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令和 3 年 6 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(6 月期)～Zoom 会議～
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政、岡部、木村、佐藤、髙木、葉木、三澤
事務局：天寺、濱口
澤野 推進委員会委員長
1.

濱田代表理事

挨拶

市内ではワクチン接種が遅れ気味。第 2 回目の予約が開始されるが、密にならないかが心配
ワクチン接種は今後進んでいくが、オリンピックも絡み、首相と尾身氏の溝に注視する必要
がある。
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_「運営委員会議案」を参照
① 5 月 29 日（土）10:30～12:00 オンライン研修会
テーマ：「心肺蘇生法ガイドライン 2020 を学ぼう」
講師：日本ファーストエイドソサイエティ 代表 岡野谷純 先生
⇒心肺蘇生法ガイドラインが 5 年ぶりに変更されました。
当日参加者：42 名
② 6 月 26 日（土）13:30～16:00 オンライン SL 全体研修 2021
テーマ「自分が被災者になったら？！
講師：静岡県弁護士

永野

海

生活再建制度を学ぼう」

先生

③
④ SL の心得
災害発生時、災害ボランティア活動における SL としての心得について意見交換
後日公開予定。
4.

地域ネットから報告
東京ネット（三澤、畑）
活動予定
・7/10 10:30～Zoom 開催予定
活動報告
・5/22 11:00～12:30 東京ネットオンライン初顔合わせ
東京ネット発足に伴うメンバー顔合わせを Zoom で実施（7 名参加）
自己紹介、畑 SL による地域活動紹介
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埼玉県ネット（髙木）
活動予定
・7/17 定例会 Zoom 実施予定
活動報告
・5/29 定例会

Zoom 実施（6 名参加）

・5/29 三郷救助訓練見学（1 名参加）
千葉県ネット（岡部）
活動予定
・7/19 千葉県ネット運営委員会 Q ぼーる 九都県市合同防災訓練について
活動報告
・5/15 13:30～15:30 春季合同研修

会場とオンライン併用開催(Zoom28 名、会場 13 名)

・市原ネット 坂内 SL と小出市原市長の対談が市広報誌に掲載
・我孫子ネット 市民向けの防災事例集を作成（発行：我孫子市民活動ステーション）
流山ネット（岡部）
活動予定
・6/19 マイタイムライン作成勉強会 平和台 2・3 丁目自治会館 市危機管理課協賛
船橋ネット（代理：天寺）
活動予定
・7/10～7/24

地域防災リーダー研修（各地区公民館）計 10 回

・8/28、29

SL 講座

西湘ネット（石丸）
活動予定
・6/5 防災サロン

避難生活を考える

活動報告
・5/8 防災マップ作り

秦野公民館

中学校区ごとに作成

横浜ネット（一政）
活動予定
・7/14 後藤 SL 防災談話室講師
活動報告
(DIG 事業)
・5/31 教員向け研修用の収録
・6/3 茅ヶ崎北陵高校

打合せ

Google Meet を使用して実施する方向へ

川崎ネット（佐藤）
活動予定
・6/10 中原区ボラ連協 定例会
・6/12 災害時のトイレ対応研修

中原区社協
宮前区社協 佐藤、植田 2 名

参加者 10 名限定

⇒2 年前から計画。コロナの影響で 2 時間研修を 1 時間にし、人数も半数に限定
・6/14 川崎ネット定例会

Zoom 実施予定

・6/20 高津区どんなもんじゃ祭

一般公開を中止し、関係者のみの公開となる
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活動報告
・5/8

中原区ボラ連協 総会

対面実施予定 中原区社協

・5/17 川崎ネット定例会 Zoom 実施
・5/18 高津区どんなもんじゃ祭運営委員会

高津区区役所

湘南ネット（葉木）
活動予定
・6/18 杉原英和氏講演会 Zoom
座間ネット（濱田）
活動予定
・7/17 県央相模原講座（7/17、18、31 の 3 日間対面を予定）
・お家避難を考えようセミナー（計画）
・街中防災塾 （計画）
⇒5 つのテーマ×2 回（みんなの防災・発電・災害食・マンション・小話）
・NPO 手続きについて
⇒申請中

【次回の開催日】
2021 年 7 月 2 日(金)10 時 00 分～理事ミーティング(Zoom)
2021 年 7 月 2 日(金)13 時 30 分～運営委員会（Zoom）
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2021 年 6 月の事業報告と今後の予定（5.7→6.3）
（6 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）

