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令和 4 年 3 月 4 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)
【実施日】2022 年 3 月 4 日（金）13:30～16:15
【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
【場所】
九段事務局、Zoom ミーティング併用
1.

濱田代表理事

挨拶

本日、私が代表理事として最後の理事会となった。昨年は東京ネットも発足し三澤代表を
中心にこれから活動が活発になっていくよう尽力してほしい。ありがとうございました。
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_「運営委員会議事次第」を参照。

（1） 第 9 回定時社員総会
2022 年 3 月 26 日(土)
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）

 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 8 日頃発送。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、人数が多い場合は会場設営等の手伝いを
お願いします。
（2） 公開講演会の実施
2022 年 2 月 23 日(水・祝)13:40～16:00
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

テーマ：「地域の危機管理を担う人材をどう育てるか」
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長

 会場参加者：3 名、Zoom 参加者：50 名
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4.

地域ネットから報告

 防災談話室（木村）
巻末添付「第 26 回

SL 防災談話室＠mansion 開催告知」を参照

3 月 9 日（水）Zoom 開催
 災害 VC マッチングシステム(JoyLinks) （畑）
委員向けオンライン説明会：3 月 17 日(木)13:30～
 東京ネット（三澤）
活動予定
・3/12 10:30～12:30 Zoom 開催「地域防災発展」企画の件
・夏頃に専修大学とコラボで出展ができないか調整中
 埼玉県ネット（若笠）
活動予定
・3/6

防災フェア支援（髙木）

活動報告
・2/12

自助・共助・公助そして隣助

森田気象予報士講演

会場入り口で 100 円グッズ展示（髙木）
・川口市鳩ケ谷中学校防災授業（髙木）
・2/22

防災フェア打合せ（髙木）

・2/26

首都圏外郭放水路見学（若笠）

 千葉県ネット（岡部）
活動予定
・3/7

千葉県ネット地区運営委員会（Zoom）

活動報告会議事を千葉県 SL 会員向けに送付
 船橋ネット（代理：天寺）
活動予定
・3/10 薬円台公民館講座

在宅避難について

・3/12 手入れ 中央公民館＆Zoom
活動報告
・2/12 定例会

中央公民館＆Zoom

・2/12 家庭教育セミナー（松が丘公民館）
・2/24 北部地区合同公民館講座
・2/25 市民勤労センター講座

親子防災

3 つの公民館でリモート開催
在宅避難について

・2/26 船橋市社協 VC 職員訓練（Zoom）
 西湘ネット（石丸）
活動予定
・2/5 防災減災サロン「防災紙芝居」意見交換会
・今後は市野 SL 主導に活動を展開していく
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活動報告
・2/5

防災減災サロン

「防災ワークショップ 3:3:3」

 横浜ネット（一政）
活動予定
・3/5 水害シンポジウム打合せ
・3/13 防災のつどい
・3/23 デ活

自治会役員、駐在向け DIG

参加

活動報告
・2/28 防災科研成果報告会

東京国際フォーラム

 川崎ネット（佐藤）
活動予定
・3/4

川崎市社協研修会（社協職員対象だが SL も参加許可おりた）

・3/8 教員向け DIG 研修
・3/16 定例会

進行方法メイン

Zoom

・3/23 市社協ボランティア団体定例会

市社協研修室

・3/24 新城高校運営協議会
活動報告
・2/10 学校安全教育推進委員会

Zoom 今後防災分野以外にも取り組む方針

・2/19 「迫りくる巨大災害への備え」YouTube 視聴
・2/26 赤十字防災ボランティア研修会 Zoom 赤十字神奈川支社
 湘南ネット（葉木）
活動予定
・6/18 「火山

もう一度見直そう～富士山噴火が起きたら～」

講師：神奈川県温泉地学研究所 萬年 一剛 主任研究員
神奈川県ネット会員へ開催通知を出す。
 座間ネット（濱田）
活動予定
・3/14 愛川中学校防災イベント 座間から応援
・3/24 神奈川県知事賞伝達式（オンライン）

濱田、高橋コメント出演

・4 月

シェイクアウト報告会 今後の目標設定を検討する

・5 月

ZSVN 解散総会と NPO 発足を同日に実施

活動報告
・2/26 厚木市社協 運営スタッフ養成講座

参加者の反応が良く今後広げてやりたい

・まちなか防災塾 「曼荼羅(まんだら)防災」の開発をスタート
・児童ホーム防災教室終了 民間ホームからの依頼もあり

【次回の開催日】
2022 年 4 月 8 日(金)

13 時 30 分～運営委員会
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2022 年 2 月の事業報告と今後の予定（2.4→3.3）
（3 月 4 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「第６波」への警戒
慣れてしまうことの怖さ

