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令和 2 年 9 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(9 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、高木、葉木、畑、三澤、若笠
事務局：天寺、濱口
澤野推進委員会委員長
1.

濱田代表

挨拶

座間市のコミュニティカフェ「リンクス」でざま災害ボランティアネットワーク出展の
「本気防災そなえ亭」関連でニュースやラジオの取材、出演を行った。
感染症対策を盛り込んだ避難所運営マニュアルは作成中で近日修正案を市へ提出予定。
コロナウイルスで滞っていた市内での講座も少しずつ再開の予定がたち、活動が少しずつ
増えてきている。
※感染症予防ガウンについての内容は後述
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・議案
巻末添付_「運営委員会議事」を参照
① 9 月 1 日(火)SL Zoom ミーティング開催（報告）
21 名参加。オンラインの利点を活かしたワークショップを行い、別地域のメンバーとの
交流や自宅の備えを紹介。SL ネットとしては初めての試みだったが参加者の満足度は
高く今後も研修会や講演会を計画していく。
② 九都県市合同防災訓練について（報告）
1）埼玉県会場（川口市・幹事会場）
実施日：11 月 1 日（日）9:00～12:30
場所：川口 SKIP シティ
規模縮小にて開催。予定していた SL としての出展は中止。
2）千葉県会場（野田市）
実施日：11 月 1 日（日）
場所：江戸川河川敷運動公園広場（主会場 10:00～）
総合福祉会館（災害 VC 設置運営訓練 13:00～）
市の意向により主会場訓練は中止。市社協をメインに災害 VC 訓練に参加予定だった
が、当日は市社協職員のみで訓練を行う。
3）神奈川ビックレスキュー（中止）
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③ 「感染症予防ガウン製作のための寄付金活動」について
寄付金額 898,500 円

件数（9/1 振込記録まで）

一般：41 件・329,000 円

SL：88 件・569,500 円

当初予定額を大幅に超えたことで感染症積み立て金として取扱う方向で検討
作成拠点の経過報告
1）座間製作所（濱田代表）
製作数 950 着、作業日数 7/29～（閉鎖日数 4 日）
先行して座間市へ、以降他地域へ拠出する。
座間市では 9 月 20 日以降に贈呈式を行う。
2）柏製作所（古池理事欠席のため天寺常務理事が代理報告）
製作数 384 着、作業日数 11 日間（8 月 11 日～31 日）
、作業エントリー人数 24 名。
3）フェイスシールド担当（若笠 SL）
埼玉県ネット 600 個は完成し、柏ネットへ納品済。
④ 一般寄付金報告
2020 年＝金額

156,800 円

件数 23 件（8/31 振込記録まで）

災害対応積立金と SL 活動金として使用。
⑤ 住環境・生活環境 EXPO 開催について
10/13（火）にオンライン EXPO を開催
Zoom をつかって、非常用炊出し袋をつかったオンライン調理体験を実施。
10/2 リハーサル予定。
⑥ 地域ネットから報告
埼玉県ネット（若笠）
8/21 コロナ対策避難所訓練

参加（和光市）

8/26 フェイスシールド製作（サウスピア）
9/16 定例会（サウスピア）
千葉県ネット（岡部）
8/12 千葉県ネット秋季研修打合せ（Zoom）片桐、岡部、清藤、濱口
10/19 千葉県ネット秋季研修

9 月 2 週目から参加者募集（千葉県ネット会員限定）

会場（30 名限定）とオンラインを選択できる。
横浜ネット（一政）
8/29 役員会（Zoom）10 名参加
近況報告、SL 本部報告、寄附金、ガウン作成について
10 月 予定していたギャザリングは中止。来年 1 月は現在検討中。
西湘ネット（石丸）
9/12 ビニール袋炊飯研修会
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座間ネット（濱田）
学校での車中泊検証を 21 年 2 月頃実施予定
防災談話室（木村）
9 月 9 日（水）アスベストについて（我孫子ネット 北見 SL）
会場とオンラインの同時開催
⑤

情報提供
湘南ネット（葉木）
地震１０秒診断 ：https://www.jishin-hoken.jp/10sec-sim/

【次回の開催日】
2020 年 10 月 9 日(金) 13 時 30 分～運営委員会
開催方法：Zoom 会議
10 月 2 日は事務局が対応できない為、9 日に変更します。

の紹介
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2020 年 8 月の事業報告と今後の予定（8.7→9.3）
（9 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

澤野次郎）

この間の主な出来事と成果(私的解説)
想定に反した猛暑下での新型コロナの感染拡大〈第２波〉
３年続けての熱波災害、私たちは今までの「常識」を変えなくてはいけない
秋に大型台風が想定されるが、風か、雨か。どこかで正しく恐れる必要がある。
自粛を乗り越える災害ボランティア活動の新たな理論展開の必要性
安倍首相辞任、新型コロナ対策下で病気再発と説明

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)
・08/28 安倍首相の辞意表明

在任７年８カ月

新型コロナ感染症の方針転換
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
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）
エ 猛暑（熱波）災害
187 人過去最高

・東京都

熱中症死者数８月

・浜松市

41.1 度、 歴代最高タイ

・猛暑日連続 23 日、岡山県高梁市
・新潟県三条市

8/17
日本新記録

8/31

40.9 度、９月国内最高更新

・熱波災害対策でなく熱中症対策になっている。
さらに縦割りで環境省の環境保健部環境安全課が担当している。
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
・インドネシアスマトラ島・シナブン山噴火

