1

令和元年 10 月 4 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(10 月期)
【出席者】(敬称略)
石丸、岡部、木村、佐藤、葉木、若笠
事務局：濱口
澤野推進委員会委員長、オブザーバー：森村
1.

若笠委員

挨拶（濱田代表欠席の為）

台風 15 号の千葉県での今回の被害は「停電災害」と言ってもいいのではないか。
それぐらい電気の重要さを感じた災害だった。
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
① 寄付金報告
金額

439,000 円

件数 102 件（10/1 振込記録まで）

災害対応積立金と SL 活動金として使用。現在 SL 活動金を「災害時レシピ冊子（仮称）」
の製作費に充てる。また台風 15 号災害の支援金については 15 日の理事会で検討
② 内閣総理大臣表彰 9/5 発表

千葉市 SL ネットワーク（深味肇 SL）

表彰と合わせ、災害救援ボランティア推進委員会２５周年祝賀会を開催予定
2020 年 1 月 28 日(火)18:00～KKR ホテル東京にて開催。
推進委員会からは役員、会員企業、SL からは県役員、ネット代表に出席を承る。
3.2

2019 年事業の確認と報告


2019 年事業予定
 こども大学＠かすかべ

2019 年 9 月 7 日（土）

共栄大学の子供対象のオープンキャンパスで「3:3:3」を実施。40 名程
小学 4 年生の参加、大人でもあまり出ない質問も多くあった。
 平成 31 年度防災イベント企画

2019 年 9 月 15 日（日）、9 月 16 日（月）

二子玉川ライズ/ガレリア中央広場

にて出展。三角テント作成、展示

 愛川ふれあいの村主催事業親子で防災キャンプ 2019 年 10 月 5 日(土)、6 日(日)
SL は防災の観点でプログラム協力。次年度については要検討
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 災害時の住環境・生活環境/アレルギーEXPO2019
2019 年 10 月 29 日(火)、30 日(水)

京王プラザホテルにて開催

「ユニバーサル食」への協力依頼、お米をおいしく炊く方法
運営委員の出欠確認を実施。
【29 日】石丸、木村、佐藤、葉木

【30 日】岡部、木村、葉木

 SL 企画セミナー第 5 弾「指導者のための DIG セミナー」
9 月 30 日（月）
、10 月 7 日（月）、21 日（月）
神奈川県教育委員会受託事業の資料をベースとして 5 ステップで研修
12 月に第 3 回「初心者 DIG 演習」を開催予定


SL 防災談話室の報告（木村委員）
巻末添付_「第 14 回防災談話室@mansion 報告書を参照
次回は 11 月 13 日(水)開催予定

3.3 各地域の活動報告
埼玉県ネット（若笠）


9/7



9/20 定例会



9/23 令和防災研究所セミナー



10/27 自治会訓練支援

こども大学春日部

春日部共栄大学

武蔵浦和サウスピア
5 名参加予定

飯能市美杉台小学校

市原ネット（沼野）


10/5 上総いちはら国府祭り

展示啓発、募金活動



10/16 いちはら市民大学講座

地域での防災活動説明



10/19 国分寺台西小フェスタ

展示啓発活動



10/30,11/13,11/27 いちはら市民大学講座



11/10,11/17 社協災害 V 養成講座

運営、支援

支援

流山・野田ネット


9/28 災害ボランティア入門講座

参加者 22 名



10/20 自治会合同防災訓練



10/26 災害ボランティアリーダー養成講座

クロスロード

船橋ネット


10/9 市民大学講座

災害 VC ワークショップ



10/19,20,26 リーダー養成講座



11/3 船橋健康まつり

避難所アクションカード、初動アクションカード

エッキー・ゆらゆら

川崎ネット（佐藤）


10/9 市社協ボランティア部会

川崎社協



10/10 区社協ボランティア連絡会

中原社協



10/16 川崎ネット定例会



10/25 防災講座



10/26 災害廃棄物ワークショップ

陣屋町町内会

減災のすすめ
国立環境研究所・川崎市
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横浜ネット（一政）


