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令和元年 11 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(11 月期)
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政、岡部、片桐、木村、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

挨拶

台風 15 号、19 号、10 月 25 日大雨と地震災害ではなく風水害が多発した。
座間ネットも座間市社会福祉協議会並びに県内 SL ネットと連携して 9 月から富津での VC 支
援を行った。
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。
2.

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

454,000 円

件数 105 件（10/25 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。台風、大雨被害での支援金については現在協議中。
② 座間ネットワーク 神奈川新聞社「第 32 回神奈川地域社会事業賞」表彰決定
③ 台風、大雨被害の対応報告
天寺常務理事、片桐委員から報告（内容は議事参照）
3.2

2019 年事業の確認と報告


2019 年事業予定
 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

実行委員：平田 SL(船橋)、三澤 SL(足立)、植田 SL(川崎)、山本 SL(横浜)
イベントは昨年以上に盛り上がり SL ブースにも多くの来場者が訪れた。
非常用炊出袋は昨年を超える 120 袋を頒布した。
2020 年は 10/13(火)～14(水)開催予定
他参加団体とのコラボの話もあり「食品と防災」で出展したい。実行委員談
 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）
11 人が修了。来年 1 月の DIG 研修の講師を募集。
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初心者と並行して次年度も計画する。


SL 防災談話室の報告（木村委員）
11/13(水)18:00～「ペットとの防災」実施予定

富士見区民館

巻末添付_「SL 防災談話室@mansion」第 15 回開催のご案内参照
3.3 各地域の活動報告
埼玉県ネット（若笠）


10/23 彩の国会議(緊急:台風 19 号被害情報共有)



10/27 自治会訓練支援



10/21～千葉県台風被害支援 1 名

飯能市美杉台小学校

川越公民館オアシス

防災グッズ展示・解説

千葉県ネット（岡部）


11/11 千葉県ネット役員会

きぼーる

市原ネット（沼野）


10/12 台風 19 号避難所運営支援

国分寺台小学校 12 日 11 時～13 日 7 時迄



10/21 台風被害義援金贈呈 市原市社協（V 祭り、国府祭り等の募金活動による）



10/23 竜巻被害 V 団体登録活動



10/30 市民大学防災講座



11/13、27 市民大学防災講座

永吉地区

倒壊物置の解体作業

そなエリア、市原市災害対策本部見学講話
講座支援

流山・野田ネット


10/20 自治会合同防災訓練

平和台 2 号公園



10/26 災害ボランティアリーダー養成講座

参加者 350 名

流山 VC クロスロード 参加者 15 名

船橋ネット


11/3 船橋健康まつり



11/8 飯山満中手作り防災訓練 飯山満中学校



11/11 ゆびとまサロン



11/14 ファミリーサポート講座



11/16 マンション防災訓練

ヴェルレージュ習志野



11/20 四街道社協職員研修

四街道社協

災害 VC ニーズ



11/21 習志野市民カレッジ

ゆいまーる

水害タイムライン



11/23 農水産課農地防災訓練

三山地区



11/30 三田習地区連防災講座

三山市民センター

船橋総合体育館
飯山満公民館

エッキー・ゆらゆら
備蓄品組立、クロスロード

小児 CPR＆AED

中央公民館

小児 CPR＆AED
在宅避難講座・安否確認

災害 VC ワークショップ

川崎ネット（佐藤）


11/2～未定

川崎市災害 VC 支援 エポック中原



11/10 防災訓練指導



11/14 区社協ボランティア連絡会



11/19 市社協ボランティア部会



11/21 SL 川崎ネット定例会

南加瀬町会

佐藤

植田、小田部、佐藤
中原区社協

佐藤

エポック中原

佐藤

川崎市民活動センター

横浜ネット（一政）


10/6 今井小拠点防災訓練



10/24 横浜清陵高校 DIG 教員+生徒 59 名



10/25 高浜高校 DIG
講師：水島

ペット防災、Net119,罹災証明注意点、防災備蓄倉庫ほか
講師：松川、FT：高松、宮川

生徒 270 名

FT：秋富、山本、松川、鈴木、工藤、神田、一政
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11/17 四季の森公園防災フェア



11/18 湘南高校 DIG 講習

発電機+投光器、ブルーシートテント、ガラス飛散防止

講師：葉木、FT：11 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

継続募集中！

座間ネット （濱田）


10/28 シェイクアウト



11/13 座間市総合の学習担当教員研修



12/7



新炊出し袋作業に関する関係先との調整を進めている

キックオフミーティング

328 名参加

神奈川新聞社様より授賞



【次回の開催日】
2019 年 12 月 5 日（木）13 時 30 分～運営委員会
開催予定場所：本部事務局 会議スペース
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2019 年 10 月の事業報告と今後の予定（10.4→10.31）
（11 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）

この間の主な出来事と成果(私的解説)

台風 19 号の被害(東日本豪雨)
恐れていた連続災害の状況等々
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)
・10/17

