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令和 2 年 11 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(11 月期)～Zoom 会議～ 

 

【出席者】(敬称略) 

濱田、石丸、一政、岡部、片桐、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 

 

1. 濱田代表 挨拶 

座間市のある神奈川県県央地区もコロナ感染者が増えてきている。 

そんな中で 10 月 27 日に「感染症予防ガウン」の贈呈式を座間市で開催。実際に市長に着用

していただいた。同月 29 日には市で防災講演会が行われ「シェイクアウトキックオフ宣言」

を行った。12 月 4 日には小田原、真鶴、湯河原との共同事業で体験型訓練を実施予定など、

感染対策を行いながら少しずつ事業が増えてきている。 

 

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」を参照 

  ① 「感染症予防ガウン製作のための寄付金活動」について 

   寄付金額 1,143,828 円 172 件（11/5 振込記録まで） 

   一般：67 件・506,828 円  SL：105 件・637,000 円 

   本寄付金については間口の広い積立金として寄付者への同意書を 10 月末に送付。 

   同意書期限は 11 月 16 日まで。 

   コロナ禍がこれで完結したわけでなく、今後の状況をみて積立金を使用する。 

 

  ② 一般寄付金報告 

       2020 年＝金額  17,2800 円 件数 26 件（10/15 振込記録まで） 

    災害対応積立金と SL 活動金として使用。 

 

  ③ 住環境・生活環境 EXPO 開催について 

    10/13（火）にオンライン EXPO を開催 

       Zoom をつかって、非常用炊出し袋をつかったオンライン調理体験を実施。 

    当日は三澤、天寺が Zoom 出演。 

    三澤 SL：前日に急遽メインでの説明を行う運びとなり緊張した。Zoom を使用して 

        作り方を説明したがこちらからは視聴者が見えないため難しかった。 

   

   

   

④ 防災談話室＠mansion 
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    11 月 11 日(水)は Zoom の開催。 

    本部アカウントがホストとなりフルオンラインではじめて実施。 

    講師は船橋ネット平田 SL から「防災訓練の工夫」について講義 

    また、次回（21 年 1 月予定）の講師を募集。 

 

   ⑤ 地域ネットから報告 

   埼玉県ネット（若笠、髙木） 

   活動予定 

   ・11/24 定例会（サウスピア 8 階） 

   活動報告 

   ・9 月 地元での講座開催（朝霞市、日高市、川口市） 

   ・10/27 文化新聞にて日高市鹿山上区にて資機材体験実習掲載（小泉 SL） 

   ・11/1  九都県市合同防災訓練（川口市）全体訓練縮小にて実施 

   千葉県ネット（岡部） 

   活動予定 

   11/16  千葉県ネット運営委員会（千葉市中央福祉保健センター15 階） 

   21 年 1 月 23 日 2020 年度活動報告会（千葉市中央福祉保健センター15 階） 

活動報告 

   10/19 千葉県ネット秋季研修 会場 23 名、Zoom5 名 

   船橋ネット（代理 濱口） 

   活動予定 

   ・11/11 定例会（中央公民館） 

   ・11/15 坪井公民館講座（避難所運営） 

   ・11/25 横芝光町社協防災講座 

   ・11/29 船橋市総合防災訓練 

   活動報告 

   ・10/10 定例会（東部公民館） 

   ・防災リーダー基礎講コース（柏県民プラザ） 

   ・10/24、25 第 10 回船橋市災害救援ボランティア講座（船橋市役所） 

   横浜ネット（一政） 

   DIG 関連 

   10/22 西湘高校 3 クラス実施 

   10/26、11/2 高浜高校 8 クラスを 2 日間に分け、グループ人数を少なくして実施 

   11/18 清陵高校 福祉課程生徒向けの講座中 2 コマを DIG 

   補足：教員 5 年研修が中止となり、教材提供（SL ネット成果物の為、有償にて提供） 

   湘南ネット（葉木） 

   10/30 湘南ネット勉強会「り災証明」について 講師 天寺常務理事 

   課題提起：①避難所での 3 密対策と工夫 

        ②避難所での検温の役割は誰が担うのか 

        ③在宅避難者の安否確認の際、マスク以外（フェイスシールド等）は必須か？ 
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【次回の開催日】 
  2020 年 12 月 10 日(木)13 時 30 分～運営委員会（Zoom） 
  2020 年 12 月 11 日(金)13 時 30 分～理事会（九段事務所） 
 それぞれ開催日程が異なっております。ご注意ください。 
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2020 年 11 月の事業報告と今後の予定（10.9→11.5） 
（11 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） 

                                         

はじめに この間の主な出来事と成果(私的解説) 

１、新型コロナウィルス感染症の状況 第二波への備えを 

  欧米で感染爆発の第２波襲来欧州各国でロックダウン 

２、パンデミックを災害と位置づけ、マルチリスク対応へ 

３、政治 

  米大統領選挙投票日 11/3→バイデン候補当選 

      

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) 

               

 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，９都県市は震度 4 以上）なし 

イ 火山等 （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） 

     伊豆諸島南部 大雨特別警報 10/10 

          12 年ぶりの台風本土上陸ゼロか 

海外 ア 地震(USGC 発表、日付 UTC、原則 Mw7 以上か犠牲者多数) 

