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令和 4 年 2 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(2 月期)
【実施日】2022 年 2 月 4 日（金）13:30～16:15
【出席者】(敬称略)
濱田、石丸、一政、岡部、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】
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

座間もオミクロン感染者が増えてきた。学校、児童ホーム、保育園など子供が関わる施設
に影響が出ている。ワクチン３回目も少しずつ始まっている。
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 4 日決算理事会後の翌週発送。例年通り、委任状の返信をお願い。
 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。
 理事、運営委員へ近日 2021 年度の活動一覧を共有します。確認の上事務局まで返信を
お願いします。
 役員改選

運営委員推薦書は髙木選挙管理委員長へメールにて提出

役員立候補届・推薦書提出期間：2/4～2/25 まで、運営委員推薦書提出期間：2/4 まで
（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（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長

 会場の定員は 50 名（先着順）とする。Zoom は事前登録制（100 名まで）
 2 月 3 日現在

会場は 6 名、Zoom は 51 名登録有。
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(3)

資金分配団体応募について
今年度は不採用との結果となった。各団体への通知は今後行われる。
次回以降について応募するかは今後検討となるがその場合、資金分配団体としてか
実行団体として応募するかについてもあわせて協議する必要がある。

4.

地域ネットから報告

 防災談話室（木村）
巻末添付「SL 防災談話室＠mansion」を参照
意見：前回アンケートを SL 成果物として会員限定ページへ掲載するのはどうか
→掲載する方向へ。掲載方法については改めて検討。
 東京ネット（三澤）
活動報告
・1/8 10:30～12:30 Zoom 開催「100 円で始める災害対策」
・(三澤) 防災用品として品ぞろえが増えている。本当に防災として使用できるか。
どんな活動ができるか話合いを行った。
今後の活動について模索中。
 埼玉県ネット（若笠）
活動予定
・2/11 日高市 自治会防災指導
・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）
活動報告
・1/29

埼玉県ネット活動報告会（Zoom）７名出席

 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
・1/11 千葉県ネット地区運営委員会（Zoom）
・1/22

千葉県ネット 2021 活動報告会

きぼーる会場 10 名、Zoom9 名出席

 船橋ネット（代理：天寺）
活動予定
・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）

親子防災

・2/23 四街道市社協 VC 職員訓練（Zoom）
・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

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）
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活動報告
・1/8

定例会

中央公民館 CPR、AED 研修

17 名出席

・1/13 四街道市社協 VC 職員研修（Zoom）2 名出席
・1/28 市民大学くらしと教養学科

在宅避難のススメ

2 交代計 7 名出席

 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（Zoom）30 名出席
 西湘ネット（石丸）
活動予定
・2/5 防災減災サロン
・予定されていた市の避難所運営訓練は中止となった。
活動報告
・1/8

防災減災サロン

「避難生活を考える」

・1/22 西湘ネット会議（Zoom）
 横浜ネット（一政）
活動予定
・2/11 水害シンポジウム参加
活動報告
・1/12 災害時の連携を考える神奈川フォーラム
・1/13 建設フォーラム
（畑）・できることをやろう「無線・投てきパックの設置訓練」
・1/17 災害 VC システム

船橋市社協来社

・1/31 災害 VC システム

神奈川県社協へプレゼン

プレゼン

・2/16 システム開設リハーサル
・3 月 17 日(木)13:30～SL 運営委員向けシステムプレゼンと意見交換会
 川崎ネット（佐藤）
活動予定
・2/10 学校安全教育推進委員会会合（Zoom）
・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）

・3/9

高津区社協研修

ロールプレイ研修（講師）

・3/14 教員向け DIG 研修

進行方法メイン

活動報告
・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
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 湘南ネット（葉木）
・「江ノ電災害時避難ハンドブック」の紹介と沿線自治体の災害時の対応の違いについて
 座間ネット（濱田）
活動予定
・2 月

県央相模原講座は 5 月頃に順延

・2/26 厚木社協研修（Zoom） 対面を 6/19 に順延
・3 月

まちなか防災塾

活動報告
・1/17～ぼうさいカフェ「おうち（在宅）避難」をテーマに
・1/23 ざまシェイクアウトプラスワン訓練

FM 横浜取材（高橋 SL）

救護所設置訓練実施

・1/29 県央ネット報告会

【次回の開催日】
2022 年 3 月 4 日(金)

13 時 30 分～運営委員会 Zoom で実施
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2022 年 1 月の事業報告と今後の予定（1.8→2.3）
（2 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の再流行、「第６波」

教訓は活かされたのか

２、地殻変動に伴う災害
南太平洋トンガ国の海底火山大噴火と「気象津波」
３、わかりにくい防災用語の改善の必要性
弦巻中学校避難所運営委員会の案内板（続編）
※水害時の避難所指定の誤解
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
北朝鮮の連続ミサイル発射実験
北京オリンピック

