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令和 3 年 12 月 3 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(12 月期)～Zoom 会議～
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政、岡部、片桐、木村、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

コロナの感染状況もいったん落ち着きを見せているが、オミクロン株の出現と、そして年
末年始に人が集まる環境が整う状況があるので、引き続き、感染拡大状況の推移を注意深く
見る必要がある。
また、昨夜も地震が発生し、紀伊水道でも地震が発生し、全体的に地震が断続的に続いて
いる。これは次のステージに動いているようにも思える。そんな中、相模中学校にて、防災
教育を中学 1 年生対象に行った。彼らは東日本大震災の時は、まだ２～３歳。伝わるか、不
安な面もあったが、授業が終わり生徒からのお礼の言葉で「生き残るために、行動し、備え
ましょう」と言ってくれた。伝わったのではないかと思うこれからもシンプルに伝え続ける
ことが大切だと思う。
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＝125 件 629,800 円（11 月 29 日現在）
② 休眠預金事業へ資金分配団体として応募完了（11 月 30 日締切）
一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)を実施団体として民間公益活動を
推進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づいて SL ネットが
資金分配団体として申請中。活動分野は災害支援(防災・減災)事業。
2022 年 1 月に審査が出て決定すると上記活動分野に係る助成事業が開始される。
③ 第 9 回定時社員総会
日時：2022 年 3 月 26 日(土)

13:15～16:00（開場・設営準備は 13:00～）

会場：市ヶ谷 TKP カンファレンスセンター

カンファレンスルーム 3C（60 席）予定

Zoom によるオンライン同時開催も予定しているが、オブザーバー参加とする。
報告事項及び、議案についての確認を実施。
役員及び運営委員の改選について
選挙管理委員長：髙木正行 運営委員（埼玉県ネット）
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④ 防災談話室＠mansion
第 24 回

2021 年 11 月 10 日(水)18:00～20:00

報告

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）
第 25 回

2022 年 1 月 12 日(水)18:00～20:00 Zoom 予定

「よその集合住宅の防災対策を知りたい！」
巻末添付_「マンション防災談話室
4.

1 月企画案」を参照

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

13:00～15:00

10 名参加

巻末添付_「本所防災館体験ツアー」報告を参照
埼玉県ネット（若笠）
活動予定
・1/29

定例会

武蔵浦和サウスピア

6 名予定

・3 月中 川口市防災フェア 川口市リディア 100 円グッズ展示
・検討中 キャンプに学ぶ防災術→簡単に手に入るものでグッズを揃える
活動報告
・11/26 定例会

武蔵浦和サウスピア

5 名出席

千葉県ネット（岡部）
活動予定
・1/11

千葉県ネット地区運営委員会 13:30～16:00 Zoom 実施
2021 年活動報告会日程と議案、22 年度役員改選について

・1/22

千葉県ネット 2021 年活動報告会

千葉市中央保健福祉センター 15 階

活動報告
・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

12 名参加

2021 年活動報告会日程と議案、22 年度役員改選、ネット統合について
船橋ネット（片桐）
活動予定
・12/11 定例会

防災訓練報告

・12/16,23 市民大学ボランティア学科講座
・12/17 三咲公民館防災講座
・2/26

防災に強い街づくり

コロナ禍の避難

船橋市社協 VC 職員訓練 畑委員会社開発のマッチングシステムを知りたい

活動報告
・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

2 名参加

12 日：8 名、19 日：9 名参加
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・11/13 定例会（中央公民館、Zoom） 18 名参加
・11/14 二和公民館講座

6 名参加

防災カルテ・非常食

・11/25 習志野市市民カレッジ講座 災害 TL、応急手当 4 名参加
・11/28 船橋市総合防災訓練（塚田南小学校：5 名）

備蓄品組立、その他メイン校見学

市原ネット（代理：片桐）
活動予定
・12/5 地区防災計画推進 姉崎小学校区 WS 講師、WS の進行
・12/15 市原市民大学講座（学習センター）

災害 VC の役割

聴講

・12/19 地区防災計画推進 国分寺台西小学校区 WS 講師、WS の進行
活動報告
・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）
神奈川県ネット（石丸）
活動予定
・2/1

