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令和 4 年 11 月 4 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(11月期)  

 

【実施日】2022 年 11 月 4 日（金）13:30～16:00 

【出席者】(敬称略) 

片桐、市野、一政、北見、木村、佐藤、葉木、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 

コロナ感染者が増加している。千葉県では災害ボランティアセンター（以下、VC）運営訓練

が始まっている。2 月末までに県社協が市町村の VC マニュアル作りを実施した。支援しやす

いよう様式を統一化し、これから実際に使用していくなど動きが出てくる。 

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） 10 月 SL ネット入会者：4 名 理事会承認済 

  (我孫子市：3 名、沖縄県宮古島市：1 名) 

  関東外の会員については全体として登録扱いになるが、他ネットでの活動や 

 オンラインを活用して SL 活動への参加を促す。 

（2） 「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 

  日本地震学会 2022 年度秋季大会にて平田東大名誉教授が本調査について報告。 

   現状回答率が低く LINE での回答運用を進めているが、委員の中にも回答メールが 

  届いていないという報告もあり天寺常務理事より東大地震研へ報告と確認を実施する。 

  地震計のネットワークがオフラインになった場合は天寺常務理事が Web 管理を確認し、 

  対象者へ通知。その際は機械のリセットを依頼する。 

（3）  2023 年度予算案・事業計画案を計画中 

   現在理事会で策定中。次年度は社団発足 10 周年を迎える。 

オンラインを継続し会員のスキルアップ研修を充実させる。 

（水害タイムライン WS、避難所運営訓練支援など） 

タペストリー刷新：関東 3 都県、全体のタペストリーを作成する。 
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（4） 公社 SL ネット受託事業 

① DIG 事業 

実施報告：9/29 城山高校、10/31 高浜高校 

今後の予定：11/7 高浜高校 2 回目、11/17 永谷高校、11/24 横浜清陵高校、  

② 本部受託事業 

10/25・11/1・8・15 小平市津田公民館事業（避難所運営について考える・天寺） 

11/27 市原市社協 V ステップアップ講座（天寺） 

12/1  藤沢清流高校防災授業（濱田） 

（5） テーマ別研修会 

   ●防災談話室@mansion（次回予告）  

    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の再企画（一政 SL） 

    ・初心者 DIG 12/19、20、22 全 3 回 

     会場：かがやきプラザ 会議室 1・2 

     企画・運営メンバー：葉木、一政、神田、佐藤、鈴木、山本 

         募集：10 月ニュースレターで募集開始 

     申込：11/2 時点 6 名 

   ●ぼうさい国体 2022 の報告（畑 SL） 

 ●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 にて稼働予定 

 

4. 地域ネットから報告 

⚫ 東京ネット（三澤） 

活動予定 

 ・11 月定例会の予定なし 

 ・12/19 足立区青井住区センター 非常食講座 

活動報告 

 ・10/30 墨田区菊川 3 丁目・立川 4 丁目合同防災訓練 菊川小学校 150 名程度 

     「ローリングストック」担当：竹下 SL 

⚫ 埼玉県ネット（若笠・髙木） 

活動予定 

・11/16 定例会 浦和コムソナーレ 

・11/19 日高市防災フェア支援 救急法担当 

 ・11/23 春日部市自治会防災訓練 春日部市小学校 

活動報告 

  ・10/16 4 地区防災訓練会議 1 名 

・11/2  三役会 浦和コムソナーレ 3 名 
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⚫ 千葉県ネット（濱口） 