9/15,16 東京防災フェア

横浜 2 名参加



9/22,23 富津市ボランティア参加



10/24

横浜清陵高校 DIG 教員+生徒 59 名



10/25

高浜高校 DIG

一政 SL
SL3 名

生徒 270 名 SL9 名

湘南ネット（葉木）

 12/14 「イザというとき人はどうなる」-緊急事態の心理学10:00～12:00 大磯町健康保健センター2 階
巻末添付_「イザというとき人はどうなる」を参照

【次回の開催日】
2019 年 11 月 1 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 研修室 1
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2019 年 9 月の事業報告と今後の予定（9.1→9.30）
（10 月 4 日/災害救援ボランティア推進委員会委員長
はじめに

この間の主な出来事と成果(私的解説)

※台風（大型化）
その１

澤野次郎）

→9 月台風の被害の可能性

前月の指摘どおり

日常活動の重要性を示した千葉県内での活動

地域に必要とされ、地域に「愛される」災害ボランティア活動
千葉市ネットワークの防災功労者総理大臣表彰受賞

9/20

千葉県台風災害に際してのＳＬネットの献身的かつ重要な活動
流れ：9/1 合同防災訓練での VC 立ち上げ訓練→9/9 台風通過→VC 立ち上げ
活動：県 VC 天寺派遣 南房総市 VC 船橋ネット 富津市 VC 座間ネット等
南房総市

専修大学ＳＫＶ

その２ 地球温暖化と気象災害の激甚化と新たな対策の必要性
9/23 国連気候行動サミット

事務総長

気候変動→気候危機

スウェーデンの女子高生はなぜ危機感を持ったのか。
止まらない地球温暖化と指導者の危機感のなさ
１、防災とボランティアをめぐる状況
1-1 社会全体(危機管理または重要ニュース)
・9/27 関西電力幹部、原発関連で 3.2 億円受領公表
※二重三重に許せない
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）
上記基準での発生なし
イ 火山等 （気象庁発表での噴火等）
ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象）
・台風 15 号被害
風速 50 メートルクラスの暴風
主な瞬間風速

千葉市中央区 57.5、木更津 49、館山 48.8

最大 93 万戸

停電

断水、家屋被害
停電被害は都道府県レベルでないと対応できない
エ 熱波災害
・熱中症 上記停電に伴い冷房避難所開設
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

9/24

11:01

9/25

23:46

イ 火山等
ウ 気象災害[AFP]
エ その他

発生地

Ｍ

深 さ

死者

パキスタン北東部

5.6

10 ㎞

38 人

インドネシアマルク諸島

6.5

18.2 ㎞

19 人
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[森林火災] インドネシア
1-3

9/25 野焼き

食糧不足が関係

防災行政等の動き
Ｘ 国連
IPCC 第 51 回総会

9/20-23

モナコ

※IPCC＝気候変動に関する政府間パネル
WMO（世界気象機関）

9/22

温暖化警鐘の報告書
国連気候行動サミット 9/23
スウェーデンの高校生
ア

グレタ・トゥーンベリ(16)のスピーチ

政府
9/5 防災功労者内閣総理大臣表彰

千葉市 SL 受賞 9/20 表彰式

イ 自治体
ウ 東日本大震災
・9/27 [復興庁]避難・転居者数 4 万 9619 人前月比－334 人
エ

9/6 現在

防災訓練等
・9/1

九都県市合同防災訓練 船橋市
安倍首相等がボランティアセンター訓練視察

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)
・千葉県内で活動中

1-5

注目すべきメディアと書籍等
ア

TV [NHK スペシャル等]
NHK スペシャル 巨大都市 大停電 9/1

2-1

社会貢献活動：災害ボランティア

全体

杉原英和氏の神奈川県推進委員会副委員長就任

10/1 付

A、災害ボランティアリーダー養成事業
ア ＳＬ 講座 10,726 人

公認講座 2,774 人 計 13,500 人

イ 本部主催のＳＬ養成事業
ウ 大学等受託のＳＬ養成事業
・[講座] 夏期：埼玉県・目白大学講座
新規：青山学院大学(学内)

