近山団地大学生活動支援業務 

旭区役所、UR 都市機構からの相談で、左近山団地に住み込みで地域に関わる大学生の活動支援を行った。 

 

○定例会議でのファシリテート 

月１回程度の定例会議に参加し、活動に関するアドバイスや運営のサポート、会議の進行などを行った。 
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○見学会の開催 

さこらぼの運営に参考になる事例を見学する視察会を開催した。 

＜見学先１＞くにたち富士見台人間環境キーステーション 11 月 18日（月）13:30～15:30 

＜見学先２＞NPO 法人戸塚てらこや 2 月 10 日（月）10:00～11:30 

 

○イベントの運営サポート 

さこらぼが開催するイベントに対しての運営サポート及び大学生の派遣・コーディネートなどを行った。 

・左近山 U25会議  8月 5日（月）18:00～20:00   

・サコノミ 8月 31 日（土）16:30-19:30 

・サコノミ 10 月 26 日(土)16:00〜18:30       

・サコメシ 12 月 21 日（土）11:00-15:00 

・サコメシ 2 月 29 日（土）11:00-15:00           

・活動報告会 3 月 21 日（土）10:00-11:00 

 

■青山学院大学サービス・ラーニングパイロット科目の運営サポート 

青山学院大学サービス・ラーニングプログラムの団体コーディネートを担当した。 

 

事前研修会：4月 18日（木）13:20-14:50 

事後報告会：7月 18日（木）13:20-14:50 

 

参加 NPO 

WE21 ジャパン、地球市民 ACTかながわ、コトラボ、横浜 NGOネットワーク 

 

■ツナカンハウス 
毎月１回、神奈川県民センターを使用し、交流会を開催。学生や会員の交流の場と相談を持ち寄る場となった。 
 

４：市⺠活動や地域の課題解決に関する⼈材の発掘と育成                       

■NPO インターンシップ 

県内大学と連携を図り、学生が NPO に一定期間インターンシップ活動を実施した。10 日間の体験コース（短

期）と６か月の実践コース（長期）の２種類のインターンシップを実施した。 

 

 

 

 

参加大学：10 大学 

横浜国立大学、横浜市立大学、神奈川大学、フェリス女学院大学、関東学院大学、専修大学、東海大学、横浜

商科大学、明治学院大学、横浜美術大学 

 

 参加者 

10日間の体験コース（短期） 59名 

６か月の実践コース（長期） 6名 
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参加 NPO:26団体 

NPO 法人アークシップ、NPO 法人アクト川崎、NPO 法人ＷＥ２１ジャパン、NPO 法人 STスポット横浜、大倉山

おへそ、片倉うさぎ山公園管理運営委員会、NPO 法人教育支援協会南関東、NPO 法人ぐらす・かわさき、NPO 法

人グリーンママ、コトラボ合同会社、NPO 法人さくらザウルス、障害者自立生活センター ＩＬ・ＮＥＸＴ、NPO

法人地域生活センター・NPO 法人新、NPO 法人地球市民ＡＣＴかながわ、NPO 法人びーのびーの、NPO 法人ピッ

ピ・親子サポートネット、NPO 法人みどり福祉ホーム、NPO 法人森ノオト、NPO 法人横浜 NGOネットワーク、

横浜コミュニティデザイン・ラボ、横浜自然観察の森、NPO 法人横浜市民アクト、k２インターナショナル、横

浜ジェントルタウン、NPO 法人アクションポート横浜 

 

プログラム 

・団体と大学の懇談会：6月 1日（土）11:00-11:45 

・事前研修会：（１回目）6月 1日（土）10:00-12:00 （２回目）7月 6日（土）14:00-16:00 

・NPO とのお見合い会：6月 1日（土）13:00-17:00 

・短期インターン成果報告会:10 月 26 日（土）13:00-17:00 

・長期インターン成果報告会：3月 6日（金）19:00-20:00 

 

●NPO インターンシップ継続のための寄付集め 

目標金額 ６０万円  寄付総額 25万円(達成率 42％）寄付者人数 13 人    協賛団体 3団体 

 

■NPO インターンシップラボ 

NPO インターンシップを運営している団体、またこれから運営したい団体が集まり、トヨタ財団様の助成を支え

に”NPO インターンシップラボ”というネットワーク組織を運営した。 

 

実施内容 

○シンポジウムの開催 

NPO インターンシップラボシンポジウム 2019「まちに”小さな主人公”が育つしかけとは？」を開催した。 

日時：9 月 16 日（月・祝）13:00〜17:00 

会場：青山学院大学 青山キャンパス 17号館 17306教室 

参加者：67 名 

（中間支援 NPO：10 人、NPO：9 人、行政：4 人、企業・財団関係者：1 人、大学：6 人、学生：4 人、スタッフ・ゲスト：33名） 

青山学院大学ボランティアセンターとの共催で実施した。「小さな主人公を育てる実践者が語る未来」「学生が 

変わる？！地域が変わる？！～NPO インターンシップ徹底解剖～」と２つのパネルディスカッションを実施し、 

67 名の参加を得た。終了後は報告書を作成し、全国 80 カ所の中間支援 NPO に配布した。 

○講演会での情報発信 

9 月 6 日（金）東京ボランティア市民活動センター民間助成事業情報交換会 

9 月 13 日（水）第 13 回大学ボランティアセンター全国フォーラム 2019 自由研究発表 
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○伴走支援 