1-2

1/17 1/14

1/11 1/05

2/4 から 2/20 まで

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
01/04

震央
06:08

01/22 01:08

Ｍ

深 さ

最大震度

父島近海

6.1

77 ㎞

5強

東京都小笠原村

日向灘

6.6

45 ㎞

5強

大分市、延岡市他

イ 火山 （気象庁発表での噴火速報等）
01/16

噴火の空振での「気象津波」発生

津波警報発令

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
12/20
01/15

トンガ・フンガトンガ・フンガハアパイ山（新島）海底噴火
19 時頃（現地）

01/16

トンガ・フンガトンガ・フンガハアパイ山（新島）大噴火

想定外の気象津波が遠くの太平洋沿岸で発生、日本にも到達

ウ 気象災害
01/16【暴風雪】米東部ジョージア、バージニア、ノースカロライナは非常事態宣言
1-3

防災行政等の動き
ア 政府
【内閣府】
【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 8514 人前月比－368 人

01/12 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

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

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
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
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
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
・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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２０２２．０１．１２．

・・・SL 防災談話室＠mansion・・・
《第２５回開催報告》

【実施日】2022．1.12（木）18：00～
【会

場】Zoom

【出

席】橋本・三澤・加藤・小田部・稲穂・鈴木・石丸・北見・藤岡・市野・伊藤・
植田・平田・木村

【テーマ】
：居住形態による自主防災組織の実情

企画運営担当：平田（船橋 SL）

◆実施内容
事前に各自のマンション等集合住宅での防災対策についてアンケート提出を依頼し、当日は参
加者全員から自分の住む住宅での防災活動について報告を求め、意見交換をしました。
アンケート内容をもとに、小田部 SL から町会内で自分の住む集合住宅で自治会を結成し防災組
織を立ち上げた事例、植田 SL からは町会内の１マンションで立地条件も勘案しあえて自主防災組
織でなく自衛防災組織として活動している事例、平田 SL から自治会・管理組合双方から人と資金
の援助を受け独立した防災組織を立ち上げた事例が紹介されました。
住まいの立地や町会内の関係性で防災組織の立上げ方、活動方法は変わってきます。今回は組
織という視点で事例を紹介しましたが、資金、人材、訓練様々な切り口で今後もそれぞれのマン
ション等集合住宅でのいろいろな事例を見ていくことができると考えております。
尚、分譲マンションは消防法の適用で消火器具の設置・防災訓練実施等が義務付けられてお
り、管理組合と言う組織・予算確保が明確となっております。課題は何れにおいても傘下対象者
への防災意識の啓蒙活動の必要性でしょうか？
以上

次回・3 月 9 日（水）18：00.～20：00．
・テーマ：本日のテーマを項目毎に更に深めて欲しいとの要請あり、検討中。
・その他にも、今後年度間で取り上げたいテーマ等を募集します。

（木村）
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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

２⽉４⽇運営委員会議事次第
2022 年２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 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 2022.２.４



配付②澤野資料_弦巻中学校誤記

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。
★役員改選について
役員⽴候補届・推薦書提出期間︓2/4〜2/25 まで
運営委員推薦書提出期間︓2/4 まで
総会の場で承認を受けて、交代となる。（任期︓2022 年 3 ⽉〜2024 年 3 ⽉まで）
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（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
会場参加者︓
4.

名

Zoom 参加者︓

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_220112_第 25 回防災談話室 実施報告書



東京都ネット報告（三澤 SL）
実施⽇︓1 ⽉ 8 ⽇㈯ 10︓30〜12︓30 オンライン
内 容︓100 円で始める災害対策
「⼤規模災害の備え」「100 円ショップでそろうもの」「⼀緒に考えてみましょう︕」
今年度の東京ネットで出来るイベントを考える
参加⼈数︓4 ⼈
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次回予定︓3 ⽉ 12 ⽇㈯ 10︓30〜12︓30 オンライン



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_鳩ヶ⾕中学校 防災授業展開資料 2022.02.12



千葉県ネット報告（岡部 SL）

 配付⑥_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⑦_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）
⽇時 2 ⽉ 1 ⽇（⽕曜⽇） 午後 7 時から午後 8 時 50 分まで
場所 Zoom 開催

★出席者︓30 名

議題①SL 災害ボランティアネットワーク代表挨拶
②県内各ネット活動報告（含む次年度活動予定）
③運営委員・理事候補者選出の件
2. 横浜ネット（⼀政 SL）(畑 SL)
3. 川崎ネット（佐藤 SL）
 配付⑧_川崎ネット_22.２⽉ 活動報告
 配付⑨_川崎ネット_⽂科省安全教育報告会 抜粋資料
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_令和 3 年度かながわボランタリー活動奨励賞授賞通知

★資料提供・話題提供

5.

次回予定
2022 年３⽉４⽇（⾦）13:30〜運営委員会
以上

