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平成 31 年 3 月 1 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(3 月期)
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政、岡部、木村、高木、葉木、若笠
事務局：天寺、濱口
沢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

防災科学技術研究所「平成 30 年度成果報告会」に出席。
「生きる、を支える科学技術」のスローガンとロゴを発表。
2.

沢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<修正版>」を参照

3.1 理事会報告事項
1)総会の件
3 月 4 日の週に総会資料を 2019 年、2018 年会員に送付(今年新規会員は対象外)。
総会日時:2019 年 3 月 23 日（土）13:15～15:00（13:00 受付）
会場:市ヶ谷 TKP カンファレンスセンター

カンファレンスルーム 6D（78 席）

→運営委員は準備の為 12:30 に会場前に集合。
2)年会費納入状況と会員カードの件
・2019 年会員

現在 505 名(2019 年 2 月 28 日現在)

→運営委員を中心に各ネットの未入金の方へ連絡。名簿は本部事務局より運営委員へ通知。
・年会費納入者への会員カード(SL 認定証とは別)の発行案が出た。現状は領収書の発行を
行っている点と事務負担、支出増と会員カードのメリットが少なく、発行は難しい。
3)非常用炊出袋の価格改定と地域ネットでの頒布方法について
・10 月からの消費税改定に伴い地域ネットの組織内売価は 210 円、通常売価は 300 円で調整
を行いたい。
・本部設定の売価を各ネットで変更して販売する案が出たが、地域差を出すべきではなく本
部設定価格での販売が望ましいとの意見が多かった。また現状袋内の紙に頒布元として本
部名と電話番号が記載されており、価格を各ネットで変更した時に本部へ価格の問い合わ
せあると対応が難しい。
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3.2

2019 年事業の確認と報告


2019 年事業予定(追加予定)
6 月の防災教員 DIG 研修前に「DIG 指導者研修(仮)」を予定(SL 企画)
9 月にワークショップ「3:3:3」を予定(SL 企画)



SL 全体研修
日程：6 月 30 日(日)を第一候補、6 月 23 日(日)を第二候補。
会場：ひだまりホール(かがやきプラザ内 1 階)もしくは TKP 市ヶ谷が有力。
内容：ワークショップ
ひだまりホールは空き状況が 3 月中旬～下旬に判明する為、確認ができていない状況。
予約は 4 月より開始予定。3 月時点での状況で会場を決定する。



SL 防災談話室@mansion
3 月 13 日(水)18:00～富士見区民館
第 11 回「災害救助法について」開催

3.3 各地域の活動報告
埼玉県ネット（若笠）
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2/24 春日部防災講座支援（金崎集会所）開講 3 年目で初めて SL へ声がかかった



2/24 川口防災フェア支援（川口リリア）100 円グッズを集め展示

杉戸協働型訓練（杉戸ピア）3:3:3 や目黒巻の展示

千葉県ネット（岡部）


3/11 千葉県ネット地区運営委員会(千葉市きぼーる)
春季研修会の内容、本部合同研修会について議論を予定

流山・野田ネット（岡部）


3/9

平和台 2・3 丁目若寿会



3/15 浅野幸子氏講演会



3/27 流山市災害ボランティアリーダーフォローアップ講座

防災ビンゴゲーム

主催

聴講
協力

市川・浦安ネット（木村）


LIXIL 災害用リジリエンストイレの紹介

横浜ネット（一政）


2/7,8

震災対策技術展



3/22

茅ヶ崎北陵高校 DIG 講習



4/20

防災ギャザリング

参加
開催

現在ファシリテーター募集中(3 月 11 日迄)
澤野委員長講演

湘南ネット（葉木）


2019 年活動予定(講演)
6/23

災害時トイレ実践入門(大磯ふれあい会館)

9/7

災害時あなたならどう動く？いざというときの心理学(大磯ふれあい会館)
講師:関東学院大学

講師:松川 SL 他

細田 聡教授

11/17 災害関連死(大磯ふれあい会館)

講師:国際医療福祉大学

山下 瑠璃子教授
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西湘ネット（石丸）


2/9

防災・減災サロン

ビニール炊飯の体験（鶴巻公民館調理室）

鯖缶カレー、牛細切り肉ステーキ、石垣団子を作成


2/17

ボラセン・スタッフ運営訓練（小田原合同庁舎 2 階）
30 名参加(内 SL4 名)
受付・登録・マッチング・送り出し・資機材・帰着を体験



3/30

減災サロン

ナマズの学校(鶴巻公民館コミュニティ室)

ざまネット(濱田)


2/3

県央・相模原講座終了(10 名認定、6 名社団入会)



2/6

減災体験＆防災セミナー(イオンモール座間 3 階イオンホール) 50 家族程参加



2/13,19



2/19

災害ボランティアによる防災セミナー（厚木商工会議所 5 階）濱田 SL 講演



2/24

座間市消防署 4 階



3/15

防災会議(座間市)



3/16

講演：介護中に災害が起きたら⁉（サニープレイス座間 3 階）濱田 SL 講演



3/26,27

東原コミュニティセンター集会室

ボランティアセンターの立上げについて

普通救命講習（認定証発行有）

避難所対応職員対象講座

【次回の開催日】
2019 年 4 月 5 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 2 月の事業報告と今後の予定（2.1→3.1）
（3 月 1 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

その１

「防災庁」の可能性は
自民党復興加速化本部

その２

2/21→7 月に提言

復興庁廃止後の対応検討

東日本大震災８年をめぐって
政府地震調査委員会「東北の太平洋沿岸で、Ｍ８、７クラスの確率は高い」

その３

災害対応の最新話題
ＳＩＰ４Ｄ、ISUT

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)
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

