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令和元年 5 月 9 日

公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク
運営委員会議事録(5 月期)
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政、岡部、木村、佐藤、高木、葉木、若笠
事務局：天寺、濱口
澤野推進委員会委員長、オブザーバー：森村
1.

濱田代表理事

挨拶

・ざま災害ボランティアネットワーク（ZSVN）10 周年活動報告会御礼
・ZSVN、座間市から児童ホーム防災事業受託（３年）
2.

澤野推進委員会委員長

委員会報告

巻末添付_「事業報告と今後の予定」のとおり。
3.

公益社団 SL 災害ボランティアネットワーク報告
巻末添付_「運営委員会議事」を参照

3.1 理事会報告事項
5 月は理事会未開催
3.2

2019 年事業の確認と報告


2019 年事業予定(追加予定)
① 災害時の住環境・生活環境/アレルギーEXPO2019
4/10、5/8 に災害食ミーティング実施（平田 SL、三澤 SL、天寺）
レシピ集制作に着手。今後、植田 SL、山本 SL も参加予定。
② 2019 年防災担当教員対象 DIG 研修実施
2019 年 6 月 13、26、27 日

神奈川県総合教育センター善行庁舎にて実施

5 月 13 日に DIG 研修打合せ実施予定（横浜）
③ SL 企画セミナー第 5 弾「指導者 DIG セミナー」
10 月実施を予定


SL 全体研修
日程：6 月 23 日(日)12:30～
会場：ひだまりホール（かがやきプラザ内 1 階）
内容：ワークショップ/災害時の SL 行動指針を考える
① 地震行動→②SL としての行動→③ポスターセッションの 3 部構成を予定
次回 5 月 21 日 13:30～検討会議を実施（九段事務局）
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SL 防災談話室@mansion
5 月 8 日(水)18:00～20:00

麹町区民館にて実施

第 11 回「被災者生活支援法」開催

14 名参加

詳細は次回運営委員会にて報告
3.3 各地域の活動報告
埼玉県ネット（若笠）


5/16 定例会

武蔵浦和サウスピア

4 月、5 月は各 SL での活動を行う。
越谷レイクタウン訓練参加予定。ボランティア団体ブース出展の為視察
千葉県ネット（岡部）


5/13 千葉県ネット地区運営委員会（千葉市きぼーる）13:30～16:00



5/26 千葉県ネット春季合同研修会

15:00～船橋市中央公民館

流山・野田ネット（岡部）


5/19 流山・野田ネット春季研修会

13:30～流山市生涯学習センター

川崎ネット（佐藤）


4/11 中原区ボランティア連絡会（佐藤 SL）



4/18 SL 川崎ネット総会 6 名参加（川崎ネットメンバー10 名突破）



4/22 高津区ボランティア祭り実行委員会



5/16 川崎ネット定例会&スキルアップ勉強会（得意分野の共有）



5/23 高津区ボランティア祭実行委員会（佐藤 SL）



5/28 川崎市社協・ボランティア団体部会（佐藤 SL）



6/16 高津どんなもんじゃ祭り（植田 SL、佐藤 SL）



7月

高津区役所（佐藤 SL）

日赤 2 ブロックにて防災講座、ポケットの会にて母の防災について

横浜ネット（一政）


4/6

SL 横浜ネット総会



4/20 ギャザリング講演会 13:30～15:30（県民センター）
→澤野 委員長講演



5/7

KSVN 拡大運営委員会



5/11 ギャザリングフェアー（スタッフは 7:50 集合）



2019 年計画
小学校防災学習、キッズ防災、保土ヶ谷宿場祭り、保土ヶ谷区民祭り、戸塚防災フェア
地域拠点 HUG、四季の森防災フェア、県教委 DIG、柳島宿泊訓練

湘南ネット（葉木）


7/14 災害時トイレ実践入門研修会(大磯ふれあい会館)

13:30～16:00

当初開催日（7 月 7 日）から変更
開催にあたり 4 社がスポンサーとして協賛（サンプル配布）
西湘ネット（石丸）


4/28

防災・減災サロン「ワークショップ 3:3:3」（鶴巻公民館）13:00～16:00 11 名参加



5/25

防災・減災サロン「避難者の受付・福祉編」(鶴巻公民館) 定員 25 名
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ざまネット(濱田)


4/13

愛川ネット総会（濱田 SL）



2019 年計画
・県央相模原講座（7/27、8/3,4 と 2020 年 1/26、2/1,2）
・太陽光パネル設置事業（6/9、8/18、11/10、12/15）
・被災地を知らない人の為のツアーin 東北（7/19～21）9 月は倉敷を予定
・体験講座（9/28）
・防災ピクニック（11/4）
・キックオフ講演会

市民向け体験型（11/30）

・学校での DIG 講習（12 月予定）
・2 児童ホーム防災事業（2019 年）

【次回の開催日】
2019 年 6 月 7 日（金）13 時 30 分～運営委員会
開催予定場所：かがやきプラザ 4 階 小会議室 A
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2019 年 4 月の事業報告と今後の予定（4.5→5.9）
（5 月 9 日/災害救援ボランティア推進委員会委員長
はじめに