東京オリンピック・マラソン、熱波を理由に札幌に移転

・10/22 即位の礼
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）
2018 年に西日本で起きていたことが、東日本でも起きた
・台風 15 号被害 別紙
ポイントは、50 メートル以上の風害、そして竜巻、停電
・台風 19 号被害 別紙
ポイントは、台風の急速強化と大雨(百年に 1 度クラス)と河川氾濫
・10 月 25 日からの大雨
ポイントは、線状降水帯による集中豪雨
千葉県：連続して風水害被災
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

イ 火山等
[インド洋：レユニオン島]10/27

ピトン・ドゥ・ラ・フルネーズ山噴火

ウ 気象災害[AFP]
エ その他
[森林火災] 米カリフォルニア
1-3

10/12

森林火災で 10 万人避難

防災行政等の動き
ア 政府
10/13 台風 19 号非常災害対策設置 西日本豪雨以来
イ 自治体
ウ 東日本大震災
・10/29 [復興庁]避難・転居者数 4 万 9304 人前月比－315 人
エ

1-4

10/9 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)
・千葉県内で活動中
天寺常務理事、千葉県災害ボランティアセンター派遣
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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]
巨大台風

イ

ラジオ
10/24

2-1

10/17

「流域型洪水」の衝撃

10：45

TBS 萩上チキ

天寺電話出演

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 10,789 人

公認講座 2,774 人 計 13,563 人

10/27

イ 本部主催のＳＬ養成事業
・[講座]千葉・我孫子講座

11/2-3-9

千葉・船橋市講座

12/6-7-8

長野・飯田市講座

12/7

ウ 大学等受託のＳＬ養成事業
・[講座]専修大学講座 10/20-26-27
明治大学講座

11/9-10-16

パワーバンク講座 11/16-17
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

2-2

台風 15 号

千葉県

台風 19 号

千葉県、川崎市他

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

イ 取組み

緊急地震速報シェイクアウト

万人
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
・防災教育特別セミナー

12/3

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
３、広報等 、広報
・ニュースレター 10 月号発行
以上
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SL 防災談話室＠mansion
＝第１５回開催のご案内＝
【実施日】2019 年１１月１３日（水）１８：００～２０：００.
【会

場】千代田区富士見区民館 ２F 洋室／ＪＲ飯田橋駅徒歩 5 分
（千代田区富士見１－６－７：０３－３２６３－３８４１）

【内

容】「ペットとの防災」
災害時ペット同行避難は飼い主さんだけでなく飼っていない方も含め地域全体
で考える問題です。飼主、非飼主の立場から同行避難の在り方を考えてみませ
んか？
ペットの飼主でもない方を含めての参加をお待ちいたします。
（担当：植田このみーSL 川崎）

【参

加】自由参加・飛込も可

【参加費】500 円（当日）

【問合せ】事務局又は 世話人/木村孝ＳＬ（Tel:090-4003-5023）宛
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

１１月１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
3.1.1.

寄付金報告

金額

454,000 円

件数：105 件

（10/25 振込記録まで）

災害対応積立金と SL 活動金へ。
3.1.2.

座間ネットワーク

3.1.3.

台風 15 号・19 号・10.25 水害への災害対応



表彰

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。



台風 15 号災害支援があるていど形が見えてきた約 1 か月後、10/12 台風 19 号によって、
被害が拡大。各市町村災害ボラセンも閉所にむけた動きをし始めた矢先に、元の支援フェ
ーズに戻る。



10/25 10.25 水害（仮称）大雨により東日本各地で河川氾濫・浸水被害。25 日夜、千葉県
災害 VC へ関係者集合。県内被害調査にむけて役割分担。26 日天寺は支援 P と一緒に茂
原市・長柄町・長南町へ被害状況の確認と各社協へ災害 VC 設置ヒアリング。



27 日は佐倉市社協へ被害状況ヒアリング。県災害 VC にて情報共有の結果、今回天寺は、
現地支援班として、28 日から被害状況を鑑み、長柄町へ災害ボラセン設置・開設準備には
いることが決定。



28 日～現在まで長柄町災害 VC 運営支援



10/24 23 時～TBS ラジオ「荻上チキ Session-22」という番組で電話生出演。千葉県弁
護士会の永田先生と千葉県の災害支援についてお話し



川崎ネット佐藤さんは川崎市災害 VC へ支援にはいる。
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3.2. 2019 年事業について


2019 年事業報告
① 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）
② 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


2019 年事業予定
① SL 企画セミナー「初心者のための DIG 演習」（一政 SL）
12 月 2 日（月）17 日（火）18 日（水）の 3 日間。13：00～16：00（2 日目 10：00
～）
かがやきプラザにて、受講料 2000 円
② SL 防災談話室の報告（木村 SL）

11/13（水）

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
・ その他報告
4.

次回運営委員会/理事会
2019 年 12 月 5 日（木）運営委員会 13：30～16：00

かがやきプラザ４階

（理事会：10:00～12:00）
以上

