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令和 4 年 10 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(10月期)  

 

【実施日】2022 年 10 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、高橋、葉木、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】 

かがやきプラザ 会議室 2・3 

 

1. 片桐代表理事 挨拶 

船橋では 9 月に SL 講座がされ新しい仲間が増えた。このあとも様々なイベントがこの後も続

いている。新事業の「女性のための市民防災力アップ講座」は古池 SL（東葛ネット）を迎え 

講義をしていただく。今月も活発な意見をお願いしたい。 

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） 9 月 SL ネット入会者：10 名 理事会承認済 

  (座間市：1 名、松戸市：1 名、船橋市：5 名、千葉市：2 名、習志野市：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 

 東大地震研からの受託事業として室内地震計の設置及びアンケートへの協力 

 首都圏域の SL を対象にメールで募集。 

地震計設置(種別 A)：51 名、アンケートのみ(種別 B)：19 名 

 9 月 25 日に Zoom にて事前ガイダンス実施済 49 名出席 

 9 月 26 日から観測開始、10 月 3 日から事前アンケート開始 

（3） 10 月から見込み決算の確認、2023 年度予算案の検討に入る。 

  →今年度見込みは復活支援金を合算し現状は黒字にて推移 

→次年度のイベントが決まっていたら本部まで連絡をお願い 

（4） 公社 SL ネット受託事業 

① DIG 事業 

9/8 西湘高校 8 クラス、5 年経験者研修資料提供 

今後の予定：10 月 31 日、11 月 7 日 高浜高校 体育館にて 2 回にわけて実施 

      11 月 17 日 永谷高校、11 月 27 日 横浜清陵高校、12 月 15 日 茅ヶ崎高校 
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（5） テーマ別研修会 

   ●防災談話室@mansion（報告・次回予告） 

    9/14 18:00～Zoom ミーティング 21 名参加  

    テーマ「マンション防災の取り組み事例紹介と座談会」 船橋：平田 SL 

       巻末添付_「議事次第」を参照 

    次回：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、鈴木、山本 

         募集：10 月ニュースレターで募集開始 

    ・10/3 Googlemeet の使い方勉強会 

          無料枠の制限、参加者リクエスト権限の承認ができないなどトラブルあり 

     今後動作など改めて精査して 2 回目を実施予定 

    ・神奈川県総合教育センターでの 5 年経験者研修は DIG に代わり、「防災ワークショップ 

     3:3:3」へ変更を検討する連絡有り。 

   ●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 

 ・10 月定例会の予定なし 

活動報告 

 ・9/10 定例会（オンラインミーティング） 

 ・9/15 専修大学 DIG に参加（三澤、竹下） 

 ・9/28 非常食講座（主催：足立区青井住区センター 健康推進部）19 名参加 

  →非常食の炊出しを行い持ち帰りで試食（美味しかったと感想が届く） 

 

⚫ 埼玉県ネット（若笠・髙木） 

活動予定 

 ・11/19 日高市防災フェア支援 救急法担当 

 ・11/16 定例会 浦和コムソナーレ 

 ・11/23 春日部市自治会防災訓練 春日部市小学校 

活動報告 

  ・9/21 定例会 浦和コムソナーレ 5 名参加 

 ・9/29 吉川市支援打合せ 吉川市交流センター 2 名参加 

 ・10/1 吉川市炊飯袋講座 市川市交流センター 3 名参加 

 ・10/2 春日部市自治会講座 下柳集会所 1 名参加 
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⚫ 千葉県ネット（濱口） 

活動予定 

  ・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 

 ・11/7  地区運営委員会 Zoom ミーティング 

活動報告 

 ・報告なし 

 

⚫ 市浦ネット（木村） 

活動報告 

・第 10 回首都防災ウィーク 2022「首都直下地震と被害想定とマンション防災」 

 

⚫ 船橋ネット（片桐） 

活動予定 

 ・10/8  定例会 中央公民館 

 ・10/16 若松自治会防災講座 松が丘公民館 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 小児 CPR、AED 

  ・10/20 北部公民館寿大学講座 北部公民館 災害時の備え 

 ・10/21 ファミサポ CPR 講座 西部公民館 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 在宅避難 

活動報告 

・9/8,15 習志野市民カレッジ 習志野市役所 災害タイムライン 2 名参加 

 ・9/10 定例会 中央公民館 CPR＆AED 講習 18 名参加 

 ・9/11,18 三田公民館講座 三田公民館 3 名参加 

 ・9/15 八木が谷公民館講座 八木が谷公民館 いざという時に役立つ防災知識 2 名参加 

 ・9/24 新企画 スキトレ（勉強会）ロープワーク 中央公民館 

・9/25 女性のための市民防災力アップ講座（3 回目）講師：浅野幸子氏 船橋市役所 4 名参加 

 

