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令和 3 年 2 月 5 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(2 月期)～Zoom 会議～ 

 

【出席者】(敬称略) 

濱田、石丸、一政、岡部、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 

  緊急事態宣言延長によりイベント等の予定が変更されてきている。そんな中、1 月 30 日、31 

 日の２日間で県央相模原講座を実施。開講２週間前にオンラインに切り替え３名が出席。当初 

 は 17 名の参加見込みであったため残念ではあったがオンラインでの環境が整ってきたことから 

 開催に踏み切った。課題はあるものの新しいコンテンツを作り、全国でも実施できるものにし 

 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_「運営委員会議事」を参照 

  ① 2021 年年会費納入状況（1 月 31 日まで） 

    421 件（内、ボランティア保険加入者 205 件） 

    2 月 8 日週に集計したものを名簿化し各ネット代表者からも呼びかけをお願いする。 

    また、2 月ニュースレター発送時に未入金の方へ再度呼びかけの文書を送付する。 

  ② 2020 年活動一覧の確認 

    一部本部で把握できていないイベント、参加人数等をそれぞれ運営委員に確認を行う。 

  ③ 第 8 回定時社員総会について 

     日時：2021 年 3 月 27 日(土)  13:00～16:00 （会場予約済み） 

        会場：市ヶ谷ＴＫＰカンファレンスセンター カンファレンス６E（定員 44 名）及び 

    Zoom によるオンラインのハイブリッド型開催 

       【今後のスケジュール】 

    2/5 理事 MTG（10:00～Zoom） 

        3/2 監査（13:30～九段事務所） 3/5 SL 決算理事会（13:30～九段事務所） 

        3/8 会員へ総会議案発送～（★委任状提出期間）3/25 委任状提出締め切り予定日 

        3/27 第 8 回 SL 社員総会  

   ④ 第 19 回防災談話室＠mansion 

        巻末添付_「防災談話室＠mansion 開催報告書」を参照 

      次回は 3 月 10 日(水) Zoom 実施予定。テーマ「町内会の避難所運営(仮)」小田部 SL 
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5. 地域ネットから報告 

   埼玉県ネット（若笠） 

      使用していた県ネットのメーリスは契約終了と迷惑メールが多いことから終了し新たな 

   メーリングシステム始動。県ネットメンバーに加入を呼びかける。 

   活動予定 

   ・2 月中旬 定例会（Zoom） 

   活動報告 

   ・1/16 春日部市災害 VC 立ち上げ訓練（感染症対策のもと、対面実施） 

   ・1/21 県ネット活動報告会 Zoom 実施 

   ・2/2  Zoom 接続試験 

   千葉県ネット（岡部） 

   活動予定 

   ・2 月活動予定なし 

活動報告 

・1/23 県ネット活動報告会 Zoom 実施 19 名出席 

   船橋ネット（代理報告 天寺） 

   活動予定 

      多くの行事が中止になっている 

   ・2/13 船橋市社協 VC 研修 Zoom 実施 

   ・2/21  避難所防災講座（スポ推） きららホール 避難所でのスポーツ支援 

   ・2/22  四街道市社協 VC 訓練 四街道市社協 収録公開予定 

   活動報告 

   ・1/9 定例会 Zoom 実施 

   横浜ネット（一政） 

   活動報告、活動予定なし 

   ・1/19  城郷高校 DIG 研修（県ネット事業） 

      巻末添付_「2021/1/19 神奈川県立城郷高校 「DIG 座学」講座報告」を参照 

    緊急事態宣言発令のため実施が危ぶまれていたが、学校長より「コロナ禍であっても 

    災害は発生する」という思いから Zoom を使用して個人ワークと座学形式で実施。 

    講師の葉木 SL は各教室のカメラから生徒の様子が見られたが、進捗や反応が見えにくく 

    難しかったとの感想。また個人ワークで実施したが、防災マップを事前に A3 カラーで配 

    布した方がよいと感じた。 

   川崎ネット（佐藤） 

   活動予定 

   ・3/20  川崎市社協 VC 研修会 2/13 から延期 状況によっては来年度へ延期の可能性 

   活動報告 

   ・1/10  定例会 

   ・1/17  日赤研修会 

   ・1/22 新城高校教師向け研修、意見交換 
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    湘南ネット（葉木） 

