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令和 2 年 12 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(12 月期)～Zoom 会議～
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政、岡部、片桐、木村、佐藤、髙木、葉木、畑、三澤、若笠
事務局：天寺、濱口
1.

濱田代表

挨拶

12 月に入りコロナ感染者が増加してきている。予定をしていた事業や行事も再び中止になる
ものもでてきている。
「感染しない、感染させない」よう協力していく必要がある。3 月の SL
の総会が実施できることを願う。
2.

澤野推進委員会委員長

委員会報告（天寺 代理報告）

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・議案
巻末添付_「運営委員会議事」を参照
① 「2021 年収支予算書・事業計画書」について
来期もコロナ禍の影響が予測されるため、今下期の会費・事業収入元に予算作成
12 月 11 日の理事会で承認予定とする。
② 「感染症予防ガウン製作のための寄付金活動」について
感染症予防ガウン寄付金収支報告書を 12 月 1 日付で HP 上に公開。
SL からの寄附金については同意書送付、11 月 16 日期限で回収し、災害対応積立金として
使用する。
12 月 6 日(日)立教大学社会デザイン学会の年次大会にて今回の活動が認められ学会奨励賞
を受賞。代表して畑 SL（横浜）が出席。
③ 一般寄付金報告
2020 年＝金額

175,800 円

件数 27 件（11/30 振込記録まで）

災害対応積立金と SL 活動金として使用。
④ 災害食オンライン講座
11 月 26 日(木)実施。参加者 SL＝11 名、一般＝4 名、オブザーバー＝2 名
巻末添付_「災害食オンライン講座実施報告書」を参照
⑤ 受託事業関係について
1) 千葉県防災研修事業受託事業

地域防災リーダー基礎コース

・11/7

高層マンションの防災講座【地震・風水害編】
（濱田 SL）

・11/28

DIG-防災マップ作成（市原ネット）

2) 神奈川県教育委員会

DIG 事業（一政 SL 報告）

実施済：横浜清陵高校、高浜高校
実施予定：茅ヶ崎高校(12 月 17 日)、城郷高校(1 月)、茅ヶ崎北陵高校(3 月)
城郷高校は Zoom を使用して実施予定。50 分講義。講師 1 名、FT2 名
城郷高校での実績によっては来期の県教育委員会へ Zoom での実施を提案
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3) 神奈川県教職員 5 年経験者研修
今年度は対面の研修は中止となり、代わりに DIG の教材を提供。
⑥ 防災談話室＠mansion
巻末添付_「防災談話室＠mansion 開催報告書」を参照
次回は 1 月 13 日(水) Zoom 実施予定。テーマ募集中。
4.

地域ネットから報告
埼玉県ネット（若笠、髙木）
活動予定
・1/21

2020 年度活動報告会（サウスピア）

・2 月

鳩ケ谷中学校 防災訓練（髙木 SL 分散避難、コロナの講話）

活動報告
・11/22 川口市戸塚区地域防災訓練（防災士・自主防災組織）
千葉県ネット（岡部）
活動予定
・1/12

千葉県ネット運営委員会（千葉市中央福祉センター15 階）

・1/23

2020 年度活動報告会（千葉市中央福祉保健センター15 階）Zoom、会場同時開催

活動報告
・11/17 千葉県ネット運営委員会（千葉県中央福祉センター15 階）10 名
野田・流山ネット（岡部）
活動報告
・流山東部中学校で天寺講話⇒防災訓練や講習などの相談を今後岡部 SL へ
市原ネット（代理

岡部）

活動報告
・11/11、25 いちはら市民大学講座（サンプラザ市原）
・市原市社協から昨年の台風、豪雨災害での支援活動で感謝状を授与
船橋ネット（片桐）
活動予定
・12/17 男女参画防災講座（片桐・平山）水害マイタイムライン 逃げキッド
活動報告
・11/15 坪井公民館講座（避難所運営）With コロナ避難所運営
・11/29 船橋市総合防災訓練

参集職員、教職員中心の訓練 SL5 名

横浜ネット（一政、畑）
活動報告
・DIG 関連は３.⑤を参照。
・予定していた避難所運営訓練は中止。（一政）
・拠点防災訓練

保土ヶ谷区内自治会役員 60 名参加

（畑）

⇒デジタル無線を使用し本部⇔各自治会の情報伝達訓練を行い、避難経路を確認し
所定の小学校へ集まる。避難所運営は行政の計画通りに実施することは難しいと実感
川崎ネット（佐藤）
活動予定
・2/13 災害ボランティア養成講座

