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令和 4 年 12 月 6 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(12 月期)  

 

【実施日】2022 年 12 月 6 日（火）13:30～16:30 

【出席者】(敬称略) 

片桐、市野、一政、北見、木村、佐藤、髙木、高橋、葉木、三澤 

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 

11 月 27 日（日）に船橋市内 150 カ所で総合防災訓練が実施された。例年 8 月実施だが、特

に高齢者は夏の暑い日に訓練を実施することは危険ということから変更された。しかしなが

ら今度は寒さの問題が出てきた。訓練全体が下火にならないか危惧している。 

本日も活発な意見交換をお願いしたい。 

 

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 

理事会報告 

巻末添付_「運営委員会議事次第」を参照。 

（1） 「室内震度の知覚にかかる地域住民の防災意識調査」への協力について 

  メール未受信の問題については解消、希望者向けに LINE 通知運用が開始。 

（2）  理事会にて 2023 年度事業計画書・収支報告書承認 

・会員の知識と技能向上のための教育訓練事業 

→避難所運営支援、水害タイムライン、熱中症予防について 

・オンラインによる研修の継続 

・災害救援ボランティア講座事業等への協力 

→新講座「気候変動災害編」への講師派遣等運営協力 

・SL 災害ボランティアネットワーク発足 10 周年記念事業 など 

（3） 第 10 回定時社員総会開催について 

  日時：2023 年 3 月 25 日（土）13:15～16:00（開場・会場設営は 13:00～） 

 会場：TKP 九段下神保町カンファレンスセンター カンファレンスルーム 3A（60 席） 

    昨年度に引き続き Zoom によるオンライン同時開催予定。但し、オブザーバー参加。 

    昨年の TKP 市ヶ谷と会場が違うため注意！ 
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（4） 寄付金について 

寄付金件数：92 件（12 月 6 日現在） 目標 100 件 

メール登録会員へ寄付金のご協力のお願いについてメールを送付。 

 5 年連続で寄付金 100 件以上を募ると税額控除対象団体として内閣府へ申請可能に。 

 今年度が最終年で過去 4 年達成していることから会員の皆様へ協力をお願いしたい。 

（5） 非常用炊出し袋破損事故について 

 経過報告については巻末添付_議事次第を参照 

 ・袋したの圧着が弱く底が抜ける事象 

 ・第 12 期発注分が対象か 

（6） 公社 SL ネット受託事業 

① DIG 事業 

実施報告：11/7 高浜高校 2 回目、11/17 永谷高校、11/24 横浜清陵高校 

今後の予定：12/15 茅ヶ崎高校  

② 本部受託事業 

12/1  藤沢清流高校防災授業（濱田） 

（7） テーマ別研修会 

   ●防災談話室@mansion（実施済）  

    11/9 18:00～20:00 報告者 川崎：小田部 SL 

   ●DIG インストラクター研修（一政 SL） 

    ・初心者 DIG 12/19、20、22 全 3 回（ファシリテーター育成） 

     会場：かがやきプラザ 会議室 1・2 

 ●災害 VC 運営訓練・・・マッチングシステム(JoyLinks) 

    ・11/19 座間市青年会議所、体験型防災訓練 RED にて稼働 

 

4. 地域ネットから報告 

 東京ネット（三澤） 

活動予定 

 ・12/19 足立区青井住区センター 非常食講座 

 ・1/14  定例会 

活動報告 

 ・11/19  座間ネット「参加型防災訓練 RED」参加（久我 SL） 

 埼玉県ネット（若笠・髙木） 

活動予定 

・12/23 三役会   コムナーレ 

・1/25  活動報告会 コムナーレ  

今後新規会員向けに活動・情報共有方法の見直しを図る。 

活動報告 

・11/16 定例会   コムナーレ 

・11/19 日高市防災フェア支援 救急法担当 3 名参加 
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 ・11/23 春日部市自治会防災訓練 春日部市小学校 2 名参加 