神奈川県ネット活動報告会

活動報告
・11/21 県ネット役員会議
西湘ネット（石丸）
活動予定
・12/4 防災減災サロン
・12/12 防災講演会

防災マップ作り（鶴巻公民館）

参加

活動報告
・11/20 オンライン会議

4 名参加

横浜ネット（一政）
活動予定
・12/12,13 ボランティアセンター説明会(畑 SL)

保土ケ谷区社協

活動報告
・11/23 第 5 回 KSVN 運営委員会

拠点備蓄倉庫点検

DIG 活動予定
・12/16 茅ヶ崎高校 8 クラス実施

講師募集方法を地域別で設定していきたい

DIG 活動報告
・11/18 県教育委員会打合せ
・11/22 茅ヶ崎高校 事前打合せ
・11/23 第 5 回 KSVN 運営委員会

水島、一政
拠点備蓄倉庫点検

川崎ネット（佐藤）
活動予定
・12/4

災害ボラセン運営支援研修（川崎市社協）

・12/12 ボランティア団体交流会（中原区社協）
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・12/14 川崎ネット定例会（Zoom）
・12/15 新城高校

防災訓練会議（新城高校）

活動報告
・11/1

新城高校 文化祭

・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）
台風 19 号

・12/2

災害対応発表会 Zoom (川崎市社協)

湘南ネット（葉木）
活動予定
・日程未定

来年度役員候補 打合せ

・次年度は顔合わせ、訓練を実施したい
座間ネット（濱田）
活動予定
・12/16 藤沢清流高校講座
・12/17 B 型事業所 「きづき」向けの防災講座
・まちなか防災塾スタート マイ発電プロジェクト勉強会を開始
活動報告
・11/17 相武台中央幼稚園 母の会役員研修会

役員向け

・11/18 総合学習×防災 教員 35 名対象 「防災教育と総合の学習」、クロスロード
・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
・11/25 神奈川県知事賞 面接 Zoom 基金 21 とざまネットの活動について
・11/28 体験型減災 災害対応訓練 ひばりが丘ほりもと公園

約 130 名の参加

・11/30 厚木社協講座 打合せ 2/26 実施予定
・12/1

相模中学校 災害授業

【次回の開催日】
2022 年 1 月 7 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（11.8→12.2）
（12 月 3 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、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、海外で増加の傾向。
オミクロン変異株での再流行、「第６波」への備え。
11/29

WHO オミクロン変異株への警告

11/30

日本政府が水際対策強化

11/30

オミクロン株の国内感染を初確認

外国人の新規入国停止

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

10/30-11/12

間

開催地

英国・グラスゴー

ヨーロッパの危機感との差はどこから
３、子供向けの防災クイズが大ヒット
Yahoo きっず において普及協会が制作した防災クイズが大ヒット
 特に台風・大雨編は 50 万人がチャレンジ、地震編についても 40 万人以上のチャ レ
ンジがあり、史上まれにないヒット
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)
原油価格の高騰

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

イ 火山 （気象庁発表での噴火速報等）
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）
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
11/28

発生地
10:52

Ｍ

ペルーアマソナス州 7.5

深 さ

死者

131 ㎞

イ 火山等
ウ 気象災害
11/14-15 カナダ・バンクーバー
1-3

記録的豪雨

洪水

防災行政等の動き
ア 政府
【気象庁】
11/10 ラニーニャ現象が発生しているとみられる。 寒波の到来
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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 9217 人前月比－298 人

11/11 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」

イ
2-1

小松左京原作のリメイク版

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
主な動向

対面講座

大学では対面講座が再開

地域講座

長野県飯田市講座

JBU 講座

再開

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
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
防災教育交流フォーラム

11/6

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
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

ぼうさい国体

釜石

11/06

今村文彦基調講演

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
・首都圏レジリエンス報告会

12/20

３、総務広報等
・通常号

12 月発行準備
以上
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・・・SL 防災談話室＠mansion・・・
《第２４回開催報告》

