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令和 3 年 11 月 8 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)～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
澤野 推進委員会委員長
1.

濱田代表理事

挨拶

久しぶりの対面での運営委員会の開催となった。座間市でも 11/1 に Shake Out キックオフ
ミーティングが対面で開催された。コロナの感染者数は少なくなっているいるが身近な人
が、コロナが原因で亡くなることもあり、皆さんにおいても引き続き細心の注意を払って活
動を行ってほしい。
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 寄付金報告
2021 年寄付金＝123 件 623,800 円（10 月 31 日現在）
② 2021 年年会費入金件数 599 件（10 月 31 日現在）
④ 九都県市合同防災訓練（開催情報共有）
東京都（調整中）、神奈川県（開催中止）、千葉県（開催中止）
、埼玉県（開催中止）
横浜市 11/7 西区みなとみらい（岸田首相出席）
、川崎市 11/14 高津区、相模原市 11/7
緑区,中央区,南区
千葉市 8/29 市内指定避難所(終了)、10/10 中央区

・さいたま市 11/6 桜区

⑥ 防災談話室＠mansion
第 25 回開催案内

2021 年 11 月 10 日(水)18:00～20:00

Zoom 開催

テーマ：仙台・熊本での全壊マンションの終焉状況
講師：木村 孝 SL（市浦ネット）
4.

地域ネットから報告
東京ネット（三澤）
活動予定
・11/27 本所防災館見学

13:00～15:00

募集定員 20 名 シアター、地震、消火、煙、都市型水害体験
東京ネット以外のネット会員にも追加募集
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・1/8 100 円で始める災害対策 10:30～12:30 Zoom 開催
申込方法：SL ネットワークホームページにて
埼玉県ネット（若笠）
活動予定
・11/26 定例会

武蔵浦和サウスピア 久々の対面開催

活動報告
・10/12 川口市地域防災打合せ

髙木

・10/26 医療者向け心肺蘇生法講習

校区校長、教頭との打合せ
若笠 千葉市（若笠勤務地）

千葉県ネット（岡部）
活動予定
・11/16 千葉県ネット地区運営委員会

千葉市福祉保健センター

2021 年活動報告会日程と議案、22 年度役員改選について
活動報告
・10/26 CVOAD 主催 学習会（Zoom）

主に県内参加者 49 名

流山ネット（岡部）
活動報告
・11/7 流山本町 9 自治会合同防災訓練

平和台 2 号公園

市川浦安ネット（木村）
・10/29 市川市災害 VC 立ち上げ訓練（メディアパーク市川）

木村

船橋ネット（片桐）
活動予定
・11/9 横芝光町社協日吉地区防災講座
・11/12,19 葛飾公民館 DIG 講座
・11/13 定例会（中央公民館、Zoom）
・11/14 二和公民館講座

防災カルテ・非常食

・11/28 船橋市総合防災訓練（塚田南小学校）

備蓄品組立、その他メイン校見学

活動報告
・10/9 定例会（中央公民館、Zoom）学習会を実施：災害時の SL の行動について
・10/17 薬円台公民館親子講座 CPR、親子 WS
・10/23 子育てメッセ（Zoom）災害時の母子支援、団体紹介
・10/31 習志野台団地自治会防災講座

安否確認訓練

市原ネット（代理：片桐）
活動予定
・11/3 市原市社協災害ボランティア養成講座（アネッサ）
・11/10 市原市民大学講座（総合防災センター）

プラダン、土嚢作成の指導

初期消火、見学

・11/22 定例会＆研修（国分寺公民館）
活動報告
・10/13 市原市民大学講座（市消防局）

応急手当見学

・10/20 市原ネット研修会（国分寺公民館） 11/3 実技指導内容確認
・10/21 社協ボランティア連絡調整会議（社協事務所）11/3 講座について打合せ
・10/23 地区防災計画推進旧富山小学校 WS(加茂公民館)

講師・WS の進行
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神奈川県ネット（石丸）
活動予定
・11/21 県ネット打合せ
活動報告
・10/26 KSVN 第 4 回運営委員会(Zoom) 情報連絡訓練
・10/31 総合防災センター見学 24 名参加

地震、消火訓練等

西湘ネット（石丸）
活動予定
・11/20 オンライン会議（西湘ネット初）
活動報告
・11/7 防災減災サロン その時あなたはどうする？（鶴巻公民館）
横浜ネット（一政）
活動予定
・11/10 区民会議・災害分科会世話人会
・11/17 区民会議・災害分科会
活動報告
・11/7 拠点防災訓練(今井小学校)

