
1 
 

令和 3 年 1 月 8 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(1 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、 

古池（途中退席） 

事務局：天寺、濱口  

澤野推進委員会委員長 

 

1. 濱田代表理事、片桐理事、古池理事 挨拶 

新年あけましておめでとうございます。座間市では成人式の中止や予定してしていたネット

の事業も中止になってきている。県央相模原講座も実施が難しいかもしれない。（濱田） 

年末から感染者が増大したことで年が明けてからは今後のイベントの中止やどのように実施

するかの検討がなされている。（片桐、古池理事） 

 

2.  澤野推進委員会委員長 委員会報告（天寺 代理報告） 

  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 一般寄付金報告 

       2020 年＝金額  175,800 円 件数 27 件（年度確定） 

    災害対応積立金と SL 活動金として使用。 

  ② 2020 年 SL 会員加入者数の報告 

       2020 年度会員数（入金有） 602 名、正会員数 686 名 

    年度末会員数が新年度の各都道府県ネットの活動補助金（1 人 120 円）となる。 

  ③ 第 11 次非常用炊出し袋の在庫数(1/8 現在) 

    本部 2c/s と 12 パック、座間 1c/s 弱、船橋 2c/s 弱 

    座間は 10 期までの旧品が 1c/s 在庫あり（購入希望者は濱田代表まで） 

    12 次発注は 4 月頃にその時の在庫をみて検討する。 

  ④ 防災談話室＠mansion 

  巻末添付_「防災談話室＠mansion 開催報告書」を参照 

  1 月 13 日(水)17:40～オンラインで実施。 

  「マンション防災マニュアル作成の心得」講師：木村 孝 SL 

    次回、3 月 10 日(水)18:00～「町内会の避難所運営」小田部 SL 

 

4. 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 
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5. 地域ネットから報告 

   埼玉県ネット（若笠、髙木） 

   活動予定 

   ・1/16 春日部市災害 VC 立ち上げ訓練（中止か？） 

   ・1/21 埼玉県ネット活動報告会（Zoom で実施を検討） 

   ・1/23 鳩ケ谷小、中学校での避難訓練 1/7 に中止が決定。4～5 月実施で検討中。 

   活動報告 

   ・12 月活動報告なし 

   千葉県ネット（岡部） 

   活動予定 

   ・1/23 2020 年度活動報告会 Zoom のみに変更。会員への通知を行う。 

活動報告 

・12 月活動報告なし（委員は活動報告会の準備） 

   船橋ネット（片桐） 

   活動予定 

    2 月以降に職員向けのイベントが多くなっている。 

   ・2/28 北部地区公民館避難所運営訓練 

   ・3/14  西部地区公民館合同親子防災講座 

   ・3/21 消防訓練センターSL 訓練 

   活動報告 

   ・12/12 定例会（Zoom） 

   ・12/17 男女参画防災講座（片桐・平山）水害マイタイムライン 逃げキッド 

   横浜ネット（一政、畑） 

   活動予定 

   21 年計画を立てていく。 

   ・1/10 ギャザリングホームページ掲載（SL の FB、ホームページで告知） 

   ・1/19 城郷高校 DIG 50 分⇒40 分に縮小。グループワークが禁止となったため Zoom で 

       講演を予定。茅ヶ崎も場合によっては同じ方式になるか？ 

   活動報告 

   ・12 月活動報告なし 

   ・予定していた避難所運営訓練は中止。（一政） 

   ・拠点防災訓練 保土ヶ谷区内自治会役員 60 名参加 （畑） 

    ⇒デジタル無線を使用し本部⇔各自治会の情報伝達訓練を行い、避難経路を確認し 

     所定の小学校へ集まる。避難所運営は行政の計画通りに実施することは難しいと実感 

   川崎ネット（佐藤） 

   活動予定 

   ・1/12 災害 VC コーディネート講座オンライン会議（実施について） 

   ・2/13 災害ボランティア養成講座 佐藤 SL 講師、FT2 名で模擬実務 講義予定 

   ・1 月 新城高校防災訓練打合せ（未定）。２月に訓練実施を検討中 

   ・2 月中 社協ボランティア団体部会は活動中止か？ 

                                                                   (→活動報告へ続く) 
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     活動報告 

   ・12 月活動報告なし 

   湘南ネット（葉木） 

   活動予定 

   ・現状決まった行事なし。 

   活動報告 

   湘南ネットは範囲が広く 20 年度は直接顔あわせを行わなかった。災害情報の共有など 

   情報交換を葉木 SL 中心として行った。 

   西湘ネット（石丸） 

   活動予定 

   ・1/19 西湘ネット活動報告会 

   活動報告 

   ・12 月活動報告なし 

   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 

 

【次回の開催日】 
  2021 年 2 月 5 日(金)10 時 00 分～理事ミーティング 
  2021 年 2 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 1 月の事業報告と今後の予定（12.10→1.7） 
（1 月 8 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 

