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令和 4 年 1 月 7 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(1 月期)
【実施日】2022 年 1 月 7 日（金）13:30～16:30
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政(Zoom)、岡部(Zoom)、片桐、木村、佐藤(Zoom)、髙木、葉木、三澤、若笠
事務局：天寺
澤野 推進委員会委員長
【場所】
ちよだかがやきプラザ 4 階会議室、Zoom ミーティング併用
1.

濱田代表理事

挨拶

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
年末年始が過ぎオミクロン株の感染が猛威を振るっている。感染者 1000 人を超え、第 6 派が到
来した。我々災害ボランティア活動者としては、これも災害のパンデミックとして認識が必要で
ある。今日の午前中に 2 月に予定している防災講演会の濱口和久先生と打合せを行った。私たち
は「防災」ではなく「危機管理」という考え方を浸透させていかないと、これからの日本は立ち
行かないのではないか。「危機管理」という切り口で、活動を推進していくことが重要になると思
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_「運営委員会議事次第」を参照

（1） 寄付金報告
寄付金額：647,800 円

件数：128 件（12/27 現在）

（2） 第 9 回定時社員総会
 当日は、会場と Zoom の併用で実施。但し、今回の Zoom 出席者はあくまでもオブザーバー
としての参加とする。
 委任状返信ハガキは 3 月決算理事会後に発送するので、例年通り、委任状の返信をお願いし
ます。
 運営委員のメンバーは当日会場にて受付、会場設営等の手伝いをお願いします。
（3） 公開講演会の実施
 会場と Zoom の併用で開催。
 会場の定員は 50 名（先着順）とする。Zoom は事前登録制にする（100 名まで）
 募集は来週以降、HP および一斉同報メールにて案内。チラシも作成し共有する。
 一般公開とするので、SL だけでなく各ネットで行政関係者等にも周知して OK。
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（4） その他

4.

・1/20

「首都直下地震に備えよ」北関東防衛局（YouTube 配信）

・2/19

迫りくる巨大災害への備え（YouTube 配信）

地域ネットから報告

 東京ネット（三澤）
・1/8 10:30～12:30 Zoom 開催「100 円で始める災害対策」
・
（高木）メスティンという平型の飯ごうが出ている。浅いのですぐに火が通り便利。
・
（濱田）ダイソーなど 100 均は在庫がなくなると同じ商品をあまり作らないので購入しようと
思っても入手できない場合があるので注意が必要。
・
（三澤）内輪の会なので、商品の良し悪しを消費者目線で話し合ってみたいと思う。
 埼玉県ネット（若笠）
活動報告
・12/26

防災士交流会（対面）に SL3 名で出席。以後、オンライン開催となるとのこと。

・川口市坂下町 3 丁目自治会で防災マップを作成。1250 世帯に配付（高木）
。
 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（Zoom）
千葉県ネット 2021 活動報告会

・1/22

 船橋ネット（片桐）
活動予定
・1/15 今年の防災フェアはパネル展示と講演会とのことで船橋ネットとしては不参加とする。
・1/29 男女センターフェス

船橋ネットでの新人デビュー講義。期待したい。

活動報告
・防災計画のパブコメを行う。福祉避難所
 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

オミクロン株の感染状況によっては部屋の使用許可が下り

るか否か、わかり次第共有する。
 西湘ネット（石丸）
活動予定
・12/23
・1/8

はばたき会（オンライン開催）ナマズの学校を撮影して、2/11～13 放映とのこと。

防災サロン

「避難生活を考える」

・1/22 西湘ネット会議（オンライン）
 横浜ネット（一政）
活動予定
・1/12 災害時の連携を考える神奈川フォーラムへ参加
・5 月の防災ギャザリングは防災カフェの予定
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活動報告
DIG 活動報告
・12/16 茅ヶ崎高校
（葉木）久しぶりに対面研修で DIG を実施。グループで意見交換なども行った。生徒の反応
が見られるので、講師としてもとても楽しかった。生徒からも面白かったという声があっ
た。
 川崎ネット（佐藤）
活動予定
・1/28 学校安全教育
・1/30 中原区社協