   活動予定 

   ・3/7   藤沢市シェイクアウト+1 津波危険地域を対象（人口約 10 数万人） 

   活動報告 

   ・SL 湘南ネット約 40 名へ会員向け会報を発送 

   西湘ネット（石丸） 

   活動予定なし 

   活動報告 

   ・1/19 西湘ネット活動報告会 

   座間ネット（濱田） 

   活動予定 

   ・1/8、2/15 児童ホームスタッフ研修（各日午前・午後の計 4回にわけて実施） 

   ・1/13 防災カフェ（4 日間実施）は中止 

   ・1/23 座間市シェイクアウト訓練 

   ・1/30、31、2/6 災害救援ボランティア講座（座間市消防本部）は実施が難しい。 

   ・2/13 SL ネット事業 厚木社協研修（濱田登壇） 

   ・2/14 座間市長、副市長、室長 懇親会（情報共有） 

   ・2/20 座間市避難所運営訓練（職員中心に資機材訓練） 

   ・2/25 SL ネット事業 厚木法人会講演会（濱田登壇）Zoom、会場同時開催 

   ・2/27 県央ネット活動報告会 Zoom 予定 

   活動報告 

   ・12/17 藤沢清流高校講習 レポート回収 

・ 1/23 座間シェイクアウト訓練 ハーモニーホール職員を対象にプラス 1 研修実施 

・ 2/6  座間市避難所用器具を国の補助金で購入(テント 35 張) 

  →栗原小の体育館で通路を考えた設計し検証、マニュアル化、職員研修を行いたい。 

・ 今後 ざま NPO 化は現状動けない、５月頃の申請を目指す。 

・ 1/23 のシェイクアウト報告会は実施せず書面で報告する。 

・ リンクス 身近な防災・災害食を考える 5 つのパートを 10 か月で実施(2 回/月・土日) 

   東京ネット（三澤） 

   ・活動予定 来期からのネットワーク立上げの準備 

    都内セミナーがオンラインで少しずつ始まっている。 

    江戸川区は来年度から大規模水害時の事前避難に、実際に被害が生じなくても、一人当たり

3,000 円/1 日(計 9,000 円)まで補助金支給方針 

 

【次回の開催日】 
  2021 年 3 月 4 日(木)13 時 30 分～決算理事会（九段事務所） 
  2021 年 3 月 5 日(金)13 時 30 分～運営委員会（Zoom） 
 第 8 回 SL 社員総会 2021 年 3 月 27 日(土) 午後 会場、Zoom 併用開催予定。 
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2021 年 2 月の事業報告と今後の予定（1.8→2.4） 
（2 月 5 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 年の初めでの私的解説 

１、パンデミック（新型コロナ感染爆発）のもとでの国内状況 

   緊急事態宣言延長 2/3 3/7 まで 

   特措法改正可決 2/3 13 日施行 

    蔓延防止重点措置が新設 

２、パンデミック（新型コロナ感染爆発）のもとでの海外状況 

  欧米で感染爆発の第２波、変異株 

  米バイデン次期大統領就任 1/20 

   政策の転換 パリ協定への復帰、脱炭素化 

３、公社ＳＬネットの決算をどうみるか 

  コロナ禍での正味財産増加は事業持続の展望を広げた 

            同時にコロナ禍での諸課題も明確になった。    

    

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) 

       阪神・淡路大震災 26 年 1/17          

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）大きな地震なし 

  00/00  00:00   ○○県沖 0.0  00 ㎞  ５弱 

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） 

大雪災害 今年は豪雪の年 

     1 月 7 日からの大雪等による被害状況等について 内閣府 

エ パンデミック（Covid-19 感染症） 1.8→2.4 

日本 感染者数 39 万 8093 人＋13 万 1169 人 死者数 6,092 人 ＋2,233 人  

      世界 感染者数 1 億 390 万人 ＋1720 万人  死者数 227 万人 ＋39 万人 

 

