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令和 2 年 8 月 7 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(8 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、高木、葉木、畑、三澤、若笠 

オブザーバー：監事 山内 

事務局：天寺、濱口  

澤野推進委員会委員長 

 

1. 濱田代表 挨拶 

 エリアによってコロナ感染者が増加している。そんな中でコロナ禍での避難所開設のシミ

ュレーションでは避難所の収容人数は通常の 1/3 程度となった。現在車避難も入れた形で第 1

弾の避難所マニュアル改訂を考案中。 

 様々な予定が中止となる中で SL 座間講座は来年 2 月実施を予定。また、ガウン製作を 

スタートし、平日 20 着、土日で 40 着ほどを作成し徐々に精度が上がってきている。 

作成拠点としてまず座間市内の防災倉庫へ 275 着の備蓄を完了した。 

 

   メンバーの一言挨拶はオブザーバーとして SL ネットワーク監事の山内 SL が参加。 

 

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 

巻末添付_「運営委員会議事」を参照 

 

4.  報告・議案 

  ① 寄付金報告 

       2020 年＝金額  153,800 円 件数 22 件（8/5 振込記録まで） 

    災害対応積立金と SL 活動金として使用。 

 

  ② 「感染症予防ガウン製作のための寄付金活動」について 

   巻末添付_「感染症予防ガウン募金活動の募集要項」を参照 

   SL 向けの告知については NewsLetter122 号(臨時号)に要項と払込用紙を同封。 

   寄付金額 133,000 円 件数 16 件（8/7 振込記録まで） 

    

   作成拠点の経過報告 

   1）座間製作所（濱田代表） 

     議事録_濱田代表 挨拶に記載の通り。 
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   2）柏製作所（古池理事欠席のため天寺常務理事が代理報告） 

      SL の事業として製作を行いながらも柏市の古池理事所属の西山防災会メンバーを 

         中心に製作を開始。 

     SL からも製作協力を求める為、千葉県、埼玉県の SL に限定して NewsLetter122 号に 

     参加表明票を同封。隣市の我孫子ネットの SL から協力の連絡が入っている。 

 

   3）フェイスシールド担当（若笠 SL） 

      埼玉県ネット 600 個、市原ネット 400 個の計 1,000 枚を作成中。埼玉については 8 月 

         7 日時点で 300 枚完成。でき次第座間、柏製作所へ送りガウンとセットにする。 

      ガウンと比較してもフェイスシールドのコストが高く次回発注は透明性など品質を 

      考慮の上、コスト削減を行うべきかとの意見がでた。 

 

 ③ 九都県市合同防災訓練について（報告） 

   1）埼玉県会場（川口市・幹事会場） 

     実施日：11 月 1 日（日）9:00～12:30 

     場所：川口 SKIP シティ 

     コロナウイルス感染症拡大の影響で訓練は公的機関のみが行い、周辺の自治会等は 

    参加人数を制限して実施予定。中止もありうるとのことで埼玉県ネットとしては参加 

    しない（できない）方向にある。 

 

   2）千葉県会場（野田市） 

     実施日：11 月 1 日（日） 

     場所：江戸川河川敷運動公園広場（主会場 10:00～） 

        総合福祉会館（災害 VC 設置運営訓練 13:00～） 

 

   3）神奈川ビックレスキュー（中止） 

  

 ④ 地域ネットから報告 

   千葉県ネット（岡部 SL） 

   7/14 千葉県ネット運営委員会（きぼーる） 

   →久々の開催となり、九都県市、秋季研修を中心とした話し合いを行った。 

   10/19 千葉県ネット秋季研修 

   →きぼーるで実施予定。当日は会場とオンラインの同時開催を予定している。 

    内容は Google ストリートビューを使用した DIG の実施方法を予定 

    

   東京ネット（畑 SL） 

   くまモンバッジ支援の継続とバッジにあわせて企業とのコラボでヘッドライトの 

   セットも検討している。 

   

    湘南ネット（葉木 SL） 

   巻末添付_「SL 湘南ネット 活動報告」を参照。 
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 ⑤  情報提供 

台風による停電災害調査報告・冊子（木村 SL）  

   「令和元年房総半島台風等 マンション停電災害状況調査報告書」 

  一社)千葉県マンション管理士会 HP（資料 URL） 

  https://www.chiba-mankan.jp/doc/2020_chousa.pdf 

 
【次回の開催日】  

2020 年 9 月 4 日(金) 13 時 30 分～運営委員会 
開催方法：Zoom 会議 
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2020 年 7 月の事業報告と今後の予定（7.2→8.6） 
（8 月 7 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) 

   社会経済活動の再開への試練 

   夏の暑さで感染拡大が弱まるとの予想は外れる。 

  これからのキーワードは「社会機能の維持」 

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)         

