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令和 3 年 3 月 5 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(3 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

一都三県での緊急事態宣言延長が決定したが、政局的な問題が強いと感じた。また、ワクチ
ンを保存する冷蔵庫が故障した問題はコンセントのたこ足配線が原因だったこと、他の業界で
も銀行の ATM 事故など国内で全体的に危機管理が緩んでいるように感じた。我々は日頃から
身の回りをきちんとしておく必要がある。
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 4 月 29 日（木・祝）オンライン講演会を企画。詳細は調整中。
テーマ：「イザというとき人はどうなる」－緊急事態の心理学―
講師：関東学院大学社会学部現代社会学科 細田聡

先生

Zoom を利用して実施を検討中。
② 2021 年年会費納入状況（3 月 4 日まで） 484 件
母体の大きい各地域ネット代表（神奈川、千葉、埼玉）は各県ネット代表及び、
地区代表者へ名簿を通知。東京、他エリアは事務局で管理。
2 月ニュースレターで再度連絡済。
② 2020 年活動一覧の確認
一部本部で把握できていないイベント、参加人数等をそれぞれ運営委員に確認を行う。
4.

第 8 回定時社員総会について
日時：2021 年 3 月 27 日(土)

13:00～16:00

会場：市ヶ谷ＴＫＰカンファレンスセンター

（会場予約済み）
カンファレンス６E（定員 44 名）及び

Zoom によるオンラインのハイブリッド型開催
⇒今回は Zoom による参加も「出席」と認める（=議決権あり）。
＜当日スケジュール＞参加者向け
13 時開場・設営準備
13 時 15 分～Zoom 入室開始。
13 時 30 分～総会開会～15 時 30 分終了予定。16 時撤収。
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★持ち物：事前に郵送された議案。服装は制服またはポロシャツ着用
3/8 会員へ総会議案発送～（★委任状提出期間）3/24 委任状提出締め切り予定日
議案は例年通り 2021 年会員(20 年から継続)と 2020 年会員へ送付。
5.

地域ネットから報告
東京ネット（三澤）
活動予定
・3/10 避難所で ICT を活用した研修（三澤）
活動報告
東京都防災コーディネーター研修 ステップアップ講座 参加（三澤）
・2/14 「ファシリテーション能力を身につける」竹本佳代子氏
「身につけた知識やスキルを現場で活用する」柳迫長三氏
・2/28 「被災者に寄り添う上で気をつけたいこと」岡野谷 純氏
「避難所での健康管理を学ぶ」

原田 菜穂子氏

埼玉県ネット（若笠）
活動予定
・3 月

定例会 Zoom 実施

・3/14 防災そなえパークの日出展（100 円防災グッズ）

千葉幕張公園

活動報告
・2/6

定例会 Zoom 実施

初参加 2 名

千葉県ネット（岡部）
活動予定
・3/22 千葉県ネット運営委員会 Q ぼーる

春季研修について

活動報告
・2 月活動なし
船橋ネット（代理報告

天寺）

活動予定
多くの行事が中止になっている
活動報告
・2/13

船橋市社協 VC 研修

Zoom 実施

・2/21

避難所防災講座（スポ推）

・2/22

四街道市社協 VC 訓練

きららホール

四街道市社協

避難所でのスポーツ支援

収録公開

神奈川県ネット（石丸）
・3/1 神奈川県ネット活動報告会 Zoom 実施 32 名参加
横浜ネット（一政）
活動予定
・3/11 祈りの汽笛参加 横浜港で実施

メンバーへ案内を送付

活動報告
・保土ケ谷で防災ニュースを作成し、区関係者へ配布
・ギャザリング DVD 作成

関係 SL へ配布
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（畑 SL）
Zoom のようなオンラインコミュニケーションツールが定着し訓練もそれを使った
ものが増えてきた。しかしながら災害発生時にはインターネットが使えなくなる。
改めて原点に立ち返って考える必要があるのではないか。
川崎ネット（佐藤）
活動予定
・3/5

SL 川崎ネット役員選挙開票 Zoom 実施

・3/8

定例会

・3/18

防災団体会議

・3/20

川崎市社協 VC 研修会

Zoom 実施
Zoom 実施

市内の様々な登録団体

来年度に延期が決定（5 月？）

活動報告
Zoom にて実施

・2/7

定例会

・2/10

講演会「国難級災害に備えて」防災科学技術研究所

・2/11

広域連携かながわ研修会

・2/20

文科省防災教育フォーラム

Zoom 参加

広域連携実行委員会 Zoom 参加
文部科学省

Zoom 参加

湘南ネット（葉木）
活動予定
・コロナ禍での避難所開設・対策について研修を行いたい。
活動報告
・SL 湘南ネット約 41 名へ会員向け会報を発送し調査票は約 3 割から回答あり
⇒各地区の課題や活動報告をいただいた。
・20/12/16、21/2/27 国土強靱化ワークショップ

