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令和 2 年 1 月 10 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(1 月期)
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政、岡部、片桐、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
1.

濱田代表

オブザーバー：森村

挨拶

2019 年も災害の多い一年だった。直近でも全国各地で地震や火山活動が起きている。
災害が少なく 2020 年も病気やケガがないよう元気に活動していく。
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 月度は理事会なし）
① 寄付金報告
金額

592,000 円

件数 110 件（12/10 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 非常用炊出し袋の価格について
2020 年 1 月以降の頒布価格は 250 円→300 円に変更(1 セット現行 20 食分→22 食分)
組織内価格は 200 円/セット→210 円/セットへ値上げ（1 ケース 80 入り購入の場合）
③ 内閣府公益認定等委員会の第 2 回立入検査日決定
2020 年 2 月 6 日(木)終日

濱田代表、天寺常務理事が担当

④ 台風 15,19 号、10.25 大雨被害の対応について
赤い羽根災害ボランティア・NPO 活動サポート募金への申請（審査中）
⑤ 2019 年 SL 会員加入者数の報告
正会員数 746 名（2019 年 12 月 31 日付）
3.2

第 7 回定時社員総会について

① 日時：2020 年 3 月 20 日(金)13:00～17:00
場所：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 3C（90 席）
1)報告事項 2019 年事業報告
2)第 1～第 4 号議案 採決
3)台風・大雨に対する支援活動報告会
※総会終了後に懇親会を予定。HUB 市ヶ谷店・参加費 4,000 円
当初、昨年の台風、大雨被害の支援活動報告を予定していたが別日に実施する。
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② 役員改選について
役員立候補届、推薦届、運営委員推薦届はそれぞれ期日(2/7～28)までに選挙管理委員会へ
提出のこと。
③ 2019 年活動実績について
各県ネットで再度確認し総会までにまとめる。
3.3 2020 年事業について
2020 年より公社 SL ネットとした事業(活動)について報告様式を統一して活動管理の効率を図
る。現状幹事が主体的に行って報告しているものについては従前どおりのままとする。
巻末添付_「(公社)SL 災害ボランティアネットワーク事業実施報告書」を参照
報告が必要な事業・活動
・外部から依頼を受けたもの（DIG、各種講演、防災イベントなど）
・公社)SL ネット主催の事業（企画セミナー、防災イベントなど）
・事務局員が公社 SL ネットとして実施した事業（講師派遣、防災イベントなど）
・上記に当てはまらないものについて強制はしないが SL として活動した場合は提出
しても良い。
（当面の予定）
① 神奈川県教育委員会 5 年経験者研修
日程：2020 年 1 月 14,15,20,21 日の 4 日間。
場所：神奈川県立総合教育センター（善行）
② 県立城郷高校 DIG 事業
日程 2020 年 1 月 28 日（火） 8 クラス実施
③ SL 防災談話室
テーマ「災害ボランティアセンターの立上げと運営」
」講師：片桐 SL
今後の 2020 年予定は随時更新を行う。
3.4 各地域の活動報告
埼玉県ネット（若笠）


12 月は各自での活動（東北支援、地元での活動）



1/11 活動報告会（武蔵浦和）

千葉県ネット（岡部）


1/20

千葉県ネット役員会



2/1

活動報告会

きぼーる

千葉市市民活動支援センター

報告会後、懇親会(茶太郎)

船橋ネット


1/11

定例会 SL 船橋としての初動対応を改めて考える時間を設けた



2/1

船橋市民活動フェア、船橋市防災フェア同時開催



2/8

定例会



2/9

習志野市社協災害 VC 立ち上げ訓練
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川崎ネット（佐藤）


