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令和 4 年 9 月 9 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(9 月期)  

 

【実施日】2022 年 9 月 9 日（金）13:30～16:00 

【出席者】(敬称略) 

市野、一政、北見、木村、佐藤、髙木、高橋、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. 一政理事 挨拶（片桐代表理事 欠席の為代理） 

神奈川県ネット企画の柳島防災キャンプは今年度も中止とし、11 月 19 日に座間市で実施

される体験型防災訓練 RED への参加を会員へ呼びかけることとする。 

 

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） 2022 年 SL ネット加入者一覧表の報告（濱口） 

 集計日：2022 年 9 月 7 日入金まで 

2022 年会員：544 名      正会員数：615 名 

（2） 下半期の事業の共有 

 事業計画書に基づいて実施していく。DIG 研修について一政 SL を中心に企画中。 

 今期中に実施する。 

（3） 「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：31 名、アンケートのみ：1 名（9 月 9 日現在） 

 後日平田東京大学名誉教授にガイダンスを行ってもらう予定（9 月 25 日実施済） 

 地震が発生すると体感で感じなくともメールがくる。その時に体感有 or 無だったか、 

 その時にどのような行動を行ったかを調査する。 
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（4） 九都県市合同防災訓練の報告 

 9 月 1 日(木)幹事会場として千葉市の蘇我スポーツ公園で実施 

 総理大臣をはじめ国の要人が SL のブースを視察し、活動や防災マップの説明を行った。 

（5） 公社 SL ネット受託事業 

① 千葉県教育庁児童生徒安全課主催「学校安全教育研修」（7/26 葛南教育事務所・船橋市宮

本公民館、８/26 東葛飾教育事務所・東葛飾合同庁舎、7/28 北総教育事務所・香取合同庁

舎、 

8/18 東上総教育事務所・夷隅教育会館、8/19 南房総教育事務所・君津教育会館）へ講師

派遣（天寺・推進委員会事業として） 

② DIG 事業 

8/30 中原養護学校 1 時間×2 回、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 月末、11 月頭 高浜高校 体育館にて 2 回にわけて実施 

      12 月 SL 企画初心者 DIG 開催予定（詳細は下記テーマ別研修会参照） 

③ 災害 VC 研修 

8/23 南房総市社協災害 VC スタッフ養成講座（片桐 SL・平田 SL・天寺） 

（6） テーマ別研修会 

   ●防災談話室@mansion（予告）※実施済 

    9/14 18:00～Zoom ミーティング 

    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 

    引き続きリレー形式で実施していく。またホームページに専用ページを作成予定 

   ●DIG インストラクター研修の再企画（一政 SL） 

    ・初心者 DIG 12/1、8、22 全 3 回予定（会場予約は 9 月下旬） 

    ・9/15 専修大学「DIG-防災マップ作り・まち歩き」実施依頼（実施済） 

     葉木 SL・佐藤 SL・山本 SL・神田 SL・三澤 SL・竹下 SL・濱口で当日対応 

     報告は 10 月運営委員会にて 

   ●災害 VC 運営訓練・・・マッチングシステム(JoyLinks) 

    ・7/13  船橋市災害 VC 運営訓練にて稼働（実施済） 

       ・9/3   座間市災害 VC 運営訓練にて稼働（実施済） 

    ・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 

 ・9/10 定例会（オンラインミーティング） 

 ・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） 

活動報告 

 ・8/11 気象科学館見学 13:00～15:00 参加人数 20 名、SL 他家族なども参加 
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 埼玉県ネット（若笠・髙木） 

