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令和 3 年 9 月 3 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)～Zoom 会議～ 

 

【出席者】(敬称略) 

濱田、石丸、一政、片桐、木村、佐藤、葉木、三澤、若笠 

事務局：天寺、濱口  

澤野 推進委員会委員長 

 

1. 濱田代表理事 挨拶 

 居住の座間市では連日 30 名程のコロナ感染が確認されている。救急も県内から 60km 先の

都内にまで及ぶこともあり医療逼迫が心配だ。 

   座間ネット事業も開催見送りが増えており、11 月に予定していたふるさと祭りも会場が 

  とれない状況で見送りとなった。引き続き感染対策を徹底して活動してほしい。 

 

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_「運営委員会議案」を参照  

① SL ネット新規入会者と寄付金報告 

  ♦新規入会者 

  2021 年 7 月～8 月 22 名（9 月 3 日現在） 

  7 月：県央相模原講座、8 月：オンライン講座、船橋市講座 実施後 

  ♦寄付金 

  2021 年寄付金＝114 件 567,800 円（8 月 17 日現在） 

  ※寄付金募集を開始したのは今期で 4 年目となる。 

   ※税額控除要件：直近 5 年間で 3000 円以上の寄付者が年平均 100 人以上 

 

  ② 休眠預金事業の資金分配団体への応募 

      「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づく、 

       休眠預金事業の資金分配団体へ災害支援【防災・減災】分野に公社 SL ネットと NPO 

       法人 ACOBA とでコンソーシアムを組み応募する。 

    9 月末までに申請を完了し、審査を通過すると正式に来年度から始動。 

 

  ③ 『令和 3 年度安全総合支援事業（学校安全推進体制の構築）に係る推進委員及び学校 

        アドバイザー』に佐藤 SL を選任（神奈川県）。 

    8 月 4 日「第 1 回実践委員会」開催 小田原市酒匂地区西湘高校 

    →文部科学省「学校安全総合支援事業」に基づき、拠点校を中心とした地域全体での 

     学校安全学校安全推進体制を構築し、学校防災の取組の向上を図ることを目的に実 

     施するもの。本委員会は神奈川県教育委員会保健体育課が所轄。 
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    委員会当日は西湘高校 校長、教頭、担当教諭、学校事務 2 名、同窓会会長、PTA 会長、 

    地元 2 自治体会長、近隣の小田原東高校校長が出席。 

    委員会では佐藤 SL から「地域と学校の関係性」について講話を行った後、令和 2 年度 

    の取り組み報告、令和 3 年度の取り組み計画について意見交換を行った。 

 

  ④ 神奈川県立総合教育センターからの受託事業 

    県内の５年目の教員を対象にした DIG 演習（毎年 1 月開催） 

    →昨年度からコロナ禍のため書面開催（DIG 演習で使用する資料提供） 

    本年度も資料提供を行い、現在、一政・葉木・佐藤・山本各 SL と天寺で資料 

    の作成中。 

   

  ⑤ 千葉県災害時における支援活動マニュアルの改訂検討会 

    2019 年台風災害を受け、被災地社協の災害 VC マニュアル、各種帳票等の改訂作業を 

    進めている。令和 3 年度中に完成予定。 

    マニュアルでは県内どこに行っても対応ができるもの、解説や細かい部分について 

    誰でもできる形にすること。 

    本検討会は千葉県社協、片桐 SL、平田 SL、天寺、濱口で担当している。 

 

  ⑥ 九都県市合同防災訓練（予定） 

   ・ 東京都（調整中）・神奈川県（開催中止） ・千葉県 11/6 大網白里市  

      ・埼玉県 11/7 狭山市 横浜市 11/7 西区みなとみらい ・川崎市 11/14 高津区  

   ・相模原市 11/7 緑区,中央区,南区 ・千葉市 8/29 市内指定避難所、10/10 中央区  

   ・さいたま市 11/6 桜区 

 

 ⑦ 防災談話室＠mansion 9/8（水）第 23 回実施概要（木村 SL） 

    内容：『災害時の食物アレルギー』 講師：三澤由美子 SL 

 

