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令和 3 年 5 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(5 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、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 

  東京都など、緊急事態宣言が 5 月末まで延長される予定（5/7 時点） 

    感染者数も増えてきていることから引き続き気をつけてほしい。 

 

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 2021 年 SL ネット参加者数の報告 

  入金者数 573 名、正会員数 614 名（4 月 27 日時点） 

  入金者数は昨年同月比-3 名、現状も入金あり 

② 4 月 29 日（木・祝）オンライン講演会開催 

  テーマ：「イザというとき人はどうなる」－緊急事態の心理学― 

  講師：関東学院大学社会学部現代社会学科 細田聡 先生 

  Zoom を利用して実施。Zoom 登録 75 名、当日参加者 58 名 

  Zoom を利用した初めての講演会を実施。 

  SL 限定の講演会でありその情報はメールで得たものが殆どで、アンケートから 

  ホームページや FaceBook での公式ページの存在が未だ周知不足ということがわかった。 

③ 5 月 29 日（土）10:30～12:00 オンライン研修会 

  テーマ：「心肺蘇生法ガイドライン 2020 を学ぼう」 

  講師：日本ファーストエイドソサイエティ 代表 岡野谷純 先生 

  詳細はホームページ、ニュースレター126 号を参照 

  ⇒心肺蘇生法ガイドラインが 5 年ぶりに変更されました。 

④ 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 

    詳細はホームページ、ニュースレター126 号を参照、申込は後日開始。 

  ⑤ 5 月 12 日（水）18:00～20:00 防災談話室＠mansion（Zoom） 

       テーマ「マンション管理適正化法」 

    講師：木村 孝 SL 

    申込は世話人の木村 孝 SL まで（ホームページ、ニュースレター126 号記載） 
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4. 地域ネットから報告 

   東京ネット（三澤、畑） 

   活動予定 

   ・5/22 11:00～12:30 東京ネットオンライン初顔合わせ 

    東京ネット発足に伴うメンバー顔合わせを Zoom で実施 

    畑 SL による報告も実施予定 

   埼玉県ネット（若笠、髙木） 

   活動予定 

   ・5/29 定例会 対面で実施を予定 

   活動報告 

   ・4/29 定例会 Zoom 実施（5 名参加） 

   ・SL 缶バッジ制作（100 円グッズを使用・髙木） 

   千葉県ネット（岡部） 

   活動予定 

   ・5/15 13:30～15:30 春季合同研修 会場とオンライン併用開催 

・7/19 千葉県ネット運営委員会 Q ぼーる 

流山ネット（岡部） 

活動予定 

・6/19 マイタイムライン作成勉強会 平和台 2・3 丁目自治会館 市危機管理課協賛 

活動報告 

・4/11 出前講座、ハンドブック、自治会情報交換会 流山防災まちづくりプロジェクト 

   船橋ネット（片桐） 

   活動予定 

   ・5/8 定例会 初歩からやる DIG（昨年入会者向け） 

   ・7 月以降 地域防災リーダー研修（各地区公民館） 

   西湘ネット（石丸） 

   活動予定 

   ・5/8  防災マップ作り 秦野公民館 

   ・5/11 防災倉庫見学 

   ・5/29 気象災害を知ろう 秦野市主催 

   横浜ネット（一政） 

   活動報告 

   ・4/27 災害食レシピ集を使った炊出し袋訓練 

   ・5/1  横浜ネット全大会 Zoom 12 名参加 

       ⇒ネット会員の活動状況の報告 

   (DIG 事業)  

    １）城郷高校       実施の方向で調整中 

    ２）茅ヶ崎北陵高校     5 月中旬打合せ 

    ３）平塚市立大野中学校 特別学級で実施した旨連絡あり 
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   川崎ネット（佐藤） 