⚫ 我孫子ネット（北見） 

活動予定 

・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 

活動報告 

・9/23 白山中学校防災キャンプ 白山中学校 クロスロード、三角テント作成 市民 90 名参加  

 ・9/25 我孫子市民チカラまつり 「石巻市立湊小学校避難所」映画上映 市民 65 名参加 

 

⚫ 神奈川県・横浜ネット（一政） 

活動予定 

・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 
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 ・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 雨具作成、ガラス飛散防止 

 ・10/31,11/7 高浜高校 DIG 

活動報告 

・9/8 西湘高校 DIG 水島、葉木、鈴木、山内、山本、石丸、一政） 

・9/17 KSVN 災害報告研修 

・9/27 KSVN 運営委員会 オンライン 

 ・9/29 城山高校 DIG（石丸、市野、山内、神田、一政） 

 

⚫ 川崎ネット（佐藤） 

活動予定 

 ・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 

活動報告 

・9/8 西湘高校防災訓練 

 ・9/8 中原ボランティア連絡会定例会 中原区社協 佐藤 SL 

  ・9/13 定例会 Zoom 

  ・9/21 市社協ボランティア団体部会 市社協会議室 

 ・10/1 ごえん楽市 川崎市民館 

 ・10/5 災害ボランティアセンター運営研修 高津区社協 

 

⚫ 西湘ネット（市野） 

活動予定 

・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 

活動報告 

・9/13 首都直下地震に備える耐震化推進 おだわら市民交流センター 講師：田中 SL 

・9/17 定例会 Zoomミーティング 

・10/1 鶴巻公民館主催防災サロン「災害時トイレ使用と災害ゴミの出し方について」 

    講師：市野 SL 

 

⚫ 県央ネット（高橋・濱田） 

活動予定 

・ 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 
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・ 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 

・ 11/19 RED（体験型防災訓練） SLネットから 35名募りたい、SLネットより 1万円協賛希望 

400名超の参加登録あり、ブース参加の SLには当日弁当の準備あり 

活動報告 

・ 9/17 健康都市文化大学「防災講座」 

・ 9/25 まちなか防災塾 （家具の固定はなぜ必要か） 

・ 9/29 RED責任者会議（SLかながわ 一政さん、濱田 SL出席予定） 

・ 10/4 県立座間養護学校防災訓練立ち合い 濱田 SL 

 

⚫ 湘南ネット（葉木） 

活動予定 

・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 

    →9/19に予定していたが台風接近予報のため延期 

活動報告 

・9/15 専修大学防災マップ作り・まち歩き DIG SL7名 

    学生 10名に午前講義、まち歩きを実施し午後に結果報告 

    写真の出力課題あり 

 

【次回の開催日】 

  2022 年 11 月 4 日(金) 13 時 30 分～運営委員会 Zoom ミーティング 
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2022 年 9 月の事業報告と今後の予定（9.9→10.6） 

（10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   

紙一重だった台風 14 号 

   ・上陸時の中心気圧 935hpa は統計開始（1951 年）以来 4 位 

      同 4 位ルース台風（1951 年）に類似 死者 943 人  

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) 

   重大事件が相次ぐ状況 

英国・エリザベス女王死去 9/8、国葬 9/19  

安倍元首相国葬義 9/27 

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） 

  台風 14 号（9/17 鹿児島上陸） 上陸時では観測史上 4 位 

   台風 15 号（9/23-24、記録的大雨 

    静岡県 断水被害 最大 76,039 戸（主に静岡市） 

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 

    9/10     パプアニューギニア  7.6   90.0km 

    9/14     バナツア       7.0   144.9km 

    9/17     台湾台東県      6.5    10.0km   

    9/18     台湾台東県      6.9    10.0km 1 人 

    9/19     メキシコ       7.6    15.1km 1 人 

    9/22     メキシコ       6.8    24.1 ㎞  

   イ 火山等      

    9/20 南太平洋ドンガ ホームリーフが過去 48 時間に 8 回噴火。 

ウ 気象災害 

【熱波と干ばつ】 西欧、中国、米国 

  【洪水】 

    8/26 パキスタン、6 月から続く豪雨で 900 人以上死亡、3 千万人被災  

     9/28  米国、ハリケーン「イアン」がフロリダ州上陸 

       「500 年に１度の洪水」州知事 

    10/03  アフリカ北東部地域、深刻な干ばつ    
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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】 