行政、学校運営委員 30 名 自治会各 1 名参加

DIG 活動予定
・11/18 県教育委員会打合せ
・11/22 茅ヶ崎高校 打合せ
DIG 活動報告
・10/4 西湘高校 事前打合せ（一政、佐藤）
・10/28 西湘高校（葉木、田中、鈴木、市野）
・10/28 横浜清陵高校（オンライン：一政）
（畑）
・自身の地区で何もない状況からの防災訓練「ゼロスタート訓練」を実施し
何が必要か、何が不足しているのかなど訓練の棚卸を実施した。
・10/31 総合防災センター見学では県ネットとして久々に対面が実現しメンバー
の顔が見られてよかった。
川崎ネット（佐藤）
活動予定
・11/9

川崎ネット定例会（川崎市社協）

・11/11 中原区ボランティア連絡会 定例会（中原区社協）
・11/15 市社協ボランティア団体部会（川崎市社協）
・12/4

災害ボラセン運営支援研修（川崎市社協）

活動報告
・10/5 市社協ボランティア団体部会（川崎市社協）
・10/11 新城高校学校運営委員会
・10/14 中原区ボランティア連絡会 定例会（中原区社協）
・10/18 川崎ネット定例会（Zoom）
・10/28 西湘高校防災訓練（佐藤）対象 1 年生 8 クラス約 300 名
巻末添付_「神奈川県立西湘高校防災訓練報告」を参照
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湘南ネット（葉木）
活動報告
・10/5

大磯町「本気の防災！」スーモジャーナル掲載 伊藤代表インタビュー

2021 年 10 月 5 日_スーモジャーナルより
「神奈川県大磯の”本気の防災”!3000 人参加の避難訓練など首都圏屈指の共助力とは？」
掲載 URL：https://suumo/jp/journal/2021/10/05/182778/
・10/28 西湘高校 DIIG 講習
巻末添付_「西湘高校 DIG 講習報告」を参照
座間ネット（濱田）
活動予定
・11/17 総合の学習（文科省）担当教員部会

防災教育のあり方についての研修

・11/17 中央幼稚園 母の会役員研修会
・11/19 愛川町防災講演会（濱田）主として身障者に対する課題
・11/28 体験型減災 災害対応訓練 ひばりが丘ほりもと公園
活動報告
・10/5 自立支援協議会 会議
・10/31 健康文化都市大学 研修
・11/1 Shake Out キックオフ講演会
・11/3 市制施行 50 周年記念式典

ハーモニーホール

柘植大学特任教授

濱口和久氏

ざまネット特別感謝状贈呈

・22 年度前期 まちなか防災塾予定 1 月 30 日から開催、前期は 7 月まで毎月 1～2 回開催

【次回の開催日】
2021 年 12 月 3 日(金)13 時 30 分～運営委員会 かがやきプラザ
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2021 年 11 月の事業報告と今後の予定（10.1→11.7）
（11 月 8 日/災害救援ボランティア推進委員会委員長

澤野次郎）

はじめに 私的解説
１、新型コロナの状況
デルタ株による「第 5 波」が日本では収束しているが、海外でな増加の傾向。
今後は「第６波」への備えとインフルエンザ流行対策が重要となる。
２、重要性が増す気候変動対策
COP26（国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議
期 間 10/30-11/12
開催地 英国・グラスゴー
３、防災教育と災害伝承
10 年目の釜石でのぼうさい国体参加が持つ意味
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)
10/04 岸田内閣発足
10/31 総選挙 自公が過半数を維持し、岸田内閣が継続
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）
日 時

震央

Ｍ

深 さ

最大震度

10/06 02:46

岩手県沖

5.9

56 ㎞

5 強 階上町

10/07 22:41

千葉県北西部

5.9

70 ㎞

5 強 足立区、川口市、宮代町

首都圏で 10 年ぶりの 5 強観測 帰宅困難、エレベーター停止
イ 火山

（気象庁発表での噴火速報等）

10/20

11:43 阿蘇山噴火

10/23

8 月 13 日から 15 日 福徳岡ノ場海底噴火 戦後最大級規模と判明
沖縄に軽石が大量に漂着

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象）
10/25 2020 年の世界の主要温室効果ガス濃度は観測史上最高を更新
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)
各地で大地震が発生、
日 時