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 

0114 1828  ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・スラウェシ島 6.2  18 ㌔  81 人 (AFP) 

   イ 火山等   

    1/16 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ジャワ島スメル山噴火 

    1/27 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ジャワ島ムラピ山噴火 

ウ 気象災害  

 1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府 （防災担当） 
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防災教育・周知啓発ＷＧ（防災教育チーム）第 2 回 座長 片田敏孝 1/28 

  http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kyoikuWG.html 

  学校教育におけるボランティア活動の位置付け 

 

防災教育・周知啓発ＷＧ（災害ボランティアチーム）第 2 回 座長 栗田暢之 2/1 

  http://www.bousai.go.jp/kaigirep/wg/kyoikuWG_sgteam/kyoikuWG_sgteam.html 

主な論点は避難所等運営でのボランティアの役割と人材育成 

私見：出ては消えるボランティア専門チーム化（プロ化）の流れ 

デジタル・防災技術ワーキンググループ (未来構想チーム) 第１回 座長 安宅和人 1/29 

 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/digitalWG.html 

イ 自治体 

ウ 東日本大震災  

   【復興庁】避難・転居者数 4 万 1781 人前月比－634 人 福島 36,170 人 1/13 現在  

  3 月 11 日で震災 10 年 私たちに何ができるか 

   防災教育と災害伝承の日制定提唱 2/13 

   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) 

   ・令和２年度防災とボランティアの集い 2/6 内閣府 オンライン 

1-5  注目すべきメディアと書籍等 

    ア TV  [NHK スペシャル等]  

    1/9 2030 年 未来への分岐点⑴ 暴走する温暖化脱炭素への挑戦  

    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 10,989 人  公認講座 2,816 人 10/26  

イ 本部主催のＳＬ養成事業 

 ・座間市講座 オンラインに切り替え  

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)  

 ・JBU 講座 上級他 中止 

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 2021 年期の活動開始     

 イ オンラインイベント 
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    2-2  総合防災事業 

   A、シェイクアウト事業 （防災訓練事業） 

     集合型訓練ではない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 

     終報告会 オンライン 2/13   

イ 防災教育事業 

  防災教育フォーラム「東日本大震災の教訓を未来へ」文科省 2/20 

  https://www.mext.go.jp/b_menu/gyouji/detail/mext_00028.html 

ウ 学校・団体等防災教育推進事業 

C、防災調査研究事業  

   

３、総務広報等  

   通常号 2 月発行予定 

                                       以上 
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・・SL 防災談話室＠mansion・・ 
《第１９回開催 報告》 

 
【実施日】２０２１年  １月 １３日（水）  １８：００～２０：００ 

【会 場】ＺＯＯＭ 

【出席者】小田部・鈴木貞・岡部・石丸・野中・片岡・平田・藤岡・山本・橋本・沓澤・ 

     濱口・木村・・ 

【内 容】演題：（１）「2019 年房総半島台風の停電災害調査報告」 

（２）「マンション防災マニュアル作成の心得 

          講師：木村孝 

（１） ・2019 年秋・房総半島へ台風 15 号 19 号が来襲し半島一体が停電した。 

停電被害は、経済界を含め千葉県全体に及んだが、此処ではマンションに絞ってその被災

状況を調査した。 

・突然の停電、たかが停電程度と言うところですが、現場では災害とも言える大きな生活

上   

 の不便を生じた。 

・マンション停電災害調査の教訓 

   個人：①食物 ②水 ③トイレ確保 

   組合：①自家発電機の設置 ②体内／対外との情報網の構築 ③防災訓練の実施 

（２） マンション防災マニュアル作成心得 

   ・多くの場合、マンションの防災マニュアルは上から目線過ぎ又汎用過ぎて素直に読まれな

いこともある。要は現実の自分のマンションに関することを具体的に書くことが必要。 

・マニュアルは災害発生前から発生直後の行動説明が主体ですが、その行動を身につけるに

はスポーツと同じで何回もやって見ないと覚えられない。身に付けるのは防災訓練です 

・災害時の対策は、生きてそして 1 週間のトイレ・水・食料ですが、本当の不安は翌週から

の生活確保になります。 

 

