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平成 27年 9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（9月期） 

【出席者】（敬称略） 

濱田、石丸、沖津、片桐、木村、葉木、坂内、森、澤野委員長、事務局天寺 

1. 濱田委員長より挨拶 

2か月ぶりの委員会です。静岡県で地震が発生。北海道の根室沖でも動いている。どこであっ

てもおかしくはないので、備えだけはしっかりしておくことを心に留めておくこと。 

JRのケーブルを焼く事件が続いている。これはある種のテロ。オリンピックも近づく中で、

テロの問題も大きな課題となってくると思われます。 

2. 推進委員会澤野委員長 委員会報告 

別紙資料「2015年 7月 8月事業報告と今後の予定」のとおり。 

3. 公社）SL災害ボランティアネットワーク報告  

別紙資料「運営委員会 議事」参照 

・ 受託事業費用基準の考え方は、公社ＳＬネットへ依頼が来た事業についての事業見積の基

準を示したもの。ボランティアといえども、公社ＳＬネットという事業体として運営費を

積み立て会が大きくなるようしっかりと運営していきたい。詳細については、再度理事会

で検討の後、運営委員会に報告することとなった。 

・ 各地区での活動報告会は次の通り。 

 千葉県地区活動報告会 1月 24日もしくは 30日で調整（9/7地区運営委員会で決定） 

 神奈川県地区活動報告会 2月 1日を予定。 

・ その他、名刺のフォーマットを作成して欲しいとの意見がでる。 

4. 各地域の活動報告 

<千葉県>（片桐） 

 県ネット 

・ 8/29午前、九都県市合同防災訓練・千葉県会場へ SL20名が参加。地元のＳＬ北総ネット

の 6名は佐倉市災害ＶＣへ登録。本訓練で佐倉市社協とのつながりができた。残りのメン

バーは千葉県災害ＶＣ連絡会へ登録し活動する組と、ＳＬ展示啓発ブースでの活動に分か

れて参加した。 

・ 県ネット役員会を 9月 7日に実施予定。訓練報告を予定している。 

・ 8/29夜は船橋市国際交流協会主催宿泊避難訓練へ船橋ネットのメンバーが参加。外国人

30人、サポーター30人、船橋市防災女性モニターから 4名参加した。その時の様子はＮ

ＨＫ首都圏ネットワークで放映された。 

・ 8/30船橋市総合防災訓練へ引き続き参加。登録者数 15万 4千人のシェイクアウト訓練を

実施。SLは各避難所で HUGの支援を実施。今年までは各避難所となる学校が耐震化工

事のため各町会・自主防災会から代表者が集まり訓練を実施。来年からは規模を大きくし

て実施する。 
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・ 船橋市で女性ネット復活。9月 13日に集まり、その後、県ネットへ広げて女性ＳＬの集ま