発生地

Ｍ

深 さ

10/02 06:29

バヌアツ

7.3

527 ㎞

イ 火山等
ウ 気象災害
洪水被害
10/13 中国山西省 10 月 2 日から 7 日 死者 15 人 当局
山火事・熱波被害
1-3 防災行政等の動き
ア 政府
【気象庁】10/12 緊急速報メール配信の見直しについて

死者
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気象等及び噴火に関する特別警報の配信中止方針
10/15 上記方針を事実上撤回
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 3 万 9515 人前月比－204 人 10/08 現在
エ 防災教育と災害伝承の日制定提唱
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)
1-5 注目すべきメディアと書籍等
ア TV [NHK スペシャル等]
ドラマ日本沈没 小松左京原作のリメイク版
イ 新聞他
2-1 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
主な動向 対面講座 大学では対面講座が再開
地域講座 我孫子市講座 定員 30 名超過
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
休眠預金等活用事業への申請準備
2-2 総合防災事業
A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業）
11/05 緊急地震速報シェイクアウト 広がり
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
中間報告会 10/24
イ 防災教育事業
西武・多摩部の公園パートナーズ（普及協会参加）
第 37 回 都市公園コンクール 管理運営部門 国土交通大臣賞受賞
ウ 学校・団体等防災教育推進事業
安全教育学会年次大会 10/16-17 澤野 パネラーで参加
エ 防災教育と災害伝承の日事業
津波防災の日 スペシャルイベント 11/05 今村文彦基調講演
ぼうさい国体 釜石 11/06 澤野 コーディネーターで参加
C、防災調査研究事業
・防災科研の小型地震計実験への協力
３、総務広報等
・通常号 10 月発行
以上
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神奈川県立西湘高校防災訓練報告

2021/11/8

報告者：ＳＬ川崎ネット

佐藤

日時：令和 3 年 10 月 28 日（木）14：25～15：30（５校時）
訓練内容：① ＤＩＧ訓練 3 クラス
：② ＡＲ訓練（洪水・煙） 1 クラス「
：③ ａ）ＢＬＳ講習 心肺蘇生法（人形 40 体） 1 クラス
ｂ）消火器取扱訓練（10 本） 1 クラス（代表者 10 名）
＊ ａ）ｂ）の生徒は 30 分で交代
校外指導：① ＳＬ防災ボランティアネットワーク ４名
② 神奈川歯科大学 教授 １名
③ 国士舘大学防災センター 助教 ２名
参加生徒： 1 学年全員 8 組 約 300 名
県教育委員会： 根布屋指導主事
防災アドバイザー（ＳＬ佐藤） １名
特記事項：近隣住民の方 20 名の見学者を募集するも不参加でした。
感

想：・どの訓練でも真面目に取り組んでいて、無駄話やふざける生徒はいなかった。
・終了後、② ③ の講師の方々はすぐに帰ってしまい、交流や意見交換の場が
持てなかったのは残念だった。学校としては２～３年生は授業をしているので
時間を延長して意見交換するのは無理があるようだった。
・座学だけはなくなるべく、体を動かして体験できる講習を目指しているのは
評価できる。
①

ＤＩＧ必需品であるハザードマップが不足していたが、私が小田原市に貰いに
行った時も、ＨＰに載っているといって中々貰えなかった。

頻繁にハザードの

基準が変わるので印刷物としてのハザードマップは作らない傾向にあるようだ。
②

ＡＲ訓練は浸水体験・煙体験兼用
ＡＲには室内の様子が移っており、視点を変えると浸水や煙のバックも変わるの
でイメージしやすい。ただリアリティが今一歩であった。

③

心肺蘇生用の人形（40 体）
ハート形の固形スポンジの様な物を、心臓部分に嵌め込んだ厚紙製の上半身人
形の心臓部を、シッカリ押すと緑色ランプが点灯するので力加減が分り易かた
と
思う。 正式の人形にも取り入れられると良い。
消火器は水を充填して放水（男女 5 名ずつ平等に体験）
以