次回：3 月 10 日（水）ＺＯＯＭ：（仮題）町内会の避難所運営（小田部ＳＬ） 

                             世話人・木村孝 
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2021/1/19 神奈川県立城郷高校 「DIG 座学」講座報告 

                                        1/21 1/31 

修正追記 葉木ＳＬ 

 

 

現在、緊急事態宣言が、2/7 まで出されていますが、この中での、DIG 講座を、城郷高校で、1/19 実

施しました。サポート役として、一政ＳＬ，水島ＳＬ，天寺ＳＬ、葉木ＳＬの４人。 

時間；13 時 05 分〜13 時 45 分の 40 分授業 

 

当初は、１年生７クラス（各クラスス 36 人〜38 人）を、各クラス、4人/グループに分かれ、最大 9

グループ/クラスを、リモートにより、DIG 演習を行う予定でしたが、今回、緊急事態宣言下になった

ため、状況が大きく変わり、神奈川県教育委員会からは、授業は、４０分授業（普段は５０分授業）

で、外部関係者との接触は一切禁止、行うとしても、講師がリモートで行う場所は教室とは離れた場

所でーとのことで、実際にどういう形で行うかは、開催日直前の週の 1/15(金)まで固まらず､一時は中

止の案も出ましたが、校長の、コロナ下でも、災害が起きると大変な事態になるので、実施したいと

いう、強いお考えで、以下の状況で実施しました。 

 

  最終的な、実施形態は、 

１） ZOOM では無く、以前も学校で使ったグーグルミートを使い、リモートで行う。 

２） 各教室には、部外者は、立ち入り禁止。廊下で見学することも禁止。 

３） 各教室でのグループ作業は行わない。即ち一方通行の、生徒の顔が見えない状態 

  での座学 

４） 生徒達には、A3 サイズの学校周辺の白地図を渡す。 

５） 教室の両横に、正式に DIG で使う時の、A1 サイズの地図を貼る。 

６） DIG のワーク作業で使う､ペン類、シール類は用意しない。 

７） スマホを持っている生徒は、神奈川区の防災マップを表示させる 

（事前に、グーグルミートの共通フォルダーにダウンロードしておき､その場所を生徒に教えてい

た）。 

８） スマホも持っていない生徒には、紙ベースの神奈川区の防災マップを渡す。 
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＜用意されていた設備は？＞ 

ノート PC（3 台）・資料表示用・資料の、ノート部分表示用（実際には使用せず、資料表示用のみを使

用）・各教室の状況表示用（７クラス全部は、表示できなかった。グーグルミート操作不慣れか？） 

     

＜実施状況＞ 

今回は、質問も無しの一方通行で、リモートで行ったが、冒頭、数画面は、各クラスへ

の資料表示が出来ていないとの連絡があり、中断し、その後続行した。 

実際の演習が出来ないため、重点説明として、生徒各人に渡したＡ３の白地図に学校を

囲む作業は行うこと、また、神奈川区のハザードマップの見方を、スマホ有り（電子媒

体）と、スマホ無しの生徒（紙媒体）の両方に、口頭で丁寧に説明した。 

 

＜感想＞ 

１） ノート PC が、資料表示用と、教室表示用の 2台に分かれていたため、講演者は、教

室の状況がわからずじまいであった。 

その結果、教室の生徒の反応が見られず、非常に難しかった。 

このような状況下では、なかなか、余裕を持って話すことが出来ない。 

それでも、進捗状況を随時、連絡してもらえたのは、非常に助かった。 

２） 生徒がどこまで、理解できたかは？ 

３） 座学で行う必要が有る場合は、 

・学校周辺の白地図を全員に渡し、学校の敷地を囲む作業を行う。 

・電子媒体、紙媒体どちらかのハザードマップが全員見られるようにする。 

・定型化した DIG 資料に、追加で、ハザードマップの見方の解説を記述する。 

  が、最低限必要と感じた。 

４） 資料の説明時、どこの部分を話しているか指示するのには、マウスカーソルでは、

うまくいかない。ただポインターも使えない（グーグルミートの機能にあるのかも知

れないが）ため、工夫が必要と感じた。 

 