NPO インターンシップを立ち上げたい中間支援組織に対して伴走支援を行なった。 

①世田谷コミュニティ財団への伴走支援 

②こまつ NPO センターへの伴走支援 

 

○勉強会の開催 

・6 月 27 日（木）19:00〜21:00＠日本 NPO センター会議室 事例：日産自動車 日産 NPO ラーニング奨学金制度 

・10 月 10 日（木） 19:00〜21:00＠飯田橋セントラルプラザ 12 階 東社協会議室Ｃ 

事例：とちぎコミュニティ基金「たかはら子ども未来基金学生インターン助成」 

・11 月 22 日（金）14:00～16:30 ＠宇都宮市まちづくりセンターまちぴあ  

とちぎコミュニティ基金主催「若者かワクワクする活動をつくる in 栃木」 

 

■ライフキャリア事業 

神奈川県人権男女共同参画課委託事業。社会に出る前の若年層が自ら望む生き方を選択し、豊かなライフプラン

をデザインする力を育成することを目的に、ライフキャリア教育出前講座や中学生向け教材などの作成を行った。 

 

実施内容 

○高校生向け啓発冊子「mirai book」の改訂 

ライフキャリアに関する知識、情報等を盛り込んだ啓発冊子「mirai book」及び同冊子の活用方法等を紹介する

指導者用資料を改定し、印刷用原稿データを作成した。 

 

○出前講座の企画・実施  

＜県立磯子工業高校 定時制＞ 

実施日：1 月 20 日（月）19:20-20:40   会 場：磯子工業高校教室  対象学生： 10名 

＜県立高浜高校＞ 

実施日： 2 月 3日（月） 5時間目（13：25～14：15）、6時間目（14：25～15：15） 

会 場：高浜高校 体育館 

対象学生：2年生 237 名、１年生 240名 

 

○普及啓発用リーフレットの作成 

○中学生向けライフキャリア教育プログラム・教材の作成 

県内中学校の授業等において、先生が生徒にライフキャリア教育を実施する際に活用できるプログラム・教材を

新たに企画・作成し、県内中学校にて、作成したプログラム・教材を使った授業（試行）を 2回行った。 
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■学生企画エコツアー 

公益財団法人資源循環公社との連携事業との横浜市内の大学生が企画運営をする環境活動の現場を体験するバ 

スツアーを開催した。 

日時：11 月 16 日（土）10:00-16:00     

訪問先: 株式会社フードエコロジーセンタ―、山崎製パン株式会社    

参加者：25 名 

 

■YOKOHAMA ACTION PLANNNER との連携 

市内 NPO 法人の広報支援プロジェクトを 2件実施。およそ 20名の社会人が参画したほか、地域を知る・楽し 

むにつながる自主活動を企画・運営した。 

 

■若手スタッフ育成プロジェクト「SNAP」（横浜市市民活動支援センター自主事業） 

地域活動の次世代を担う NPO及び中間支援組織の若手スタッフ育成を目的に、3 か年計画で事業推進をした。 

3 年目の本年度は、これまでの知見をまとめノウハウブックを作成した。 

 

５：その他、⽬的を達成するために必要な事業                           

■ツナカンインタビュー 

現役学生による卒業生インタービューがスタート。今後アクションポート での活動が社会人生活にどうつな

がっているかを発信していく。 

 

■講演等の実績 

6/13  関東府学院大学「マスコミュニケーション」「ジャーナリストの技術」 

6/15  聖学院大学ボランティア市民活動センター ボランティア・まちづくり助成事業 審査員 

6/17  産業能率大学「NPO のマネジメント」 

6/18  横浜市立大学 大学院講義（NPO論特講） 

7/27  横浜商科大学鶴見区政策コンペ 審査員 

8/31  足立区 NPO 活動支援センター「あだちで若者の活躍の場を探ろう」 

9/6   東京ボランティア市民活動センター「9 月 6 日民間助成事業情報交換会勉強会」 

9/12   大学ボラセンフォーラム 自由研究枠発表 

10/12 （公財）海外日系人協会 「若者」が創るまちづくりのカタチ 

10/30  町田市地域活動サポートオフィス主催「ボランティアが活きる活動づくり基礎講座」 

11/21  明治学院大学「社会福祉の理解」 

11/22  とちぎコミュニティ基金主催「若者がワクワクする活動をつくる in 栃木」 

11/27  NPO 法人 I-DO視察受入 

11/30  ひらつか市民活動センター主催「NPO マネジメント連続講座」 

1/23   ソーシャルコーディネートかながわ主催「ボランティアが集まる企画づくり」 

2/13   横浜市泉区役所 地域協議会「多世代型地域活動について 」 

2/26   町田市生涯学習センター主催「学生と町田市職員の交流会」 

 

 


