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令和 5 年 4 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(4 月期)  

 

【実施日】2023 年 4 月 7 日（金）13:30～16:00 

【出席者】(敬称略) 

片桐、市野、一政、北見、木村、佐藤、髙木、葉木、畑、三澤、若笠 

顧問：濱田 

事務局：天寺、濱口 

澤野 推進委員会委員長 

【場所】 

Zoom ミーティング 

 

1. 片桐代表理事 挨拶 

先日の定時社員総会のご出席、運営のご協力ありがとうございました。SL ネット全体として

の課題は会員が減少しているということです。一方地域では年度明けで行政等の異動も多

く、私の地元の船橋市でも管理職の方の異動が多く、新年度から（挨拶、説明など）やるこ

とが多い状況です。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

2.  澤野推進委員会委員長 委員会報告 

  巻末添付_「2023 年 3 月の事業概要と今後の予定」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 

理事会報告 

巻末添付_「運営委員会議事次第」を参照。 

（1） 第 10 回定時社員総会 

  日時：2023 年 3 月 25 日（土）13:15～16:00 

  会場：TKP 九段下・神保町ビジネスセンター カンファレンス 2A 

        会場出席者：19 名、Zoom 傍聴者：22 名、委任状提出者：335 名。 

    議案は全案可決となり、終了後意見交換会を実施（下記内容） 

（2） 意見交換会 

   23 年度イベント案内、SL 会員減少への対策、学生 SL への連絡について 

   委員会では主に学生 SL への連絡について意見が出た。 

   SL 養成講座認定者の 50％以上が学生ということもありながら、学生は各大学等での 

   活動を勧めている現状。卒業後の活動として情報発信を行う案が出ており、具体的に 

   「LINE」を使用して認定後に登録をしてもらい卒業後でも気軽に情報を得られるような 

   仕組みにしてはどうかという意見が出た。過去の認定者含め両軸で考えていく。 
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（3） 2023 年事業予定・今後のスケジュール確認 

  特記：9 月運営委員会は 9 月 5 日（火）開催 

    11 月運営委員会は 11 月 2 日（木）開催 

 他、修正等あれば随時各ネットから修正報告を行うこと 

 

（4） 公社 SL ネット受託事業 

① DIG 事業 

令和 5 年度教員 DIG 研修（神奈川県教育委員会保健体育課主催） 

6/2、7、8 の 3 日間 会場：善行庁舎 対象教員約 180 名 

→全 5 教室 各教室メイン講師 1 名、FT2 名で対面実施 

→4/11 神奈川県教育委員会打合せ 

② 本部受託事業 

4/25、6/13 関東学院大学災害研究プロジェクト協力 DIG 演習（天寺） 

（5） テーマ別研修会 

   ●防災談話室@mansion  

    5/10 18:00～19:30 報告者 工藤哲司 SL 

       「私たちのマンション防災～これまでと課題」 

   ●初心者のための DIG 演習（一政、葉木、佐藤） 

    5/22、23、25 の 3 日間で実施決定 

    →4/13 事前打合せ、随時募集開始 

 ●災害 VC 運営訓練・・・マッチングシステム JoyLinks(畑) 

    ・4/22 SL 向け体験会 千代田区社協研修室 1・2 10:00～15:00 

               アナログ運用と JoyLinks を入れた場合の違いを学ぶ 

        事前登録をして当日参加をしてもらう（要スマートフォン） 

               参加対象：SL+市区町村社協関係者 

    →4/12 事前打合せ  

4. 地域ネットから報告 

 東京ネット（三澤） 

活動予定 

 ・5/13 定例会 

 ・6/18 東京国際消防防災展 2023 へ参加（東京ネットとして参加）他ネットも歓迎 

活動報告 

 ・3/11 定例会 Zoom 

         高校生 SL も初参加。今後定例会の日程について検討 

 埼玉県ネット（若笠・髙木） 

活動報告 

・3/5  川口市消防防災フェア 川口リリア 100 円グッズ展示 髙木 SL 

・3/9 春日部防災研修 若笠 SL 

・3/11 いつも防災 大宮図書館 こども向け授業の実践 髙木 SL 
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 千葉県ネット（濱口） 

