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令和 3 年 4 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(4 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. 濱田代表理事 挨拶 

  第 8 回社員総会も無事開催され滞りなく終えることができた。大阪や兵庫、宮城で感染者 

 が増加し、まん延防止等重点措置が適用されることになった。私も宮城へ行く予定を組んで 

 いたが現状は未定となった。東京も 2 週間後どうなっていくか不安であるが、これをどう乗 

 り越えていくかが重要である。 

  SL ネットの活動としても Zoom など Web コンテンツを育てていく必要があり、with コロナ 

 後も Web を使用したものが増えることからしっかりと固めていきながら活動をしていきたい。 

 

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 第 8 回定時社員総会の報告 

   会場出席 19 名、Zoom 出席 36 名、委任状提出 350 件、総議決権数 405 件 

�  ハガキで Zoom 参加の連絡があったものの、Zoom 事前登録なし、当日参加なし 3 名 

� Zoom 事前登録制は、事務局としては氏名の確認がしやすく、対応しやすかった 

� 次年度以降も Zoom 参加を出席と認める方向 

 【改善点/提案】 

   ・決議の際、オンラインでは Zoom の投票機能を使用したが、締切を運営で区切りを 

     入れる。 

  ・オンラインからの質問は挙手だけではなく声を出してもらう方法も取り入れる。 

② 2021 年活動予定 

  事務局から SL ネット本部行事、各地域行事、推進委員会事業の確認を行った。 

  特記として SL 全体研修は 6/26 で検討中。テーマについて意見交換を行った。 

③ 4 月 29 日（木・祝）オンライン講演会を企画。詳細は調整中。 

  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。近日、会員向けに情報を公開する。 
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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 

   ・東京ネット発足に向けて準備を行う。コロナ禍で集まったりすることは現状難しく 

    東京メンバーに声かけを行い、情報提供からスタートさせていきたい。 

   その他 

    東京防災ガールが「防災教育と災害伝承の日」に賛同（三澤） 

   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 

   ・3/13 定例会 Zoom 実施（5 名参加、内初参加 1 名） 

   ・3/14 そなえパークの日 100 円防災グッズ出展 海浜幕張公園 

   ・3/21 彩の国会議 県地域防災計画が変更され彩の国会議が明記された。 

   千葉県ネット（岡部） 

   活動予定 

   ・5/15 春季合同研修 詳細打合せ中 会場とオンライン併用を検討 

活動報告 

・3/22 県ネット運営委員会 Q ぼーる 

流山ネット（岡部） 

活動予定 

・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 

活動報告 

・3/21 VC リーダーフォローアップ研修 Zoom 参加 流山社協 染谷氏(埼玉 SL)担当 

   船橋ネット（片桐） 

   液体ミルク備蓄について 

   市の広報誌に市内の避難所に液体ミルクを備蓄すると記載があり、市へ質問を行った。 

   明治のらくらくミルクを市内 150 の避難所に備蓄を徐々に行い、今後半年ごとに増やして 

   いく計画。 

   避難所運営委員会への説明が必要なため、保健局へ備蓄・周知について相談を行う。 

   神奈川県ネット（一政） 

   活動予定 

   ・柳島訓練 10 月頃実施予定 早めに各ネット代表と打合せを実施。 

   西湘ネット（石丸） 

   活動予定 

   ・5~6 月 防災マップ作り 秦野公民館 これまで公民館使用ができなかったがようやく 

        再開となり従来の半分の人数で実施を予定 

   ・6 月    避難所生活を考えるワークショップ 
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   横浜ネット（一政） 