12/4

川崎市 VC 会議



12/14 中原区ボランティア団体懇談会



12/19 市社協ボランティア部会



1/8,9

賀詞交歓会 エポック中原



1/15

SL 川崎ネット定例会



1/16

つながれひろがれ高津会議

高津区役所

運営委員会



1/29

高津区どんなもんじゃ会議

高津区役所

運営委員会

川崎市社協

佐藤

災害 VC 報告会議

中原区社協

エポック中原
佐藤

佐藤

佐藤

来期活動検討会

ボランティア交流会検討

川崎社協、中原区関連諸団体

市民活動センター

横浜ネット（一政）


12/20,21 城郷高校 DIG 事前研修

20 日:8 名、21 日:12 名参加



1/9

SL 横浜ネット役員会



1/17

川崎・相模原ボランティア活動検証

報告会、SL 総会、戸塚防災フェアについて

湘南ネット（葉木）

 12/14 「イザというとき人はどうなる」-緊急事態の心理学巻末添付_「SL 湘南ネット活動報告」を参照
西湘ネット （石丸）


1/11 マイタイムライン作成

座間ネット （濱田）


12/7

神奈川新聞社表彰



12/18

座間ハイツ 2 号棟 調印式（避難所としてバルクシステム導入）



1/16~21

防災カフェ



2/13

座間いっせい防災行動訓練 シェイクアウト+1 2020inZAMA



1/25

県央ネット活動報告会



1/26,2/1,2 県央・相模原講座



2/15

座間市役所

2019 年台風・大雨の時の避難から考える

座間市消防本部

被災後の生活再建のため「知識の備え」で防災を自分ごとに
岡本正 弁護士 10 時～正午 座間市消防本部 4 階



2/22

厚木社協スタッフ養成講座



3月

相模が丘小学校(190 名) 防災講座

【次回の開催日】
2020 年 2 月 7 日（金）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

講演会
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2019 年 12 月の事業報告と今後の予定（12.4→1.9）
（1 月 10 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)

推進委員会 25 年、総理大臣表彰受賞、被災地支援報告

1/28

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)
気候変動対策国際会議(COP25) スペイン 12/2～13
カルロス・ゴーンの違法出国

12/29

米軍によるイラン革命防衛隊のソレイマニ司令官殺害 1/3
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，９都県市は震度 4 以上）
・1/03 03：23 千葉県東方沖

5.8

34 ㎞

深夜の緊急地震速報

イ 火山等 （気象庁発表での噴火等）
･12/6

東京・小笠原諸島西之島噴火

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

発生地

Ｍ

深 さ

12/15

06:11

フィリピン南部

6.8

22.4 ㎞

01/07

08:24

プエルトリコ

6.4

10 ㎞

死者

イ 火山等
12/9

ニュージーランド北部沖 ホワイト島 噴火 死者 18 人

01/9

メキシコ市近郊

ポポカペトル山 噴火

ウ 気象災害[AFP]
01/02

インドネシア

ジャカルタ周辺

豪雨 死者 29 人以上

エ その他
[森林火災] 豪東海岸一帯
1-3

過去最大規模

防災行政等の動き
ア 政府
12/21

令和２年度予算案決定

イ 自治体
ウ 東日本大震災
・12/27 [復興庁]避難・転居者数 4 万 8633 前月比－349 人
エ
1-4

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)
・今後、集約

1-5

12/9 現在

注目すべきメディアと書籍等
ア

TV [NHK スペシャル等]
体感

首都直下地震ウィーク

ドラマ
イ

ラジオ

パラレル東京

12/1～12/8
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2-1

社会貢献活動：災害ボランティア
創立 25 周年、総理大臣表彰受賞、被災地支援報告の集い 1/28

A、災害ボランティアリーダー養成事業
ア ＳＬ 講座 10,853 人

公認講座 2,774 人 計 13,627 人

12/8

イ 本部主催のＳＬ養成事業
・[終了] 千葉・船橋市講座 12/6-7-8
12/7-8

長野・飯田市講座

・[予定] 座間・神奈川講座 1/26 2/1-2
立教大学・東京講座 2/22-2- 3/7
ウ 大学等受託のＳＬ養成事業
2/18-20-21

・[講座] 上智大学講座

オ 他団体の研修等への協力(主なもの)
・JBU 講座

12/13-14

長崎

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

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

ざま

万人

1/23

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
・次年度団体決定 12/12
イ 防災教育事業
・防災教育特別セミナー

12/3 定員超

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
・首都圏レジリエンスプロジェクト報告会 12/16

・

・防災科研成果発表会 2/13 13 時 東京国際フォーラム
３、広報等
新年号発行 12/25
以上
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SL 湘南ネット

令和 2 年 1 月 10 日

活動報告
2019/12/14（土）

関東学院大学
細田聡 氏

「災害発生・緊急事態の心理学

“いざ”というとき、人はどんな行動を？」 研修会
社会学部部長 兼 関東学院大学「防災・減災・復興研究所」所員

1. 緊急時・緊急事態とは？
事象の重大性

時間的切迫

当事者としての対処必要
？？？
恐怖・不安・あせりの感情の喚起

恐怖や不安の感情研究は、未発達（困難）
２．避難・対応段階（地震を例にして）
（1）最初の対応
・「地震だ！、火を消せ」は×、 「地震だ！、身を守れ」は○
・多くの大地震はでは、30 秒で、一旦揺れはおさまる
但し、東日本大震災では、200 秒以上の揺れの継続
(2) 事前対策
・体感訓練：恐怖感覚を知る （防災センターの利用）
・沈黙の 30 秒訓練（Silent Thirty Seconds：STS）
・頭の訓練：状況判断・確認を求める
・情緒安定的指示：他者からの信頼感・自己の落ち着き（大丈夫ですか？）
(3)