熊本市グランピアニュースカイ前（L 字型）・全壊

【開催日】
【会

場】

【講

師】

【テーマ】
【出

２０２１年 11 月 10 日（水）１８：００～２０：００
ZOOM
講

（２０名）

師

木村孝・・千葉県 SL

仙台・熊本での全壊マンションの終焉状況

席】 高橋・後藤・稲穂・植田・鈴木・平田・石丸・市野・沓澤・山本・
池田・一政・三澤・谷本・伊藤・藤岡・小田部・工藤・濱口・木村・

【概 要】
・参考事例の内一件・・
・ 大地震によるマンション被害の中で、全壊判定されたのは仙台で 5 件、熊本で 19 件と言わ
れている。全壊と言われたマンションの終点を見て、そこまでの道のりとその時の対応を確
認することは、防災対策そのものと思われます。一例です、
・

熊本のグランピアニュースカイ前マンションは、写真の手前東棟は無傷でした。L 字の西
棟が室内破損がありエクスパンション・ジョイントが大きく破損した。無傷の東棟住人を中
心に西棟をジャッキアップして、繋ぎ目を修復することを総会決議し、業者を決めて工事契
約を行った。工事に着手したが周辺の空地が少なく、工事用重機が使えないことが判明す
る。再度総会を開催して、結局取壊して建替えることに変更し、大手デべロッタ―と契約し
た。3 年後に完成予定。

・ 仙台・熊本の全壊マンション全２４件の内、建替えは 3 件、

修繕は 1 件

残り 20 件は、取壊して更地にするとなっている。
（数字は伝聞を含む）

※終了後、談話室の今後の活動を話合いました。その結果、各談話室参加者に自分の
マンション又は町内会の活動状況を調査して順次発表して頂くことになりました。
【お願い】

添付用紙又は任意用紙に、活動状況を記載してみて下さい。
記載後の送付先：

*次回予定：

２０２２年

k-ma88@nifty.com

木村宛

1 月 12 日（水）
・・・ 次回企画案・アンケート
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R3.11.27
作成:船橋 SL ネット平田
マンション防災談話室

1 月企画案
「よその集合住宅の防災対策を知りたい！」
集合住宅での自主防災組織の取組み発表

◆開催日
令和 4 年 1 月 12 日(水)18:00～20:00

Zoom

◆企画内容
参加 SL の自分のマンション等集合住宅での防災組織の取組みについて、参加 SL 全員から報告し
ていただき、意見交換をする。事前にアンケートを記入していただいた内容をもとに、数名から
事例紹介をしていただく。
◆タイムスケジュール案
18:00～18:40

40 分

自宅集合住宅での取り組み(全員発表)一人 Max3 分

18:40～19:00

20 分

質疑応答、フリートーク

19:00～19:20

60 分

（事例発表 10 分・質疑応答 5 分）4 人

20:00

終了予定

◆事前準備
12/10：SL メール等で１月防災談話室参加者募集…参加希望の方にアンケート送付
12/10：10,11 月に防災談話室参加者にアンケート送付（12/25〆切）
12/25：回収アンケート→平田へ(アンケート集計)
1/5

：参加希望の方に防災談話室 ZoomURL、アンケート集計結果を送付
個別に事例発表者に連絡(平田)

◆紹介文(ニュースレター、開催案内等)
よそのマンションはどんな防災対策をしているんだろうと気になったことはありませんか？
事前に自分の集合住宅の防災対策などアンケートに記入いただき、参加 SL それぞれが自分の集合
住宅の防災対策や問題点などを報告していただく形式をとります。よその取組みを知ることで自分
の集合住宅の防災対策の参考になればと思います。皆さん、ぜひご参加ください。
以上
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東京ネット「本所防災館防災体験ツアー」報告