オンライン参加

巻末添付_「国土強靱化ワークショップ（内閣府主催）報告」を参照
西湘ネット（石丸）
活動予定・報告なし
座間ネット（濱田）
活動予定
・3/6

座間市、社協と避難所のテント張り導線検討会

・3/13 街角防災塾、マイ発電プログラム打合せ
・4/24 座間ネット定期総会

これらイベントは Links を使って実施したい

書面議決にて実施

活動報告
・2/13 厚木社協 Web 研修 今回で 2 回目 3:3:3 など導入部分をいれて研修を行う
・2/15 厚木法人会

研修の録画撮影

・2/27 県央ネット活動報告会

Zoom

（その他共有事項）
・2/28 朝日新聞朝刊「あの日、わたしは津波にのまれた」紹介
⇒復興住宅の今後について

第 19 回防災談話室＠mansion
次回は 3 月 10 日(水) Zoom 実施予定。テーマ「町内会の避難所運営」小田部 SL
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【次回の開催日】
2021 年 3 月 27 日(土) 13 時 30 分～第 8 回 SL 社員総会
2021 年 4 月 2 日(金)10 時 00 分～理事会（Zoom）
2021 年 4 月 2 日(金)13 時 30 分～運営委員会（Zoom）

会場、Zoom 併用開催。
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2021 年 3 月の事業報告と今後の予定（2.5→3.4）
（3 月 5 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、パンデミック（新型コロナ感染爆発）のもとでの国内状況
緊急事態宣言再々延長 3/5 決定
ワクチン接種開始 2/17

3/21 まで

海外輸入の供給は未確定

２、パンデミック（新型コロナ感染爆発）のもとでの海外状況
米国の死者数が意味するもの
米国

感染者数 2876 万人

死者数

51 万人

第二次大戦 29 万人

朝鮮 3 万６千人

ベトナム５万８千人

３、東日本大震災 10 年と大地震
02/13

23:07

福島県沖

7.3

55 ㎞

クライストチャーチ地震
22:27

2011.2.22

相馬市中村他
6.1

死者 1 名

5㎞

NZ＝ニュージーランド

日本時間
03/04

６強

NZ 北島の北東沖

7.3

20.8km

03/05 02:41

NZ 北のケルマデック諸島

7.4

55.6km

03/05 04:28

NZ 北のケルマデック諸島

8.1

19.4 ㎞

４、防災教育と災害伝承の日の提唱
記者発表 2021.2.13
全国からの賛同の声と広がり
５、東日本大震災 10 年とこれから
SL 災害ボランティアネットワーク 2014.3

公益認定（事実上の結成）

シェイクアウト提唱会議

2012.1

防災教育普及協会

2014.3 一般社団設立

防災教育と災害伝承の日の提唱

2021.2

任意団体設立

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)
オリンピック（大会組織委員会）
森会長の女性蔑視発言
森会長辞任表明