 日 時         発生地             Ｍ   深 さ     死者 

    10/19 20:54  アラスカ州沖    7.6  35.4 

        10/30  11:51    ギリシャ（エーゲ海）7.0  21.0   100 人 ３日 

トルコ・イスミル 

 イ 火山等   

ウ 気象災害  

パンデミック（Covid19 感染症） 11.5 

日本 感染者数 105,079 人 死者数 1,806 人 20:30 

      世界 感染者数 4809 万人 死者数 122 万人  16:00 

 1-3  防災行政等の動き 

       ア  政府 （防災担当） 

         イ 自治体 

ウ 東日本大震災  

     ・10/30 [復興庁]避難・転居者数 4 万 2685 前月比－157 人 10/12 現在  

   エ  防災訓練等   集合訓練の多くが中止に   

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 

    ア TV  [NHK スペシャル等]  

    11/3 日本テレビ ザ！世界仰天ニュース 伊賀崎 SL  2003 年９月 

    イ  新聞他      
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2-1  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 

         対面講座の一部再開 

  ア ＳＬ 講座 10,989 人  公認講座 2,816 人 10/26  

イ 本部主催のＳＬ養成事業 

 ・船橋市講座 10/24-25  

ウ 大学等受託のＳＬ養成事業  

・[講座]中止または延期 

エ 団体の研修等への協力(主なもの)  

 ・JBU 講座 東京 10/24-25 

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  

 ア 感染症予防ガウン制作と募金活動     

   募金目標は超過達成と対応 

 イ オンラインイベント 

第 4 回災害時の住環境・生活環境 EXPO 2020  災害非常食セミナー 10/13      

    2-2  総合防災事業 

   A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業） 

     ・緊急地震速報シェイクアウト 11/5   

集合型訓練ではないので中止になっていない自治体が多い。 

   ☆ネット環境で対応できる事業として再注目     

  B、防災教育推進事業(普及協会等) 

  ア チャレンジプラン・内閣府共催事業 

    新型コロナ禍の防災教育、新たなまなび、続けるまなびのチャレンジ    

イ 防災教育事業 

ウ 学校・団体等防災教育推進事業 

C、防災調査研究事業  

・安全教育学会年次大会 10/10-11 オンライン開催 

   

３、総務広報等  

   通常号 10 月発行 

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 

１１月６日運営委員会(Zoom 会議) 議事次第 

2020 年 11 月 6 日（金）Zoom 入室 13:15 開始 13:30～16:00 

（運営委員メンバー:濱田・一政・片桐<欠>・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:澤野委員⾧・天寺・濱口） 

 

進行役:事務局 天寺  会議録:事務局 濱口 

1. 出席メンバーから一言挨拶（音声確認もかねて） 

2. 濱田代表挨拶 

3. 災害救援ボランティア推進委員会活動報告 澤野委員⾧ 

 配付①澤野委員⾧_防災事業報告 2020.11.6  

 

4. 報告・議案など 

4.1.1. 「感染症予防ガウン製作」について（理事 MTG 報告）  

★寄付金報告 

 合計金額:114 万 3828 円 

 （内訳: 一般:67 件・50 万 6828 円  SL:105 件・63 万 7000 円） 

 →寄付金の残余を「災害対応積立金」へ積み立てることへの同意書の送付 

★費用 

50 万 1127 円（材料費・工具費・荷造運搬費・印刷費・消耗品費） 

4.1.2. 一般寄付金報告（2020 年） 

10/25 現在 合計金額:172,800 円(＋3,000 円) 件数:26 件(＋1 件)  

→災害対応積立金と SL 活動金へ。 

 

4.1.3. 住環境・生活環境 EXPO の開催について（報告） 

10/13（火）にオンライン EXPO を開催 

…「食の防災 【ZOOM で体験講座】 非常用炊出袋を使った災害食をつくろう」を担当。京王プラザホテル

会場にて、Zoom を通じて非常用炊出袋の紹介を行う（35 分間）。YouYube でも配信。三澤・天寺で

担当。 

…別途、SL 企画として「オンライン・災害食講座」を 11 月 26 日（木）午前に実施する。 

 →参加者１３名（一般３名 SL１０名）11/５時点 ／定員 20 名 

 

4.1.4. 受託事業関係について 

 千葉県防災研修事業受託事業 地域防災リーダー基礎コース 

10/17 住民が参加しやすい防災訓練の企画（船橋ネット） 

11/7  高層マンションの防災講座【地震・風水害編】（濱田 SL） 

 神奈川県教育委員会 DIG 事業（一政） 

10/22 神奈川県立西湘高校 3 クラス 

10/26,11/2 神奈川県立高浜高校  
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4.1.5. 地域ネットから報告 

 防災談話室＠mansion （木村 SL） 

１１月１１日（水）18:00～Zoom 開催。 

内容:町会/自治会での「防災訓練の工夫」（船橋市・平田 SL 講師） 

 千葉県ネット報告（岡部 SL） 

 配付②_千葉県ネット報告（岡部 SL） 

 船橋ネット報告（濱口代読） 

 配付③_船橋ネット_R2 事業実績・予定 10.9 

1. 埼玉ネット報告（若笠 SL） 

 配付④_埼玉県ネット_R2.１０月 活動報告 

 配付⑤_埼玉県ネット報告_新聞切り抜き（画像ファイル） 

2. 湘南ネット（葉木 SL） 

10/30 勉強会(り災証明について・天寺担当) 

 

4.1.6. 資料提供・話題提供 

 令和２年度防災啓発中央研修会開催（消防防災科学センター主催）11/19,20 

 配付⑥_令和２年度防災啓発中央研修会開催要領 

 

5. 次回予定 

12 月 10 日（木）13:30～運営委員会 Zoom 

※12 月 11 日（金）13:30～理事会（九段） 

   

 ★第 8 回 SL 社員総会日程:2021 年 3 月 27 日（土） 

会場と Zoom の併用で開催を予定。 

以上 