上
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西湘高校 DIG 講習報告
2021/11/6 訂

葉木

1．10 月 28 日(木) 14:25〜15:30
2．1 年生

3 クラスに対して（他のクラスは、同一時間帯に、他の防災訓練を実施：水消火訓練、

AED、水害の VR 体験）、地学室；田中 SL、物理室：鈴木 SL、被服室：葉木 SL、ファシリテー
タ；市野 SL に分かれて実施した。
3．各教室に備品はキチンと準備されていた。
各クラス 8 グループ（5 人）であったが、実際のハザードマップは、「洪水ハザードマップ」のみ
で、クラスに 8 部必要なのが 6 部しかもらえなかった。シール類も 5 色のみで、グループで色がバ
ラバラであった。
4． 各グループには、A0 版の学校所在地中心のカラー印刷した地図があったが、カラーペン・シール
一欄表は、モノクロ印刷したものであった。これは、逆で、一覧表の方はカラー印刷が欲しかっ
た。
ミッションノートも各グループに配られていなかった。
＜感想＞
1． 各クラスとも生徒のＤＩＧへの取り組みは真面目で、むだはなしもせず、真剣に講義、発表をして
いたのは、他の高校と違うと､ＳＬ4 人全員の評価です。
2． 校長先生から、西湘高校では 7 月の熱海土砂災害で生徒 1 名が亡くなったとお話があり、土砂災害
を含めて、防災の必要性を今後も生徒に学ばせるため、来年度以降も何らかの形で防災教育を行っ
て行きたいとのことであった。しかし、防災教育の時間の捻出に苦労しているようであった。
3． 今後、行政から、ハザードマップを必要部数もらうのは、難しい状況になりつつある。
私は知っている範囲でも、小田原市、鎌倉市、藤沢市は､ハザードマップの発行部数を削減している。
➡

ミッションノートの書き方も一部変える必要があるし、教え方も工夫する必要がある。

＜その他＞
当日は、神奈川県教育委員会からということで、佐藤ＳＬ他何名か来られ、防災関係全般を視察され
た。
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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８⽇運営委員会議事次第
2021 年 10 ⽉ 1 ⽇（⾦）場所:かがやきプラザ 4 階 時間︓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


3.

配付①澤野委員⻑_防災事業報告 2021.11.8

報告・議案など

3.1.1. 寄付⾦・2021 年会費 報告
寄付⾦額︓613,800 円

件数︓122 件（10/15 現在）

2021 年会費︓ 599 件 （10/15 現在）
3.1.2. 九都県市合同防災訓練（情報共有）
東京都（調整中）・神奈川県（開催中⽌） ・千葉県 11/6 ⼤網⽩⾥市（開催中⽌）
埼⽟県 11/7 狭⼭市 ・横浜市 11/7 ⻄区みなとみらい ・川崎市 11/14 ⾼津区
相模原市 11/7 緑区,中央区,南区
千葉市 8/29 市内指定避難所、10/10 中央区 ・さいたま市 11/6 桜区
4.

各委員からの報告


防災談話室＠mansion 第 25 回開催案内（⽊村 SL）

 配付②_211110_防災談話室 開催案内






東京都ネット報告（三澤 SL）
配付③_チラシ_SL 東京ネットイベント案内
埼⽟県ネット報告（若笠 SL）
配付④_埼⽟県ネット R3 年 10 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


船橋ネット報告（⽚桐 SL）

 配付⑥_船橋ネット R3.11 事業予定
 配付⑦_市原ネット 2021 年 10 ⽉活動報告
1. 神奈川県ネット・⻄湘ネット（⽯丸 SL）
・10/31 神奈川県総合防災センター⾒学会報告 参加者 24 名
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2. 横浜ネット（⼀政 SL）
 配付⑧_横浜ネット 10 ⽉活動報告
3. 配付川﨑ネット（佐藤 SL）
 配付⑨_川崎ネット_21.10 ⽉ 活動報告
 配付⑩_川崎ネット 211108 ⻄湘⾼校防災訓練報告
4. 湘南ネット（葉⽊ SL）
 配付⑪_湘南ネット 訂⻄版 ⻄湘⾼校 DIG 講習報告
 配付⑫_湘南ネット 防災⼠
 県央ネット（濱⽥ SL）
 配付⑬-1~7_ 座間市 50 周年パンフ写真、202111 体験型訓練チラシ改訂版 04、2022 まちなか防
災塾前期予定(案)、補助⾦交付申請書（１０・９）提出⽤、継続希望調書、202009 避難⾏
動防災科研、2021 年度 ZSVN ロードマップ 2021.10.27
★資料提供・話題提供
 ⼤磯町伊藤 SL からの報告
 配付⑭_「神奈川県⼤磯の”本気の防災”︕3000 ⼈参加の避難訓練など⾸都圏屈指の共助⼒とは
︖」
5.

次回予定
１２⽉３⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom
以上