佐藤 SL 講師、FT2 名で模擬実務 講義予定
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湘南ネット（葉木）
巻末添付_「藤沢市辻堂地区避難訓練報告」を参照
西湘ネット（石丸）
9 月のビニール炊飯訓練のリピートの要望が出ているが、現状は開催できない。
座間ネット（濱田）
活動予定
・1/8、2/15 児童ホームスタッフ研修（各日午前・午後の計 4 回にわけて実施）
・1/15 防災カフェ（4 日間実施）
・1/23 座間市シェイクアウト訓練
・1/30、31、2/6 県央相模原災害救援ボランティア講座（座間市消防本部）
・2/13 SL ネット事業

厚木社協研修（濱田登壇）

・2/20 座間市避難所運営訓練（職員中心に資機材訓練）
・2/25 SL ネット事業

厚木法人会講演会（濱田登壇）Zoom、会場同時開催

・2/27 県央ネット活動報告会

Zoom 予定

活動報告
・11/7 相武台幼稚園 炊出し訓練（役員 8 名）
・11/26 相武台東小学校防災教育（児童約 100 名） 水・トイレ・電気について体験型訓練
・11/28 県立保健福祉大学 防災講座（20 名）
コロナ感染者増加で中止になった事業・行事あり

【次回の開催日】
2021 年 1 月 8 日(金)13 時 30 分～運営委員会（Zoom）
第 8 回 SL 社員総会

2021 年 3 月 27 日(土) 午後

会場、Zoom 併用開催予定。
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2020 年 12 月の事業報告と今後の予定（11.6→12.9）
（12 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)

１、新型コロナウィルス感染症の状況

第３波

欧米で感染爆発の第２波襲来
欧州各国でロックダウン
２、パンデミックを災害と位置づけ、マルチリスク対応へ
３、IOC バッハ会長来日
４、SL ネットワーク

11.15-18

社会デザイン学会奨励賞授賞

12.6

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、上記掲載を除く)
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）なし
11/22

19:05

茨城県沖 5.7

45 ㎞

５弱

イ 火山等 （気象庁発表での噴火速報等）
ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象）
12 年ぶりの台風本土上陸ゼロが確実に
海外 ア 地震(USGC 発表、日付 UTC、原則 Mw7 以上か犠牲者多数)
日 時

発生地

Ｍ

深 さ

死者

イ 火山等
ウ 気象災害
パンデミック（Covid-19 感染症） 11.5→12.7

1-3

日本

感染者数 162,942 人＋57,863 人

死者数 2,359 人

世界

感染者数 6695 万人 ＋1886 万人

死者数 153 万人 ＋31 万人

＋553 人

防災行政等の動き
ア 政府

（防災担当）

イ 自治体
ウ 東日本大震災
・ 【復興庁】避難・転居者数 4 万 2685 前月比－125 人
エ

防災訓練等

11/12 現在

集合訓練の多くが中止に

11/1 九都県市

埼玉、千葉

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]
11/3 日本テレビ

イ
2-1

ザ！世界仰天ニュース

新聞他

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
対面講座の一部再開

伊賀崎 SL 2003 年９月
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ア ＳＬ 講座 10,989 人

公認講座 2,816 人 10/26

イ 本部主催のＳＬ養成事業
10/24-25

・船橋市講座

ウ 大学等受託のＳＬ養成事業
・[講座]中止または延期
エ

団体の研修等への協力(主なもの)

・JBU 講座

上級他

中止

B、防災／減災啓発推進事業（主に首都圏開催）
C、ＳＬネットワーク／災害ボランティア活動報告
ア

感染症予防ガウン制作と募金活動
募金収支報告書
社会デザイン学会奨励賞授賞 12.6

イ
2-2

オンラインイベント

総合防災事業

A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業）
・緊急地震速報シェイクアウト 11/5
集合型訓練ではないので中止になっていない自治体が多い。
☆ネット環境で対応できる事業として再注目
B、防災教育推進事業(普及協会等)
ア チャレンジプラン・内閣府共催事業
新型コロナ禍の防災教育、新たなまなび、続けるまなびのチャレンジ
イ 防災教育事業
ウ 学校・団体等防災教育推進事業
C、防災調査研究事業
・社会デザイン学会年次大会 12/06 オンライン開催
３、総務広報等
通常号

