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令和 4 年 5 月 13 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(5 月期)
【実施日】2022 年 5 月 13 日（金）13:30～16:00
【出席者】(敬称略)
市野、一政、片桐、北見、木村、佐藤、髙木、髙橋、葉木、畑、三澤、若笠
顧問：濱田
事務局：天寺、濱口
澤野 推進委員会委員長
【場所】
Zoom ミーティング
1.

片桐代表理事

挨拶

西の方で雨が強くなっており、線状降水帯も発生しやすい時期となってきた。これから陸
の方で発生することが心配だ。
前回に続き、積極的な意見交換をお願いしたい。
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） 今後の年間計画について（継続）
引き続き決定した予定について全体、各ネット単位で追記をしていく。
●SL 全体研修について
例年 6 月最終土曜日で実施をすることが多いが、今年度は 7 月後半を予定。
オンラインでの実施を計画中。
（2）SL ネット本部受託事業について
①神奈川県教育委員会
②船橋市危機管理課主催

保健体育課主催「令和 4 年度 DIG 研修」
船橋市地域防災リーダー研修

⇒各事業の詳細は議案を参照。
（3）テーマ別研修会
●防災談話室@mansion（開催報告）
5/11 18:00～Zoom ミーティング

参加者 10 名

テーマ「＠mansion の今後の内容を意見交換」
各会員で行ってきた取り組みをピックアップした。
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次回 7/13 18:30～「マンション防災の取組み事例紹介と座談会」Zoom

講師小田部 SL

今後について、SL ネットホームページの会員専用ページを本格稼働し、会員がいつでも
事例などを閲覧できるページを開設予定。
●DIG インストラクター研修の再開
→学校でもオンラインを活用した取り組みも行われており、オンラインでの研修も
考える必要があるのではないか。
指導者の高齢化により若い方が講師を担えるように繋げていきたい。
●災害 VC 運営訓練・・・マッチングシステム(JoyLinks)
→畑 SL 5/2

かつしか FM に出演。JoyLinks の説明の他、備蓄は「水・食・人材」

特に人材に重点をおいて話をした。
●その他
23 年度ぼうさい国体が横浜で開催予定。SL ネットでブースを持ちたいので詳細が決ま
ったら神奈川県ネットメンバーに協力を仰ぎたい。
4.

地域ネットから報告

 東京ネット（三澤）
活動予定
・施設見学（気象科学館：気象庁）日程調整中
活動報告
・5/14 定例会（Zoom）
 埼玉県ネット（若笠）
活動予定
・5/14 定例会（武蔵浦和サウスピア）
活動報告
・4/15,16 釜石市視察

先月地震の被害確認（1 名）

・4/17 四地区防災会議（春日部市）
(川口市・髙木)防災講話として予定しているキャンプに学ぶ防災術の資料準備
 千葉県ネット（木村）
活動予定
・5/14 春季合同研修（Zoom） 災害 V 活動図上演習 講師：天寺

登録者 57 名

活動報告
・5/9

地区運営委員会（Zoom）春季研修、地区ネット活動予定、九都県市

 船橋ネット（片桐）
活動予定
・5/13,20,27

松が丘公民館防災講座（3 講座） 避難、トイレ、食事について

・6/26 女性のための市民防災力アップ講座（市役所）市受託新事業
活動報告
・4/16 定時総会（中央公民館）
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 我孫子ネット（北見）
活動予定
・6/25 定例会
活動報告
・4/16 我孫子ネット総会

３か年計画の柱を決定

→「SL のスキルアップ」、
「市民への支援」、
「横のつながり」具体的な意見を募り活動
を行っていく。
 神奈川県・横浜ネット（一政）
活動予定
・5/17 反町に移転した神奈川県推進委員会事務所視察
・5/21 子どもに優しい災害セミナー（一政：Zoom）
活動報告
・4/28 役員会（4 名：Zoom）

コロナの状況から活動を停止していたが再開に向けて始動

・4/26 KSVN 委員会 神奈川災害ボランティア 10 周年記念誌発行予定
・5/12 茅ヶ崎北陵高校 DIG 打合せ（一政、水島）

担当教諭交代あり

 川崎ネット（佐藤）
活動予定
・ 5/14 中原ボランティア連絡会総会

中原社協

・ 5/17 中原チャレンジボランティア企画会議
→小中学生対象「自分だけの防災マップを作ろう」WS 8/17 実施予定
・ 5/25 高津チャレンジボランティア企画会議