2/12

臨時評議員会
橋本新会長選出

2/3
2/19

菅政権の不祥事
2/04 発売

週刊文春

菅首相長男「ウソ答弁」証拠音声を公開する

2/18 発売

週刊文春

総務省国家公務員倫理規程違反処分発表

2/24

東北新社の関係者処分発表

2/26

菅〈首相〉長男

高級官僚を違法接待

山田真貴子内閣広報官（元総務省幹部）

辞任

菅〈首相〉最側近官僚に NTT が〈58 万円〉超絶接待
1-2

3/1
3/04 発売

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）
02/13

23:07

福島県沖

7.3

55 ㎞

６強

相馬市中村他

週刊文春
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イ 火山等 （気象庁発表での噴火速報等）

噴火速報なし

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象）
大雪災害

今年は豪雪の年

エ パンデミック（Covid-19 感染症） 3.4
日本

感染者数 43 万 3717 人

世界

感染者数 1 億 1516 万人

死者数 8,143 人

（除くクルーズ船）

死者数 260 万人

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

02/10

13:19

南太平洋・ﾛｲﾔﾙﾃｨ諸島南東

7.7

10km

03/03

10:16

ギリシャ中部

6.3

10km

日本時間
03/04

死者

NZ＝ニュージーランド

22:27

NZ 北島の北東沖

7.3

20.8km

03/05 02:41

NZ 北のケルマデック諸島

7.4

55.6km

03/05 04:28

NZ 北のケルマデック諸島

8.1

19.4 ㎞

イ 火山等
2/11

グアテマラ・パカヤ山噴火

2/16 イタリア・エトナ山噴火
3/2

インドネシア・シナブン山噴火

ウ 気象災害
2/17
1-3

米国中部・南部

厳しい寒波

数百万戸超停電

防災行政等の動き
ア 政府

（防災担当）

防災教育・周知啓発ＷＧ（防災教育チーム）第 3 回

2/16

第 4 回 3/2

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kyoikuWG.html

防災教育・周知啓発ＷＧ（災害ボランティアチーム）第 3 回

座長

栗田暢之

2/26

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/wg/kyoikuWG_sgteam/kyoikuWG_sgteam.html

主な論点は避難所等運営でのボランティアの役割と人材育成
デジタル・防災技術ワーキンググループ (社会実装チーム) 第 2 回 2/8 第 3 回
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/digitalWG2.html
イ 自治体
ウ 東日本大震災
10 年

3.11

【復興庁】避難・転居者数 4 万 1241 人前月比－540 人

福島 36,170 人

エ 防災教育と災害伝承の日制定提唱

オ
1-4

記者発表

2/13 主要マスコミが参加

記事掲載

時事、共同が配信。NHK、読売が記事

第１次発表

3/13

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)
・防災とボランティアの集い 2/6 内閣府

オンライン

2/8 現在

2/22
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1-5

注目すべきメディアと書籍等
ア

TV [NHK スペシャル等]
2/13 2030 年

未来への分岐点⑵「飽食の悪夢〜水・食料クライシス〜」

2/28

未来への分岐点⑶「プラスチック汚染の脅威 大量消費社会の限界」

2030 年

東日本大震災から 10 年
3/06 津波避難
3/07 ドラマ

何が生死を分けたのか
星影のワルツ

3/08 イナサ～風寄せる大地

１６年の記録～

3/09 私と故郷と原発事故
3/10 調査報告“除染マネー”
3/11 定点映像

１０年の記録～１００か所のカメラが映した“復興”～

他に過去放送選の再放送
イ
2-1

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
ア ＳＬ 講座 11,023 人

公認講座 2,816 人 2/8

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]富山大学、専修大学、法政大学
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
2-2

年次総会

3/27

総合防災事業

A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業）
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
最終報告会 オンライン 2/13
イ 防災教育事業
防災教育フォーラム「東日本大震災の教訓を未来へ」文科省

2/20

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
通常号

2 月発行
以上
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国土強靱化ワークショップ（内閣府主催）報告
2021/2/27

葉木

日時：2020/12/16 2021/2/27 の２回ワークショップ実施（各４時間）
場所：会場＋リモート参加

計約２６名

東京会場参加の方は、交通費が支給される

[１日目]
・自己紹介
・話題提供「With コロナのなかで助け合うコミュニティをつくろう」
地域で考えるイザ！という時の備え〜新型コロナウイルスに学ぶ危機管理〜
・参加者対話「私の悩み、私の気付き」
・アイディア検討（ワークショップ①）「活動につながるアイディアを、楽しく出し合おう」
・プラン作成（ワークショップ②）グループワーク「地域での活動につながるアイディアを考えよ
う！」

個人ワーク「自分の取り組みを検討しよう」

・発表・交流
[2 日目]
・計画・活動報告会（全員）
・意見交換：活動とコラボに関する意見・情報交換
・話題提供「活動を広げるアドバイス・ヒント」
・ワーク〜これからプラン検討・意見交換
「関心が無い人」、知らない人に活動を広げるコラボのアイディア検討
・これからプラン発表
＜活動計画・実績等＞
１．参加者活動状況
（１）田中氏（日本防災士会大阪府支部）
・こどもを主体とした防災教育は効果大。家族で防災について語り合う機会が増える。
➡

教科書的指導より、実践訓練がベター。学校管理職へのアプローチが大切。

･地域では、複合災害への複合災害への認識が大切。
・防災関係者は、自然災害に特化しすぎ、感染症に目が届かないきらいがある。
（２）増井氏（ふじのくに防災士会（三島市防災士会））
・静岡県内全中学校での「ふじのくにジュニア防災士育成講座」の実施
➡