   活動予定 

   ・4/21 ギャザリング委員会 

   ・4 月 KSVN 理事会 3/23 に各団体紹介を提出 

   ・5 月 運営委員会実施予定 

   （畑 SL） 

     地元自治会での活動経験から SL 活動をする中でぜひ地域に入り込み、担い手となって 

    ほしい。SL、地域での活動を連動していくことが大切。 

   川崎ネット（佐藤） 

   活動予定 

   ・4/12 川崎ネット総会 対面での実施を予定 エポック中原 

   ・4/13 高津どんなもんじゃ祭実行委員会 高津区会議室 

   ・4/15 川崎市ボランティア団体部会 今後の方針について 川崎市社協 

   活動報告 

   ・3/8  定例会 Zoom 実施 

   ・3/18 川崎市防災ボランティアネットワーク会議 Zoom 実施  

        ⇒市民活動センターが解散し市社協が引き継ぎ 

        行政+社協+市民活動センターの 3 者協議で成り立っていたが、解散により 

        今後については現状不透明。SL に今後力になってほしいと声がかかっている。 

    湘南ネット（葉木） 

   地元の藤沢市が 3 月末に「津波災害警戒区域」に指定された。 

   それにより地形ごとに津波の高さの基準水位がわけられる。 

   問題⇒土地利用に関する規制 例）不動産説明義務 不動産価値の低下 

   伊豆市も同様に指定されているがまちづくり（防災）＋観光で売り込みを行い、 

   工夫されている。 

   座間ネット（濱田） 

   活動予定 

   ・5 月下旬～6 月上旬 厚木社協研修 前回途中で終了のため 2回目を実施予定 

   活動報告 

   ・3/6 座間市、社協と避難所のテント張り導線検討会 面積は従来の 1/2 となった。 

    他、協働事業の体験型の防災カフェが中止となりその予算は備蓄品を購入し防災倉庫へ 

    同じく児童ホーム事業は活動が止まってしまい、予算を市へ返金した。 

    

     第 20 回防災談話室＠mansion（木村） 

      巻末添付_「防災談話室＠mansion 開催報告書」を参照 

      次回は 5 月 12 日(水) Zoom 実施予定。テーマ未定（募集中） 

 

【次回の開催日】 
  2021 年 5 月 7 日(金)13 時 30 分～運営委員会（Zoom） 
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2021 年 4 月の事業報告と今後の予定（3.5→4.1） 
（4 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、パンデミックの状況 

     緊急事態宣言 首都圏で解除 3/21   

     「第４波」への懸念 

     まん延防止等重点措置 宮城、大阪、兵庫 4/1 期間 4/5 から 5/5 まで 

      料飲業、宿泊、旅行業への打撃は深刻。 

２、防災教育と災害伝承の日の提唱  

  記者発表 2021.3.13  仙台 

 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月に菅首相訪米にむけて 

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) 

     ア 東日本大震災 10 年  

           

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） 

    03/20  18:09   宮城県沖 6.9  59 ㎞  ５強  

    ※女川原発近くの海底が震源 

イ 火山等 （気象庁発表での噴火速報等）  噴火速報なし    

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象） 

  東京でも黄砂を 10 年ぶりに観測 3/30  

エ パンデミック（Covid-19 感染症） 3/31 

日本 感染者数 47 万 5168 人 死者数 9,176 人 （除くクルーズ船）3/31  

      世界 感染者数 1 億 2882 万人   死者数 281 万人         4/1 14 時  

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 

冒頭記載分は省略 

イ 火山等   

    アイスランド・レイキャビック近郊火山噴火 3/19 

 ウ 気象災害  

  オーストラリア南東部「100 年に一度」（州首相）の水害 3/21  

  

 

 

 



5 
 

1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府 （防災担当） 

    政府（内閣官房国土強靭化推進本部） 

防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策 2020/12/11 閣議決定 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/5kanenkasokuka/index.html 

  事前防災・複合災害ＷＧ 第３回 3/5 

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

   ナショナル・レジリエンス懇談会 59 回 3/26     

 文部科学省地震調査研究推進本部（略称：推本） 

  全国地震動予測地図 2020 年版 3/26 地震調査委員会 委員長 平田直   

https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2020/  

   気象庁 

   防災気象情報の伝え方に関する検討会 第 9 回 3/15 

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

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 

 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/arikata/20210106_arikata.html 

「危険度分布」の愛称は「キキクル」に決定 3/17 

イ 自治体 

選挙情報 千葉県知事に熊谷俊人氏、千葉市長に神谷俊一氏当選 3/21  

ウ 東日本大震災の避難者数  

【復興庁】避難・転居者数 4 万 0988 人前月比－253 人 3/10 現在  

エ 防災教育と災害伝承の日制定提唱  

仙台での記者発表 3/13 

   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]  