12 月発行予定
以上
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2020 年 12 月 10 日（木）
SL 運営委員会 報告

SL 企画セミナー
第 1 回災害食オンライン講座 開催報告書

１．講座開催日時
2020 年 11 月 26 日（木）10:00～11:30
２．講座

講師会場

船橋市西部公民館
３．講師、関係者
講師：平田 千重 SL（船橋市）、三澤 由美子 SL（足立区）
事務局：天寺 純香 、濵口 晋介

（オンライン調整、進行、カメラ等機材関係）

1． 受講生内訳（SL、一般、ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
2名

一般
4名

SL

11 名、一般

SL

SL
11名

4 名、オブザーバー

（うち、アンケート回収件数 9 件）

一般
オブザーバー

2 名（明治大学職員）計 17 名
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2． 講座の受講動機（複数回答）

その他
15%

オンライン開催
19%

学んだことを役
立てたい
16%

災害食を知りたい
災害食を知りたい
19%

炊出袋での調理法
を知りたい
12%
レシピ集が欲しい
19%

炊出袋での調理法を知りたい
レシピ集が欲しい
学んだことを役立てたい
オンライン開催
その他

①災害食を知りたい…5 名、②炊出袋での調理法を知りたい…3 名
③レシピ集が欲しい…5 名、④学んだことを役立てたい…4 名
⑤オンライン開催…5 名、

⑥その他…普及させたい、ボランティアメンバーの勧め

3． 講座の開催をどこで知ったか。（複数回答）

SLホームページ
9%

SLホームページ

その他
27%

Facebook
ニュースレター
ニュースレター
46%

チラシ
アレルギーEXPO
その他

チラシ
9%
アレルギー
EXPO
9%

①SL ホームページ…1 名、②Facebook…0 名、③ニュースレター…5 名
④チラシ…1 名、⑤アレルギーEXPO…1 名
⑥その他…3 名（SL 講座で聞いて、濵口から招待）
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4． 受講の感想
・ほかの人にも災害時の調理について勧めることができる。
・実際に調理を行ったことがよかった。
・今後、このような指導ができる方を増やすため、非常用炊出袋を普及させる講師向け
講座の開設があると良いと思いました。その際、講師向けのテキスト、Q＆A、今回の
ような SL のスライドの準備があると良いと思った。
・以前、地元の災ボラ団体で炊出袋調理実習をしたことがあったので、その復習にもなっ
て良かった。初めてのときは白飯に芯が残ってしまったが、今回は芯もなくうまく炊け
た。やはり何回か練習してみるのは大事だと思った。
・一人では意識があっても時間をとって調理しようと思えない。
・災害時に自宅にある食材が具体的に活用できることがわかった。（鶏肉、卵、乾物 etc）
・二人分 4 品＋ゆで卵を作ってみて結構いい出来でした。（最後画像あり）
・慣れないながらも良く頑張っていて理解できた。
・内容や流れをリアルタイムで見学させていただくことで、講座開催のイメージをもてた。
・Zoom 開催における留意点を学ぶことができた。
・排水できないことによる生活の不便さは盲点で、備蓄さえしていれば安心と思っていた
がさらに深くリアルに災害について考えるよい機会になった。
・災害時で心身がなえているときに彩のある食事ができることの重要性を感じた。
・
（質問）炊出袋で白飯を作った場合、例えば全部食べ切れず残した場合、どれぐらい
日持ちするのか？自分の地区では当日できるだけ早めに食べるよう伝えている。
5. オンラインでの開講方法についての意見
・時間帯（土日開催など、日程を変えて実施してみては？）
・マイク設定の工夫（会議用のマイク・スピーカーを用いる。
）
・解説する人、作業する人をわけて掛け合いで実施する。
・時間は 60 分～90 分くらいがいいかと思う。
・台所が狭く、PC 等が置けないため（スマホ、タブレット未所持）、Zoom の画面を見て
いると調理できず、調理をしていると Zoom をみることができないのでかなり苦労した。
・画質はよかったが音声に乱れがあり聞き取りにくいことがあった。
・ホワイトボードは光の反射か、部分的に見えなかった。
・音声が聞き取りにくかったので改善をお願いします。
・受講者の環境も様々で、事前準備や開講中の配慮も適宜対応する必要があると感じた。
6. 事務局から
初の SL 企画セミナーとしてのフルオンライン講座となった。アンケートの意見にもある
ように課題は大きく 2 つあり１つは主催者側のオンライン環境全般、もう 1 つは、リアルと
は違う「進行の工夫」である。オンライン環境は事務局の機材、知識とも向上をしてきてい
る。誰が何をいつどのように行うか、講師だけではなく裏方も全て把握をする必要がある。
以上
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第 18 回 SL 防災談話室＠マンション
＊開催報告書＊
日