SL レター1 面

大地震時は食に加えて医療も大切
２、パンデミック下での戦争
戦争が感染を広げるとの視点はないのか
３、わかりにくい防災用語の改善の必要性
「一時集合場所」の持つ意味を NHK 番組視聴で再認識
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)
オミクロン株での第 6 波と政府の対応
追加接種の遅れと「重症」とは何かの問い直し
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻開始

1-2

北京オリンピック

2/4 から 2/20 まで

北京パラリンピック

3/4 から 3/13 まで

2/24

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）
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)
日 時

発生地

Ｍ

深 さ

死者

イ 火山等
ウ 気象災害
02/17【風水害】ブラジル南東部ペトロポリス 94 人死、35 人不明
1-3

防災行政等の動き
ア 政府
【内閣府】
02/04 令和３年７月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難のあり方について（報告）
「意識の低さ」が主な原因なのだろうか
【気象庁】
イ 自治体
ウ 東日本大震災の避難者数
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【復興庁】避難・転居者数 3 万 8139 人前月比－375 人

02/08 現在

エ 防災教育と災害伝承の日制定提唱
福島待ちの状況は変わらず
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]
02/21

逆転人生

「地域で防災力 UP!西日本豪雨逃げ遅れゼロ」
岡山県総社市下原地区の事例

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
主な動向

オンライン講座

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
2-2

総合防災事業

A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業）
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
防災教育チャレンジプラン活動報告会

2/13

詳細 HP

イ 防災教育事業
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
・防災科研最終報告会

02/28

３、総務広報等
・通常号

2 月発行
以

上
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＊SL 事務室・仁藤様宛て＊

（案）

・・・SL 防災談話室＠mansion・・・

《第２６回開催案内》
【開催日】

２０２２年 ３月

【会

場】

ZOOM

【内

容】

テーマ

「

９日（水）１８：００～２０：００

災害救助法における避難所運営要領

災害救助法に基づく

」

内閣府発行の「災害救助事務取扱要領（R2 年版）」を使って

の勉強会を致します。私達が避難所支援において、常に課題を持って活動する基礎知識
として身に着けたいと思います。
［講

師］ 木村孝（千葉県 SL）

【参加申込】

参加予定者は、木村孝宛てに参加メールを送って下さい。

【連絡先】事務局 （濱口）

／ZOOM 対応等

議事のため連絡先省略

➡

・・・・・

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

３⽉４⽇運営委員会議事次第
2022 年３⽉４⽇（⾦）場所:Zoom ミーティング 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 2022.3.４



配付②澤野委員⻑_資料 避難のあり⽅報告書概要 2022.2.4

報告・議案など

3.1.1. 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。
＜報告事項＞
第 1 号報告 2021 年（令和 3 年）事業報告
＜承認事項＞
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 役員改選の件・・・添付資料_役員および運営委委員⽴候補者⼀覧
3.1.2. 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」
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
会場参加者︓ ３名
4.

Zoom 参加者︓ 50 名

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③_第 26 回防災談話室 開催告知



災害 VC マッチングシステム（JoyLinks）(畑 SL)
オンライン説明会︓3 ⽉ 17 ⽇（⽊）13:30〜 Zoom（後⽇ ID を事務局から共有）
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東京都ネット報告（三澤 SL）



実施⽇︓３⽉１２⽇(⼟)10︓30〜12︓30 Zoom 開催
内 容︓『地域防災啓発展』(仮称) 企画の件



埼⽟県ネット報告（若笠 SL）（⾼⽊ SL）



配付④_埼⽟県ネット R4 年２⽉ 活動報告



配付⑤_埼⽟県ネット_⾃助・共助・公助そして近助（防災授業レジメ）⾼⽊ SL



配付⑥_埼⽟県ネット_鳩ヶ⾕中学校 防災授業展開資料 2022.02.12



配付⑦_埼⽟県ネット_サバイバルに役⽴つ⾷品とアレンジレシピ



千葉県ネット報告（岡部 SL）

 配付⑧_2021 年度千葉県 SL ネット活動報告会報告(NL131 号同封)


船橋ネット報告（⽚桐 SL）

 配付⑨_船橋ネット R4.２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_報告資料 20220304
3. 川崎ネット（佐藤 SL）
 配付⑪_川崎ネット_22 年 03 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
近畿中部防衛局主催 南海トラフ巨⼤地震に備えて︕ 3 ⽉ 6 ⽇(⽇)14:00〜16:30YouTube
 配付⑫_チラシ_令和３年度近畿中部防衛局防衛問題セミナー
5.

次回予定
2022 年３⽉ 26 ⽇（⼟）第 9 回社員総会
★市ヶ⾕ TKP カンファレンスセンターへお越しください
2022 年 4 ⽉８⽇(⾦) 13:30〜
会場は調整中
以上

