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平成 28年 4月 1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） 

【出席者】（敬称略） 

濱田、石丸、岡部、沖津、片桐、木村、古池、葉木、森、事務局天寺 

澤野委員長、森村会長補佐（推進委員会からの出席） 

1. 濱田代表理事 挨拶 

総会が無事に終わりました。先ほど地震が発生。地震はいつ来てもおかしくないので日頃から

備えることを積み上げて欲しい。 

「知っている人、できる人、伝える人」の人材育成のため、プロジェクトチームを設けて進め

ていきたいのでよろしくお願いいたします。 

2. 推進委員会澤野委員長 委員会報告 

別添資料「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 

・ 3/26定時社員総会の当日出席者59名。最終的な議決権総数368件で全議案も承認された。

天寺常務理事は通称使用として使用し、登記等は戸籍名で登記。 

・ 各部会の年間計画が出そろった。6月の SL合同研修は、26日（日）軸に調整しており、

会場は都内を予定している。内容は SL活動のワークショップ。 

・ 会員の居住地別一覧の報告。 

4. 各地域の活動報告 

<千葉県> 

 県ネット・船橋ネット（片桐） 

・ 3/7千葉県SLネット役員会…今年度の年間計画を策定。当面、5/21春季合同訓練を計画。 

・ 九都県市合同防災訓練 千葉県会場は茂原市（8/27）。4/28に第 1回全体会議がある。 

・ 3/5・12 男女共同参画センター市民企画講座を船橋ネットで行った。女性の目線から見

た避難所運営についてのワークショップ。大変好評であった。 

・ 4/23 船橋ネット総会（船橋市危機管理監も参加） 

 千葉中央ネット 

・ 九都県市合同防災訓練 千葉市会場は美浜区海浜公園が主会場。市内の小学校避難所に設

置してあるソーラーパネルのお披露目がある。 

・ 3/28千葉市社協の立ち上げ訓練を実施。その他、そなえパークにて防災展示も行った。 

・ 5/19・28千葉市新人職員研修を千葉市中央ネットで受託。 

 市浦ネット（木村）：  

・ 3/27 HUGを実施した。ペットの取り扱いについての議論（必ずケージに入れて、エサ・

排便等は飼い主の責任）仮設トイレの問題（バキュームカーは限られていて、台数はな

い）使用スペース（まずは体育館。教室はイレギュラー対応者のみ。教室を使う場合は

使い方を毎年学校と市と地域で協議しなければダメ。児童数によって教室の使い方が変

わってくるので）保健室の使い方（治療のために使う。応急救護所的な使い方。病人は
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別）車での避難（原則として避難に車使用禁止。車を校庭に入れてしまうと、緊急車両

が停められなくなる） 

<神奈川> 

 神奈川県の動向（森）別紙資料 

・ 防災・減災活動体験フェアー かながわ・よこはま防災ギャザリングを 5/14予定。内容

も少し追加（防災かるた、防災魚釣り‥）した。 

・ DIG報告書（新城高校）講師とサポーター3人以上で担当できたのでよかった。講師も慣

れてきたので指導も良くなった。事前の打ち合わせと当日の打ち合わせなどが功を奏した。 

・ H28年度は県立高校 28校に増えた。  

・ 3/12四季の森公園防災フェア 寒い中での訓練で大変だった。  

 座間市（濱田）別紙資料 

・ 3/12災害 VC開設訓練と DIGも実施。今回は行政職員も参加しての実施をした。 

・ 3/18シェイクアウト訓練報告会。人数多数で会場を急きょ変更。 

・ 3月下旬に石巻市へのたい焼き支援を行ってきた。 

・ 3/24防災会議あり。指定避難所と指定避難場所という新しい用語にとまどう災害別に（洪

水用、土砂崩れ用、地震用、水害用で避難所や避難場所として使えるかどうか）考えてい

かなければいけない。 

・ 7/30体験講座 11/26体験講座 にお手伝いをお願いしたい 

・ シェイクアウト訓練ご 3日後を想定して災害 VC開設訓練を公式に実施する。 

・ 防災カフェが協働事業になった。 

・ 共同募金会、今年度から地域組織でも申請できるようになった。 

・ 8/17・18 サマーボランティアスクール。 

・ 座間市は安全防災課は市長室危機管理課へ体制変更。 

 横浜市（沖津）別紙資料 

・ 3/12とつか災害ネット「防災フェスティバル」があり、ＳＬ横浜ネットで「ガラス飛散防

止フィルム貼り付け体験」を実施した。間で常総市社協事務局長が講和、シェイクアウト

訓練も実施。300人以上の市民が参加した。 

・ 4/23 SL横浜ネットの総会を行う 

5. 各部会の活動報告 

 福祉部会…年間計画のとおり 

 情報部会…年間計画のとおり 

 応急部会…年間計画のとおり 

 