時：2020 年 11 月 11 日（水）１８：００～

会

場：ZOOM

（本部／濱口）

参加者：平田・橋本・北見・鈴木・石丸・岡部・藤岡・
野中・三澤・後藤・山本・木村・

【講師】平田千重―船橋 SL・・テーマ・“住民が参加しやすい防災訓練”
〈防災訓練を見直そう〉
・災害時の初動体制
安否確認・怪我人の救助・消化活動等の要領説明 ・・ 他
〈事例紹介〉船橋市 H マンション（280 世帯）の防災訓練事例紹介
町会・自治会で取り組む従来の防災訓練は、みんなで実技をする訓練が中心でした。災
害初動時、するべきことを時系列で実施する「発災式訓練」について紹介し、初動時の住
民安否確認の方法として集合型安否確認についてお伝えしました。また自宅マンションで
昨年実施した発災式訓練の様子を紹介し防災部だけではなく自治会、管理組合、老人会そ
れぞれに役割を担っていただきマンションぐるみで訓練を運営した様子をお伝えしていま
す。
防災訓練は防災意識向上のためだけではなく、トップ不在でも災害時にとるべき行動を
知っていいただく貴重な場であり、自主防災組織が計画した初動体制が実際に稼働できる
のかどうかの確認の場でもあります。毎年訓練を重ねることで住民に初動とるべき行動を
知っていただき、初動体制をよりよいものに変えていけるものと考えております。

意見交換の場では、理想論/現実の住民の動きとのギャップに悩む自主防災組織の活動に
ついてなど参加した SL から様々なご意見、ご提案をいただきました。
＊次回予定・・２０２１年１月１３日（水）１８：００～（テーマ募集中）
以上（木村孝）
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2020/12/10 参考資料 （湘南ネット 葉木 SL から）
「コロナ下の避難所運営施設運営トレーニング」の、オンライン公開訓練が行われました。
11 月 28 日（土）私の隣の地区である、藤沢市辻堂地区で、FACEBOOK、ニコニコ動画を使い、オン
ラインで、一般公開して上記トレーニングが行われました。
全体で、約 2.5 時間でしたが、現在の以下の Youtube 公開では、5 分割し、約 80 分に編集し直され
ています。
Youtube 動画サイト；
https://www.youtube.com/channel/UCZXkvjhPazxePNgiJlL6H8Q?fbclid=IwAR3JqAD71TKNsMBz
eHAAhE5QksusVphpNqWokEwBd_MzYeOdsuj-47RAChY（但し、音声が聞こえにくい部分有り）
自分の地域の避難所運営のやりかたと対比し、学ぶべき点、どうかな？と思う点を、一過性でなく、
後で再度検証する利点がある仕掛が構築できるのではと思います。別紙に、新聞紹介を添付します。
1．今回の目的は、
新型コロナウイルス感染に対応した、「感染症対策を踏まえた避難施設運営マニュアル」
に基づき、実践に即した訓練を実施
・災害時の混乱を避ける仕掛け作り
・避難所レイアウトの見直し
2．訓練想定は、
地震及び風水害による大規模災害を想定、但し津波の被害は無し。
ライフラインは生きている
3．被災後 1 日～４日目想定した訓練
4．訓練項目
・個人防護服(PPE; Personal Protective Equipment)訓練
・避難スペース確保及びパーティション設営訓練
・避難所立ちあげ訓練
・車両避難及びペット同行避難訓練
・衛生環境維持訓練
5，会場参加者 74 名
6. 実際に取り仕切っていたのは、SL の鎌田修弘氏（タフ・ジャパン社長）；辻堂海岸在住
今後の訓練では、このように、オンライン形式も取り入れ、それを後で見直してみる､あるいは他
で参考にすることができ、情報共有が促進されるのではーと期待できます。
参考として、当該避難所は、200 人 4 日分の、消毒薬、清掃用の消耗品は、確保してあるとのこと。
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１２⽉１０⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第
2020 年 12 ⽉ 10 ⽇（⽊）Zoom ⼊室 13:15 開始 13:30〜16:00
（運営委員メンバー︓濱⽥・⼀政・⽚桐・古池・若笠・岡部・⽊村・佐藤・⽯丸・葉⽊・⾼⽊・三澤・畑）
（事務局メンバー︓澤野委員⻑・天寺・濱⼝）
進⾏役︓事務局 天寺