8/10

ウ 気象災害
・中国の記録的洪水被害

全容不明
米ルイジアナ州上陸

8/27

米国カリフォルニア州

8/18

・大型ハリケーン・ローラ
エ その他
・山火事で非常事態宣言

・モーリシャス沖での日本の船座礁による重油流出事故 8/8 判明
1-3

防災行政等の動き
ア 政府

（防災担当）

・8/28 災害ボランティアセンターに係わる費用について（お知らせ）
災害救助法の国庫負担対象に
・ 防災白書（6/12 公表）
イ 自治体
ウ 東日本大震災

船橋市防災訓練天寺写真掲載
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・8/28 [復興庁]避難・転居者数 4 万 3022 人前月比－165 人

8/11 現在

7 月より発表再開だが、減少数は鈍化。
エ

防災訓練等
集合訓練の多くが中止に

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]
・“激甚水害”多発時代

イ
2-1

どう生き抜くか 9/6

新聞他

社会貢献活動：災害ボランティア
※8 月までの行事がほぼ中止に
A、災害ボランティアリーダー養成事業
ア ＳＬ 講座 10,970 人

公認講座 2,774 人 5/25

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]中止または延期
エ

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）
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
募金目標（第一次）は超過達成
作業場でのガウン作成の進行状況

2-2

総合防災事業

A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業）
ネットを中心とした訓練な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
・8/18 実行委員会

新方針

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
・ぼうさい国体

10/3 オンライン開催

・中間報告会
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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
３、総務広報等
臨時号

８月発行
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

９⽉４⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第
2020 年９⽉４⽇（⾦）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<⽋>・若笠・岡部・⽊村・佐藤・⽯丸・葉⽊・⾼⽊・三澤・畑）
（オブザーバー︓監事 ⼭内）（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.

出席メンバーから⼀⾔挨拶（⾳声確認もかねて）

2.

濱⽥代表挨拶

3.

災害救援ボランティア推進委員会活動報告 澤野委員⻑


4.

配付①澤野委員⻑_防災事業報告 2020.９.４

報告・議案など
4.1.1.

9/1 SLZoom ミーティング開催（報告）

オンライン上で簡単なワークショップを⾏った。参加者は 21 名。
Zoom の使い⽅に慣れてもらい、今後は、Zoom 研修を企画したい。
4.1.2.

九都県市合同防災訓練について（報告）

１）埼⽟県会場（川⼝市・幹事会場）11/1 は規模縮⼩で実施。SL 参加はなし。
２）千葉県会場（野⽥市）…⽚桐 SL から
実施⽇︓11 ⽉ 1 ⽇（⽇）
主会場訓練は中⽌。個別訓練はそれぞれで実施。
予定していた野⽥市社協との災害 VC 設置運営訓練は、野⽥市社協職員のみで実施。
千葉県災害 VC 連絡会は、オンライン上で野⽥市社協と情報訓練を⾏う予定で調整。
３）神奈川県ビックレスキュー（10/18）は中⽌
4.1.3.

「感染症予防ガウン製作」について（報告）

★寄付⾦報告
9/1 現在 合計⾦額︓898,500 円
⼀般︓41 件・329,000 円

SL︓88 件・569,500 円

★経過報告１=座間作業場所（濱⽥代表）
製作数 950 着、作業⽇数 7/29〜（閉鎖⽇数 4 ⽇）、1 ⽇ 3 ⼈〜8 ⼈で作業。
★経過報告２＝柏作業場所（天寺代理）
製作数 384 着、作業⽇数 11 ⽇間（8 ⽉ 11 ⽇〜31 ⽇）、作業エントリー⼈数 24 名。
★経過報告３＝フェイスシールド担当（若笠 SL）
8/26 5 名の SL でフェイスシールド製作。計 600 枚︖柏作業場所へ納品済み。
4.1.4.

⼀般寄付⾦報告（2020 年）

⾦額 156,800 円 件数︓２３件（8/31 振込記録まで）
→災害対応積⽴⾦と SL 活動⾦へ。
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4.1.5.

住環境・⽣活環境 EXPO の開催について

10/13（⽕）にオンライン EXPO を開催
当会からは、Zoom をつかって、⾮常⽤炊出し袋をつかったオンライン調理体験を提案し、採⽤された。
10/2 リハーサル予定。
 配付②_企画書_EXPO2020 SL 災害 VN_⾮常⽤炊出袋を使った災害⾷

4.1.6.

地域ネットから報告
防災談話室＠mansion （⽊村 SL）



９⽉９⽇（⽔）18:00〜事務局会議スペースおよび Zoom と併⽤で開催。
内容︓アスベスト問題について（我孫⼦市・北⾒ SL 講師）
横浜ネットから（⼀政 SL）



 配付③_横浜ネット報告 SL 運営委員会 9 ⽉
1.

埼⽟県ネットから（若笠 SL）
 配付④_埼⽟県ネット 8 ⽉活動報告



千葉県ネットから（岡部 SL）
10/19 14:00〜15:30 秋研修 会場︓きぼーると Zoom による併⽤研修
内容︓GoogleMap を利⽤した DIG オンライン版

4.1.7.


資料提供・話題提供
8 ⽉ 28 ⽇付内閣府発表で、ボランティア活動の調整に必要な⼈員の確保について、災害救助法の国
庫負担の対象となった。
 配付⑤_災害 VC 費⽤について 0828.pdf



5.

地震 10 秒診断（葉⽊ SL より）


配付⑥_葉⽊ SL_20200828 地震１０秒診断_press



配付⑦_葉⽊ SL_地震１０秒診断結果.pdf

次回予定
10 ⽉２⽇（⾦）運営委員会 → 10 ⽉

⽇（ ）⽇程変更。

★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