活動予定 

 ・11/7  地区運営委員会 Zoom ミーティング 

活動報告 

 ・10/23 九都県市合同防災訓練＠千葉県会場 大網白里アリーナ 8 名参加 

⚫ 我孫子ネット（北見） 

活動予定 

・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 

・11/18 I 工房防災訓練 支援 

・11/19 我孫子市総合防災訓練 支援 

・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依頼 12 名受講予定 

・11/27 つくし野南地区防災訓練 支援  

活動報告 

・10/15,22,23 我孫子市 SL 養成講座 支援 中央学院大学、我孫子市消防本部 

・10/30 松園地区自主防災訓練 支援 

⚫ 船橋ネット（片桐） 

活動予定 

 ・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 

 ・VC 訓練 11/10 神崎町社協、12/11 横芝光町 

 ・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  

活動報告 

・10/8  定例会 中央公民館 22 名参加 

 ・10/16 若松自治会防災講座 松が丘公民館 2 名参加 地震避難行動、町会の備え 

 ・10/18 ゆびとまサロン 飯山満児童ホーム 2 名参加 小児 CPR、AED 

  ・10/20 北部公民館寿大学講座 北部公民館 2 名参加 災害時の備え 

 ・10/21 ファミサポ CPR 講座 西部公民館 6 名参加 小児 CPR、AED 

  ・10/23 女性のための市民防災力アップ講座④ 講師：古池佳子 SL、青木八重子氏 

・10/26 西部公民館講座 西部公民館 3 名参加 在宅避難 
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⚫ 神奈川県・横浜ネット（一政） 

活動予定 

・11/7 高浜高校 DIG 

・11/17 永谷高校 DIG 

・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 

・11/30 温地研発表会 

活動報告 

・10/9  ビッグレスキューかながわ 打合せ Zoom ミーティング 

 ・10/16 ビッグレスキューかながわ 葉山町 掛けつけボランティア役 

 ・10/17 永谷高校 DIG 事前打合せ 

 ・10/25 KSV ネット第 4 回運営委員会 

 ・10/27 横浜青陵高校 DIG 

  ・10/29 防災カフェ ギャザリング 県民センター 6 名参加 雨具作成、ガラス飛散防止 

 ・10/31 高浜高校 DIG 

⚫ 川崎ネット（佐藤） 

活動予定 

 ・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 夏の講習の好評を受けて 

 ・12/4 川崎市社協災害 VC 運営研修 川崎市社協 

活動報告 

・10/13 中原ボランティア連絡会定例会 中原区社協  

・10/13 定例会、SU 勉強会 エポック中原 勉強会：マイタイムライン 

 ・10/16 中原区民祭 等々力アリーナ 

 ・11/1  川崎市危機管理説明会 川崎市民会館 

⚫ 西湘ネット（市野） 

活動予定 

・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 

活動報告 

・10/11 「コロナ禍の災害ボランティアセンター」 おだわら市民交流センター 講師：田中 SL 

・10/20 鶴巻公民館主催防災サロン「シニアの為のスマホ講座」 講師：KDDI㈱仙人講師 

・10/29 横浜防災啓発センター見学 県民センター 
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⚫ 県央ネット（濱田） 

活動予定 

・ 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 

・ 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 

・ 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 

・ 12/3  定例会 

活動報告 

・ 10/9 北地区文化センター 協働事業 マイタイムライン２ 予報の無い災害 

・ 10/9 まちなか防災塾「応急手当」 サニープレイス 

・ 10/16 中原小学校避難所運営委員会訓練 

・ 10/19 入谷小学校総合授業 

・ 10/21 RED事前打合せ 

・ 10/22 シェイクアウト Kick Off講演会 サニープレイス 

・ 10/26 定例会 

・ 10/27 親と子が共に育つ教室 公民館 

・ 11/2 入谷第二地区社協（防災部会） 

・ 11/3 防災倉庫チェック作業 

⚫ 湘南ネット（葉木） 

活動予定 

・12月研修会予定（現在計画中）  

活動報告 

・10/30 「もう１度見直そう、地元の自主防災組織災害対応訓練(イメージ TEN)研 

修会」；静岡県で開発したのものの改訂版  講師：水島 SL 

 

 

【次回の開催日】 

  2022 年 12 月 6 日(火) 13 時 30 分～運営委員会 Zoom ミーティング 
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2022 年 10 月の事業報告と今後の予定（10.7→11.3） 

（11月 4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   

 

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) 

   重大事件 

韓国梨泰院事故 大半が圧死者 154 人 

 ※明石花火大会歩道橋事故（2001.7） 死者 11 人  

北朝鮮ミサイル発射実験相次ぐ  10/4 日本上空通過 J アラート 

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  

0/00  なし   

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 以上か犠牲者多数) 