活動予定 

 ・5/20 春季合同研修「千葉県市町村災害 VC 設置運営マニュアル改訂と内容(仮)」 Zoom 

          4 月中に会員へメール、ニュースレターへの掲載 

活動報告 

 ・3/6  地区運営委員会 千葉市中央保健福祉センター 

 我孫子ネット（北見） 

活動予定 

・4/22 我孫子 SL 定例会（総会） 役員改選について 

・5/14 我孫子市福祉まつり アビスタ テーマ「出す、飲む、食べる」 

 ・6/3  地域防災事業の支援 我孫子市民活動ステーション主催 

 ・6/25 久寺家地区防災研修会 支援 

 ・9 月~10 月 白山中学校防災キャンプ 支援 

 船橋ネット（片桐） 

活動予定 

・福祉施設との協定で福祉避難所の合意が進む 

 →6/30 に施設職員向け研修を実施予定 

・4/22 定時総会 中央公民館  

活動報告 

・3/11 定例会 中央公民館 17 名参加 

・3/16 三咲公民館講座 在宅避難 2 名参加 

・3/23 薬円台公民館講座 避難行動 4 名参加 

・3/25 スキトレ 中央公民館 小学生の避難所運営 10 名参加 

・3/27 東部老人センターCPR 講座 3 名参加 

 神奈川県・横浜ネット（一政） 

活動予定 

 ・4/12 防災こくたい打合せ 

 ・4/25 KSVN 第 1 回運営委員会（2023 年度） 

活動報告 

・3/10 3.11 追悼のつどい KSVN 

・3/13 ギャザリング 防災こくたい 

・3/18 豪雨災害予知サイト参照実習 KSVN 

・3/21 防災の集い ロープワークとブルーシートテント作成方法教示 

・3/24 災害時の外国人支援 Zoom 

・3/28 KSVN 第 8 回運営委員会 

・4/3  防災こくたい準備委員会 KSVN 野外展示、ワークショップ実施予定 

 川崎ネット（佐藤） 

活動予定 

 ・4/13 中原区ボランティア団体定例会 中原区社協 
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 ・4/14 川崎ネット総会 Zoom 

 ・4/23 日赤 神奈川 2 ブロック総会 高津市民館 

 ・5/10 市社協ボランティア団体部会 川崎市社協 

 ・5/28 日赤 神奈川 2 ブロック防災講座 エポック中原 

活動報告 

 ・3/9 中原区ボランティア団体定例会 中原区社協 

 ・3/9 定例会 Zoom ミーティング 

 ・3/13 新城高校教員 DIG 研修（講師：佐藤）→3/15 生徒へ指導（立会：佐藤） 

 ・3/23 新城高校学校運営協議会 新城高校 

 西湘ネット（市野） 

活動予定 

・4/11 講演会 小田原市民交流センター 火災の脅威から逃れる 講師：田中 SL 

活動報告 

・3/4  防災減災サロン 鶴巻公民館 AED の使い方 

・3/11 災害 VC 運営訓練 秦野市社協主催 秦野市保健福祉センター 

・3/14 講演会 小田原市民交流センター 災害時の廃棄物処理 講師：田中 SL 

・3/18 西湘ネット Zoom 会議 

・4/1  防災減災サロン 鶴巻公民館 親子で防災 

 県央ネット（高橋、濱田） 

 

活動予定 

・ 4/24 入谷第二地区社協講座 

・ 4/22 愛川町災害ボランティアネットワーク 10 周年（濱田） 

・ 4/26 定例会 

・ 5/27 定期総会 

活動報告 

・ 3/5  まちなか防災塾「マンダラゲーム」 山岡 SL 

・ 3/9 JCOMTV(神奈川エリア) ZSVN の活動についてインタビュー放送 

・ 3/11 社協、JC、ZSVN 3・11 追悼及び地区別災害時 VC ニーズ想定 WS 地区別での対応を考える 

・ 3/13 座間市いっせい防災行動訓練に係る意見交換会 市危機管理課・福祉部・教育委員会 

     →JoyLinks 予算獲得についても要請 

・ 3/16 ICHI COMMONS：三木プーリ・ZSVN NPO と企業の協働事業の可能性について ZOOM 

・ 3/18 マイ発電プロジェクト 組立編 サニープレイス 草野、加藤、松野 SL 

・ 3/19 座間市障害者団体連合 「災害時要配慮者 当事者・家族・支援者研修」濱田 

・ 3/29 定例会 

・ 4/23 地区社協運営委員、民生委員対象「災害を考えるワークショップ」座間ハイツ集会所 

・ 4/1 座間市組織変更実施 市長室廃止 危機管理課は一般部局へ統合 
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 湘南ネット（葉木） 

活動予定 

・ 6/3  講演会「災害時の心のケア」Zoom ミーティング 

講師：筑波大学医療系災害・地域精神医学准教授 高橋 晶先生 

→SL 全体へ呼びかける メール及びニュースレター138 号掲載 

活動報告 

・ 3/18 湘南ネット総会兼情報交換会 

→①女性部会発足：非常用トイレ、ペット避難について 

 ②会員減少への対応について 

 