防災クイズ実施予定

・ 5/27 高津どんなもんじゃ祭り説明会 9 月初旬開催予定
・ 6/8

災害 VC 支援シミュレーション説明会

10 月頃実施希望

活動報告
・4/14 川崎ネット総会

市社協交流室 4 名、Zoom9 名

出席

 西湘ネット（市野）
活動予定
・5/21 西湘ネット Zoom 会議→県央相模原講座聴講のため 7 月に延期
・5/28 秦野市主催「はだの生涯学習講座」
「火山活動による秦野市への影響 身に付けよう自分を守る知識」
講師 国立研究開発法人防火科学技術研究所部門長 藤田 英輔 氏
活動報告
・4/2

講演会 鶴巻公民館

・4/12 災害関連死勉強会
・5/7

講演会 鶴巻公民館

災害時のペットを考える
小田原 UMECO

講師植田 SL(川崎ネット)

講師田中 SL（西湘ネット）

食物アレルギー＆簡単な応急手当

・5/10 防災情報の収集について

講師三澤 SL（東京ネット）

小田原 UMECO 講師田中 SL（西湘ネット）

→気象変化についてスマホを使って情報を入手する方法についての勉強会
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 県央ネット（髙橋）
活動予定
・5/21,22,29

県央相模原講座

・5/28

ざま災害ボランティアネットワーク活動終結総会
同日、NPO 法人ざま災害ボランティアネットワーク 第 1 回定期社員総会

・6/19

厚木市災害 VC 研修

中止になっていた研修等行事が少しずつ入ってきている。
座間市外でも 9 月の逗子市防災訓練の講義依頼などあり
 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
ニュースレターにて全会員向けに案内済、同報メールでの案内
活動報告
・

建替中の藤沢市内津波浸水区域にある小学校複合施設お披露目会出席
→小学校は 2024 年度完成予定

【次回の開催日】
2022 年 6 月 3 日(金)

13 時 30 分～運営委員会 Zoom 開催
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2022 年 4 月の事業報告と今後の予定（3.4→5.12）
（5 月 13 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
ご存じですか

用語「気候変動適応」

A-PLAT、気候変動適応情報プラットフォーム（2016 年 8 月）
気候変動適応法成立（2018 年 12 月施行）
気候変動適応センタ―設立（2018 年 12 月）
気候非常事態宣言（2020 年 11 月 19 日国会採択）
今後想定される気候変動の事態
大雨

過去最高を更新する雨量

猛暑

過去最高を更新する気温

台風

過去最高を更新する風速、高潮

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
2/24

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻開始
ニューレジリエンスフォーラム

提言

4/26

別紙資料

（憲法に「緊急事態条項」の流れ）
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 5 弱以上）
日時

震央

Ｍ

深 さ

最大震度

3/16

福島県沖

7.4

57 ㎞

震度 6 強

4/19

茨城県北部

5.4

93 ㎞

震度 5 弱

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、UTC、原則 Mw7 以上か犠牲者多数)
日 時

発生地

Ｍ

3/31 0544

ニューカレドニア

7.0

深 さ

死者

10 ㎞

イ 火山等
4/24

インドネシア・アナック・クラカタウ山噴火

ウ 気象災害
4/14 フィリピン・レイテ州
4/18
1-3

台風 2 号

南アフリカ国家災害事態宣言

防災行政等の動き
ア 政府
【内閣府】

死者 115 人

60 年ぶり豪雨

当局
死者 443 人
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【気象庁】
4/28 線状降水帯予測 6/1 開始
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 5110 人前月比－2081 人

04/08 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

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
4/8 新講座開催を決定

定時委員会

5/21-23-24

座間講座

大学講座は対面再開
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
3/26
2-2

定時社員総会

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
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

災害レジリエンス共創研究会

5/31 別紙資料

３、総務広報等
・通常号

4 月発行
以

上

7

公益社団法⼈ SL 災害ボランティアネットワーク

５⽉１３⽇運営委員会議事次第
⽇時︓2022 年５⽉ 13 ⽇（⾦）

場所:Zoom ミーティング

時間︓13:30〜16:30

運営委員メンバー︓⽚桐・⼀政・(古池)・佐藤・若笠・市野・北⾒・⽊村・⾼⽊・⾼橋・葉⽊・畑・三澤/濱⽥
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.