4. 地域ネットから報告 

   東京ネット（三澤） 

   活動予定 

   ・9/11 ランチミーティング（Zoom） 

       集まることができない状況から会員同士の親睦を深めるため初企画 

   埼玉県ネット（若笠） 

   活動予定 

   ・9/3 龍 Q 館下見 県ネット企画として検討中 

   ・9/24 定例会 武蔵浦和サウスピア（緊急事態宣言延長の場合はオンライン） 

   ・10 月 首都圏外郭放水路(龍 Q 館・春日部)見学 企画中 

   ・10～11 月 気象庁見学 企画中 
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   千葉県ネット（片桐） 

   活動予定 

・9/17  千葉県ネット運営委員会（Zoom） 

 九都県市合同防災訓練での展示について 

・10/11 千葉県ネット秋季合同研修会（中止） 

 首都圏外郭放水路の見学を検討していたが、コロナ感染状況から発表前に中止を決定。 

   船橋ネット（片桐） 

   活動予定 

    市の施設がコロナ感染者増の理由により閉鎖をしたことにより多くが見送りとなった。 

    定例会、役員会については Zoom で開催する。 

   活動報告 

   ・7/10～24 船橋市地域防災リーダー研修 市内 5 公民館で計 10 回実施 

   ・8/28～29 船橋市災害救援ボランティア養成講座 講師、運営補助 

   市原ネット（代理：片桐） 

   活動報告 

   ・8/1 地区防災計画推進国分寺台小学校区 WS 講師、WS 進行 

   ・8/18 いちはら市民大学講座 生涯学習センター 運営、講師、進行 

   ・8/22 地区防災計画推進有秋小学校区 WS 講師、WS 進行 

   西湘ネット（石丸） 

   活動予定 

   ・10/2 避難所生活について（トイレ）の講話を予定 9 月は中止 

      活動報告 

   ・7/3 大地震 その時あなたはどうする？ワークショップ 台風接近のため中止 

   ・8/7 A3 用紙防災マップ作り ワークショップ 

   横浜ネット（一政） 

   活動報告  

   ・7/18 柳島訓練打合せ（緊急事態宣言延長に場合は中止へ→中止が決定） 

   ・8/8  マッチングシステム説明会 畑 SL 

      ・8/18 逗子市立沼間小学校 教諭への DIG 実施方法の説明 一政 SL 

      ・8/25 横浜清陵高校 DIG 講習打合せ Google Meet を使用して開催予定 

   ・8/26 高浜高校 DIG 講習打合せ Google Meet を使用するか検討 

   川崎ネット（佐藤） 

   活動予定 

   ・9/1～30 ボランティア団体活動展示会 市民活動センター 活動内容や SL について 

   ・9/13  定例会 Zoom 

      ・9/25  新城高校 学校運営協議会 県立新城高校 

   ・9/28  市社協 ボランティア団体部会 川崎市社協 

    湘南ネット（葉木） 

   活動報告 

   巻末添付_「令和 3 年 9 月 SL 湘南ネット 活動状況」を参照 
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   座間ネット（濱田） 

   活動報告 

   ・8 月前 児童ホーム 防災協働事業（３年生以上の児童、職員を対象） 

    →12 ヶ所中 6 ヶ所が完了。残り 6 ヶ所は冬休み時期に調整中。 

    災害ではイメージを持ってもらうことは難しく交通事故、ケンカや怪我を例として 

    毎日を安全に暮らすこと大事にすることを伝える。 

    他、シェイクアウトの実施や職員を対象とした消火訓練を実施。 

   その他 

   ・8/19 ZSVN が神奈川県から NPO 認証を受け、9/1 に設立となった。 

   ・防災科研から依頼のあった「小型地震計」設置 座間市内マンション、戸建が対象 

   ・まちなか防災塾 緊急事態宣言下で休止中。 

 

【次回の開催日】 

  2021 年 10 月 1 日(金)10 時 00 分～理事ミーティング(Zoom) 