      2/28  2030 年 未来への分岐点⑶「プラスチック汚染の脅威 大量消費社会の限界」 

東日本大震災から 10 年 

2/26 宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」 

3/06 津波避難 何が生死を分けたのか 

3/07 ドラマ 「星影のワルツ」 

3/08 イナサ～風寄せる大地 １６年の記録～ 

3/09 私と故郷と原発事故 

3/10 徹底検証“除染マネー” 

3/11 定点映像 10 年の記録～100 か所のカメラが映した“復興”～ 

3/13 大震災と子どもたちの 10 年 いま言葉にできること 

3/14 廃炉への道 2021「原発事故 10 年の軌跡」 

他に過去放送選の再放送 

    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 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]専修大学、法政大学   

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 年次総会 3/27        

    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(普及協会等) 

   ア チャレンジプラン・内閣府共催事業 

    最終実行委員会 3/08 

   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」地震編 公開 3/4 

     想定外の多数アクセス 

C、防災調査研究事業  

３、総務広報等  

   通常号 2 月発行 

以上 
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・・SL 防災談話室＠mansion・・ 
《第２０回開催 報告》 

 

１．〈参加者〉 市野・平田・岡部・小田部・・・三澤・片岡・伊藤・一政・ 

        木村・石丸・鈴木・池田・・・・山本・橋本・沓澤・後藤・ 

                         （写真・平田様提供） 

２．日時：令和 3 年 ３月 10 日（水） １８：００～２０：００ ：ZOOM 対応 

３．講師：小田部 SL（川崎） 

４．テーマ：講師地元・川崎市に於ける避難所運営訓練とコロナ対策について・・・ 

  （１）避難所の運営 

・避難所の基本規則    ・避難所の定義 

     ・指定緊急避難場所    ・幸区防災マップ 

     ・運営に関わる組織 

  （２）台風 19 号避難所 

  （３）コロナウィルス禍の避難所 

＊終了後質疑：ペット問題を含めて、活発な意見交換を行う。 

    講師の実体験を含めた具体的な解説で、非常に参考になりました。小田部さま 

お疲れ様でした。 

５．次回予定日：5 月 12 日（水）１８；００～ 

  ※ テーマは現在募集中です。是非積極的な申出をお待ち致します。  

連絡先；090-4003-5023/ k-ma88@nifty.com〈世話人；木村孝〉 
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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 

４⽉２⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第 
2021 年４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・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 2021.4.2 
 配付②_マスコミ報道まとめ 3.21 
 配付③_NHKK ⼆宮解説委員記事  

 
3. 報告・議案など 
3.1.1. 第 8 回定時社員総会の報告 

会場出席 19 名、Zoom 出席 36 名、委任状提出 350 件、総議決権数 405 件 
 ハガキで Zoom 参加の連絡があったものの、Zoom 事前登録なし、当⽇参加なし 3 名 
 Zoom 事前登録制は、事務局としては⽒名の確認がしやすく、対応しやすかった 
 次年度以降も Zoom 参加を出席と認める⽅向 
 

3.1.2. 2021 年活動予定（4/2ver） 
3.1.2.1. 配付④_◆2021 年間計画_0402v  

 
 
3.1.3. 4 ⽉ 29 ⽇（⽊・祝）オンライン講演会を企画。 

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 

 
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 3/10（⽔）第 20 回開催報告（⽊村 SL） 
 配付⑤_防災談話室 210310 開催報告 

「講師地元・川崎市に於ける避難所運営訓練とコロナ対策について」 
 

 東京都ネット報告（三澤 SL） 
 
 埼⽟県ネット報告（若笠 SL）（⾼⽊ SL） 
 配付⑥_埼⽟_R3_3 ⽉ 活動報告 
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 千葉県ネット報告（岡部 SL） 
 配付⑦_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） 

1. 神奈川県ネット・⻄湘ネット（⽯丸 SL） 

2. 横浜ネット（⼀政 SL） 

3. 川﨑ネット（佐藤 SL） 

4. 湘南ネット（葉⽊ SL） 

 県央ネット（濱⽥ SL） 

 
★資料提供・話題提供 

 
 

5. 次回予定 
5 ⽉ 7 ⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom 

   
 以上 

 