   活動予定 

   ・5/8  中原区ボラ連協 総会 対面実施予定 中原区社協 

   ・5/17 川崎ネット定例会 Zoom 実施予定 

   ・5/18 高津区どんなもんじゃ祭運営委員会 高津区区役所 

   ・6～7 月 高津区こども防災教室（防災クイズ） 

      活動報告 

   ・4/8  中原区ボラ連協 定例会 中原区社協 

   ・4/12 川崎ネット総会 Zoom 実施 6 名出席 

   ・4/13 高津どんなもんじゃ祭実行委員会 今年度実施方向 区役所で開催予定 

   ・4/15 川崎市ボランティア団体部会 中止⇒11 月に再開することとなる 

    湘南ネット（葉木） 

   活動予定（計画段階） 

   ・杉原英和氏講演会 

   ・コロナ禍での避難所運営について 

   いずれも Zoom を使用して開催をしたい 

   活動報告 

   ・藤沢市避難所運営委員会へ災害時避難についての問題点を提出と打合せ 

    ⇒寝たきりの人の対応について 

   座間ネット（濱田） 

   活動予定 

   ・6/5  厚木社協研修 前回途中で終了のため 2 回目を実施予定 

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

   ・今夏 市協働事業 自動ホームマニュアル作成 

   ・今夏 防災教室の実施 

   ・NPO 手続きについて 

    ⇒コロナ禍の影響もあり、先申請者から遅れている状況 10 月頃に決定か 

 

【次回の開催日】 
  2021 年 6 月 4 日(金)10 時 00 分～理事ミーティング(Zoom) 
  2021 年 6 月 4 日(金)13 時 30 分～運営委員会（Zoom） 
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2021 年 5 月の事業報告と今後の予定（4.2→5.6） 
（5 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 私的解説 

１、政府のパンデミック対策 

    明日の東京が今の大阪、明日の日本が今のインドは時間の問題。 

根拠なき楽観的な政策でワクチン接種が大幅に遅れている。 

SL ネットの役割が重要に 

緊急事態宣言 「第４波」への懸念が現実に  

      4/25 から 5/11 まで、5/31 まで延長か 大阪、兵庫、京都、東京  

      新たに愛知、福岡を追加  

     まん延防止等重点措置（実施区域）  

4/5 から 5/5 まで 宮城、大阪、兵庫の実施区域 

4/12 から 5/5 まで 京都、沖縄の実施区域  

4/12 から 5/11 まで 東京の実施区域 

4/20 から 5/11 まで 埼玉、千葉、神奈川、愛知の実施区域 

4/21 愛媛県が適用申請 

新たに北海道、岐阜、三重を追加       

２、防災教育と災害伝承の日の提唱  

 東日本大震災 10 年で求められていること  

国内の主要な防災研究機関の賛同を得る。 

全国からの賛同の声と広がりと今後  

３、気候変動対策の推進 

政府の事実上の政策転換 

気候変動対策推進のための有識者会議  3/31 発足 4/19 

      日米首脳会談 4/16 

    米国主催気候変動サミット（4 月 22 日の「地球の日」） 

     菅首相は Co2 の 46％の削減目標を表明 

４、コロナ禍を契機とする避難所のあり方の見直し提言を 

   濱田代表が前々から提言しているとおり、コロナ禍を契機として 

   避難所のあり方、とく集合住宅が増えるなかで、「在宅避難支援 

センター」を作る必要が出てきているのではないか。 

０、パンデミック（Covid-19 感染症）  

   ア、感染状況 

日本 感染者数 61 万 3552 人 死者数 10,487 人 （除くクルーズ船）5/4 2015  

       世界 感染者数 1 億 5352 万人   死者数 321 万人      5/4 2200 

      イ、ワクチン接種回数（累計） 

     中国   2 億 8963 万回 

     アメリカ 2 億 4957 万回  

     インド  1 億 5993 万回   

     イギリス    5123 万回 

         ブラジル   4619 万回 
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     ドイツ    3260 万回 

     日 本     387 万回  

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) 