＜課題＞ 

今回のように、コロナ下でグループワークが行えないときの、防災教育のやり方はどうして行くか

は、検討課題であるが、今後、学校でも授業に使用される頻度が高くなる、スマホや、タブレット

を使ってのやり方を考えて行く必要があるのでは？ 

 

＜水島 SL の所感＞ 

① リモートによる演習は、今後もあり得ます。 

② 今回、グーグルミートを使用するセッティングは、学校の プロが行っておられました

が、講義室で、発信用（講師）PC 各教室 PC からの受信用の、2台セット、各教室にお

いても、受信用・発信用 2台セットは、素晴らしいセッティングでした。私自身は、こ

のセッティングにつき勉強すべきと反省しました。 
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③ 受講生徒が、どこまで、スマホで打ち出せていたか、不明ですが、今回の生徒に与えた

指示、準備では、本来の DIG の優れたショップ性が生かされていなっかった、のでは、

と思います。先生も、終了後、感想を述べられていたように、「個人ワーク」と言えど

も、「マーキング作業は、実施した方が良かった」と思います。 

④ さすれば、リモートでも、DIG 成果が上がるものと思います。 

⑤ スマホでは、無理がありますので、タブレットが必要です。 

⑥ 大きな成果は、生徒が「スマホで、ハザードマップを見た」ことでしょう。 

⑦ 今回の講義は、時間的に無理がありました。 特に、相手が見えないなかでのワークシ

ョップは、講師に負担が大きいものだった、と思います。 
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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 

２⽉５⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第 
2021 年２⽉５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<⽋>・古池<⽋>・若笠・岡部・ 

⽊村・佐藤・⽯丸・葉⽊・⾼⽊・三澤・畑<⽋>） 
（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 2021.2.5  
 
3. 報告・議案など 
3.1.1. 2021 年年会費納⼊状況報告（濱⼝） 

年会費︓421 件 （内、ボランティア保険希望 205 件）＜1/31 現在＞ 
3.1.2. 2020 年活動⼀覧の確認依頼 
 配付②_2020 年主な活動⼀覧_210205v 

 
4. 第 8 回定時社員総会について 

⽇時︓2021 年 3 ⽉ 27 ⽇（⼟） 時間︓13:00〜16:00 （予約済み） 
会場︓市ヶ⾕ＴＫＰカンファレンスセンター カンファレンス６E・Zoom によるオンラインのハイブリッド型開催 
今後のスケジュール 

2/5 理事 MTG（10:00〜Zoom） 
3/2 監査（13:30〜九段事務所） 3/5 SL 決算理事会（13:30〜九段事務所） 
3/8 会員へ総会議案発送〜（★委任状提出期間）3/25 委任状提出締め切り予定⽇ 
3/27 第 8 回 SL 社員総会  
 

5. 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  1/13（⽔）Zoom 開催の報告（⽊村 SL） 
 配付③_210113 第 19 回ＳＬ防災談話室 開催報告 A 
 埼⽟県ネット報告（若笠 SL）（⾼⽊ SL） 
 配付④_埼⽟_R3_1 ⽉ 活動報告修正版 
 配付⑤_埼⽟_令和 2 年度報告会_会計表付_確定版 
 千葉県ネット報告（岡部 SL） 
 配付⑥_千葉県_210123_活動報告会議事録 
 船橋ネット報告 
 配付⑦_船橋ネット_R2 事業実績・予定 R3.1.4 
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1. 神奈川県ネット・⻄湘ネット（⽯丸 SL） 
・活動報告会 ⽇時︓3 ⽉ 1 ⽇ 19:00〜,場所︓完全オンライン開催,現時点での参加⼈数︖ 

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） 

 配付⑧_20210119 城郷⾼校 DIG 座学講座報告 
 県央ネット（濱⽥ SL） 

 
★資料提供・話題提供 

 
 

6. 次回予定 
３⽉５⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom 
 ※3 ⽉ 4 ⽇（⽊）13:30〜九段事務 決算理事会 

   

 以上 