  菅内閣、Go to 停止遅れ、コロナ対策不充分で支持率急落 12 月中旬 

     「桜を見る会」で安倍前首相秘書が略式起訴 12/24 

第３波で１都 3 県に緊急事態宣言 1/7 

私見：経済優先の安倍政治の終焉  

     ３月までに感染が抑えられなければ東京オリンピックはない      

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波襲来、英で感染力の高まった変異種発見 

    私見：変異の怖さと疫病長期化の予兆 

米バイデン次期大統領当選確定 1/6 就任式 1/20 

前代未聞のトランプ支持者の米連邦議会議事堂乱入 1/6 

私見：トランプ時代の終わり 

中国では共産党結党百年 （7/1） 

  香港で進む民主派議員の逮捕 

３、コロナ禍での東日本大震災 10 年 

私見：忘れてはいけないこと、語り継ぐべきこと 

４、防災教育・災害ボランティアに関連した内閣府（防災）の動き 

               私見：権威的「虎の威」のお押し付け手法では地域の共感は得られない。 

            地域に根ざした住民・家庭の協働の活動にこそ未来がある。 

コロナ禍での災害ボランティア活動はどうあるべきかの議論が必要 

    

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)               

 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）     

12/28 02:51   諏訪之瀬島（鹿児島）    

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 

関越道立ち往生 12/16 

     爆弾低気圧による暴風雪 輪島で 39.6ｍ 1/6-7 

     12 年ぶりの台風本土上陸ゼロ 

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   

    12/09 レユニオン島（マダガスカル島の東）のフルネーズ火山噴火 
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 12/22 ハワイ島キラウエア火山噴火 

ウ 気象災害  

エ パンデミック（Covid-19 感染症） 12.8→1.7 

日本 感染者数 266,924 人＋103,982 人 死者数 3,859 人 ＋1,500 人  

      世界 感染者数 8,719 万人 ＋2,024 万人  死者数 188 万人 ＋35 万人 

 1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府 （防災担当） 

第 6 回「防災推進国民会議」 12/14 

防災教育・周知啓発ＷＧ（防災教育チーム）第 1 回 座長 片田敏孝 12/18 

 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 1 回 座長 栗田暢之 12/25 

 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

12/21 

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

「令和元年台風第 19 号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について」12/24 

  座長 鍵屋一 

http://www.bousai.go.jp/pdf/201224_kourei.pdf 

「令和元年台風第 19 号等を踏まえた避難情報及び広域避難等のあり方について」12/24 

 座長 田中淳 

http://www.bousai.go.jp/pdf/201224_kouiki.pdf 

 避難指示指示への１本化 

イ 自治体 

ウ 東日本大震災  

   【復興庁】避難・転居者数 4 万 2415 人前月比－145 人 12/08 現在 

  3 月 11 日で震災 10 年 私たちに何ができるか 

   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) 

    12/21 千葉県知事からの感謝状 

千葉県災害ボランティアセンター連絡会（ＳＬ災害ネット加盟） 

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 
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 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 開講できるか  

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 

    

    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 

     新型コロナ禍の防災教育、新たなまなび、続けるまなびのチャレンジ    

イ 防災教育事業 

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 12 月発行予定 

                                       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 

１⽉８⽇運営委員会(Zoom 会議) 議事次第 
2021 年 1 ⽉ 8 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 2021.1.8  
 
3. 報告・議案など 
3.1.1. ⼀般寄付⾦報告（2020 年） 

合計⾦額︓175,800 円 件数︓27 件 
→災害対応積⽴⾦と SL 活動⾦へ。 

3.1.2. 2020 年 SL 会員加⼊者数の報告 
 配布②_社団参加者数⼀覧_20201217 

3.1.3. ⾮常⽤炊出袋の確認 
事務局在庫 2 箱 12 パック  
他の地域は・・・ 
第 12 次分の発注について 

 
4. 第 8 回定時社員総会について 

⽇時︓2021 年 3 ⽉ 27 ⽇（⼟） 
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 
時間︓13:00〜16:00 （予約済み） 
議案︓  

報告事項① 2020 年（令和２年）事業報告 
第 1 号議案 2020 年（令和２年）決算報告の件 
第 2 号議案 2021 年（令和３年）事業計画の件  
第 3 号議案 2021 年（令和３年）収⽀予算の件  
 配布③_【確定】2021 年収⽀予算書_内訳表_201211 承認 
 配布④_【確定】2021 年度事業計画書_201211 承認 
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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 Zoom 開催（⽊村 SL） 
１⽉１３⽇（⽔）17 時 40 分〜20 時 10 分（Zoom 受付 17:15〜)。 
【テーマ】昨年の「房総半島におけるマンション停電災害調査結果」 
【出⽋】ZOOM のアドレス送付の関係上、出席の事前連絡が必要。出席者には別途 ID・Pass 送信。 
【連絡先】本部事務室 :（ZOOM 対応他）濱⼝ 
     出席連絡先︓⽊村 SL（ k-ma88 @ nifty. com ) 
 埼⽟県ネット報告（若笠 SL）（⾼⽊ SL） 

・活動報告会 ⽇時︓１⽉２１⽇ 14:30〜,場所︓武藏浦和サウスピア８階 
 千葉県ネット報告（岡部 SL） 

・活動報告会 ⽇時︓1 ⽉ 23 ⽇ 14:00〜,場所︓千葉市中央区保健福祉センター・Zoom 併⽤ 
 船橋ネット報告（⽚桐 SL） 
 配付⑤_船橋ネット_R2 事業実績・予定 R3.1.4 

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 

2. 横浜ネット（⼀政 SL）（畑 SL）・・・防災ギャザリングの件 
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 

 
 

6. 次回予定 
２⽉５⽇（⾦）13:30〜運営委員会 Zoom 
          10:00〜理事 MTG 

   
 以上 

 


