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令和 3 年 7 月 2 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(7 月期)～Zoom 会議～ 

 

【出席者】(敬称略) 

濱田、石丸、一政、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. 濱田代表理事 挨拶 

 コロナの感染拡大が心配である。五輪を控えてワクチン接種に取り組んできたが、最も大

事なワクチンの供給が追い付かない状況でこの国の危機管理のもろさが露見している。 

 SL の方は、比較的早く接種が終えているが、若い人たちへの接種が進まなければ、また、

効果が薄い「緊急事態宣言」になってしまう。このことは私たちの活動にも影響を及ぼすこ

とになるので非常に心配だ。とにかく注意を払って活動に取り組んでいただきたい。 

   

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 6 月 26 日（土）13:30～16:00 オンライン SL 全体研修 2021 

      テーマ「自分が被災者になったら？！ 生活再建制度を学ぼう」 

       講師：静岡県弁護士 永野 海 先生 

    参加者：48 名 

   個人ワークだけでなく、事務所から画面共有でワークショップを展示しながら実施。 

  ③ SL の心得 

    前回の委員会での意見から修正し、再度意見だしを行った。 

    出席全委員から了解を得て、近日ホームページで SL 会員や外部へ通知する。 

     

4. 地域ネットから報告 

   東京ネット（三澤、畑） 

   活動予定 

   ・7/10 10:30～Zoom 開催予定 

   埼玉県ネット（若笠、髙木） 

   活動予定 

   ・7/8  防災士会との共同打合せ 

   ・7/17 定例会 Zoom 実施予定 

   ・川口市で自主防災組織が動き始めており、参加していく（髙木）  
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   活動報告 

   ・6/16 災害写真展見学 HUG 体験会への参加 春日部市 

   ・6/29 避難所開設訓練 春日部公民館 

   千葉県ネット（代理：濱口） 

   活動予定 

・7/19 千葉県ネット運営委員会 Q ぼーる 九都県市合同防災訓練、秋季研修 

   船橋ネット（代理：濱口） 

   活動予定 

   ・7/10～7/24  地域防災リーダー研修（各地区公民館）計 10 回 

   ・8/28、29    SL 講座 

   西湘ネット（石丸） 

   活動予定 

   ・7/3 大地震 その時あなたはどうする？ワークショップ 

      活動報告 

   ・6/5 防災サロン 避難生活を考えるワークショップ 

   横浜ネット（一政） 

   活動予定 

   ・7/14 後藤 SL 防災談話室講師 横浜会員へ通知する 

   ・7/18 柳島野外訓練打合せ 県民サポートセンターコラボスタジオ 

   ・マッチングシステム意見交換 

        →畑委員の会社で開発→SL 活動としてではなくメンバーの意見を聞きたい。 

     日程再調整、対象：横浜ネット、運営委員 

   活動報告  

   (DIG 事業)  

   ・6/8,9 県教育委員会 DIG(防災教育担当教員) 

       YouTube を見て課題提出としたがそれができない教員は善行で研修実施 

       169 校中 21 校の教員が参加 

       Chrome ブックを使用した研修で今後生徒にも配布されるためそれを使用した。 

   ・6/17 茅ヶ崎北陵高校 Google Meet を使用して実施 講師：水島、FT：一政、山本 

       7 教室の様子を見ながら指導。進捗や理解度などが肌感覚で感じられないのが欠点 

   川崎ネット（佐藤） 

   活動予定 

   ・7/6  市社協ボランティア団体部会 

   ・7/12 川崎ネット定例会 Zoom 

      ・7/14 県教委・学校安全総合支援会議 Zoom 

      ・7/30 高津チャレンジボランティア体験会 市立中央支援学校 

   ・8/4  県教委・学校安全総合支援会議 西湘高校 

      活動報告 

   ・6/10 中原区ボラ連協 定例会 中原区社協 
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   ・6/12 災害時のトイレ対応研修 宮前区社協 佐藤、植田 

  SL ネットの活動紹介も行うことができた。 

   ・6/14 川崎ネット定例会 Zoom 実施予定 

   ・6/20 高津区どんなもんじゃ祭 関係者のみ実施も含め今年度は中止となった。 

   ・6/23 高津チャレボラ企画会議 高津区社協 

 