りを作っていきたい。 

・ 11月に船橋市で初めて公的な DIGを実施予定。 

・ 県ネット秋季合同研修を 10月 14日 NHK千葉放送局施設見学会を実施予定。 

 市川・浦安ネット（木村） 

・ 7/5市川浦安ネット（略称：市浦ネット）で会合を開く。当日は 5名が参加。10名弱が

ネット活動参加に表明してくれた。以前は集まりを持っていたが、ここ数年活動できな

かった。これを機に今後も定期的に集まり、情報交換をしていく予定。 

 千葉中央ネット 

・ 添付資料のとおり（※HPには掲載しておりません） 

＜神奈川＞ 

 各訓練の動向 

・ 8/30ビックレスキューかながわ訓練に SL3名参加。各災害ボランティアネットワークの

中には SLがいたかもしれない。災害ＶＣへの駆けつけボランティアとして流れの確認を

行った（石丸）。 

・ 中井町で避難所運営訓練に参加。市の職員が HUGを実施。人口約 1万人の町で職員も町

外からの勤務が大半。どの避難所へどの職員を派遣するか決まっていないのが課題（森）。 

 横浜ネット（沖津） 

・ 8/8にネット会合を開催。 

・ 9／6横浜青年会議所主催の「B0-sai2015」のイベントに参加。テント 1張り。飛散防止シ

ートの体験と SL活動展示を実施予定。 

・ 保土ヶ谷区にて HUGを実施した。濱田さんが講師。横浜ネットから 6人メンバーとして

参加した。 

 座間市（濱田） 

・ 8/30座間市総合防災訓練。地区社協が駆けつけボランティア 70名ぐらいが参加。中央会場

から座間サニープレス（サテライト会場）へ障害者の避難誘導を実施。無線訓練、土嚢訓練、

米軍と座間消防との連携訓練。消防団が主会場訓練を仕切っていた。 

・ 8月少年少女防災体験を実施。座間ネット、消防、社協の共催事業。市内小中学校の児童生

徒と高校生 20名が参加。救命講習、礼式訓練、実技訓練等を実施。はしご車 40m級 60m

級に乗って記念撮影。 

・ 清川村に災害ネットワークを立ち上げる動き。人口 3200人の内 30人が集まった。愛川町と

座間で支援していくこととなった。 

・ 大和市社協主催の災害ボランティア講座を実施する。 

・ 9月 26日市民減災・災害対応訓練体験型講座を実施する。ファシリテーターとしてＳＬはぜ

ひ参加してほしい。 

・ 座間シェイクアウトのキックオフ講演会を 10月 6日に実施する。 

 藤沢市（葉木） 
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・ 湘南ブロックを本格的に立ち上げる動き。葉山から二宮までの地域。12月 12日（土）葉木、

水島、伊藤の 3人が世話人として集まりを持つ予定。 

5. 各部会の活動報告 

 福祉部会…「避難行動要支援者」の各地域状況調査のまとめ（概要版） 

 7月 26日精神障害のある方の理解と接し方の学習会を実施した。 

 情報部会…8月 4日臨港消防署見学会 

 応急部会…7月は台風のため休会 

 
 
【次回の開催日】 10月 2日（金）13時 30分～ 
 ※次回の書記は沖津委員。 
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2015年 8月の事業報告と今後の予定 

（9月 4 日/災害救援ボランティア推進委員会委員長 澤野次郎） 

全体事項 

  政府の次年度予算要求概要 

１、防災とボランティアをめぐる情勢 

  1-1 社会全体(危機管理を中心に) 

・安保関連法案  参議院審議  違憲の疑い 

・70年談話  8/14   

1-2  災害,大規模事故分野 

[国内]ア 地震(気象庁発表で震度 5強以上，M6.5以上、関東は震度 4以上)    

   ・8月下旬 静岡県西部での地震 (浜岡原発直下) 

イ 火山（気象庁発表の週間火山概況他） 

 注目：日本列島での火山活動が活発化している。 

  噴火に関する火山観測報     

・桜島爆発ないし噴火 

・阿蘇山噴火   

噴火警戒レベル対象火山 

・8/15  桜島 レベル 4に上げ →上げたら噴火なし 

・9/1  桜島 レベル 3に下げ →下げたら噴火発生 

ウ 風水害   ・8/10  エルニーニョ監視速報  続いている。 

  ・8月後半  一転冷夏に  

             ・8/25  台風 15号九州に上陸、記録的な風雨 

オ 事故等   ・8/4   JR桜木町で架線断線事故  ※その後、不審火災多発 

             ・8/12  沖縄で訓練中の 米軍ヘリが墜落  

・8/24  米軍相模総合補給廠倉庫爆発 

・8/24  川崎日鉄住金鋼管工場火災  

[海外] ア 地震(USGC発表、M7以上又は報道等で犠牲者多数) 

