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令和 3 年 10 月 1 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(10 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、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

緊急事態宣言が解除された。感染者数は減ってきているがまだ平常ではなく商売を行って
いる人たちは未だ厳しい立場が続いている。
座間ネットは本日 10 月 1 日から NPO として活動がスタートした。
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 SL ネット会員数（9/14 年会費入金まで） 602 名
一都三県

東京都：68 名、神奈川県：230 名、千葉県：226 名、埼玉県：41 名

② 寄付金報告
2021 年寄付金＝118 件 608,800 円（9 月 27 日現在）
③ 神奈川県立総合教育センターからの受託事業
例年 1 月に行っている 5 年目の教員を対象に DIG 演習を行っているが、昨年度から
コロナ禍のため机上開催となり、当会からは、DIG 演習で使用する資料を 9/16 に提供
した。10 月 1 日から来年 1 月末まで公開予定でその間、先生が専用のページへアクセス
し学習することができる。アンケートについても公開終了後にいただける予定。
本資料については SL ネットワークの成果物として今後の SL ネットの研修等でも使用で
きるよう検討をしていく。
④ 九都県市合同防災訓練（開催情報共有）10/1 時点の情報
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、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

⑤ 非常用炊出し袋
事務局の第 11 次在庫が残 8 パックとなり、第 12 次分を発注済。
12 月納品を予定。
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⑥ 防災談話室＠mansion
巻末添付_「防災談話室開催報告」を参照
4.

地域ネットから報告
東京ネット（三澤）
活動報告
・9/11 ランチミーティング（Zoom）
集まることができない状況から会員同士の親睦を深めるため初企画
今年リニューアルした本所防災館体験を企画 20 名募集を行う
埼玉県ネット（若笠）
活動予定
・10/26～29 職場内 BLS 講習（若笠）
活動報告
・9/24 定例会（Zoom）緊急事態宣言延長のため Zoom に変更して開催
・9/26 川口市坂下町 3 丁目自主防災会防災訓練（髙木）
千葉県ネット（岡部）
活動予定
・10/11 千葉県ネット秋季合同研修会（中止）
首都圏外郭放水路の見学を検討していたが、コロナ感染状況から発表前に中止。
・11/6 九都県市合同防災訓練 大網白里市（中止）
・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
・9/13 千葉県ネット地区運営委員会（Zoom）
流山ネット（岡部）
活動予定
・11/7 流山本町 9 自治会合同防災訓練

平和台 2 号公園

船橋ネット（片桐）
活動予定
・10/3 坪井公民館講座

コロナ禍での避難所運営

・10/17 薬円台公民館親子講座
・10/23 子育てメッセ（Zoom）
・10/31 習志野台団地自治会防災訓練

安否確認訓練

活動報告
市の施設がコロナ感染者増の理由により閉鎖をしたことにより多くが見送りとなった。
定例会、役員会については Zoom で開催した。
神奈川県ネット（石丸）
活動予定
10/31 総合防災センター見学
→柳島訓練は中止

募集人数 30 名 10/22 締切
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西湘ネット（石丸）
活動予定
・10/2 避難所生活について（トイレ）の講話

鶴巻公民館

活動報告
・9/23 バリアフリーネット小田原 防災講演会（Zoom）田中 SL 講演
横浜ネット（一政）
活動予定
・10/6、13 区民会議
・11/7 拠点防災訓練

行政、学校運営委員 30 名 自治会各 1 名参加

・2021 年度ギャザリングは昨年度と同じく映像で展示を予定
DIG 活動予定
・10/4 西湘高校 打合せ（一政・佐藤）
・10/25 高浜高校 オンライン授業（講師：水島、FT：一政、鈴木）
・10/28 横浜清陵高校

オンライン授業（講師：一政）

活動報告
・9/22 逗子市立沼間小学校 防災教育授業参観（一政）
ジャムボードを使用して逗子市内の避難ルートを考える
川崎ネット（佐藤）
活動予定
・10/5 市社協ボランティア団体部会
・10/11 新城高校