開催⽇ ２０２１年１１⽉２7 ⽇⼟曜⽇

13︓00〜

参加者 １０名
コース内容

防災シアター 消⽕体験 地震体験 都市型⽔害体験 煙体験 （各 20 分ずつ）

防災シアター

必ず来るといわれる⾸都直下地震の被害から⾝を守る⽅法。
⾃助共助の⼤切さなど、⾝近な防災知識の上映。

消⽕体験

⽔消⽕器を使った疑似体験

地震体験

震度 7 をマット上に座った体制から体験。北海道胆振東部地震の揺れも体験。

都市型⽔害体験
煙体験

家のドア、⾞のドアを⽔深 10 ㎝、20 ㎝、30 ㎝の中で開けることができるか体験。

煙が充満した中での移動体験。途中明かりが全くない暗闇も体験

終了後、希望者（8 名）で東京都復興記念館、隣接する東京都慰霊館へバスで移動。
東京都復興記念館は、関東⼤地震の惨禍を後世に永く伝えるため、被害、救援、復興を表す遺品や被
災物、絵画、写真などの展⽰や、第⼆次世界⼤戦の空襲の被害や、当時の状況、復興に向けた取り組
みを伝える写真など展⽰の⾒学。
その後、隣の慰霊堂に参拝後、解散。

終了 16︓30

今回は、千葉県、神奈川県の SL も参加していただきました。地震体験では体が⾶ばされる感覚で「こ
れではまったく動けない」と思いましたし、⽔害体験ではひざ下の⽔位でもドアも開かないから、浸⽔して
きたらすぐに逃げないといけないと⾝をもって経験できました。
関東⼤震災からもうすぐ 100 年。地震災害や戦争の恐ろしさを決して忘れてはいけないと改めて思わず
にはいられませんでした。 合掌

次回予定︔２０２２年１⽉８⽇㈯ オンライン（Zoom）
SL 東京ネット主催交流イベント『100 円で始める災害対策』
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１２⽉３⽇運営委員会議事次第
2021 年 12 ⽉３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 （今回は 15:15〜）


3.

配付①澤野委員⻑_防災事業報告 2021.12.3

報告・議案など

3.1.1. 寄付⾦ 報告
寄付⾦額︓629,800 円

件数︓125 件（11/29 現在）

3.1.2. 休眠預⾦事業へ資⾦分配団体として応募完了（11/30 締切）


配付_パンフレット

3.1.3. 第 9 回定時社員総会
⽇時︓2022 年 3 ⽉ 26 ⽇（⼟）
会場︓市ヶ⾕ＴＫＰカンファレンスセンター カンファレンスルーム３Ｃ（60 席）※未予約
※同時に Zoom ミーティングによるオンライン参加環境も整える。但し、あくまでもオブザーバー参加とする。
議案︓（案）
報告事項１ 2021 年（令和３年）事業報告
第 1 号議案 2021 年（令和３年）決算報告の件
第 2 号議案 2022 年（令和４年）事業計画の件
第 3 号議案 2022 年（令和４年）収⽀予算の件
第 4 号議案 役員選任の件
タイムテーブル（案）
13︓00〜開場・設営準備・受付開始
13:15 開会 ・ 13:15〜16:00 総会
3.1.4. 2022 年事業計画書・収⽀予算書について（報告）


配付②_2022 年事業計画書



配付③_2022 年収⽀予算書

3.1.5. 役員および運営委員の改選について


配付④_役員の選挙告⽰と本部運営委員の推薦について
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4.

各委員からの報告


防災談話室＠mansion 第 25 回開催報告（⽊村 SL）

 配付⑤_211110_防災談話室 開催報告・1 ⽉企画案・アンケート






東京都ネット報告（三澤 SL）
配付⑥_東京ネット_本所防災館体験ツアー報告書
埼⽟県ネット報告（若笠 SL）
配付⑦_埼⽟県ネット R3 年 11 ⽉ 活動報告
千葉県ネット報告（岡部 SL）

 配付⑧_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⑨_船橋ネット R3.12 事業予定
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）
 配付⑩_横浜ネット
3. 川崎ネット（佐藤 SL）
 配付⑪_川崎ネット_21.12 ⽉ 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

5.

次回予定
2022 年１⽉７⽇（⾦）13:30〜運営委員会
以上

