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平成 29年 10月 6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（10 月期） 

【出席者】（敬称略） 

濱田、石丸、岡部、片桐、木村、古池、葉木、宮川（沖津代理）、若笠、事務局天寺 

一政（企画セミナー担当として） 

森村会長補佐 

1. 濱田代表理事 挨拶 

この 1ヶ月、アメリカでの無差別銃撃、メキシコでの地震など世界の情勢も不安定。 

日本では、日々、地震が続いているが、なぜか首都東京だけが空白域になっている。とても不

気味である。隣国の危機もあるが、防災対策を怠りなく、備えておく必要がある。 

 

2. 推進委員会澤野委員長 委員会報告 

添付資料「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からの報告 

添付資料「運営委員会議事」のとおり。 

 社団 SLネットのリーフレットについて、前回会議にて会員には有償で頒布したい旨報告

したが、本日理事会にて無償で頒布することで決定した。在庫分に関しては、会員に無償

頒布する。ただし、送料は会員が負担する。また、訓練等で大量に配布するときは、各ネ

ットでの格安印刷を利用するなど、配慮をお願いしたい。 

 住環境・生活環境 EXPO2017へ社団として出展する。当日は、10時に京王プラザホテル

南館 4階花の間に集合とする。担当：濱田・宮本・若笠・木村・石丸・仁藤・天寺 

 受託事業に係る活動報酬支払規程が理事会から提出された。報酬の一定割合を社団の事業
費として徴収しているが、その割合を最大 2割にし、社団の財政を整えたい。これについ

ては、事業を受けている各ネット等の理解を図るため、継続審議とし、各ネットでの周知

検討をお願いした。 

 SL企画セミナー第２弾「初心者のための DIG講習」を 12月、1月にかけて全４回シリー

ズで実施する。費用は２０００円／人。定員２０名。会場は取れ次第委員に報告する。 

 SL防災談話室第２回が開催された。内容については、添付資料の通り。 

4. 各地域の活動報告 

千葉県ネット・流山ネット（岡部） 

 千葉県ネット役員会議が 9/11に行われ、11/12県ネット秋季研修として、九十九里・海匝

災害史を巡る視察研修について検討した。また、県ネット活動報告会を H29年 1/27(土)

に実施することとなった。13:30～報告会 15:30～研修会 17:00～親睦会 を予定して

いる。 

 10/13 流山市社協の依頼で災害 Vリーダー研修にてクロスロードゲームを担当する。 

船橋ネット（片桐） 

 9/29.30.10/1船橋市 SL養成講座が行われた。認定者 16名のうち、10名が社団に加入。 



2 
 

 10月は飯山満中学校 1学年～3学年の防災講座で、SLは 3年生にクロスロードゲームを

実施する。 

 11/26、12/2,3船橋市地域防災リーダー養成講座を船橋ネットで受託する。 

 1/27船橋市防災フェアにブース展示予定。県ネット活動報告会には、夕方から参加の予定 

埼玉県ネット（若笠） 

 10/18県の危機管理課での「ボラ団体・采の国会議」 

 11/8立川防災館研修（集合：立川駅１３時） 

 11/21定例会・研修（武蔵浦和サウスピア８Ｆ）14:30~16:50その後、親睦会。 

湘南ネット（葉木） 

 大磯小学校にて 6年生 4クラス 130人に DIGを実施した。 

 12/3湘南ネット定例会にて目黒巻きワークショップを実施する予定。 

 葉木さんからの「デイサービスの防災対策の管轄は？学童保育の防災対策は？」の質問に
対し、座間の事例等で意見交換となる。 

横浜ネット 

 10/8・9保土ヶ谷宿場祭り。ガラスの飛散防止体験・カッパ・スリッパの体験を予定 

 10/9 TKGハウジングにて秋刀魚祭り。たい焼き隊を出展予定。 

 10月 20～21日茅ヶ崎・柳島キャンプ場での野外訓練。「知っているから指導できる」に

なるための訓練。参加者は 15名程度 

 

県央ネット（濱田）  

 9/9～10 親子防災キャンプ。宮川家も参加してくれた。学校にある防災資機材庫を開け

る段になって、学校が保管している鍵が合わないことが判明。市危機管理課に問合せした

ところ、点検のときは、市職員が持参する鍵で開けるため、学校の鍵で開けていなかった

ことが判明。急遽、別の学校から鍵を借りて開けることができたが、やはり、実際に使っ

てみる、やってみるの訓練が重要。 

 9/12 未就園児対象の防災ピクニックを予定していたが雨天中止 

 ざま災害ボランティアネットワークが社協の会長表彰を受けた。 

 10/29、12/10大和市社協の依頼で災害 VCスタッフ養成講座を実施する 

 11/12マイ発電プロジェクト 

 

6．その他 

【次回の開催日】  
11月 10日（金）13時 30分～運営委員会 
理事会は 11月 9日(木)13時 30分～ 
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2017年 9月の事業報告と今後の予定（9.8→10.6） 

（10 月 6 日/災害救援ボランティア推進委員会委員長 澤野次郎）   

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) 