川崎市社協

学校運営協議会

・10/14 中原区ボランティア連絡会

定例会

・10/18 川崎ネット定例会（Zoom）
活動報告
・9/1～30 ボランティア団体活動展示会
・9/13

定例会

市民活動センター

活動内容や SL について

Zoom

湘南ネット（葉木）
活動報告
・9 月下旬

湘南ネット会員向け 情報提供発送
「地域防災と多様性」要配慮者への対応、男女共同参画への対応など

座間ネット（濱田）
活動予定
・10/1 座間ネット NPO として始動
・10/5 自立支援協議会 会議
・10/31 健康福祉大学 研修
・11/1 Shake Out キックオフ講演会

ハーモニーホール

・11/17 総合学習（文科省）担当教員部会

防災教育のあり方についての講演

・11/17 中央幼稚園 母の会役員研修会
・11/28 体験型減災 災害対応訓練 ひばりが丘ほりもと公園
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【次回の開催日】
2021 年 11 月 8 日(月)10 時 00 分～理事ミーティング かがやきプラザ
2021 年 11 月 8 日(月)13 時 30 分～運営委員会 かがやきプラザ
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2021 年 10 月の事業報告と今後の予定（9.3→9.30）
（10 月 1 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、感染爆発の状況と危機
⑴新型コロナの状況
デルタ株による「第 5 波」で感染者数が大幅に減少している。
⑵緊急事態宣言等（首都圏）
9 月末日での解除を決定 9/28
⑶新型コロナ禍での医療の状況 9/26
全 国 入院・療養者数
36,683 人 205,577 人
9/26

東京都

9/1

1553 人

4271 人

538 人

2180 人

自宅療養 1908 人

19797 人

655 人

6870 人

入院
宿泊療養
調整中

⑷防災教育チャレンジプランメルマガ（9/24）での私のつぶやき
防災先進国日本での常識。
教師「感染爆発、猛暑被害は災害か」
学生「災害対策基本法の発生要因になく、被害の程度で物的被害がないので
災害にはなりません」
⑸災害医療のあり方の見直し
今回のコロナ禍で見えてきたことは日本では災害医療体制がまだできていないということ、
とくに首都直下地震を想定した場合に現在の救護所のしくみで対応できるかの再検討が必
要である。また災害医療と災害ボランティア活動の問題をもう一度整理する必要がる。
資料は私が書いた論文、※震災 1 年前で宮城県沖地震を懸念していた。
「災害医療に協力する地域ボランティア活動のあり方」
病院 69 巻 6 号 2010 年 6 月号
２、重要性が増す気候変動対策
想定 秋の台風と秋雨前線 台風 16 号 1 日に関東に接近
国内での豪雨と災害
梅雨後半の出水期
真夏の秋雨前線停滞
秋の台風と秋雨前線
世界各地での豪雨と熱波
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)
9/03 菅首相の退陣表明 以後、報道は自民党総裁選一色に
9/29 自民党 岸田新総裁選出
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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）
なし
イ 火山 （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）
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

09/08 01:47

メキシコアカプルコ

7.0

20

死者

イ 火山等
09/19 大西洋カナリア諸島・クンブレビエハ火山
09/23 中米グアテマラ・フエゴ火山
ウ 気象災害
洪水被害
アメリカ北東部 09/01 の豪雨 死者 42 人 当局 9/3 ハリケーン余波
山火事・熱波被害
1-3 防災行政等の動き
ア 政府
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 9719 人前月比－97 人 09/09 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]
MEGAQUAKE 巨大地震 2021～震災 10 年 科学はどこまで迫れたか 9/12 放送
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 オンライン講座 大学では実施順調で希望者も多数。
一般では関心ある層への広報が課題。
地域講座

我孫子市での地域力

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
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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
中間報告会 10/24
イ 防災教育事業
安全教育学会年次大会 10/16-17 澤野 パネラーで参加
ぼうさい国体 11/6-7 11/06 澤野 コーディネーターで参加
ウ 学校・団体等防災教育推進事業
エ 防災教育と災害伝承の日事業
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 8 月発行
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・・・SL 防災談話室＠mansion・・・