澤野次郎）

この間の主な話題

重要ポイント
一、災害対策を社会の変化に対応させる市民と行政の協働の取り組み
ざま災害ボランティアネットワーク 10 年
防災ギャザリング

※

一、広く知らされていない災害の事実
宅地崩壊、水害だけでなく地震でも起きる理由→谷埋め盛土
東日本大震災での災害想定（地震と津波の想定は別）
熊本地震での自衛隊・警察の初動問題
U-125 御岳墜落事故）
、（2016.5/26-27）伊勢志摩サミット

（2016.4.6

米国史上最大の社会経済被害（1900 億ドル）の「台風」の教訓
ハリケーン・ハービー（2017/8）でのテキサス州・ヒューストンの被害
→東京で米国同量の降水量ならば、東京水没
１、防災とボランティアをめぐる情勢
1-1 社会全体(危機管理または重要ニュース)
4/14

熊本地震 3 年 (16 日が本震)

4/15

フランス、ノートルダム大聖堂火災

5/1

令和改元

1-2 災害,大事故分野
国内 ア 地震（気象庁発表で震度 5 強以上，首都圏は震度 4 以上、内閣府掲載）
日 時

震央

Ｍ

深さ

最大

地域

イ 火山等 （気象庁発表での大規模噴火）
4/16 18：28

阿蘇山噴火(小規模)

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象）
海外 ア 地震(USGC 発表、日付 UTC、原則 Mw7 以上か犠牲者多数)
日 時

UTC

4/18

05：01(1401)

台湾 花蓮県

5/06

21：19

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ（太平洋） 7.2

発生地

Ｍ

深さ

死者

6.1

18.8 ㎞

なし

33 ㎞

なし

イ 火山等
5/7

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｽﾏﾄﾗ島ｼﾅﾌﾞﾝ山噴火

ウ 気象災害
5/4

大型サイクロン「ファニ」

バングラデシュ上陸

1-3 防災行政等の動き
ア

政府

イ 自治体
ウ 東日本大震災
・4/26 発表
エ
1-4

復興庁 避難・転居者数 4 万 7892 人前月比－2672 人

4/9 現在

防災訓練等

災害ボランティア等の動き (全社協 被災地支援・災害ボランティア情報)
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1-5

注目すべきメディアと書籍等
ア

TV [NHK スペシャル等]

イ

新聞、書籍
・釜井俊孝著 「宅地崩壊、なぜ都市で土砂災害が起こるのか」 4/10 発売

2-1

社会貢献活動：災害ボランティア
A、災害ボランティアリーダー養成事業
ア ＳＬ

講座 10,528 人

公認講座 2,774 人 計 13,302 人

3/10 現在

イ 本部主催のＳＬ養成事業
・[予定]大学共催：目白大学講座

5/11→

・[講座]上級講座 5/25-6/1-2
ウ 大学等受託のＳＬ養成事業
・[講座] 前期：専修大学、明治大学、法政大学
B、防災／減災啓発推進事業（主に首都圏開催）
ア 本部等主催の防災啓発推進事業
イ 他主催事業の協力
ウ 他主催事業の情報
C、ＳＬネットワーク／災害ボランティア活動報告
・[行事] 防災ギャザリング 4/20 講演

5/11 訓練

・[行事] ざま災害ボランティアネットワーク総会＆10 周年 4/27
2-2

総合防災事業

A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業）
ア 到達点

2018 国内累計約 720 万人（集計中）

B、防災教育推進事業
ア チャレンジプラン・内閣府共催事業
イ 防災教育普及協会事業
・[行事] 6/22 気象災害セミナー
ウ 学校・団体等防災教育推進事業
・[各地]学校での防災教育支援
C、防災研究事業
・[報告会]産業集積・新興住宅地域ヒューストンを襲ったハリケーン 5/8
３、広報等 、広報

ＳＬレター 4 月下旬発行
以 上
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公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク

５月９日運営委員会(13:30～16:00)
1.

濱田代表挨拶

2.

災害救援ボランティア推進委員会防災事業報告

3.

報告・議案など

議事次第

沢野委員長

3.1. 理事会報告事項（5 月は理事会なし）
非常用炊出袋第 9 次納品の内訳 13.5 箱（3 箱＝横浜・宮川 SL、3 箱＝船橋ﾈｯﾄ、3 箱＝本部、
4.5 箱＝座間ﾈｯﾄ）
3.2. 2019 年事業の予定
① 2019 年事業予定
2019 年活動予定表



・災害時の住環境・生活環境/アレルギーEXPO2019 開催
…10/29（火）12:00～19:00・30（水）10:00～16:00
災害食ミーティング 4/10,5/8

京王プラザホテル

平田 SL・三澤 SL・天寺とで冊子制作に着手

・2019 年度防災担当教員対象 DIG 研修
…6/13（木）26（水）27（木）神奈川県総合教育センター善行庁舎
・SL 企画セミナー第 5 弾「指導者 DIG セミナー」
…6 月以降、企画会議を経て 10 月ごろ開催予定
② SL 全体研修
日時：6 月 23 日（日）
会場：かがやきプラザ

ひだまりホール

内容：ワークショップ／災害時の SL 行動指針を考える
③ SL 防災談話室の報告（木村 SL）
5/8

第 12 回・
「被災者生活再建支援法について」18:00～

3.3. 各地域からの報告
・ 埼玉県ネットから
・ 千葉県ネットから
・ 神奈川県ネットから
・ その他報告
4.

次回運営委員会/理事会
2019 年 6 月 7 日(金)
理事会
運営委員会

10：00～12：00

九段事務局

13：30～16：00

かがやきプラザ４階
以上