9/28-29

渋谷区

オ 他団体の研修等への協力(主なもの)
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
千葉県内での活動
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

2019 国内累計約

万人

イ 取組み
東京都多摩市(9 都県市合同防災訓練東京会場)で初実施

8/31 現在
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緊急地震速報シェイクアウト

11/5

B、防災教育推進事業(普及協会)
ア チャレンジプラン・内閣府共催事業
・[行事]10/19-20

ぼうさい国体 名古屋

イ 防災教育事業
・[行事]9/7-8

安全教育学会年次大会 山形

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
・[デ活]9/24 第 2 回シンポジウム 主催：防災科研 都道府県会館
３、広報等 、広報
以上
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第１４回ＳＬ防災談話室＠mansion＊活動報告＊
参加者：木村・片岡・橋本・藤岡・小田部・鈴木・本川

岡部・植田・長嶋

【テーマ】・・地区防災計画・・

2019.9.11

富士見区民館

レポーター：岡部英雄＝千葉県 SL

（１）地区防災計画ガイドライン（概要）
ア．H25 年の災害対策基本法の改正に伴って、翌年内閣府より「地区防災計画ガイドライン」
が発表された。95 年の阪神淡路大震災での公助２０％程度との現実を見て、自助・共助の
活動指針について定めたものである。
イ．基本的には、地域特性・想定される災害等を考慮して災害対策のボトルアップを狙っている。
ウ．地区計画は、末端では町内会・自治会・マンション組合等が作成し、上位機関に提案できる。
エ．提案内容は、防災計画・防災訓練・地区課題・防災意識の普及と人材育成。など・・・
（２）末端・自治会での地域防災計画作成事例（流山市・平和台２～３丁目地区防災計画）
ア．
「平和台２・３丁目地区災害対策本部」を設置する。
①H26.4・「地域防災計画について」地域住民へ説明

②「地区防災計画作成勉強会」

③「地区防災計画」素案の作成と残された課題の取組

④作成した素案の説明会を開催

⑤平和台二三丁目自治会総会へ提案

⑥流山市防災会議へ提案・認定

⑦「地区防災計画に基づく防災訓練の実施

⑧「地区防災訓練」の更新

イ． 経過・・・「地区防災計画」「防災マップ」とも作成」したが、最終的に役員会の承諾を
得られず流山市計画委員会への提出を断念、住民へは概要版を全戸に配布にとどめた。
ウ．課題・・・災害対策基本法では、行政の補完業務的に地区防災計画の提案を明記し末端
団体からの提案を待った。基本法は定めただけで、地区計画作成を支援・促進しようとの姿勢が感じ
られない。予算付けや会議室使用等の便利供与、専門家相談費用補助等の支援が必要。
・今回提言に当たって申請者の印鑑証明書添付を求めたとの話があった。地元行政に真摯に
意見をくみ上げるとの姿勢があるのだろうか？
※次回開催：11 月 13 日（水）１８：００～

仮テーマ「災害時のペット対応」

植田 SL

以上（木村孝）

8

SL 湘南ネット 研修会

「イザというとき人はどうなる」
―緊急事態の心理学―

日時:令和元年 12 月 14 日（土）10 時〜12 時
場所:大磯町健康保健センター2F（大磯町役場隣り、大磯駅から徒歩 10 分）
概要；近年、多種多様な災害が発生しています。そのため、このような災害に見舞われたとき、どの
ように私たちは対応すれば良いかを、グループワーク形式を交えながら学びます。
今後必要となるスキルですので、奮って，ご参加ください。