会議録︓事務局 濱⼝

1.

濱⽥代表挨拶

2.

災害救援ボランティア推進委員会活動報告 澤野委員⻑（天寺代読）


3.

配付①澤野委員⻑_防災事業報告 2020.12.10

報告・議案など

3.1.1. 2021 年収⽀予算書・事業計画書について（理事会報告）
→来期もコロナ禍での活動が予想されるため、今期の下半期の会費収⼊・事業収⼊等を元に予算書を作
成。事業計画については、従前通りの内容で検討している。
→12/11 理事会にて承認予定
3.1.2. 「感染症予防ガウン製作」活動（理事会報告）
→感染症予防ガウン寄付⾦の収⽀報告
 配付②_感染症予防ガウン寄付⾦収⽀報告
→12/6 社会デザイン学会 年次⼤会にて学会奨励賞受賞
3.1.3. ⼀般寄付⾦報告（2020 年）（理事会報告）
11/30 現在 合計⾦額︓175,800 円(＋3,000 円) 件数︓27 件(＋1 件)
→災害対応積⽴⾦と SL 活動⾦へ。
3.1.4. オンライン災害⾷講座
11/26（⽊）にオンライン・災害⾷講座を実施
→参加者１７名（⼀般４名 SL１１名オブザーバー2 名）
→船橋市⻄部公⺠館調理室から Zoom 発信。参加者は、ご家庭で⼀緒に炊飯実習を体験。
 配付③_オンライン災害⾷講座 アンケート結果報告（濱⼝報告）
3.1.5. 受託事業関係について


千葉県防災研修事業受託事業 地域防災リーダー基礎コース
11/7

⾼層マンションの防災講座【地震・⾵⽔害編】（濱⽥ SL）

11/28 DIG-防災マップ作成（市原ネット）


神奈川県教育委員会 DIG 事業（⼀政 SL 報告）
11/18 横浜清陵⾼校、12/17 茅ヶ崎⾼校、3 ⽉茅ヶ崎北陵⾼校



神奈川県教職員 5 年経験者研修（今年度は対⾯の研修は中⽌となり、代わりに DIG の教材を提
供）

4.

各委員からの報告（地域ネット報告も兼ねて参加者からひと⾔ずつ報告。下記は資料提供があった委員）


防災談話室＠mansion （⽊村 SL）

１１⽉１１⽇（⽔）18:00〜Zoom 開催。
内容︓町会/⾃治会での「防災訓練の⼯夫」（船橋市・平⽥ SL 講師）
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 配付④_第 18 回 SL 防災談話室・開催報告 A


千葉県ネット報告（岡部 SL）
 配付⑤_2020 年度千葉県ネット地区運営委員会活動結果報告



船橋ネット報告（⽚桐 SL）
 配付⑥_船橋ネット_R2 事業実績・予定 11.30

1. 湘南ネット（葉⽊ SL）
 配付⑦_湘南ネット_辻堂地区避難訓練報告
 配付⑧_湘南ネット_新聞紹介記事 20201128 避難訓練記事
★資料提供・話題提供


第１回防災⾷品展 2021.2/4（⽊）2/5（⾦）パシフィコ横浜（第 25 回震災対策技術展同時開
催）
https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/

5.

次回予定
1 ⽉８⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom

★第 8 回 SL 社員総会⽇程︓2021 年 3 ⽉ 27 ⽇（⼟）
会場と Zoom の併⽤で開催を予定。
以上