  2021 年 10 月 1 日(金)13 時 30 分～運営委員会（Zoom） 
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2021 年 9 月の事業報告と今後の予定（7.2→9.2） 

（9月 3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 私的解説 

 １、感染爆発の状況と危機 

  ⑴新型コロナの状況 

     デルタ株による「第 5 波」への懸念が現実に、感染爆発で局面が変わった。 

        東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議 8/12 

      「災害レベルで感染が猛威を振るう非常事態である。この危機感を現実のものとして 

        皆で共有する必要がある。」 

        都知事会見 「豪雨の被害もコロナの被害も、同じ災害だということです。」8/13  

    ⑵緊急事態宣言等（首都圏） 

      状況 全国に広がっている  

      東京都 7/12→9/12 

      埼玉県、神奈川県、千葉県 8/02→9/12   

    ⑶新型コロナ禍での医療の状況 8/23 

      政策の問題点は患者の多くが入院できない状態を容認していること。 

      8/17 自宅療養者の妊婦の自宅出産と新生児死亡 

      全 国 入院・療養者数 205,577 人 

      東京都 9/1 神奈川県 8/30 

      入院 4,271 人 1,686 人 

      宿泊療養 2,180 人 581 人 

      自宅療養 19,797 人 14,136 人 

      調整中 6,870 人 

    ⑷まとめ 

      現下の危機は、専門家が警鐘する危機的状況を国民が共有できないことにある。 

      危機感が共有できないのは、 

      ①首相がワクチン接種等による楽観的かつ希望的観測を広げたこと。 

      参考）政府は未だに「災害レベル」との表現を公式には使用していない。 

      ②オリンピック開催で「パラレルワールド」を作ったことで、国民に感染対策を徹底 

      することを妨げてしまった。（昨年末の Go to と同じ失敗） 

      参考）三重国体は中止に（9/25～10/5） 

 ２、重要性が増す気候変動対策 

    国内での豪雨と災害 

    梅雨後半の出水期 

      真夏の秋雨前線停滞 

      世界各地での豪雨と熱波 

      8/09 気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）作業部会報告書 

     「約 30 年前から気候変動の専門家は科学的知見に基づいて警鐘を鳴らしてきましたが、社会 

      の大半がそれを認識することなく過ぎてしまい、対策がどんどん遅れてしまいました。」 

      朝日新聞見出し、影響は数千年、人類へ「厳戒警報」 
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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) 

    7/04 東京都議選 自公で過半数獲得ならず 

    8/22 横浜市長選挙 野党系の無名の山中氏圧勝 

    7/23-8/9 東京オリンピック 

    8/24-9/5 東京パラリンピック 

    8/15 海外）アフガニスタン、タリバンがガニ政権崩壊で首都を制圧 

  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，⒐都県市は震度 4 以上）なし  

    イ 火山 （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） 

    7 月 1 日からの大雨による被害状況等 

    ・熱海市伊豆山地区 土石流災害 死者 23 人、不明 3 人 7/3 

    ・大雨特別警報 鹿児島県、宮崎県、熊本県 7/10 

    8 月の大雨による被害状況等 

    ・大雨特別警報 佐賀県、長崎県、福岡県、広島県 8/14 

    ・人的被害 死者 9 人 不明 2 人  

    海外  

    ア 地震(USGC 発表、日付 UTC でかっこ内は現地時間、原則 Mw7 以上か犠牲者多数) 