     政府 原発処理水の海洋放出方針決定 4/13  

       熊本地震 5年 4/14          

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）   

     5/1 1027 宮城県沖 M6.8 深さ 51 ㎞ 震度 5強  

イ 火山 （気象庁発表での噴火速報等）   

4/25 桜島 0109  

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象） 

エ 大火 

  4/1 島根県松江市島根町   

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 

イ 火山等   

  4/7  インドネシア・レンバタ島の火山噴火  

    4/9 カリブ海のセントビンセント島の火山噴火 

 ウ 気象災害  

  4/6 インドネシアと東ティモールの豪雨 死者 157 人以上 

 1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府  

     災害対策基本法等の一部改正案 3/5 閣議決定 

       http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/r3taisaku.html   

     避難指示への１本化、福祉避難所 

 内閣官房国土強靭化推進本部 

  事前防災・複合災害ＷＧ 第３回 4/12 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/resilience/jizen_fukugou_wg/dai3/gijisidai.html 

 現行の避難所を被災者支援拠点に転換の意見 

   気象庁 

   防災気象情報の伝え方に関する検討会 第 10 回 4/19 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/tsutaekata/tsutaekata_kentoukai.html 

 「線状降水帯情報」 

洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会 第２回 3/18 

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 0331 人前月比－657 人 4/09 現在  

エ 防災教育と災害伝承の日制定提唱  

4/14 よびかけ人会議 

   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)   
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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 

          対面講座の一部再開 

  ア ＳＬ 講座 11,115 人  公認講座 2,816 人 3/19  

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]   

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  

       

   

    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 

   ウ 学校・団体等防災教育推進事業 

     エ 委託事業 

      YAHOO!きっず「ちょボットの防災ランド」風水害編 

     

C、防災調査研究事業 

  イギリス政府への説明  

   防災科研からの依頼  

３、総務広報等  

   通常号 4 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 

５⽉７⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第 
2021 年５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） 
（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 2021.5.7 
 
3. 報告・議案など 
3.1.1. 2021 年 SL ネット参加者数の報告 
 配付②_社団参加者数⼀覧_20210427(天寺・仁藤・濵⼝含む).pdf 
 

3.1.2. 4 ⽉ 29 ⽇（⽊・祝）13:30〜16:00 オンライン SL 防災講演会。 
テーマ︓ 「イザというとき⼈はどうなる」 ―緊急事態の⼼理学― 
講師︓関東学院⼤学社会学部現代社会学科 細⽥聡 先⽣ 
Zoom 登録 75 名 当⽇参加者 58 名 

 配付③_アンケート結果_SL 防災講演会 
3.1.3. 5 ⽉ 29 ⽇（⼟）10:30〜12:00 オンライン SL 防災研修会 

テーマ︓「⼼肺蘇⽣法ガイドライン 2020 を学ぼう」 
講師︓⽇本ファーストエイドソサイエティ 代表 岡野⾕純 先⽣ 

3.1.4. 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 

 
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 5/12（⽔）第 21 回開催予定（⽊村 SL） 

内容︓「マンション管理適正化法の改正について」 講師︓⽊村 SL 
 東京都ネット報告（三澤 SL）（畑 SL） 

5/22（⼟）11:00〜12:30 東京ネット オンライン初顔合わせ・活動紹介 
 埼⽟県ネット報告（若笠 SL）（⾼⽊ SL） 
 配付④_埼⽟_R3_４⽉ 活動報告 
 千葉県ネット報告（岡部 SL） 
 配付⑤_千葉県ネット活動報告及び活動予定 

 
 船橋ネット報告（⽚桐 SL） 
 配付⑥_船橋ネット事業予定 R3.5 
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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）（畑 SL） 
 配付⑦_横浜ネット_SL 横浜ネット全⼤会 
 配付⑧_横浜ネット_炊出袋を使ったレシピ(深⾕⼩) 210424.pdf 

2. 川﨑ネット（佐藤 SL） 
 配付⑨_川崎ネット_2105 ⽉ 活動報告 

3. 湘南ネット（葉⽊ SL） 

 県央ネット（濱⽥ SL） 

 
★資料提供・話題提供 

なし 
 

5. 次回予定 
６⽉４⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom 

   
 以上 

 