 千葉県ネット（濱口） 

活動予定 

 ・1/23  活動報告会 千葉市中央保健福祉センター、Zoom ミーティング 

 我孫子ネット（北見） 

活動予定 

・12/17 定例会 平山 SL（船橋）参加 男女共同参画について 

活動報告 

・11/13 つくし野西地区防災訓練 支援 

・11/13 久寺家地区防災訓練 支援 

・11/19 我孫子市総合防災訓練 支援（食べる・飲む・出す） 

・11/25 ファミリーサポートの防災訓練 支援 

・11/27 我孫子ネット上級救命講習 我孫子市消防本部出前講座 

・11/27 つくし野南地区防災訓練 支援  

 船橋ネット（片桐） 

活動予定（予定していた行事が中止になったものがある） 

 ・12/10 定例会 

 ・12/11 横芝光町社協講座 町民会館 避難所、備蓄品組立 

活動報告 

・11/4 飯山満中クロスロード 飯山満中学校 8 名参加 町会、自治会合同 

 ・11/6 船橋健康まつり 新船橋イオン パネル展示 7 名参加 

・11/10 神崎町社協 VC 研修 神崎ふれあいプラザ 2 名参加 

 ・11/20 女性のための市民防災力アップ講座⑤ 船橋市役所 講師：永田弁護士 

 ・11/24 市新規職員研修 船橋市役所 クロスロード 2 名参加 

 ・11/27 船橋市総合防災訓練 小栗原小学校 2 名参加 避難所運営、要配慮者支援  

・11/30 ファミサポ CPR 講座 西部公民館 小児 CPR&AED 4 名参加 

 市原ネット（代理：天寺） 

 ・11/20 市原市総合防災訓練 牛久小学校体育館 防災意識調査 

     令和元年台風以降の備えについて調査（シールをはってもらう） 

     3 年が経過し備蓄品の点検などやらなくなってしまった回答が多数 

 神奈川県・横浜ネット（一政） 

活動予定 

 ・12/15 茅ヶ崎高校 DIG 

 ・12/19,20,22 初心者 DIG かがやきプラザ 

 ・2/1 活動報告会（神奈川県ネット） オンライン 

活動報告 

・11/7 高浜高校 DIG 

・11/13 今井小学校地域防災拠点訓練 目黒巻作成後グループ検討実施 

・11/17 永谷高校 DIG 教職員 40 名対象 
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・11/21 茅ヶ崎高校 DIG 事前打合せ 

・11/22 初心者 DIG 打合せ 

・11/22 KSV ネット第 5 回運営委員会 

・11/24 横浜清陵高校 DIG 生徒 2 名が講師役 クラス単位で DIG を実施 

・11/30 温地研発表会 

 川崎ネット（佐藤） 

活動予定 

 ・12/8 中原ボランティア連絡会定例会 中原区社協 

 ・12/13 川崎市社協 ボランティア団体部会 定例会 川崎市社協 

 ・12/14 傾聴ボランティア三輝会 定例会 川崎市社協 

 ・12/15 定例会 オンライン  

活動報告 

 ・11/8 定例会 オンライン 

 ・11/10 中原ボランティア連絡会定例会 中原区社協 

  ・11/20 なかはら福祉健康祭り 中原区役所 

 ・11/27 なかはらっぱ祭り 中原自治会館 

 ・12/3 中原区社協 マイタイムライン講座 中原区社協 8 名参加（男性 6 名、女性 2 名） 

     防災ボランティアについてより詳しく学びたいという要望が出た。 

 ・12/4 川崎市社協災害 VC 運営研修 川崎市社協 VC 応援のための研修  

     ケーブルテレビ イッツコム 取材あり 12/8 放送 佐藤 SL 出演 

 西湘ネット（市野） 

活動予定 

・12/10 秦野市堀川公民館地球博物館講座 火山噴火と災害・富士山と箱根 

活動報告 

・11/5 鶴巻公民館主催防災サロン 厚木防災センター見学会同行 石丸 SL、市野 SL 

・11/8 「風水儀 DIG(災害図上演習)」 おだわら市民交流センター 講師：田中 SL 

・11/12 定例会 オンライン 

・12/3 鶴巻公民館主催防災サロン 災害関連死を考える 鶴巻公民館 

  11/19 RED 参加し宮川 SL と犬・猫用の凝固剤を試したところ固まりづらく人用としては 

    検証の必要があると感じた。 
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 県央ネット（高橋） 

活動予定 

・ 12/14 定例会 防災カフェについて 

・ 12/19 危機管理課意見交換会 

・ 1/7   消防出初式 

活動報告 

・ 11/5 協働事業 体験型防災訓練 市役所ふれあい広場 

・ 11/9 地域防災推進委員研修会 座間市消防本部 

・ 11/13 座間市ふるさと祭り 座間中学校 たい焼き PJ 

   大好評だった。材料を変え、1,000 枚→1,200 枚焼けたことから次回価格を検討。 

・ 11/19 RED（体験型防災訓練）消防署、市体育館、スカイグリーンパーク 

多くの SL の皆さんに参加いただき感謝。人員が少なく多くの負担をかけてしまった。 

会場には子供連れ、小中学生に多く参加いただいた。 

・ 11/23 立野台小学校避難所開設訓練 

・ 11/30 定例会 サニープレイス 15 名参加 

・ 12/3  定例会&忘年会 

・ 12/4 まちなか防災塾 防災食 参加予定者の体調不良等で会員で比較実験などを行った。 

 湘南ネット（葉木） 

活動報告 

・11/20 茅ケ崎市松波地区防災訓練 水島 SL 

  密のない分散型訓練、避難所モデル展示 各自治会 30～40 名計 390 名程度 

情報伝達員の訓練、分散型の参集 

 