若年世代への防災啓発の重要性に鑑み実施。県職員（防災教育担当）
、ふじのくに防災
士等が講師
小学校４年生から高校３年生まで。2021 年度から本格実施。
地域防災の担い手として・年３万人の育成。
講座を受け、レポートを提出すると、県知事から認定される（意識啓発コース、知識行
動コース：地域防災訓練への参加が条件）
。
以前は、中学校の内申書に記入できたが？

「ふじのくにジュニア防災士運用マニュアル」
」令和１年 3 月改正
http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/center/jinzai/documents/unyou.pdf
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（３）小山内氏（（一社）男女共同参画地域みらいねっと）
・学校を中心とした地域防災力の向上を目指す
（４）出雲氏（大阪市阿倍野連合長会

防災防犯部会）

・コロナ禍での防災体制作り（誰もが参加できる防災）
➡

防災関係者のネットワーク（INE の構築）
課題；助成目線の避難所運営、乳幼児対応、食物アレルギー対応

（５）高橋氏（船橋市、SL、赤十字救護ボランティア他）
・コロナ下における災害の備え（あらゆることを想定し、費用対効果及び自己責任での備えを
考える）
（６）齋藤氏（板橋区ダウン症児・者親の会「ほほえみの会」）
・困っている方を取り残さない
（７）谷口氏（北海道恵庭市総務部）
・市内におけるマイタイムラインの普及
（８）丹羽氏（宮前２丁目自主防災会）
・防災会の組織図作成
（９）池田氏（（一財）東京社会保険協会）
・防災知識の向上・普及
（１０）濱口氏（チームまごころ）
・新しい防災イベント「防災にフレル」
（１１）河合氏（かさまつ防災士会）
・「自分の命は自分で守る」ことの防災意識の向上
（１２）荒井氏（NPO ひまわりの夢企画）
・減災･被災者の元気アップ、少子高齢化対策
（１３）内山氏（JTB コミュニケーション）
・観光地での防災意識向上
（１４）岡本氏（日本防災士会）
・With Corena の中で

➡

防災訓練

（１５）尾島氏（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所）
・新型コロナ禍でのレジリ学園関西校の運営について（注；ナショナルレジリエンスコミュニ
ティ、東京は、内閣府の会議室で、開催していたが、コロナ下で休止中）
（１６）葉木（SL、鵠沼海岸１丁目自主防災会）
・第地震＋感染症の複合災害時、あなたは避難所に行きますか？
（１７）松田氏（呉昭和自主防災連合協議会）
･地域を考えた「小さな防災のすすめ」
（１８）寺本氏（大阪市消防局生野消防署）
・有事の際を想定した価値観の違い
➡

ソーシャルディスタンスに配慮したグループワーク

（１９）津森氏（瀬戸内コンサルティング（株））
・防災･減災地域コミュニケーション力向上
➡ SDGs 取り組みと防災・減災への連携、SNS の活用
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（２０）福村氏（ワイズ

サステイナブルコミュニティ）

・気候変動による現在から将来にかけての自然災害への備えと意識啓発
➡

カードでわかる！

SDGs と気候変動（https://www.ysustainable.org/ワークショップ）

（２１）土居氏（助け合おう避難所の会）
・災害時のスペシャルニーズ対応の学習会開催
（２２）郷野氏（防災まちづくりの会・東久留米）
・町歩きで避難所までの安全経路を知る（危険箇所確認）
（２３）匂阪氏（港区役所保険福祉支援部高齢者支援課（防災会東京都支部））
・福祉施設の災害対応機能の強化
➡

施設管理者向け、施設担当者向け

＜感想＞
１） 全国から、企業も含め、色々の立場の人が参加された。
２） 検討時は、会場班は、模造紙を使い、リモートは、グーグルの Jamboard を使い、ポストイットの
ような使い方で、画面共有しながら、話しを進めたが、こちらは入力に気をとられ、他の人の話し
を聞き漏らすことがあった。
入力が不慣れの方の為に、ファシリテータが、話された内容を、Jamboard に入力する場面もあっ
た。
３） SDGs＋防災・減災への取り組みを行って行こうという方が、何人かいた。
４） 感染症対策として、マスク着用が浸透してきたが、防災に関しても、これに該当するものが無いか
考えたいと言う意見も出た。
５） 防災のゲーム（DIG、クロスロード等）は、今後 IT を使って新しいやり方を考えて行きたいとい
う話しも出た。
６） 防災を推進するには、やはり小・中・高校での取り組みが、今後来る大災害時、ケガをせずに生き
延び、地域の防災を担ってもらうためにも重要である。
上記（２）の、静岡県のやり方も一つのアプローチで、校長が替わっても継続してできるような
仕掛作りを今後検討していく必要があり、微力ながら推進して行きたい。
７） コロナ禍における「新しい支援の在り方」➡「身近な支援者による協働体制の確立」が求めら
れている。
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クリエーターの方が、当日、参加者の発表を聞きながら、書き上げ、全体の関心事を書いた。
＜参考＞
１） 新型コロナウイルス 避難生活お役立ちサポートブック（第 3 版）
http://jvoad.jp/wp-content/uploads/2021/02/db1b9a713e3816a3037c96d4d1539390.pdf
２） 資料集
http://jvoad.jp/wp-content/uploads/2021/02/d75250c37ab446fe3b26c1ecb0e35aca.pdf
製作：全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD） 避難生活改善に係わる専門委
員会
コロナ禍での初めての災害である、令和２年７月豪雨水害を踏まえての改訂である