私的解説

１、政府のパンデミック対策
根拠なき楽観的かつ緩めの対策の問題点
①医療体制の構築が進まなかで、医療がひっ迫
②中途半端な緊急事態宣言がズルズル続いている
③肝心なワクチン接種が大幅に遅れてしまった。
④最悪の状況と環境のもとでのオリンピック開催の懸念
緊急事態宣言

「第４波」への懸念が現実に

5 月連休が分岐点

東京都

4/25 から 5/11 まで、5/31 まで再、6/20 まで再延長

実施区域

北海道、愛知、大阪、京都、兵庫、岡山、広島、福岡、沖縄

まん延防止等重点措置（実施区域）
埼玉、千葉、神奈川
実施区域

4/20 から 5/11 まで、5/31 まで再、6/20 まで再延長

岐阜、三重、6/20 まで、群馬、石川、熊本

6/13 まで

２、東京オリンピック
今のままでは最悪の状況と環境のもとで実施する大会に
３、防災教育・災害ボランティア活動の提言 5/25 と我孫子 SL ネット事例集の違いは歴然
防災教育・周知啓発 WG 防災教育チーム／災害ボランティアチーム
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/teigen/index.html
我孫子 SL ネットワーク

市民の防災事例集

https://abikosks.org/topics/kids-youth
４、気候変動対策の推進
政府の事実上の政策転換
気候変動対策推進のための有識者会議
地球温暖化対策推進法改正案成立
G7

英国コーンウォール

①3/31 ②4/19

③5/24

5/26

6/11-13

５、コロナ禍を契機とする避難所のあり方の見直し提言を
０、パンデミック（Covid-19 感染症）
ア、感染状況
日本
世界

感染者数
感染者数

75 万 2419 人

死者数 13274 人

6/02 2359

61 万 3552 人

死者数 10487 人

5/04 2359

1 憶 7154 万人 死者数 368 万人

6/03 1400

1 億 5352 万人 死者数 321 万人

5/04 2200

イ、ワクチン接種回数（累計）

5/7→6/3

感染者数

1回

中国

2 億 8963 万回

6 憶 8190 万回

9 万人

アメリカ

2 億 4957 万回

2 憶 9640 万回

3330 万人

50.38％

インド

1 億 5993 万回

2 億 1313 万回

2830 万人

12.29％

4619 万回

6824 万回

1672 万人

21.61％

ブラジル
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5123 万回

イギリス
ドイツ

6521 万回

449 万人

3260 万回

4838 万回

369 万人

387 万回

1400 万回

75 万人

58.15％
44.23％

遅れは歴然
日

本

8.21％

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)
原発処理水の海洋放出方針決定

4/13

自民党総合エネルギー戦略調査会提言

5/25

政府

漁業関係者の猛反発

今夏にも改定されるエネルギー基本計画の原発の建替、新増設推進を盛り込むよう求め
る
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，⒐都県市は震度 4 以上）
5/1 1027 宮城県沖

M6.8 深さ 51 ㎞

震度 5 強

イ 火山 （気象庁発表での噴火速報等）
6/3

雲仙・普賢岳大火砕流 30 年

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象）
近畿・四国地方は統計史上最も早い梅雨入り
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/sokuhou_baiu.html
気象庁

令和 3 年の梅雨入りと梅雨明け（速報値）

エ 大火
海外 ア 地震(USGC 発表、日付 UTC でかっこ内は現地時間、原則 Mw7 以上か犠牲者多数)
日 時

発生地

Ｍ

深 さ

死者

5/21 1804(0204)

青海省西寧市

7.3

10

3人

イ 火山等
5/4

中米グアテマラのパカヤ山で活発な火山活動継続

5/6

アイスランド南西部レイキャネース半島火山再噴火

5/7

インドネシア・スマトラ島のシナブン山噴火

5/22

コンゴ・ニーラゴンゴ火山噴火

ウ 気象災害
5/17 インド北西部、過去 30 年で最大規模のサイクロン上陸で 155 人以上死亡
5/23
1-3

中国甘粛省白銀市でのクロスカントリー大会での悪天候で 21 人死亡

防災行政等の動き
ア 政府
5/25

中央防災会議

未掲載分）被災者生活再建支援法の一部改正
遡って適用

2020/12/4

「中規模半壊」を新設

災害対策基本法等の一部改正案

3/5 閣議決定

4/28 可決成立

http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/r3taisaku.html
防災・減災、国土強靱化新時代の実現のための提言