イ 風水害  ･7/21 世界の異常気象速報（気象庁）  タイの小雨について  

ウ 事故等   ・8/12  天津の倉庫大爆発 

              ・8/17  タイ・バンコク爆弾爆発 

1-3  防災行政等の動き 

ア  政府    ・8/11 川内原発再稼働  月命日に配慮なし 

      消防庁  ・8/28 避難行動要支援者の避難行動支援に係る取組状況の調査結果 

内閣府  ・9/2  防災功労者表彰  平田直  東大教授 防災担当大臣賞  

イ  自治体    ・東京都 

              防災ブック「東京防災」 各家庭宛、9月 1日より順次配布  

ウ  被災地状況 

       ・避難・転居者数（復興庁発表） 19万 8513人 前月比－3920人 8/13現在 

エ 総合防災訓練（9都県市他）  
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     東京都  ☆立川 9月 1日     

千葉県   佐倉 8月 29日    千葉市  8月 30日 

埼玉県   桶川  8月 30日    さいたま市 

神奈川県  厚木 8月 30日    横浜市  川崎市  相模原市 

1-4  災害ボランティア等の動き   

 ・［情報］東京社会福祉士会 災害支援活動協力員 第１期募集 7/1 福祉版 DMAT構想   

1-5  注目すべきメディアと書籍、イベント等 

  ・TV  [NHKスペシャル]    

２、この間の主な活動と今後の予定 

2-1 基盤としての総合的な災害ボランティア活動 

A、災害ボランティアリーダー養成事業 

   ア  全体的な到達点 

本部講座 8,860人  公認講座 1,860人* 計 10,720人 8/25 現在   

講座開催と受講生確保の困難に直面→打開に向けた方策を    

イ 本部主催のＳＬ養成事業  

・［募集］船橋市講座  10/2-3-4   

・［終了］一橋大講座  8/1-2-8 

・［終了］東大講座    8/9-15-16   東大地震研究所共催講座       

ウ 大学等受託のＳＬ養成事業 

   ・中央大学 

エ 災害ボランティアリーダー等養成事業 

B、防災／減災啓発推進事業 

ア 本部等主催の防災啓発推進事業 

・［終了］企業学習会 8/4 東京消防庁消防艇 

イ 本部受託の事業 

ウ 他主催の事業への協力    

C、各地域の災害ボランティア活動 

D、その他 

  2-2  総合的な防災事業 

   A、シェイクアウト事業 (防災訓練事業) 

      ア 全体的な到達点     2015年 累計約 400万人( 3,968,487) 

      イ 特徴的な動き       新規 宮崎県、愛媛県 

B、防災教育推進事業 

ア 防災教育チャレンジプラン(内閣府共催)事業 

  ・[予定]防災教育交流フォーラム  10/17-18  

   イ 防災教育普及事業 

      ・[入札]東京都公園事業 

    ウ 学校・団体等防災教育推進事業 

       ・[各地]学校での防災教育支援 
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C、被災者生活再建支援事業 

       ・[報告]東京都総合防災訓練  9/1 

D、防災研究事業 

       ・[報告]都市減災プロジェクトWS   8/24-25 

          キーワード ） 標準化、ワンストップ、人的セクター重視   

       ・[予定]安全教育学会年次大会  東京   10/24-25           

      ・[予定]防災実務者セミナー    東京   11/19  

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 

運営委員会 議事 
【理事会報告事項】 

1. 上半期会員数報告 

SL会員 799人 

（東京都 99人、神奈川県 322人、千葉県 277人、埼玉県 57人、その他 44人） 

 

 

 

 

2. 受託事業の費用基準についての規程（理事会案） 

別紙「受託事業費用基準」「防災研修プログラム一覧」を参照（HPには掲載していません）。 

 

 

 

 

3. 2015年次定時社員総会の件 

①日時：平成 28年（2016年）3月 26日（土） 13時 00分～16時 00分（会場予約済み） 

②会場：市ヶ谷 TKPカンファレンスセンター 6階 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ６A 

③議案については、今後理事会で検討するが、2015年（平成 27年）収支決算書、2016年（平

成 28年）収支予算案、2016年（平成 28年）事業計画案、常勤理事の報酬が毎年の議案。 

今回は、それに定款の改定、理事等の選任等が提案される予定。 

 

 

 

 

4. その他 

 【次回運営委員会】  

2015年 10月 2日（金）13時 30分～ 

※天寺は船橋講座のため不在。 

 

 

以上 

 