 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） 

         その１ 千葉、茨城での地震の増加 

・07/09  06：05 茨城県南部  M4.7  45 ㎞  

     その２ 岐阜県飛騨地方、長野県中部（県境）での地震多発 

    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）   

     ・令和 2 年 7 月豪雨（7 月 3 日から 31 日まで） 

      人的被害   全 国 死者 85 名 不明４名 

内）熊本県 死者 65 名 不明 2 名  

        球磨川氾濫、最上川氾濫、長雨、但し台風発生はなし。 

   エ 熱中症 

    ・警戒アラート 試験運用開始                            

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 

    ・07/22 1244  アラスカ州ペリービル 7.8   28 ㎞ 

   イ 火山等     

    ・07/2５ 中米グアテマラのパカヤ山噴火  

     ウ 気象災害    

     ・07/24 [新華社]中国の大洪水 

江西、安徽、湖北など 27 省・自治区・直轄市で  
延べ 4552 万 3 千人被災、死者・行方不明者 142 人。        

   エ その他        

    ・07/27[新華社] 中国雲南省 イナゴの大群が侵入 

1-3  防災行政等の動き 

       ア  政府  

    （防災担当） 

    ・7/27 避難勧告廃止、避難指示に１本化方針固める   

（気象庁・環境省） 

・6 月 令和 2 年防災白書 

    イ 自治体 
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ウ 東日本大震災  

     ・4/28 [復興庁]避難・転居者数 4 万 4346 人前月比－2332 人 4/09 発表なし。 

   エ  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) 

   地域限定での募集の限界  

   

1-5  注目すべきメディアと書籍等 

    ア TV  [NHK スペシャル等]  

      ・放送大学 講師 林春男 毎週金午後 9 時 コミュニティがつなぐ安全・安心  

    イ  新聞他      

2-1  社会貢献活動：災害ボランティア 

   ※7 月までの行事がほぼ中止に     

     A、災害ボランティアリーダー養成事業 

  ア ＳＬ 講座 10,970 人  公認講座 2,774 人 5/25  

イ 本部主催のＳＬ養成事業 

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)   ・ 

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     

    2-2  総合防災事業 

   A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業） 

    ネットを中心とした訓練な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 

   ・7/20 実行委員会   

イ 防災教育事業 

 ・7/5 防災ゲーム＆クイズ企画のネット開催  

ウ 学校・団体等防災教育推進事業 

C、防災研究事業    

３、広報等  

   8 月号発行 臨時号 

４、総務関係 

   推進委員会定期委員会（持ち回り） 7/8 

    人事 総合防災部長 天寺 防災教育部長 宮崎 事務局長 仁藤 7/15 

 

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 

 

感染症予防ガウン製作のための募金活動 募集要項 

 

 

１．目的 

公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク（以下、公社 SL ネット）は、各地域ネットワーク

とともに、新型コロナウィルス感染症（以下、COVID-19）の第２波、第３波の流行に備えて「感染症

予防ガウン」などを製作し配付する活動を展開します。 

これは、COVID-19 の感染拡大が終息しない中において、各地の避難所、災害ボランティアセンタ

ーで活動するスタッフや受け入れ業務に携わる行政職員、運営委員並びに災害救援活動ボランティア

等が安心して活動に臨めるよう予防に努める活動です。 

本募金は、その製作にあたる費用（材料費・資機材費・運搬費・管理費等）を募るものです。 

 

 

２．方法 

 （地域ネットワーク）に「感染症予防活動委員会」を設置し、「感染症予防ガウン製作寄付金募集活

動」の名称で下記のとおり募金活動を行います。 

① 募集期間 

第 1 次募集期間＝７月２０日から９月３０日の約３か月間 

② 募集総額 

募集の目標金額は５０万円とします。 

製作予定枚数は、３，０００着を計画しています。 

③ 募集対象・方法 

各地域ネットワークのホームページや地域組織を通じて広報周知します。 

併せて、公社 SL ネットのホームページや Facebook 等でも広報周知します。 

また関係する機関への広報の協力依頼をします。 

④ 取りまとめ窓口および運営諸経費 

本件の取りまとめ窓口は、公社 SL ネット事務局とし、口座は下記のとおりです。 

また、寄付金額の内、１５％は本企画の事務諸経費として公社）SL ネットの運営に充てます。 

寄付者には、公社 SL ネット事務局から確定申告時の所得控除申請をするための寄付証明書を発

行します。 

【振込先口座】 

金融機関名  ゆうちょ銀行    

口座番号    10160-60899471 

加入者名   社）ＳＬ災害ボランティアネットワーク 

※他行からの振込の場合は、 

店名（店番）： ０１８ ／ 預金種目：普通 ／ 口座番号：６０８９９４７  

⑤ 結果報告 

収支報告は 2020 年 10 月末までに公社 SL ネットのホームページなどを通じて行います。 

収支報告と合わせて、寄付者へ寄付証明書を郵送します。 
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⑥ 作業拠点 

感染症予防ガウンの作業拠点を置いて、その場所に製作に必要な資機材を購入配備し、ボランテ

ィアの力を結集して制作します。 

製作された感染症予防ガウンは、まずは製作した市町村の避難所、社会福祉協議会災害ボランテ

ィアセンターの備蓄品として提供します。余裕があれば、依頼に応じて介護事業所（要配慮者収

容拠点等）や自治会・自主防災会等に頒布する予定です。 

本製作物は、あくまでも手作りによる予防ガウンのため「医療機関」への配布は考えておりませ

ん。 

 