       各地で大地震が発生、被害ではハイチ地震 

       日 時 発生地 Ｍ 深 さ 死者 

       07/29 06:15 アラスカ州ペリービル 海底 8.2 35 

       08/11 17:46 フィリピン南部パンダギン 海底 7.1 65.6 

       08/12 18:35 サンドイッチ諸島地域 海底 8.1 48.3 

       08/14 12:29 ハイチ・ニップス 陸上 7.2 10 2207 人 8/22  

    イ 火山等 

       インドネシア・シナブン山噴火 07/29 

    ウ 気象災害 

       洪水被害 

       ヨーロッパ中部 7/14 からの大雨、ドイツ西部やベルギーで死者 216 人 当局 7/24 

       2021 年ヨーロッパ洪水 

       中国河南省鄭州市 07/16 からの豪雨 死者 302 人 不明 50 人 地方政府当局 8/02 

       2021 年河南洪水 千年に 1 度の記録的豪雨 

       インド西部豪雨 07/18 からの豪雨 死者 209 人 政府当局 7/28 

       アフガニスタン北東部 07 末からの豪雨 死者 113 人不明 100 人以上 AFP8/02 

       トルコ黒海西部地域 08/12 から続く豪雨 死者 70 人政府当局 8/16 

       山火事・熱波被害 

       アメリカ西海岸、地中海沿岸での熱波と山火事 

       07/26 米国カリフォルニア州 山火事 鎮火せずさらに拡大中 

       07/28 トルコ南部 森林火災 
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       07/31 フィンランド北西部 山火事 50 年間で最大規模 

       08/07 ギリシャ・テッサロニキ 47.1℃ 過去 30 年で最も深刻な熱波 

       08/09 ギリシャ・エビア島 山火事 

       08/10 アルジェリア首都東方のカビール地方 山火事 

       08/11 イタリアシチリア島 48,8℃ 欧州観測史上最高  

       08/12 イタリア 山火事 1 晩で 500 件以上 消防当局 

       08/17 フランス南部バール 山火事 消防当局  

   1-3 防災行政等の動き 

       ア 政府  

       令和 4 年度予算概算要求（内閣府防災担当） 8 月 31 日締切 

       http://www.bousai.go.jp/taisaku/yosan/pdf/r4_yosan_0831.pdf 

       イ 自治体 

       ウ 東日本大震災の避難者数 

      【復興庁】避難・転居者数 3 万 9816 人前月比－131283 人 08/11 現在 

       エ 防災教育と災害伝承の日制定提唱 

       オ 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) 

       8/21 読売 政府が次年度「避難所運営の災害専門ボランティア」育成へ 

       ※5 月末の提言にもとづくもの 

   1-5 注目すべきメディアと書籍等 

       ア TV [NHK スペシャル等]  

       イ 新聞他  

   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 

       主な動向 オンライン講座 大学では実施順調で希望者も多数。 

       一般では関心ある層への広報が課題。 

       地域講座 座間市、船橋市等での地域力 

       成蹊大学講座 

       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 

       休眠預金等活用事業への申請準備  

   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 

       ア チャレンジプラン・内閣府共催事業  

       中間報告会 10/24 

       イ 防災教育事業 

       防災クイズ＆ゲーム Day2021 オンライン 7/11 

       ぼうさい国体 11/6-7 
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       ウ 学校・団体等防災教育推進事業 

       エ 防災教育と災害伝承の日事業  

       C、防災調査研究事業 

          ・防災科研の小型地震計実験への協力 

   ３、総務広報等 

     ・通常号 8 月発行 
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令和 3 年９月 SL 湘南ネット 活動状況 

2021/９/2 葉木 

 

＜津波避難関係＞ 

1． 神奈川県で発生が予想される地震のうち、最大津波として予想される、2000年〜3000

年に１回の相模トラフの（西側モデル）（*1）の地震の津波ハザードマップ（津波災

害警戒区域）[令和 2 年版]が、基準水位（浸水深＋津波の建物等によるせりあがり

高の高さ）（*2）を加えて藤沢市から配布された。 

(*1) 江の島湘南港で、最大 11.5mの津波を、そのとき、鵠沼海岸の海辺は、8.8m 

の津波(最大津波到達時間８分)が予想されています。 

(*2) 