      【気象庁】 

    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           

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 目白、中央      

  地域講座 市原市、船橋、千葉市  

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 

１０月７日運営委員会議事次第 

日時：2022 年 10 月 7 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 2022.10.7 

（SL 養成講座）10 月 15 日 22，23 日千葉第 58 期我孫子市講座 

 

3. 理事会報告・議案など 

3.1.1. 理事会報告 

① 9 月 SL ネット入会者 10 名（座間市 1、松戸市 1、船橋市 5、千葉市 2、習志野市 1） 

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 

東大地震研から事業として、室内地震計の設置およびアンケート調査へ協力できる SL を募集。 

協力者は、種別 A：51 名   種別 B：19 名  

9 月 23 日地震計発送。9 月 25 日事前ガイダンス（オンライン）実施・49 名参加 

9 月 26 日から観測開始 10 月 3 日より事前アンケート開始 

③ １０月から見込み決算の確認、2023 年度予算案の検討に入る。 

 

3.1.2. 公社 SL ネット受託事業 

① DIG 事業関係：9/8 西湘高校 DIG 事業、 令和 4 年度 5 年経験者 DIG 研修へ資料提供 

9/29 城山高校 DIG 事業、その他高浜高校、茅ヶ崎高校でも予定。 

 

3.1.3. テーマ別研修会 

⚫ 防災談話室＠mansion（報告） 

実施日時：9/14（水）18:00～20:00 Zoom  21 名参加 

内容：平田 SL(船橋市)によるマンション防災の取組み事例紹介と座談会 

→H28 年度自治会主催で SL を招いて防災講話を実施。防災部会をつくり、防災の取組みをはじ

めた。エレベーター内の掲示などをうまく活用し、マンション内の防災の取組みを住民に周知。毎年の

個別訓練を工夫しながら実施。「住民はマニュアルどおりには動かない」を痛感し、初動マニュアルをど

のように現実に沿った内容にするか、議論のプロセスを重視している。 

次回：11/9（水）18:00～20:00 報告者：小田部 SL 
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⚫ 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。10 月 News Letter から募集 

 専修大学「DIG-防災マップ作成・まち歩き」9 月 15 日実施。（葉木、佐藤、一政、山本、神田、 

三澤、竹下、濱口 で対応） 

 10/3 Googlemeet の使い方勉強会を実施。（無料枠の制限、参加リクエスト権限の承認が出来

ないなど、トラブル・・） 

 （情報）例年 10 月に実施してる神奈川県総合教育センターでの 5 年経験者研修において、今後、

DIG に代わり「防災ワークショップ 3:3:3」実施の方向で検討すると連絡あり。 

⚫ 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) 

➢ 配付②_JoyLinks パンフレット・座間での JoyLinks レポート 

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 

 ・10 月の定例会は予定なし 

 ・11/19 座間ネット「参加型防災訓練 RED」体験参加予定 

活動報告 

・9/10 定例会 Zoom 

・9/15 専修大学「DIG・防災マップ作り・まち歩き」ファシリテータとして参加(竹下、三澤） 

・9/28 非常食講座 足立区青井住区センター健康推進部主催 参加人数 19 名 

⚫ 埼玉県ネット（若笠 SL）（高木 SL） 

➢ 配付③_埼玉県ネット_R4 年 9 月活動報告 

⚫ 千葉県/市浦ネット（木村 SL） 

➢ 配付④_市浦ネット_221007 SL 運営委員会資料・木村     

⚫ 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 202210（予定＆実行) 

⚫ 船橋ネット（片桐 SL） 

➢ 配付⑥_船橋ネット_R4.9 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_運営委員会報告資料（20221007） 

2. 川崎ネット（佐藤 SL） 

➢ 配付⑧_川崎ネット１_22 年 10 月 活動報告 

➢ 配付⑨_川崎ネット 2_ﾏｲﾀｲﾑﾗｲﾝ・220803 マイ防災マップ中３鈴木さん 
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3. 西湘ネット（市野 SL） 

➢ 配付⑩_西湘ネット_9 月報告・10 月予定 

4. 県央ネット（高橋 SL）（濱田 SL） 

➢ 配付⑪_県央ネット 1_ZSVN 報告書１０月分 

➢ 配付⑫_県央ネット 2_RED・PR リーフレット両面 

➢ 配付⑬_県央ネット 3_RED 防災アトラクションまとめ 

5. 湘南ネット（葉木 SL） 

➢ 配付⑭_SL 湘南ネット_令和 4 年 9 月活動報告 10 月以降予定 

★資料提供・話題提供 

 なし 

 

 

5. 次回予定 

2022 年 

１１月４日(金) 13:30～  

以上 

 