      ・9/15  北朝鮮  弾道ミサイル実験 

        ・9/16  国連    安保理北朝鮮非難声明採択   

        ・9/25 安倍首相、衆議院臨時国会冒頭解散表明       

   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，首都圏は震度 4以上、内閣府掲載） 

         日 時        震央            Ｍ     深さ    最大 地域 

    ・9/8／22:23   秋田県内陸南部  5.2    9㎞      5強  大仙市 

    イ 風水害（内閣府の災害情報掲載を主に対象） 

       ・台風第 18号による被害状況等(9/13～    

宮古島、鹿児島     死者 5人  9/22 現在 

       ウ 事故等 

    ・9/10  小田急沿線火災～車両に延焼  

       ・9/13  0157感染 3歳女児死亡(9月上旬)、前橋総菜店購入 

    エ 火山等 

   海外 ア 地震(USGC発表、日付 UTC、Mw7以上又は報道等で犠牲者多数) 

       日 時  UTC  震央      Ｍ     深さ      国 

    ・9/8 ／ 04:49  ﾒｷｼｺ   8.1   69.7㎞   死者 60人以上 

    ・9/19／ 18:14 ﾒｷｼｺ     7.1     51㎞     死者 273人以上  9/22 

      火山  

        ・9/22   インドネシアバリ島  アグン山  噴火警戒     

  イ 風水害（ハリケーン） 

  ・8/25  ハービー 米テキサス州上陸      

    ・9/10  イルマ  米フロリダ州上陸 

・9/21 マリア  ドミニカ上陸 

       ウ 事故等 

        エ テロ等（公安調査庁世界のテロ等発生状況より）   

  1-3  防災行政等の動き 

ア  政府［内閣府］  

・9/5   防災功労者内閣総理大臣表彰  平田直教授受賞 

・9/22 南海トラフ作業部会 報告公表  平田主査 

・9/26 中央防災会議「防災対策実行会議」「関係省庁会議」 

※東海地震警戒宣言中止  

［気象庁］［文部省］ 

イ  自治体  

ウ  東日本大震災  
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       ・9/29   復興庁 避難・転居者数 8万 4364人 前月比－2,621人 9/14付 

       オ  第 38回九都県市合同防災訓練 

1-4  災害ボランティア等の動き       

1-5  注目すべきメディアと書籍等 

  ア TV  [NHK] 巨大危機Ⅱ   

・9/2  第 1集 都市直下地震  長周期パルス 

      ・9/9  第 2集 異常気象・スーパー台風              

  イ 書籍 

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  ＳＬ 講座 9847人  公認講座 2,230人* 計 12,077人 船橋終了まで              

イ 本部主催のＳＬ養成事業 

・[終了]千葉 47期第 7回船橋市講座 9/29-30-10/1  

ウ 大学等受託のＳＬ養成事業 

  ・[終了]目白大学講座(埼玉県岩槻)9/23-30 

・[予定]専修大学講座  10/22-28-29 

  ・[予定]明治大学講座  10/28-11/11-12 

エ  木賀(第 2代運営委員長死去)  9/18 

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 

イ 他主催の事業への協力 

ウ 他主催の事業情報 

C、ＳＬネットワーク／災害ボランティア活動報告 

    ア 会議行事等 

   ・[報告]ＳＬネット作成ポロシャツ販売中   

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 到達点  2017年 累計約 470万人、世界で 2010 万人 

      イ 新規   高知県、今後実施（福島県） 

   ウ [予定]緊急地震速報シェイクアウト訓練   11/1  10時   

 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]防災フォーラム 10/14、中間報告会 10/15          

    ・[予定]防災国体 11/25-26 26日 防災教育シンポジウム 

    ・[予定]世界防災フォーラム /防災ダボス会議 11/25-28  

イ 防災教育普及協会事業 

    ・[報告]安全教育学会岡山大会   9/23-24  ※ 

   ・[予定]10/13  防災教育指導者セミナー［気象編］70名定員超、締切 
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   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 

C、防災研究事業  

     ・[報告]首都圏レジリエンス  第 2回シンポ  9/19 

   被災者生活再建支援研究会 

   ・[予定]防災実務者セミナー  11/14-16 熊本・福岡  

３、事務局等 

A、広報 次号 10月 25日発行   

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 

運営委員会 議事 
1. 報告事項 

1.1. 「住環境・生活環境 EXPO2017」への出展について 

開催日：10月 10日（火）～11日（水） 

開場：京王プラザホテル 4階 花及びホワイエ、けやき、かえで 

主催：一社）日本環境保健機構  共催：一社）地域防災支援協会 

 当日のシフトについて 

 

1.2. 事業報酬の SL謝礼金支払について 

 規程_受託事業に係る活動報酬支払規程（案 2） 

 

 

2. SL企画セミナーについて 

① 企画セミナー第 2弾 企画責任者：一政 SL 

テーマ：「初心者のための DIG講習」 

日程案：11/20（月）、27日（月）、12月 4日（月）で調整中。 

 但し、12/4については 10/7以降に会場予約が可能となる。 

会場：かがやきプラザ 4階研修室 1.2を予定 

 

② 防災談話室＠mansion  企画責任者：木村 SL 

7/12（水）、会場：ちよだﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽｸｴｱ 

9/13（水）、会場：麹町区民館一番町 ＞別添.報告書 

11/8（水）会場調整中 

3. 受託事業 

 神奈川受託事業･･･DIGアドバイザー派遣事業として県内 SLが担当。 

 千葉受託事業･･･千葉県生涯学習大学東総学園（銚子市）の学園長とお会いし、千葉県 SLネ

ットへ 1月に 4単位。2018年度は 3単位の講師依頼を受けた。 

 

4. 運営委員の地域報告 

 

 

 

5. 次回運営委員会 
2017年 11月 10日(金)13：30～ 

 

以上 

 