    湘南ネット（葉木） 

   活動報告 

   ・6/18 杉原英和氏講演会 Zoom 

   ・6/28 湘南ネット会員へ災害情報のメーリスを送付 

   座間ネット（濱田） 

   活動予定 

   ・7/17 県央相模原講座（7/17、18、31 の 3 日間対面を予定） 

   ・8/2,3,5 児童ホーム防災事業 シェイクアウト、消火体験、なまずの学校 or クロスロード 

   その他 

   ・日本郵政からの助成 7/11 に説明会参加 

   ・NPO 手続きについて 

    ⇒10/1 で目途が立つ。9 月中旬に認証、登記予定。 

   ・来期から事業を協働から委託として依頼したいと市危機管理課から要望 

 

【次回の開催日】 
  2021 年 9 月 3 日(金)10 時 00 分～理事ミーティング(Zoom) 
  2021 年 9 月 3 日(金)13 時 30 分～運営委員会（Zoom） 
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2021 年 7 月の事業報告と今後の予定（6.4→7.1） 
（7 月 2 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、政府のパンデミック対策 

    根拠なき楽観的かつ緩めの対策の問題点 

     ①感染症対応の医療体制の構築が進まないなかでの感染爆発→医療がひっ迫 

         ②中途半端な緊急事態宣言がズルズル続いている→対策の効果への疑問 

     ③肝心なワクチン接種が大幅に遅れてしまった 

     ④最悪の状況と環境のもとでのオリンピック開催の懸念     

 デルタ株による「第 5 波」への懸念 

  東京都  6/21 から 7/11 まで、まん延防止重点措置に移行 

２、地域に根ざしたボランティア活動の成果 

 我孫子 SL ネットワーク 市民の防災事例集 

https://abikosks.org/topics/kids-youth 

坂内 SL と市原市長の対談 広報いちはら（令和 3 年 6 月分） 

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60acb21ae0587b4cf73b35b0 

専修大学（126 人応募） 

  https://www.senshu-u.ac.jp/news/nid00013584.html  6/3 

３、重要性が増す気候変動対策 

政府の事実上の政策転換 

   地球温暖化対策推進法改正案成立 5/26  

   G7  英国コーンウォール 6/11-13 

    梅雨後半の出水期 

     令和 2 年 7 月豪雨 7/3-4 熊本県 

    梅雨明けの猛暑    

０、パンデミック（Covid-19 感染症）  

   ア、感染状況 

日本 感染者数 79 万 9801 人 死者数 14784 人  6/30 2359 

75 万 2419 人 死者数 13274 人  6/02 2359 

世界 感染者数 01 憶 8220 万人 死者数 394 万人  7/01  1700 

01 憶 7154 万人 死者数 368 万人 6/03  1400 

   イ、ワクチン接種回数（累計） 6/3→7/1 更新       

     中国   12 億 5734 万回   10 憶 0489 万回    

    アメリカ 03 億 2515 万回  03 億 1711 万回   伸び鈍化  

    インド  03 億 2742 万回  02 億 7090 万回     

     ブラジル   9827 万回    8647 万回      

    イギリス    7730 万回    7376 万回     伸び鈍化     

    ドイツ    7375 万回    7376 万回      伸び鈍化    

       日 本    4350 万回    28880 万回       
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１、防災とボランティアをめぐる状況 

    国内外で災害が少なかった 6 月 

  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，⒐都県市は震度 4 以上）   

     00/00 

イ 火山 （気象庁発表での噴火速報等）  

  6/3  雲仙・普賢岳大火砕流 30 年   

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象） 

エ 大火     

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) 

日 時           発生地                     Ｍ    深 さ   死者 

00/00 1804(0204)               

イ 火山等   

  00/00     

 ウ 気象災害  

  06/28 北米太平洋沿岸 熱波 バンクーバー東方〈ﾘｯﾄﾝ〉47.9℃ 観測史上最高記録   

 1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府 

     新型コロナウイルス感染症対策（避難所） 

6/10 避難所の運営と新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る対応について 

http://www.bousai.go.jp/pdf/corona_vaccine.pdf 

6/16 災害対策新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練 

ガイドライン（第３版）について  

http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/corona_hinanjo03.pdf 

     気象庁 6/14「顕著な大雨に関する情報」等の提供開始時刻について 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2106/14a/20210614_kenchona_teikyoukaishijikoku.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 4 万 0128 人前月比－119 人 06/09 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)  