5/25

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/teigen/index.html

5/20 施行
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気象庁
洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会 第 3 回 5/17
イ 自治体
ウ 東日本大震災の避難者数
【復興庁】避難・転居者数 4 万 0331 人前月比－657 人

4/09 現在

エ 防災教育と災害伝承の日制定提唱
口頭報告

東北の伝承館行ったことありますか

オ 防災訓練等
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)
5/26-27

1-5

第 5 回全国フォーラム

Jvoard

注目すべきメディアと書籍等

2-1

ア

TV [NHK スペシャル等]

イ

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
大学講座の再開
ア ＳＬ 講座 11,138 人

公認講座 2,816 人 5/24

青学終了

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]
青山学院大学

オンライン+実技併用

明治大学

オンライン

渋谷区との連携

5/29

専修大学（126 人応募）、 法政大学
https://www.senshu-u.ac.jp/news/nid00013584.html
エ

追加 6/3

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
「我孫子 SL ネットワーク

市民の防災事例集」

がすごい

https://abikosks.org/topics/kids-youth
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
ア チャレンジプラン・内閣府共催事業
イ 防災教育事業
ウ 学校・団体等防災教育推進事業
エ 委託事業
C、防災調査研究事業
防災科研からの依頼
パンデミック等研究会

水災害対策

池内幸司

東大教授

6/28
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３、総務広報等
通常号

6 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

６⽉４⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第
2021 年 6 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・若笠(⽋)・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

3.



配付①澤野委員⻑_防災事業報告 2021.6.4



配付②澤野委員⻑_朝⽇新聞社説 震災伝承

報告・議案など

3.1.1. 5 ⽉ 29 ⽇（⼟）10:30〜12:00 オンライン SL 防災研修会
テーマ︓「⼼肺蘇⽣法ガイドライン 2020 を学ぼう」
講師︓⽇本ファーストエイドソサイエティ 代表 岡野⾕純 先⽣
参加者 42 名
3.1.2. 6 ⽉ 26 ⽇（⼟） 13:30〜16:00 オンライン SL 全体研修 2021
テーマ︓「「⾃分が被災者になったら︖︕ ⽣活再建制度を学ぼう」
→ 被災者カードを使って、⽣活再建制度を学ぶ
講師︓静岡県弁護⼠ 永野 海 先⽣
3.1.3.
4.

コロナ禍での SL の災害ボランティア活動⽅針について（別紙．追加資料参照）

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）


防災談話室＠mansion 5/12（⽔）第 21 回実施報告（⽊村 SL）
内容︓「マンション管理適正化法の改正について」 講師︓⽊村 SL

 配付③_210512_第 21 回談話室開催報告
次回︓7/14 『新型コロナウイルス感染症から⾝を守る ー⼿洗い・マスク〜ワクチンまで』
講師/後藤浩志（横浜 SL)


東京都ネット報告（三澤 SL）（畑 SL）
5/22（⼟）11:00〜12:30 東京ネット 初オンラインミーティングを実施
参加者 7 名︓⾃⼰紹介と畑 SL による地域活動の紹介
次回︓7/10 10︓30〜Zoom で開催予定





埼⽟県ネット報告（⾼⽊ SL）
配付④_埼⽟県ネット R3 年６⽉ 活動報告
千葉県ネット報告（岡部 SL）



配付⑤_千葉県ネット活動報告及び活動予定



配付⑥_広報いちはら坂内 SL と市⻑との対談
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船橋ネット報告（⽚桐 SL）



 配付⑦_船橋ネット事業予定 R3.6
1. 神奈川県ネット・⻄湘ネット（⽯丸 SL）
2. 横浜ネット（⼀政 SL）（畑 SL）
3. 配付川﨑ネット（佐藤 SL）
 配付⑧_川崎ネット_2105 ⽉ 活動報告
4. 湘南ネット（葉⽊ SL）
 配付⑨_湘南ネット 令和 3 年 6 ⽉ SL 活動状況
 県央ネット（濱⽥ SL）


配付⑩_ざまネット セミナーチラシ

★資料提供・話題提供
4.1.1. 我孫⼦ネットの活動紹介
SL 我孫⼦ネットの地域防災活動の事例をあびこ市⺠活動ステーションの呼びかけに応じまとめた冊⼦。
4.1.1.1.

5.

参考_市⺠の防災（事例集）１，2

次回予定
７⽉２⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom
以上