講師：関東学院大学社会学部長
関東学院大学「防災・減災・復興研究所」所員

細田 聡

氏

著書
・『心理学から考えるヒューマンファクターズ―安全で快適な新時代へ―』(2013)有斐閣
・『産業安全保健ハンドブック』(2013) 労働科学研究所出版部
・『産業・組織心理学［改訂版］』(2017) 白桃書房
・『ヒューマンエラーの理論と対策』(2018) エヌ・ティー・エス

SL 湘南ネット以外の SL の方もどうぞ参加ください。
申込期限；令和元年 11 月 29 日（土）
申込先：actor14@jcom.home.ne.jp

葉木（ハギ）まで

電話；090-9663-8078 、0466-36-4277（TEL/FAX 共用、留守録可）
主催：SL 湘南ネット
後援：大磯町役場(予定)
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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

１０月４日運営委員会(13:30～16:00)
1.

濱田代表挨拶（欠席）

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
3.1.1.

寄付金報告

金額

439,000 円

件数：102 件

（10/1 振込記録まで）

災害対応積立金と SL 活動金へ。今回の SL 活動金は、
「災害時レシピ冊子（仮称）」の制作
費に充てる。（台風 15 号災害への支援金については 15 日理事会で検討）
3.1.2.

内閣総理大臣表彰 9/5 発表

千葉市 SL ネットワーク（深味肇 SL）

※災害救援ボランティア推進委員会２５周年祝賀会の予定
2020 年 1 月 28 日（火）18:00～KKR ホテル東京にて予定
3.2. 2019 年事業について


2019 年事業報告
① こども大学＠かすかべ（若笠 SL）
…9/7（土）共栄大学の子供対象のオープンキャンパス
② 平成 31 年度東京都防災フェア（正式名称：みんなでワクワクぼうさいフェスタ 2019）
…9/15（日）10:00~16:00、9/16（月・祝）10:00～16:00
二子玉川ライズ/ガレリア、中央広場
主催は東京都

受託は NTT アド

内容は「ブルーシートで三角テントを作ろう体験」
。


2019 年事業予定
③ 愛川ふれあいの村主催事業親子で防災キャンプ（濱田 SL）
…10/5（土）10 時～6（日）15 時
対象：親子 15 組程度

愛川ふれあいの村

（約 50 名）

主催は NPO 法人国際自然大学校。SL は防災の観点でプログラム協力。
④ 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、10/30（水）10:00～16:00

京王プラザホテル

内容：主催者側から「ユニバーサル食」への協力依頼。お米を美味しく炊く方法。
実行委員：平田 SL（船橋）
、三澤 SL（足立）
、植田 SL（川崎）
、山本光 SL（横浜）
、天寺

⑤ SL 企画セミナー「指導者のための DIG セミナー」
（一政 SL）
9 月 30 日（月）
、10 月 7 日（月）、21 日（月）の 3 日間。13：30～16：00
かがやきプラザにて、受講料 2000 円

10

⑥ SL 防災談話室の報告（木村 SL）
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


台風 15 号被害の対応
9/9 発災、9/11 千葉県災害 VC 連絡会緊急会議（SL からは片桐出席）、
9/12 10 時 43 分千葉県災害ボランティアセンター設置決定（SL は県ボラセン本部に天寺、
南房総市災害 VC に片桐 SL 始め船橋ネットが入る）
9/12～以降、本日まで、支援に入る。その他、個人 SL が入っている。県内の市町村災害
VC は最大で 23 市町で立ち上がった。県ボラセン本部では、人・もの・情報の調整と県庁
等との調整をしている。
詳細は、次回運営委員会で報告します。

・ 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 10 月 15 日（火）理事会

13：30～16：00

九段事務局 or かがやきプラザ

11 月 1 日（金）10:00 理事会、13:30 運営委員会
12 月 5 日（木）10:00 予算理事会、13:30 運営委員会
以上