   

1-5  注目すべきメディアと書籍等 

    ア TV  [NHK スペシャル等]     

      BS1 スペシャル「“津波洪水”の脅威 豪雨激甚化にどう備える」 6/20 

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 

          大学講座の再開 

  ア ＳＬ 講座 11,138 人  公認講座 2,816 人 5/24  青学終了 

イ 本部主催のＳＬ養成事業 

  ・神奈川・県央相模原講座 7/17-18-31 

  ・船橋市講座 8/28-29   

  ・首都圏オンライン講座 8/21-22  

ウ 大学等受託のＳＬ養成事業  

・明治大学   オンライン 5/29 

・専修大学（126 人応募） 

     https://www.senshu-u.ac.jp/news/nid00013584.html    6/3  

・法政大学  

 ・大東文化大学 ※地域連携方式講座 

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 

  SL 全体研修 2021 自分が被災者になったら？生活再建支援制度を学ぼう 6/26 

     講師 永野 海 弁護士  

我孫子 SL ネットワーク 市民の防災事例集 

https://abikosks.org/topics/kids-youth 

広報いちはら（令和 3 年 6 月分） 

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60acb21ae0587b4cf73b35b0 

    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     

   イ 防災教育事業 

防災教育普及協会総会 6/12 

防災クイズ＆ゲーム Day2021 オンライン 7/11 

   ウ 学校・団体等防災教育推進事業 

     エ 委託事業         

C、防災調査研究事業 

  首都圏レジリエンス P デ活シンポ 7/2 

    パンデミック等研究会 水災害対策 池内幸司 東大教授 6/28 

３、総務広報等  

   通常号 6 月発行 
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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 

７⽉２⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第 
2021 年７⽉２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(⽋)・岡部・⽊村・佐藤・⽯丸・葉⽊・⾼⽊・三澤・畑） 
（事務局メンバー︓澤野委員⻑・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 澤野委員⻑ 

 配付①澤野委員⻑_防災事業報告 2021.7.2 
 
3. 報告・議案など 
3.1.1. 6 ⽉ 26 ⽇（⼟） 13:30〜16:00 オンライン SL 全体研修 2021 

テーマ︓「「⾃分が被災者になったら︖︕ ⽣活再建制度を学ぼう」 
     → 被災者カードを使って、⽣活再建制度を学ぶ 
講師︓静岡県弁護⼠ 永野 海 先⽣ 
参加者︓48 名 

 
3.1.2. コロナ禍での SL の災害ボランティア活動⽅針について 

 配付②_コロナ禍でのＳＬの災害ボランティア活動⽅針について（案） 
 

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 7/14（⽔）第 22 回実施報告（⽊村 SL） 

内容︓『新型コロナウイルス感染症から⾝を守る ー⼿洗い・マスク〜ワクチンまで』 
講師︓後藤浩志（横浜 SL) 

 東京都ネット報告（三澤 SL）（畑 SL） 
次回︓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」 

 埼⽟県ネット報告（若笠 SL） 
 配付③_埼⽟県ネット R3 年６⽉ 活動報告 

 千葉県ネット報告 

 船橋ネット報告（⽚桐 SL）代読濱⼝ 
 配付④_船橋ネット R3.7 事業予定 
 配付⑤_市原ネット_2021 年 5〜6 ⽉活動報告 

0. 神奈川県ネット・⻄湘ネット（⽯丸 SL） 

1. 横浜ネット（⼀政 SL） 
 配付⑥_横浜ネット 6 ⽉活動報告 
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2. 配付川﨑ネット（佐藤 SL） 
 配付⑦_川崎ネット_21.06 ⽉ 活動報告 

3. 湘南ネット（葉⽊ SL） 
 配付⑧_湘南ネット_令和 3 年 7 ⽉活動状況 

 県央ネット（濱⽥ SL） 
 
★資料提供・話題提供 

 
 

5. 次回予定 
8 ⽉休会・9 ⽉３⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom 

   
 以上 

 