 

【次回の開催日】 
  2023 年 1 月 6 日(金) 13 時 30 分～運営委員会  かがやきプラザ 4 階会議室 2・3 
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2022 年 11 月の事業報告と今後の予定（11.4→12.6） 
（12 月 6 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   

 〇日本で地震災害、風水害の多発がなかった１年 

 〇南太平洋付近での地震、火山活動の活発化 

 〇災害ボランティアリーダ―養成事業を全体的にみる重要性 

  大学分野 東京の多くの大学で、大学主催開催の成果 

  労組分野 JBU パワーバンクの成果 

  地域分野 地域分野の困難を打ち破る鍵は 

 〇次年度から始まる講座における大改革とＳＬ10 年 

  新講座開始  気候変動編 基礎講座が 2 分野に 

   地域でＳＬを増やせる可能性が広がる 

  上級講座改革 受講条件の変更 

  基礎講座（地震編）も改革に着手 

 

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) 

    北朝鮮ミサイル発射実験相次ぐ   

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  

11/09：1740  茨城県南部   4.9  51  5 強 城里町 

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） 

  

海外 ア 地震(USGC、UTC、原則 Mw7 以上又は犠牲者多数) 

    日 時      発生地          Ｍ  深さ㎞   死者     

      11/09 09:51  フィジー諸島南  7.0  660      同日 3 回 

    11/11 10:48 トンガ沖     7.3   24.8 

    11/12 07:09 フィジー地域   7.0  586.9  

    11/21 06:21  インドネシア   5.6   10    321 人 11/28 

    11/22 02:03  ソロモン諸島   7.0   14  

イ 火山等   

  11/27 深夜 ハワイ諸島  マウナロア噴火 38 年ぶり 

  12/04       インドネシア ジャワ島スメル火山噴火         

ウ 気象災害 

【熱波と干ばつ】  

  【洪水】   
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 1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府  

    【政府】  

        【経産省】 

    【内閣府】 

      11/30 発表 ぼうさい国体 横浜国立大 9/17-18 

      【気象庁】 

      12/01 秋の日本の平均気温 過去最高を更新 

    【環境省】 気候変動関係   

      11/22 COP27（国連気候変動枠組条約締約国会議）結果 11/06-11/20  

    イ 自治体  

ウ 東日本大震災 

【復興庁】避難・転居者数 3 万 5110 人前月比－2081 人 04/08 更新なし 

※統計上の正確さ欠く 

   エ 防災訓練等           

    津波防災の日 緊急地震速報シェイクアウト訓練 11/2 

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]        

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       

  地域講座   

  JBU 講座  

⑵防災／減災啓発推進事業（主に首都圏開催） 

⑶ＳＬネットワーク／災害ボランティア活動報告  

⑷会議     

2-2  総合防災事業 

 ⑴シェイクアウト事業 （防災訓練事業）     

 ⑵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 普及協会事業 

ウ 学校・団体等防災教育推進事業     

⑶防災調査研究事業 

ア 平田直教授の小型地震計実験への協力  

３、総務広報等  

   ・通常号 12 月発行 

以 上 



8 
 

公益社団法⼈ SL 災害ボランティアネットワーク 

12 ⽉ 6 ⽇運営委員会議事次第 
⽇時︓2022 年 12 ⽉ 6 ⽇（⾦）  場所:Zoom ミーティング  時間︓13:30〜16:30 
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_防災事業報告 2022.12.6 
 
3. 理事会報告・議案など 
3.1.1. 理事会報告 

① 「室内震度の知覚にかかる地域住⺠の防災意識調査」への協⼒について 
 LINE 運⽤開始（メールと LINE と両⽅送られてくる）希望者 10 名 
 回答率約 77％  

② 2023 年予算・事業計画を承認 
 配付②_【確定】2023 年度事業計画書_221202 理事会承認 
 配付③_【確定】2023 年度収⽀予算書_内訳表_221202 理事会承認 

③ 第 10 回定時社員総会の⽇時と会場 
⽇時︓2023 年 3 ⽉ 25 ⽇（⼟） 
会場︓ＴＫＰ九段下神保町カンファレンスセンター カンファレンスルーム３A（60 席） 
※同時に Zoom ミーティングによるオンライン参加環境も整える。但し、あくまでもオブザーバー参加とす
る。 
時間︓13:00〜16:00  
（13︓00〜開場・設営準備・受付開始 13:15 開会 13:15〜16:00 総会） 
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④ ⾮常⽤炊出袋の破損事故について 