《第２３回開催報告》
【開催日】
【会

場】

【講

師】

【内

容】

２０２１年 ９月 ８日（水）１８：００～２０：００
ZOOM
三澤

（18 名）

由美子（東京ＳＬ：）

テーマ

「

➡

アレルギー対応食アドバイザー

災害時の食物アレルギー

」

アレルギー対応食アドバイザーの資格を有する三澤講師より、専門家としての解説を
していただいた。

主な項目

・食物アレルギーとは、
・アレルギーによっておこる臓器別症状
・アレルギーと紛らわしい症状
・アレルギー5 つのタイプ
・食物依存性運動誘発アナフィラキシー
・食品表示基準

（特定原材料 7 項目）

・特定原材料に準ずる２１項目・災害時に備えて

・日頃からの準備

・災害が起きた時

・アレルギー症状の対応手順（緊急性が高い症状はあるか 5 分以内に判断）]
・緊急性の判断と対応（①エピペン使用

②救急車

③安静にする

④内服役使用）

・心肺蘇生と AED （呼吸が認められない場合・・心肺蘇生行動をとって救急車を待）
・避難所での炊出しには鶏卵・牛乳・小麦などの食材を使わない。
・食物アレルギーであることで、心無い言葉をかけられたり、支援が受けられないことがあります。
避難所では、食物アレルギーの啓発・周知をしましょう！
➡

一般的に食物アレルギーは聞いておりましたが、具体的にお聞きすると奥が深いことを教えれら
ました。有難うございました。
担当；木村孝・千葉県 SL
次回予定：11 月 10 日（水）
発表者募集しています。皆様からの応募お待ちします。
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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

１０⽉１⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第
2021 年 10 ⽉ 1 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 1_防災事業報告 2021.10.1



配付①澤野委員⻑ 2_災害医療とボランティア論⽂

報告・議案など

3.1.1. SL 会員数（9/14 現在） 602 名
 配付②_社団参加者数⼀覧_20210929(天寺・仁藤・濵⼝含む)
3.1.2. 寄付⾦報告
⾦額︓608,800 円 件数︓118 件（9/27 現在）
3.1.3. 神奈川県⽴総合教育センターからの受託事業
例年 1 ⽉に⾏っている 5 年⽬の教員を対象に DIG 演習を⾏っているが、昨年度からコロナ禍のため机上
開催となり、当会からは、DIG 演習で使⽤する資料を 9/16 に提供した。
 配付③_【提供⽤】R03 年度 5 年研修ＤＩＧ研修資料_確定版 210922
3.1.4. 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
3.1.5. ⾮常⽤炊出袋の件（情報共有）
⾮常⽤炊出袋の第 11 次発注分は、在庫が⼀掃されました。（事務局在庫 8 パック）
現在、第 12 次の発注をかけています。納品は、年末の予定。
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）


防災談話室＠mansion 9/8（⽔）第 23 回実施報告（⽊村 SL）

 配付④_ 210908_防災談話室開催報告


東京都ネット報告（三澤 SL）（畑 SL）
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9 ⽉ 11 ⽇㈯ 10︓30〜12︓30 Zoom 参加者

6名

内容︓コロナ禍でもできる活動について意⾒交換、ほか
決定事項︓11/27(⼟) 本所防災館の体験ツアー (事前予約済み)
集合 12︓45 開始 13︓00~（所要時間 1 時間 45 分）定員 20 名


埼⽟県ネット報告（若笠 SL）



配付⑤_埼⽟県ネット R3 年９⽉ 活動報告



配付⑥_⾼⽊ SL_川⼝市坂下町 3 丁⽬⾃主防災会防災訓練報告 2021.09.26



千葉県ネット報告（岡部 SL）

 配付⑦_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⑧_船橋ネット R3.10 事業予定
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 集合 13:00 ⾒学時間 13:30〜15:00 定員 30 名
2. 横浜ネット（⼀政 SL）
3. 配付川﨑ネット（佐藤 SL）
 配付⑨_川崎ネット_21.09 ⽉ 活動報告
4. 湘南ネット（葉⽊ SL）
 配付⑩_湘南ネット_令和 3 年 9 ⽉活動状況
 配付⑪_湘南ネット_参考_測量に関するミニ知識のコピー
 県央ネット（濱⽥ SL）
 配付⑫_202111 体験型訓練チラシ改訂版 02
★資料提供・話題提供

5.

次回予定
１１⽉８⽇（⽉）13:30〜運営委員会 かがやきプラザ
以上