⽚桐代表挨拶

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 2022.5

理事会報告・議案など

3.1.1. 今後の年間計画について（継続）
 配付②_2022 年間計画 0513V
 SL 全体研修について
例年 6 ⽉最後の⼟曜を全体研修の⽇程に充てていたが、⽇を変えて計画（未定）
3.1.2. 公社 SL ネット受託事業
①神奈川県教育委員会 保健体育課主催「令和 4 年度 DIG 研修」
→全県⽴学校 169 校（⾼校 138 校、中学 2 校、特別⽀援学校 29 校）から防災教育担当グル
ープ教員が参加。Google クラスルームを利⽤したオンラインと会場（6/8〜10）併⽤開催。
当会からは動画・PPT 資料提供。→⼀政、佐藤、葉⽊、⼭本、天寺で対応
②船橋市危機管理課主催 船橋市地域防災リーダー研修
7/9、10、16、17、23 の午前・午後の全 10 回。市内のマンション管理組合、町会・⾃治会の代表者
を対象に実施。→船橋ネットで対応
3.1.3. テーマ別研修会
 防災談話室＠mansion（報告）
実施⽇︓5/11（⽔）18:00〜 Zoom

参加者︓10 名

内容︓＠mansion の今後の内容を意⾒交換。
マンション形態による取り組みの事例、⾃治会加⼊の有無・店舗・集会所の有無などによる事例、
タワーマンションの特徴などから、それぞれの防災の取組みノウハウの共有を図る。
「マンション防災アルアル」をテーマに、どのような対応をされたのか共有していく。
（次回）⽇時︓7/13（⽔）18:00〜19:30 Zoom
内容︓⼩⽥部 SL(川崎市)によるマンション防災の取組み事例紹介と座談会

 DIG インストラクター研修の再企画（⼀政 SL）・・・今後検討
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 災害 VC 運営訓練・・・マッチングシステム（JoyLinks）を使った訓練計画 (畑 SL)
5/2 葛飾 FM ラジオへ出演
4.

各委員から 22 年度計画案
東京都ネット（三澤 SL）



予定︓5 ⽉ 14 ⽇（⼟）

埼⽟県ネット（若笠 SL）（⾼⽊ SL）





内容︓地域防災啓発展計画・施設⾒学会について

配付③_埼⽟県ネット R4 年 4 ⽉活動報告
千葉県ネット（⽊村 SL）

 配付④_千葉県ネット


我孫⼦ネット（北⾒ SL）

 配付⑤_我孫⼦ネット１_20220509 我孫⼦ SLR４事業計画資料シート
 配付⑥_我孫⼦ネット２_040416_議事録


船橋ネット（⽚桐 SL）

 配付⑦_船橋ネット_R4.5 事業予定
1. 神奈川県ネット・横浜ネット（⼀政 SL）
 配付⑧_横浜ネット_運営委員会報告資料（20220513）
2. 川崎ネット（佐藤 SL）
 配付⑨_川崎ネット_22 年 04 ⽉ 活動報告
3. ⻄湘ネット（市野 SL）
 配付⑩_⻄湘ネット_運営委員会報告 4 ⽉ 5 ⽉
4. 県央ネット（⾼橋 SL）
定例会と理事会の開催（5/28 総会に向けた準備）
5/21,22,29 県央相模原講座 開催
5. 湘南ネット（葉⽊ SL）
 配付⑪_湘南ネット_令和 4 年度活動スケジュール
★資料提供・話題提供
 参考_防災啓発中央研修会（前期）案内
財）消防防災科学センター主催︓6 ⽉ 30 ⽇（⽊）13:00〜16:30
5.

次回予定
2022 年６⽉ 3 ⽇(⾦) 13:30〜 Zoom にて実施

以上