Silent Thirty Seconds ：STS
・衝撃の防止；頭を下げる姿勢で不時着などによる身の危険防止
・旅客の動揺防止：立ち上がり、“お客様、落ち着いて下さい”と声を出す
・状況の判断：窓の外を見て、現況（海上・陸地・火災発生等）の判断
・脱出ルートの確保：クルーと連携をとり、脱出口を決め脱出シュートを降ろす
・乗客の誘導：乗客を脱出させるための誘導を行う

葉木
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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

１月１０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（2019 年）
592,000 円

金額

件数：110 件

（12/10 振込記録まで）

災害対応積立金と SL 活動金へ。
3.1.2.

非常用炊出袋の価格について

2020 年 1 月以降の販売価格は 300 円（１セット２２食分・輪ゴム２５個・マニュアル同封）
組織内価格は現行 200 円/セット

3.1.3.

から

210 円/セット

へ値上げとする

内閣府公益認定等委員会の第 2 回立入検査日決定
2020 年 2 月 6 日（木）終日

3.1.4.

台風１５号・１９号・10.25 豪雨に係る災害対応について

◆赤い羽根災害ボランティア・NPO 活動サポート募金への申請（審査中）
2019 年 SL 会員加入者数の報告

3.1.5.


添付資料①_2019 年加入者数一覧

3.2. 第 7 回定時社員総会について
① 日時：2020 年 3 月 20 日（金）
会場：市ヶ谷ＴＫＰカンファレンスセンター
時間：13:00～17:00

カンファレンスルーム３Ｃ（90 席）

（仮予約済み）

議案：
報告事項①

2019 年（令和元年）事業報告

第 1 号議案

2019 年（令和元年）決算報告の件

第 2 号議案

2020 年（令和二年）事業計画の件

第 3 号議案

2020 年（令和二年）収支予算の件

第 4 号議案

役員選任の件

タイムテーブル（案）
13：15

開会

（13：00～開場・設営準備・受付開始）

13：15～15：30
15：40～16：50

総会
台風 15 号・19 号・10.25 豪雨に対する支援活動報告会（～17:00 閉会）

※終了後、懇親会を予定 HUB 市ヶ谷店 17：30～19：30,¥4000,貸切 25 名以上集めること。
② 役員改選について


添付資料②_選挙告知・役員立候補届・推薦届、運営委員推薦届

期日（2/7～28）までに選挙管理委員会へ提出のこと。
③ 2019 年活動実績について


添付資料③_2019 年主な活動一覧（途中報告）
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3.3. 2020 年事業について
2020 年より公社 SL ネットで活動した事業（活動）について、
【様式_SL 活動事業報告書】
を作成する。目的は、これに基づき、活動実績表の作成を行うため。また、報告様式をできる
限り統一することで検索作業の効率化を図りたい。
但し、防災談話室などのように、その事業の幹事がこれまで主体的に提出してきている様式は
従前どおりのままとする。


添付資料④_様式_SL 活動事業報告書

＊外部から依頼をうけた受託事業（DIG・各種講演・防災イベントなど）
（各県立高校で実施している DIG については「DIG アドバイザー希望校.Excel」に替える）
＊公社 SL ネット主催の事業（企画セミナー・防災イベント・訓練・バスツアーなど）
＊事務局員が公社 SL ネットとして実施した事業（講師派遣・防災イベントなど）
（当面の予定）
① 神奈川県教育委員会教員 5 年経験者研修（一政 SL）
日程：2020 年 1 月 14 日（火）
、15 日（水）、20 日（月）、21 日（火）13:00～14:30
場所：神奈川県立総合教育センター（善行）
7 会場×2 日間＋6 会場×2 日間＝のべ 26 会場で実施
② 県立城郷高校 DIG 事業
2020 年 1 月 28 日（火）14:25～15:15、8 クラスで実施
③ SL 防災談話室の報告（木村 SL）
第 6 回 1/8（水）実施。
テーマ「災害ボランテイアセンターの立上げと運営」
（講師片桐 SL）。
（2020 年事業予定）


添付資料⑤_2020 年活動予定（2020.1.10 時点）

3.4. 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
2020 年 2 月 7 日（金）
理事会

10：00～12：00

運営委員会

九段事務局

13：30～16：00

かがやきプラザ４階
以上