成果発表会

防災講座 12/4 の研修と連携

活動報告
・12/4

災害ボラセン運営支援研修（川崎市社協）区災害 VC 立ち上げ時のスタッフ確保を目

的に。大変評判が良かったので今後 7 区で実施予定
 湘南ネット（葉木）
・女性の視点からの防災についてこの 1 年は検討したい。年度末までに WS を開く予定。
 座間ネット（濱田）
活動報告
・12/16 藤沢清流高校での防災教育授業。
・座間市協働事業として児童ホームでの防災講座。当初夏休み期間中に実施予定だったが、第 5 波
の影響で 12 月に延期。12/27 の年末ぎりぎりまで実施した。講義と体験で約 3 時間。午前、午後と
で計 6 か所実施した。
・児童ホームの防災講座は、地域の防災で一番手薄になっているところ。災害が起こると親は帰宅
できない、一方でスタッフも非常勤。スタッフに災害について理解してもらうことは非常に重要。
座間市内 11 か所全てで実施した。民間児童ホームからも防災講座の依頼があった。
活用予定
・1/17～防災カフェ「おうち（在宅）避難」をテーマに
・1/23 ざまシェイクアウト訓練 10 年目。職員参集後に各部局訓練、災害対策本部訓練を実施。
ボランティア側は、帰宅困難者対応訓練でエイドステーション設営訓練を実施予定
・1/27 県央ネット報告会

【次回の開催日】
2022 年 2 月 4 日(金)

13 時 30 分～運営委員会 Zoom で実施
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2021 年 12 月の事業報告と今後の予定（12.3→1.7）
（1 月 7 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
オミクロン変異株での再流行、「第６波」への備え。
２、気候変動に伴う災害
アメリカの竜巻、訳語
３、わかりにくい防災用語の改善の必要性
家の近くの小中学校の避難所運営委員会の誤解
（別紙写真）
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)
物価上昇と金利上昇への懸念

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

12/09

11:05

トカラ列島近海

6.0

20 ㎞

5強

鹿児島県十島村

01/04

06:08

父島近海

6.1

77 ㎞

5強

小笠原村

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）
12/24

大雪に対する国土交通省緊急発表

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
12/14

発生地
インドネシア・フローレンス海

Ｍ

深 さ

死者

7.3

18.4

0

イ 火山等
12/04

インドネシア・ジャワ島

スメル山

噴火 14 人

ウ 気象災害
12/10【季節外れ竜巻】アメリカ南部・中西部

最大級

12/16【台風 22 号】フィリピン南部・シャルガオ島

死者 88 人 12/14

風速 72ｍ 死者 375 不明者 56 人

12/20
1-3

防災行政等の動き
ア 政府
【内閣府】
12/21 日本海溝・千島海溝沿い巨大地震の被害想定公表
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ（主査

河田惠昭）
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【気象庁】
01/04 2021 年の日本の天候
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 8882 人前月比－335 人

12/09 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

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
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）
1/17

19 時

Line シェイクアウト

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
防災特別セミナー

1/28

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
・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
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

１⽉７⽇運営委員会議事次第
2022 年 1 ⽉ 7 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 天寺

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 2022.1.7



配付②澤野委員⻑_松ヶ丘⼩学校

報告・議案など

3.1.1. 寄付⾦ 報告
寄付⾦額︓647,800 円

件数︓128 件（12/27 現在）

3.1.2. 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）
※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︓
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
■運営委員への依頼事項
・ 受付対応

・ 会場設営対応・オンライン設営対応

3.1.3. 公開講演会の実施
開催⽇時︓2 ⽉ 23 ⽇（⽔・祝） 13:40〜16:00 （13︓00 開場 13:15 受付開始）
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 ＋ オンライン Zoom ミーティング併⽤
テーマ︓「地域の危機管理を担う⼈材をどう育てるか（仮）」
講師︓濱⼝和久⽒ 拓殖⼤学⼤学院地⽅⾏政研究科特任教授・防災教育研究センター⻑
会場定員︓50 名（先着順） ※Zoom は事前登録制
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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）
1 ⽉ 12 ⽇(⽔) 18:00~20:00
テーマ︓「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



東京都ネット報告（三澤 SL）



埼⽟県ネット報告（若笠 SL）



配付③_埼⽟県ネット R4 年 1 ⽉ 活動報告



配付④_埼⽟県ネット 川⼝市坂下町３丁⽬⾃治会作成防災マップ



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 R4.1 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）(畑 SL)
 配付⑦_横浜ネット_報告資料横浜 (20210107)
3. 川崎ネット（佐藤 SL）
 配付⑧_川崎ネット_22.1 ⽉ 活動報告
4. 湘南ネット（葉⽊ SL）
 県央ネット（濱⽥ SL）
 配付⑩_座間ネット 202201 防災カフェビラ 4

★資料提供・話題提供


迫りくる巨⼤災害への備え〜⾸都直下地震や南海トラフ地震の減災復興戦略（21 世紀⽂明ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ）
⽇時︓2 ⽉ 19 ⽇(⼟) 13:00〜17:00 オンライン開催(無料)



⾸都直下地震に備えよ（防衛省 北関東防衛局主催）
⽇時︓1 ⽉ 20 ⽇(⽊) 14:00~16:00 YouTube オンライン(無料)

5.

次回予定
2022 年２⽉４⽇（⾦）13:30〜運営委員会
以上