    日 時       発生地           Ｍ    深 さ   死者     

   イ 火山等          

ウ 気象災害 

【熱波と干ばつ】  

  【洪水】  

  10/16 ナイジェリア過去 10 年で最悪の洪水 死者 603 人    

   10/23 西アフリカニジェール、死者 195 人 

   10/29  台風 29 号フィリピン被害 死者 98 人（10/31）   

 1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府  

    【政府】  

        【経産省】 

    【内閣府】 

      【気象庁】 

     世界の主要温室効果ガス濃度は観測史上最高を更新 

WMO 温室効果ガス年報第 18 号公表 10/27 

    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 
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エ 防災教育と災害伝承の日制定提唱  

 福島待ちの状況は変わらず 

   オ 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 専修      

  地域講座 我孫子市  

  JBU 講座 再開 

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）   

   提唱会議が麹町消防署から表彰   

 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 

     中間報告会   10/15 

     ぼうさい国体 10/22-23 神戸市 

    イ 普及協会事業 

ウ 学校・団体等防災教育推進事業 

エ 防災教育と災害伝承の日事業      

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 10 月発行 

 

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 

11月 4日運営委員会議事次第 

日時：2022 年 11 月 4 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：澤野委員長・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 澤野委員長  

➢ 配付①澤野委員長_防災事業報告 2022.11.4 

 

3. 理事会報告・議案など 

3.1.1. 理事会報告 

① 10 月 SL ネット加入者数 

4 名加入 （我孫子市 3 名・沖縄県宮古島市 1 名） 

② 「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 

 日本地震学会 2022 年度秋季大会（10/26 実施）にて平田先生が報告 

➢ 配付②_2022 地震学会秋季大会‗平田 ver 

 現状、メールにて有感地震連絡、アンケート URL が送られているが、回答率があまり良くないので

LINE 運用の準備を鶴岡先生がすすめている 

 SL の室内地震計のオンライン状況を天寺が Web 管理。オフラインになった人にはリセット依頼対応。 

③ 2023 年予算案・事業計画案を検討中 

・社団発足 10 年の節目を迎える。 

 

3.1.2. 公社 SL ネット受託事業 

① DIG 事業関係：9/29 城山高校、10/31・11/7 高浜高校、11/17 永谷高校、11/24 横浜青

陵高校 

② 本部受託事業：10/25・11/1・8・15 小平市津田公民館事業（避難所について考える・天寺） 

11/27 市原市社協 V ステップアップ講座（天寺） 

 

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   

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：6 名（11/2 時点）  
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⚫ ぼうさい国体の報告（畑 SL） 

➢ 配付③_ぼうさいこくたい 2022in 神戸 

⚫ 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 座間市青年会議所 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 

 11 月の定例会 予定なし 

 11/19 座間ネット「参加型防災訓練 RED」体験参加 

 12/19 足立区青井住区センター 非常食講座 

活動報告 

 10/30 墨田区菊川 3 丁目・立川 4 丁目合同防災訓練 於：菊川小学校 150 名予定 

     「ローリングストック」竹下 SL   

⚫ 埼玉県ネット（若笠 SL）（高木 SL） 

➢ 配付④_埼玉県ネット１ R4 年 10 月活動報告 

⚫ 千葉県ネット（木村 SL） 

➢ 配付 

⚫ 我孫子ネット（北見 S L） 

➢ 配付⑤_我孫子ネット_本部報告資料 202211（予定＆実行) 

⚫ 船橋ネット（片桐 SL） 

➢ 配付⑥_船橋ネット_R4.11 事業報告・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１_運営委員会報告資料（20221104） 

➢ 配付⑧_横浜ネット２_ＳＬ横浜 2022 年 10 月 

2. 川崎ネット（佐藤 SL） 

➢ 配付⑨_川崎ネット１_22 年 11 月 活動報告 

3. 西湘ネット（市野 SL） 

➢ 配付⑩_西湘ネット_10 月報告・11 月予定 

4. 県央ネット（高橋 SL）（濱田 SL） 

➢ 配付⑪_県央ネット_報告書 11 月分 

➢ 配付⑫_SL_RED 参加者_1101 時点 

5. 湘南ネット（葉木 SL） 

➢ 配付⑬_湘南ネット_令和 4 年 10 月活動報告 11 月以降予定 
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★資料提供・話題提供 

 なし 

 

5. 次回予定 

2022 年 12 月 2 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） 

※午後から中央防災研修会のため日程変更するか？（午前中は予算理事会） 

以上 

 