【次回の開催日】 ５月６日（金）13時 30分～ 
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2016年 3月の事業報告と今後の予定 

（4月 1 日/災害救援ボランティア推進委員会委員長 澤野次郎） 

はじめに 

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) 

        ・3/9   大津地裁、高浜原発 3、4号機運転停止の仮処分決定 

    ・3/18 ベルギーでパリテロの犯人逮捕 

    ・3/19 トルコ・イスタンブールでの大規模テロ  

    ・3/22 ベルギーでの同時多発テロ 

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、首都圏は震度 4以上) 

      イ 火山   

ウ 風水害 

オ 事故等 

海外 ア 地震(USGC発表、M7.5以上又は報道等で犠牲者多数) 

       イ 自然災害   

       ウ 事故等 

1-3  防災行政等の動き 

ア  政府（年度末の駆け込み） 

［内閣府(防災担当)］ 

 ・3/14「防災 4.0」未来構想ダイアログ（第 2回）  

・3/16 広く防災に資するボランティア活動の促進に関する検討会（第 3回） 

・3/18 水害時の避難・応急対策WG(第 5回)  

・3/23 災害種別図記号による避難場所表示の標準化の取組に関する通知 

・3/25  第 1回防災推進国民大会の開催について  開催日 8/27-28 

・3/29 災害対策標準化推進WG（第 3回） 

・3/29 中央防災会議幹事会「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」  

 ［気象庁］ 

・3/15  長周期地震動ビデオ  

・3/28  地震防災対策強化地域判定会、平田直教授が会長に 4/1付就任    

イ  自治体    

    九都県市合同防災訓練 

      幹事会場：さいたま市 

東京都：葛飾区、千葉県：茂原市、神奈川県：横須賀市 、埼玉県：      

ウ  被災地状況 

       ・避難・転居者数（復興庁発表） 17万 841人 前月比－3630人 3/10現在 

1-4  災害ボランティア等の動き 

       ・「東京防災」の災害ボランティア部分の記述（がれき撤去）の問題点 

1-5  注目すべきメディアと書籍等 
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  ・TV  [NHK] 東日本大震災特集 

    3/5  ゼロから町をつくる ～陸前高田・空前の巨大プロジェクト～  

        3/10  風の電話～残された人々の声～   

    3/11  私を襲った津波～その時何が起きたのか  

    3/12 26兆円で復興はどれだけ進んだか 

    3/13 原発メルトダウン～危機の 88時間  

  ・書籍 新刊  首都直下地震  平田 直 岩波新書   ※東京湾北部地震 

           しなやかな社会の挑戦   林春男編集  日経 BP  

        3.11震災は日本を変えたのか ﾘﾁｬｰﾄﾞ･J・ｻﾐｭｴﾙｽﾞ  

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 9,097人  公認講座 2,043人* 計 11,140人 3/22 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  

・［終了］立教大学講座 2/26-27 3/5  定員超   

ウ 大学等受託のＳＬ養成事業 

エ 災害ボラティアリーダー等養成事業 

JBUパワーバンク講座  2千名達成 、4月の上級講座  

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 本部受託の事業 

ウ 他主催の事業への協力   

 ・[終了]3/18 富士見・飯田橋駅周辺地域協力会の訓練反省会  

・[終了]5/20 自治体総合フェア講演 遠藤座間市長 14～、林春男 15～   

エ 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 

・[終了]3/12 四季の森公園防災フェア  

・[終了]3/16 神奈川県立新城高 DIG研修 

・[終了]3/26 ＳＬ災害ボランティアネットワーク総会     

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 527万人、世界で 4400万人 

      イ 特徴       

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 

   イ 防災教育普及事業 

     ・[宣伝]「防災教育の手引き」頒布中 
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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、被災者生活再建支援事業 

      ・[報告]システム導入自治体のフォローアップ研修 

D、防災研究事業 

3、事務局等 

 3-1  事務局体制の強化 

        橋本 防災教育普及協会 4/1付勤務開始 

        小野 法制学会 4/11付勤務開始 

                                                      以 上 

 

 

※上記の各種別紙は HPには掲載しておりません 

以上 