３．問い合わせ先 

＜製作・配付＞ 

 （地域ネットワーク名称）（代表者名） 

（住所・連絡先） 

 

＜寄付金提唱・管理＞ 

 公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク 

 住所：東京都千代田区九段北 1-15-2 九段坂パークビル３階 

URL：https://www.sl-saigai.com/ 

以上 
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ＳＬ湘南ネット 活動報告 

        2020/8/6 葉木 

 

１．今年度は、対面による勉強会は避けて、メール、郵送により、その時点でのトピック

スを取り上げることとし、その第１回として、伊藤ＳＬまとめで、 

①  新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営に係わる考え方（神奈川県） 

②  避難する上での心構えとして、別紙（コロナ時の避難対策）内閣府防災担当発

行 

③   台風・豪雨時に備えて、ハザードマップと一緒に「避難行動判定フロー」の確

認を 

④  高齢者や障害者等の避難について（内閣府、消防庁） 

 についての資料を、SL湘南ネット全会員に送付した。 

 

２．役員間で、7/23(木) ZOOM会議を試行した 

直前に接続テストを行ったが、当日、接続でトラブったが、役員の近況報告、感染症

ガウンの紹介などを行った。 

行政によっては、避難所に、感染症ガウンを予め備える所もあること。 

次回（時期は未定）は、天寺さんから、「り災証明の勉強会」を実施してみる予定。 

 

３．その他 

感染症下での、従来のやり方に捕らわれない防災訓練方法、研修のあり方の、手順

の確立ができないかと考えている。 
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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 

８⽉７⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第 
2020 年８⽉７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・古池・若笠・岡部・⽊村・佐藤・⽯丸・葉⽊・⾼⽊・三澤・畑） 
（オブザーバー︓監事 ⼭内）（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. 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 

タウンニュース記事 
https://www.townnews.co.jp/0402/2020/07/24/535686.html?fbclid=IwAR3DaLP4pJx4Jy6UdqN8B

95W7N6daflsVcTJgUXSCz7sTlwkD9UlAfCDZ1U 

 
3. 災害救援ボランティア推進委員会活動報告 澤野委員⻑ 

 配付①澤野委員⻑_防災事業報告 2020.８.７  
 
4. 報告・議案など 

4.1.1. 寄付⾦報告（2020 年） 
⾦額 153,800 円 件数︓２２件 （8/5 振込記録まで） 
→災害対応積⽴⾦と SL 活動⾦へ。 

 
4.1.2. 「感染防⽌ガウン製作のための寄付⾦活動」について  
 配付②_感染症予防ガウン募⾦活動の募集要項 
 配付②_寄附⾦申込書（感染症予防ガウン） 

・感染症予防ガウンの SL 向け告知開始（NewsLetter 臨時号・チラシ・払込⽤紙同封） 
 
★経過報告１=座間作業場所（濱⽥代表） 
 配付③_20200804CCF 神奈川新聞 ZSVN 

★経過報告２＝柏作業場所（天寺代理） 
8/6 柏市⻄⼭ふるさと会館にてビニールシート 4 本と不織布の最初の切り出し（180×120）作業
を開始。⻄⼭防災会のメンバーで対応。 
細かい作業などは、柏社協・沼南社会福祉センターで⾏う。NewsLetter に SL 向け参加表明票を
同封した。我孫⼦ SL などから協⼒連絡ありとのこと。 

★経過報告３＝フェイスシールド担当（若笠 SL） 
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4.1.3. 九都県市合同防災訓練について（報告） 

１）埼⽟県会場（川⼝市・幹事会場）…⾼⽊ SL から 
実施⽇︓11 ⽉ 1 ⽇（⽇）9:00〜12:30 
場所︓川⼝ SKIP シティ 
 

２）千葉県会場（野⽥市）…⽚桐 SL から 
実施⽇︓11 ⽉ 1 ⽇（⽇）  
場所︓江⼾川河川敷運動広場（主会場 10:00〜） 

総合福祉会館（災害 VC 設置運営訓練 13:00〜）←SL はこちらに参加 
 

３）神奈川県ビックレスキュー（10/18）は中⽌ 
 
 

4.1.4. 地域ネットから報告 
 配付④_202008ＳＬ湘南ネット活動報告（葉⽊ SL から） 
 
 

4.1.5. 資料提供・話題提供 
 配付⑤_台⾵による停電災害調査報告・冊⼦（⽊村 SL から） 
 
 
 

5. 次回予定 
９⽉４⽇（⾦）運営委員会 13︓30〜16︓00 Zoom 会議 

  9 ⽉ 4 ⽇（⾦）理事会 10:00〜12:00（予定）・・・九都県市千葉県会場第 2 回全体会議と重なる 
 

以上 

 