【次回の開催日】 
  2023 年 5 月 12 日(金) 13 時 30 分～運営委員会  Zoom ミーティング or 会場 
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2023 年 3 月の事業報告と今後の予定（3.3→4.6） 
（4 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   

    東日本大震災 12 年 

   国民全体ではなく、地域行事になってきている傾向 

「防災教育と災害伝承の日」（2021 年 2 月）の問い直し。    

※第 3 回世界防災フォーラム 3/10-12 仙台市 

 仙台防災枠組 2015-2030  SDGs は有名だが。 

関東大震災百年で問うものは何か 

 防災教育と災害伝承の重要性 

 関東大震災百年シェイクアウト訓練 

気候変動適応法改正案と気候変動編講座 

 今夏の猛暑、集中豪雨、秋の大型台風    

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) 

    東日本大震災 12 年 3/11   

    鳥インフルエンザ殺処分 1740 万羽、4/3 

     ※新型インフルエンザ大流行の可能性 

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 5 弱以上） 

日時         震央         Ｍ   深さ㎞ 最大震度  

イ 火山 （気象庁発表での噴火速報等）  

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象） 

 【寒波】  

海外 ア 地震(USGC、UTC、原則 Mw7 以上又は犠牲者多数)     

    日時  UTC   国名    地域   M  深さ  被害 

    03/18 12:12 エクアドルとベルー  6.8  65.8 ㎞ 死者 14 人 

   イ 火山等  

 日時  現地   国名     地域    

  03/12 12:12  インドネシア ジャワ島 ムラビ山噴火 

ウ 気象災害 

【熱波と干ばつ】  

   【暴風雨・洪水】 

       03/06  地滑り   インドネシア・リアウ諸島 死者 11 人不明数十人以上 

    03/24  竜巻    米ミシシッピ州 死者 25 人以上 

    03/14 サイクロン アフリカ南東部 死者 100 人以上 

    03/28  土砂崩れ  エクアドル   死者 7 人不明 50 人以上     

 1-3  防災行政等の動き 
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       ア 政府  

    【政 府】 新型コロナウイルス関係 

     03/13  マスク着用緩和   

    【政 府】 活火山法改正案 今国会 

            火山調査研究推進本部、火山防災の日（8/26） 

                   南海トラフ巨大地震対策検討 WG 4/4 

【環境省】 気候変動関係   

    イ 自治体  

     【富士山火山防災対策協議会】03/29 新たな避難基本計画策定 

ウ 東日本大震災 

   エ 防災訓練、研修等 

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]   

   ・南海トラフ大地震 第１部 3/4 第２部 3/5 

・明日をまもるナビ（７４）チャレンジ！ＢＯＳＡＩアクション 第三弾 

防災コンテストにヒントを探る 3/5 

イ  新聞他      

2-1  社会貢献活動：災害ボランティア       

⑴災害ボランティアリーダー養成事業 

    大学講座  

終了 立教 2/25，3/4 3/11 

大学講座 20 年 7/8 14 時専修大学 

  地域講座  

JBU 講座 4/14-15 

⑵気候変動編講座  

    講座日程 4/8-9  

 ⑶ＳＬネットワーク／災害ボランティア活動報告  

   総会 3/25 

2-2  総合防災事業 

⑴防災／減災啓発推進事業（主に首都圏開催）  

⑵シェイクアウト事業 （防災訓練事業）  

  HP 更新 4/1 

   草加市のアイディア採用、関東大震災百年シェイクアウト訓練    

⑶防災教育推進事業 

  ア チャレンジプラン・内閣府共催事業 

3/16 最終実行委員会     

イ 普及協会事業    

  6/17  指導者特別セミナー 福和先生講演   
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  7/02  防災ゲーム＆クイズデー  

ウ 学校・団体等防災教育推進事業     

 

⑷防災調査研究事業 

 

３、総務広報等  

   ・通常号 3 月発行 

・故石原信雄名誉顧問をしのぶ会 4/19 12 時 東京プリンスホテル 

     3/10 公表 
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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７⽇運営委員会議事次第 
⽇時︓2023 年４⽉７⽇（⾦）  場所:オンライン Zoom ミーティング 
時間︓13:30〜16:00 
運営委員メンバー︓⽚桐・⼀政・(古池)・佐藤・若笠・市野・北⾒・⽊村・⾼⽊・⾼橋・葉⽊・畑・三澤/濱⽥ 
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. ⽚桐代表挨拶  
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_事業報告_2023.4.7 
 