2/21 21：22

胆振地方中東部

5.8* 33 ㎞

6弱

厚真町

* 暫定値

イ 火山等 （気象庁発表での大規模噴火）
噴火速報なし
ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象）
乾燥注意報のなか住宅火災が相次ぐ⇒とくに高齢者世帯
エ インフルエンザ流行警報
1/16

1/17 東京都

千葉県、埼玉県

1/26 神奈川県

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

発生地

Ｍ

深さ

死者

2/22

10：17

エクアドル

7.5

132.4 ㎞

なし

イ 気象災害
2/3

豪北東部 記録的洪水 2/12 牛 30 万頭超死亡も

1-3 防災行政等の動き
ア

政府

［推本］地震調査委員会

日本海溝の地震確率公表

2/26

イ 自治体
．2/20 江東区

J アラートを誤送信

ウ 東日本大震災
・2/27

復興庁 避難・転居者数 5 万 1778 人前月比－953 人

2/7 現在

福島県 42,489 人(県内 9,721 人、県外 32,768 人)
犠牲
エ

死者 15897 人、不明 2534 人（18.12.10）、関連死 3701 人（18.9.30）

防災訓練等

1-4

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)

1-5

注目すべきメディアと書籍等
ア

TV [NHK スペシャル等] 3.11 関係

・3/3 21

“黒い津波”知られざる実像

・3/9 21

崖っぷちでもがんぱっぺ（宝来館の社長奮闘記）
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・3/10 21
・3/11

20

拝啓 二十歳の自分へ～震災タイムカプセル“８年目の旅立ち～

・3/16

21

廃炉への道 2019 核燃料デプリ 取り出しへの壁

イ
2-1

終の住みかと言うけれど～住宅再建の裏側で追い込まれる被災者～

新聞、書籍

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 10,456 人

公認講座 2,774 人 計 13,230 人

2.26 現在

5,120 人

内)学生数

イ 本部主催のＳＬ養成事業
・[終了]神奈川県講座(座間市) 1/27-2/2-3
・[講座]大学共催：立教大学講座

終了

2/23-3/2-9

参加者多数

・[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]大学単位：富山大学講座 2/12-13-14-15 終了
・[講座]大学主催：上智大学講座 2/16-17-24 終了
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
・[展示]震災対策技術展 2/7-8 パシフィコ横浜

普及協会出展

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
・[会議] 3/23 定時総会
2-2

1315～

総合防災事業

A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業）
2018 国内累計約 720 万人（集計中）

ア 到達点

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
・[行事] 2/23
大

最終報告会

賞 上冨田ふれあいルーム(和歌山)

優秀賞 四国遍路(香川)、高知県大方高校
特別賞 川崎医療福祉大学(岡山)、目黒星美学園中等高校
イ 防災教育普及協会事業
・[行事] 3/23 防災ゲームデー交流会
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
・[行事] 2/15 全国学校安全教育研究大会

墨田区立外手小学校

2019.4 月より教員養成で「学校安全」が必須に
C、防災研究事業
・[行事] 2/22 防災科研 平成 30 年度成果発表会
・[行事] 2/28 首都圏レジリエンス P 報告会
３、広報等 、広報

国際フォーラム

東大伊藤国際学術研究センター

ＳＬレター 2 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

３月１日運営委員会(13:30～16:00)

議事

＜修正版＞
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

沢野委員長

3.1. 理事会報告事項
１）総会の件
総会日時：2019 年 3 月 23 日（土）13 時 15 分~15 時 00 分
会場：市ヶ谷 TKP カンファレンスセンター

（13 時受付開始）

カンファレンスルーム６Ｄ（７８席）

報告事項①

2018 年事業報告

第 1 号議案

2018 年決算報告の件

…添付資料②

第 2 号議案

2019 年事業計画の件

…添付資料③

第 3 号議案

2019 年収支予算の件

…添付資料④

…添付資料①

講演会日時：3 月 23 日（土）15 時 15 分～16 時 45 分
講演テーマ：「スフィア基準の基本のき」講演会
講師：日本ファーストエイドソサイエティ

岡野谷

純

代表

２）年会費納入状況と会員カードの件
・ 2019 年会費 505 人
・ 年会費納入者への会員カード（SL 認定証とは別に）の発行をしてはどうか。名刺カー
ドに氏名は自分で記載する案など。

３）非常用炊出袋の価格改定と地域ネットでの頒布方法について
・ 10％消費税改定にともない、地域ネットへの組織内売価は 210 円。売価は 300 円で調整
していきたい。
・ 本部の売価を地域ネットワークで変更することを許可する。但し、現在パックに入って
いるチラシの連絡先を「公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク」から、各地
域ネットワークの名称に変更し、連絡先もかえること。また、上限は 400 円（仮案。新
価格で）とする

3.2. 2019 年事業の予定
① 2019 年事業予定


2019 年活動予定



第 6 期いちはら市民大学専門講座（防災コース）
（SL 市原市第 1 期講座）

★SL 企画セミナーの企画
★公開講演会の企画
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② SL 全体研修
前回までの議論＝総会で各地域ネットの活動報告がない。地域ネットの活動報告書を
まとめて、出席者に配布するか。あるいは、会場内で展示するか。→総会後、講演会
のため時間が取れない。→6 月全体訓練 or 研修のときに、各地域ネットの活動紹介を
「SL 文化祭（仮称）
」として実施してはどうか。
★会場の候補：ひだまりホール・レクチャールーム（6/23or6/30）,専修大学の協力を仰ぐ

③ SL 防災談話室の報告（木村 SL）
3/13

第 11 回・
「災害救助法について」富士見区民館 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 4 月 5 日(金)
理事会
運営委員会

10：00～12：00
13：30～16：00

九段事務局会議スペース
かがやきプラザ４階
以上