 
 その中に、津波避難所毎の“収容人員”として、津波避難所で使用可能な共用

スペースを、国基準の 0.6m2/人で割った人数を載せている（前回のハザードマ

ップには記載なし）。 

  以前、0.6m2/人だと、人が待っているのに耐えられる広さか、どの位の人

が収容出来るかを実際の津波マンションを使い検証して見ましたが、そのとき

の課題として、 

（１）国基準の、1人 0.6 m2だと、例えば、１人 60cm×1mのスペースしかな

く、 

  一旦座ったら、体勢を変えるのが難しい 

   ➡ これが一番問題 

（２）共用廊下の床に座り込むため、段ボールを敷いたが、それでも痛くなる 

（３）共用廊下は、外部の温度・風の強さの変化をもろに受ける 

（４）避難者どうしは否応無しに密になる 

（５）トイレが無い ➡ 災害時トイレを備蓄可能な津波避難所には、現在備蓄 

済 

（６）現在の津波避難所での滞在は、数時間を前提としており、長引いた場合の 

対応方法は？ 

が挙げられ、その時、市にこれらの課題を申し入れたが、今回は一部を除き反   

映されませんでした。そのため、再度、今回地区の津波説明会時、国基準の収

容基準 0.6m2/人の見直しを、申し入れた。 

➡ 津波避難は時間との闘いなので、コロナ感染症予防対策（消毒薬準備、体

温チェックなど）は行わず、来られた方は全員、津波避難所に入れることとす

る（命最優先）。 
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地域では、上記最大地震の時、基準水位が、最大で 3.7mの箇所(木造家屋の殆ど

が全滅)がある反面、全く来ない個人の家の高台の敷地もあり、この場所も避難

場所にできないか交渉予定です。なお、海岸道路沿いの避難ビル群もあるが、行

楽客（海水浴客）の避難先と想定している。 

 

2． 藤沢市津波訓練を、11月実施予定で、沿岸地域の住民が対象だが、その前提 

想定地震は、上記（*1）である。 

避難距離の目安として、 

 避難距離＝歩行速度×[(津波到達予想時間)―（避難開始時間）] 

     津波到達時間 8分：最大津波到達時間は 1番早い 8分とする 

  歩行速度 1.0m/秒：老人自由速度、群衆歩行速度、地理不案内者歩行速度 

避難開始時間 3分：市町村における津波鄙計画策定方針（消防庁）＝2〜5分 

    この計算で算出すると、60m/分×（8分―3分）＝300m  

自宅から 300m以内にしか避難出来ず、この場合は、浸水区域外への避難は不

可。 

そのため、自宅の基準水位を調査し、津波到達時間が早い場合、遅い場合かによ

り、どこへ避難するか、複数の場所を平常時から考え、実際に歩いて見る必要が

ある。 

 

＜皆さまへの質問＞ 

大災害時、避難所避難者や在宅避難者（車中泊者を含む）に、「避難者カード」を記入し

て貰い、活用することになりますが、 

１）「避難者カード」は、紙ベースのみですか？   

２）在宅避難者（車中泊者を含む）への用紙の配布、記入・提出は、自治会が音頭をとり

行い、世帯毎に避難所に提出するのですか？  

３）提出された「避難者カード」は、避難所で、PCを使い入力していきますか？ 

その場合の電気はどこから調達しますか（大地震時は､インフラが使えないと思いま

すので）？ 

あるいは、地区センター等自家発電できる所に持って行き（その場合は、避難所では

手元にデータがない状態となりますが？）、PC入力しますか？ 
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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 

９月３日運営委員会(Zoom 会議) 議事次第 

2021 年９月３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(欠)・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. 濱田代表挨拶 

2. 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 2021.9.3 

 