12

公益社団法⼈ SL 災害ボランティアネットワーク

３⽉５⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第
2021 年３⽉５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・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 2021.3.5

報告・議案など

3.1.1. 4 ⽉ 29 ⽇（⽊・祝）オンライン講演会を企画。詳細は調整中。
テーマ︓ 「イザというとき⼈はどうなる」 ―緊急事態の⼼理学―
講師︓関東学院⼤学社会学部現代社会学科 細⽥聡 先⽣
3.1.2. 2021 年年会費納⼊状況報告（濱⼝）
年会費︓459 件 （内、ボランティア保険希望＿＿件）＜2/27 現在＞
3.1.3. 第 8 回定時社員総会の議案
第 1 号報告 2020 年事業報告 ※配付②_2020 年事業報告書,2020 年主な活動⼀覧
第 1 号議案 2020 年決算報告 ※配付③_収⽀決算書類⼀式,配付④_参考正味財産増減計算
書
第 2 号議案 2021 年事業計画
第 3 号議案 2021 年収⽀予算
4.

第 8 回定時社員総会について
⽇時︓2021 年 3 ⽉ 27 ⽇（⼟） 時間︓13:00〜16:00
会場︓市ヶ⾕ＴＫＰカンファレンスセンター カンファレンス６E・Zoom によるオンライン併⽤型開催
＜当⽇スケジュール＞
12 時 50 分 現地集合。13 時から開場・設営準備。
13 時 15 分 Zoom ⼊室開始。
13 時 30 分 総会開会 〜15 時 30 分 終了予定。⽚づけ。16 時撤収
★持ち物︓事前に郵送される議案。制服またはポロシャツ着⽤
＜今後のスケジュール＞
3/2 監査（13:30〜九段事務所） 3/5 SL 決算理事会（13:30〜九段事務所）
3/8 会員へ総会議案発送〜（★委任状提出期間）3/25 委任状提出締め切り予定⽇
3/27 第 8 回 SL 社員総会
＜Zoom による参加について＞
前提として委任状の返信を促す。
Zoom による参加も「出席」と認める（＝議決権あり）。
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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）

5.



防災談話室＠mansion



東京都ネット報告（三澤 SL）



埼⽟県ネット報告（若笠 SL）（⾼⽊ SL）



3/10（⽔）18:00〜20:00 第 20 回開催 Zoom（⽊村 SL）

配付⑤_埼⽟_R3_２⽉ 活動報告



千葉県ネット報告（岡部 SL）



船橋ネット報告（⽚桐 SL）

2 ⽉実績︓2/13(⼟)船橋市社協 VC 研修(職員向け）Zoom
2/21(⽇)スポ推研修…中⽌
2/22(⽉)四街道市社協 VC 研修(職員向け)動画収録
今後の予定︓3/6(⼟)役員会（Zoom)
3/13(⼟)定例会（Zoom＋公⺠館）
1. 神奈川県ネット・⻄湘ネット（⽯丸 SL）
・活動報告会 ⽇時︓3 ⽉ 1 ⽇ 19:00〜,Zoom にて開催,参加者 31 名（最⼤）
2. 横浜ネット（⼀政 SL）
3. 川﨑ネット（佐藤 SL）
 配付⑥_川崎_2102 ⽉間活動報告
4. 湘南ネット（葉⽊ SL）
 県央ネット（濱⽥ SL）
★資料提供・話題提供

6.

葉⽊ SL から資料提供︔配付⑦_国⼟強靭化ワークショップ報告
次回予定

４⽉２⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom
※４⽉２⽇（⾦）10:00〜理事会 Zoom
以上