（経過報告） 
 11 ⽉ 5 ⽇ ざまネットにて RED の準備のため炊出しを⾏ったところ袋の底が抜ける事故（50 枚中

12 枚不良）恐らく第 12 次発注分の炊飯袋と思われる→船⼭へ報告。他ネットの状況を知り
たいとのこと→各県ネットへ注意喚起 

 11 ⽉ 11 ⽇ 船橋ネットで炊出し実習（第 12 次発注分の炊飯袋）。10 枚中 5 枚不良品。
→船⼭へ報告。 

 11 ⽉ 18 ⽇ 船橋ネットから破損した炊飯袋を事務局へ郵送してもらう。事務所にあった第 12 次
発注分の炊飯袋のうち無作為の 1 セットとともにメーカーへ郵送。12 ⽉ 1 ⽇ メーカーで検証
中。（未使⽤サンプルでは破裂事故がなかったとの連絡あり） 

 ざまネット、船橋ネットから破損した袋が含まれるロットを船⼭へ郵送依頼。 
 今週中に頒布先へ謝罪⽂発送予定。 

3.1.2. 公社 SL ネット受託事業 
① DIG 事業関係︓12/15 茅ヶ崎⾼校 
② 本部受託事業︓ 12/1 藤沢清流⾼校防災授業 

 
3.1.3. テーマ別研修会 

 防災談話室＠mansion（予告） 
実施⽇時︓11/9（⽔）18:00〜19:30 Zoom  16 名参加 

内容︓⼩⽥部 SL(川崎市)によるマンション防災の取組み事例紹介と座談会 
     

 DIG インストラクター研修の再企画（⼀政 SL） 
 初⼼者 DIG 研修︓12/19（⽉）20（⽕）22 ⽇（⽊）の午後。（会場はかがやきプラザ） 
・・・⼀政、佐藤、葉⽊、⼭本、神⽥、鈴⽊で企画・運営。申込者︓12 名  

 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) 
7/13AM 船橋市災害 VC 運営訓練にて JoyLinks を稼働。 
9/3AM 座間市災害 VC 運営訓練にて JoyLinks を稼働。 
11/19 座間市⻘年会議所 体験型防災訓練 RED にて JoyLinks を稼働。 
 

4. 各委員からの報告 

 東京都ネット（三澤 SL）  
活動予定 
12/19 ⾮常⾷講座 ⾜⽴区⻘井住区センター (18 名予定) 
2023. 1/14  東京ネット定例会 
       2/7  川崎市⿇⽣区地域防災教室 於・るーむら⿇⽣ 植⽥ SL(川崎) 市野 SL 
活動報告 
11/19  座間ネット「参加型防災訓練 RED」参加（久我 SL） 
12/2  防災啓発中央研修会 参加  
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 埼⽟県ネット（若笠 SL）（⾼⽊ SL） 
 配付④_埼⽟県ネット_R4 年 11 ⽉活動報告 

 千葉県ネット（⽊村 SL） 
 配付⑤_市浦ネット_221122  ⽀援機構総会セミナー 

 我孫⼦ネット（北⾒ S L） 
 配付⑥_我孫⼦ネット_本部報告資料 202212（予定＆実⾏) 

 船橋ネット（⽚桐 SL） 
 配付⑦_船橋ネット_R4.12 事業報告・予定  

1. 神奈川県ネット・横浜ネット（⼀政 SL） 
 配付⑧_横浜ネット_SL 運営委員会報告資料(221206) 

2. 川崎ネット（佐藤 SL） 
 配付⑨_川崎ネット_22 年 12 ⽉ 活動報告 

3. ⻄湘ネット（市野 SL） 
 配付⑩_⻄湘ネット_11 ⽉報告 12 ⽉予定運営委員会資料 

4. 県央ネット（⾼橋 SL）（濱⽥ SL） 
 配付⑪_座間ネット_報告書 12 ⽉分 

5. 湘南ネット（葉⽊ SL） 
 配付⑫_湘南ネット_令和 4 年 11 ⽉活動報告 12 ⽉以降予定 

★資料提供・話題提供 
 配付参考_2022,11,20 市原市総合防災訓練活動報告（市原ネット） 
 
5. 次回予定 

2023 年 1 ⽉ 6 ⽇(⾦) 13:30〜 ちよだかがやきプラザ 4 階 （会議室 2・3/予約済み） 
以上 

 
 

＜ＲＥＤ 写真＠久我 SL より＞ 