3. 報告・議案など 

3.1.1. 新規入会者、寄付金の報告 

◆2021 年７～８月 22 名入会 

内訳：座間講座認定者 15 名（座間市 4 名、大磯町 3 名、愛川町 3 名、藤沢市 1 名、厚木

市 1 名、三浦市 1 名、横浜市 1 名、山梨県 1 名）、船橋講座認定者 6 名（船橋市 4 名、印

西市 1 名、葉山町 1 名）、5 年ぶり復活入会 1 名 

◆2021 寄付金＝114 件 567,800 円（8/17 現在） 

※寄付金募集を開始したのは今期で 4 年目となる。 

※税額控除要件：直近 5 年間で 3000 円以上の寄付者が年平均 100 人以上 

3.1.2. 休眠預金事業の資金分配団体への応募 

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づく、休眠預金事

業の資金分配団体へ災害支援【防災・減災】分野に公社 SL ネットと NPO 法人 ACOBA とでコンソー

シアムを組み応募することになった。 

3.1.3. 『令和 3 年度安全総合支援事業（学校安全推進体制の構築）に係る推進委員 

及び学校アドバイザー』に佐藤 SL を選任。 

➢ 配付②_第 1 回実践委員会報告 0804_小田原市酒匂地区西湘高校（佐藤 SL） 

・・・文部科学省「学校安全総合支援事業」に基づき、拠点校を中心とした地域全体での学校安全学

校安全推進体制を構築し、学校防災の取組の向上を図ることを目的に実施するもの。 

神奈川県教育委員会保健体育課が所管 

3.1.4. 神奈川県立総合教育センターからの受託事業 

例年 1 月に行っている 5 年目の教員を対象に DIG 演習を行っているが、昨年度からコロナ禍のため書面

開催となり、当会からは、DIG 演習で使用する資料提供を行っている。本年度も資料提供を行い、現在、

一政・葉木・佐藤・山本各 SL と天寺で資料の作成を行っている。 

3.1.5. 千葉県災害時における支援活動マニュアルの改訂検討会 

2019 年台風災害を受け、被災地社協の災害 VC マニュアル、各種帳票等の改訂作業を進めている。令

和 3 年度中に完成予定。 

千葉県社協、片桐 SL、平田 SL、天寺、濱口で担当している。 

3.1.6. 九都県市合同防災訓練（予定） 

東京都（調整中）・神奈川県（開催中止） ・千葉県 11/6 大網白里市 ・埼玉県 11/7 狭山市 

横浜市 11/7 西区みなとみらい ・川崎市 11/14 高津区 ・相模原市 11/7 緑区,中央区,南区 
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千葉市 8/29 市内指定避難所、10/10 中央区 ・さいたま市 11/6 桜区 

 

4. 各委員からの報告（地域ネット報告も兼ねて参加者からひと言ずつ報告） 

⚫ 防災談話室＠mansion 9/8（水）第 23 回実施報告（木村 SL） 

内容：『災害時の食物アレルギー』 

避難所における食事の提供には、常にアレルギーの問題を避けられません。三澤 SL に詳しく解説をして

頂きます。食物エネルギーとは何か、病状と原因食物、アナフィラキシーの対応方法、災害時のアレルギ

ー患者の困りごと等々、について 

講師：三澤 由美子（東京ＳＬ) 

⚫ 東京都ネット報告（三澤 SL）（畑 SL） 

7/10 10:30～Zoom 「メンバーの意見交流と東京ネットの今後の活動について」 参加者 8 名 

次回：9/11 10:30～Zoom 「地域活動で困っていることなど情報交換」ランチミーティングの予定 

⚫ 埼玉県ネット報告（若笠 SL） 

➢ 配付③_埼玉県ネット R3 年８月 活動報告 

⚫ 千葉県ネット報告 

⚫ 船橋ネット報告（片桐 SL） 

➢ 配付④_船橋ネット R3.8～9 事業予定 

➢ 配付⑤_市原ネット_2021 年 7 月活動報告 

1. 神奈川県ネット・西湘ネット（石丸 SL） 

2. 横浜ネット（一政 SL） 

3. 配付川﨑ネット（佐藤 SL） 

➢ 配付⑥_川崎ネット_21.09 月 活動報告 

4. 湘南ネット（葉木 SL） 

➢ 配付⑦_湘南ネット_令和 3 年 9 月活動状況 

⚫ 県央ネット（濱田 SL） 

・防災科研より小型ネットワーク地震計の設置依頼。 

 

★資料提供・話題提供 

話題提供_政府が「災害専門ボランティア」育成へ…避難所運営の専門家、被災地へ派遣 

話題提供_内閣府_防災教育・周知啓発 WG 災害 VT 提言 

話題提供_専門 V の分類と役割（案） 

 

 

5. 次回予定 

10 月 1 日（金）13:30～運営委員会 Zoom                             以上 

 