3. 理事会報告・議案など 
3.1.1. 第 10 回定時社員総会 報告 

⽇時︓2023 年 3 ⽉ 25 ⽇（⼟） 13:15〜16:00 
会場︓TKP 九段下・神保町ビジネスセンター カンファレンスルーム２A 
当⽇出席者 19 名 Zoom 傍聴者 22 名 委任状提出者 335 名 
議事が滞りなく進んだので、総会後参加者で意⾒交換。 
・23 年度のイベント案内・SL 会員減少への対策・学⽣ SL への連絡 など 
 

3.1.2. 4 ⽉理事 MTG︓4/20 Zoom にて実施予定 
 

3.1.3. 2023 年事業予定・今後のスケジュール確認 
 配付②_2023 年事業予定 

 
3.1.4. 公社 SL ネット受託事業 

① DIG 事業関係︓ 令和 5 年度教員 DIG 研修（神奈川県教育委員会保健体育課主催） 
 6/２（⾦）、7（⽔）、8 ⽇（⽊） 善⾏庁舎︓対象者約 180 名 
→全 5 部屋 メイン講師 1 名・FT2 名 で実施予定 
→4/11 神奈川県教委打合せ 

② 本部受託事業︓関東学院⼤学災害研究プロジェクトへ協⼒ 4/25,6/13 DIG 演習 天寺対応 
 

3.1.5. テーマ別研修会 
 防災談話室＠mansion＃33（予定） 

実施⽇時︓5/10（⽔）18:00〜19:30 Zoom   
 報告者︓⼯藤哲司 SL（秦野市）   

内容︓「私たちのマンション防災〜これまでと課題」について報告 
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 SL 企画セミナー「初⼼者のための DIG 演習」（⼀政 SL） 
1 ⽇⽬︓5/22（⽉）かがやきプラザ︔13:00〜17:00 
2 ⽇⽬︓5/23（⽕）ちよだプラットフォーム︔10:00〜17:00 
3 ⽇⽬︓5/25（⽊）かがやきプラザ︔13:00〜17:00 
いずれも時間は、会場予約時間（実施時間は多少ずれる） 
→4/13 事前打ち合わせ Zoom 
 

 災害 VC 運営訓練・・・マッチングシステム（JoyLinks）を使った訓練計画 (畑 SL) 
     ★4/22  SL 向け研修︓Joy Links をつかった災害 VC 運営研修 

場所︓ちよだかがやきプラザ 研修室 1・2 時間︓10 時〜15 時（予定） 
→4/11 事前打ち合わせ 
 

4. 各委員からの報告 

 東京都ネット（三澤 SL）  
3/11 10:30〜定例会 Zoom で開催、参加者 4 名 
 ・東京国際消防防災展 2023 へ参加（東京ネットでは集合してみんなで参加） 
 ・定例会⽇程についての検討 
5/13(⼟) 10:30〜定例会 Zoom 

 埼⽟県ネット（若笠 SL）（⾼⽊ SL） 
 配付③_埼⽟県ネット_R5 年 3 ⽉活動報告 

 千葉県ネット 
5/20 13:30〜15:00 Zoom 使⽤したオンライン研修 
「千葉県市町村災害 VC 設置運営マニュアル改訂と内容について(仮)」 

講師︓千葉県社会福祉協議会 平野 智⼠ ⽒ 
広報︓4 ⽉中旬にメール会員へ申込概要送付、その他ニュースレターで告知 

 我孫⼦ネット（北⾒ S L） 
 配付④_我孫⼦ネット_本部報告資料 2023（予定＆実⾏) 

 船橋ネット（⽚桐 SL） 
 配付⑤_船橋ネット_R4 年度事業実績 
 配付⑥_船橋ネット_R5 年度事業予定  

1. 神奈川県ネット・横浜ネット（⼀政 SL） 
 配付⑦_横浜ネット_SL 運営委員会報告資料(230407) 

2. 川崎ネット（佐藤 SL） 
 配付⑧_川崎ネット_23 年 04 ⽉ 活動報告 

3. ⻄湘ネット（市野 SL） 
 配付⑨_⻄湘ネット_令和 5 年４⽉分資料 
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4. 県央ネット（⾼橋 SL）（濱⽥ SL） 
 配付⑩_座間ネット_報告書 R5.4 ⽉分 

5. 湘南ネット（葉⽊ SL） 
 配付⑪_湘南ネット_令和 5 年 3 ⽉活動報告 4 ⽉以降予定 

★資料提供・話題提供 
 
 
5. 次回予定 

2023 年５⽉ 12 ⽇(⾦) 13:30〜  
以上 

 