活動予定 

 ・9 月 炊出袋講習打ち合わせ 吉川市民交流センター 

 ・9/25 定例会 浦和コムソナーレ 

活動報告 

  ・7/3 吉川市防災フェア 吉川市民交流センター（4 名参加） 

 ・7/24 春日部市 4 地区防災会議  永沼集会所/若笠 

 ・7/30 定例会 オンライン（6 名参加） 

 ・8/3  炊出袋講習打ち合わせ 吉川市民交流センター（3 名参加） 

 ・8/25 3 役会 武蔵浦和サウスピア 

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 

活動報告 

 ・9/5   千葉県ネット地区運営委員会 オンライン 9 名参加 

  ・9/6   九都県市合同防災訓練 部門別会議 防災フェア 大網白里アリーナ（濱口参加） 

 船橋ネット（代理：天寺） 

活動予定 

 ・9/8,15 習志野市民カレッジ 習志野市役所 

 ・9/10 定例会 中央公民館 CPR＆AED 講習 

 ・9/11,18 三田公民館講座 三田公民館 

 ・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 

 ・9/25 女性のための市民防災力アップ講座（3 回目） 船橋市役所 

活動報告 

・7/13 船橋市市民協働課災害 VC 職員訓練 教育センター JoyLinks 稼働 7 名参加 

  ・7/9～23 地域防災リーダー研修（船橋市 5 公民館 各 2 回の計 10 回開催）避難所運営担当 

 ・7/23 自主勉強会 クロスロード 中央公民館 8 名参加 

 ・7/24 女性のための市民防災力アップ講座（2 回目） 船橋市役所 4 名参加 

・8/6 定例会 中央公民館 18 名参加 

 ・8/19 男女参画親子防災講座  きららホール 5 名参加 

 ・8/21 親子非常食講座 松が丘公民館 3 名参加 

 ・9/2～4 船橋市 SL 養成講座 3 日計 24 名参加 

 我孫子ネット（北見） 

活動予定 

・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 

 ・9/25 東我孫子地区防災訓練 

 ・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 

 ・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 
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活動報告 

 ・7/13 我孫子市白山中学校 防災授業見学 2 年生全クラス実施「さすけなぶる」授業 

 ・7/22 I 工房 福祉施設支援者に対する防災訓練の実施 

神奈川県・横浜ネット（一政） 

活動予定 

・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 

 ・10/16 ビッグレスキューかながわ 葉山町 

 ・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 

 ・10/31,11/7 高浜高校 DIG 

活動報告 

 ・7/16 瀬戸ヶ谷小学校地域 HUG（FT：畑 SL） 

 ・7/20 横浜清陵高校 DIG 事前打合せ（実施日：11/24） 

 ・7/26 KSVN 運営委員会 

・8/18 城山高校 DIG 打ち合わせ 

・8/21 九都県市合同防災訓練＠横浜(金沢区) 

・8/23 KSVN 理事会 

・8/24 Joy-Links 説明会（畑 SL） 

・8/25 神奈川県サポートセンター SL 登録更新 

・8/29 DIG 講師打ち合わせ 山内 SL 

・8/30 中原養護学校 DIG  葉木・佐藤・一政 対応 

川崎ネット（佐藤） 

活動予定 

 ・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 

活動報告 

・7/6 新城高校 第 1 回学校運営協議会 佐藤 SL  年 4 回予定 

・7/14 中原ボランティア連絡会定例会 中原区社協 佐藤 SL 夏祭りについて 

 ・7/14 定例会 Zoom 

 ・7/25 中原チャレボラ企画会議 中原区社協 佐藤 SL 

 ・7/26 市社協ボランティア団体部会 市社協：佐藤 SL 

 ・7/29 高津チャレボラ「震度 6 シミュレーションクイズ」 高津支援学校 

 ・8/3,17 中原チャレボラ「マイ防災マップを作ろう」 中原区社協 



5 
 

 ・8/27 中原ボラ連 夏祭り「マイタイムラインを作る」 中原区社協  

 ・9/4 高津区どんなもんじゃ祭り 高津区役所ホール等 タペストリー使用 

 西湘ネット（市野） 

活動予定 

・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 

活動報告 

・7/2 防災サロン「ワークショップ 災害時を想像しよう」 鶴巻公民館  講師：石丸 SL 

 ・7/12 地球温暖化と異常気象  おだわら市民交流センター  講師：田中 SL 

 ・7/30 定例会（Zoom） 

 ・8/4  女性視点からの防災 おだわら市民交流センター 講師：田中 SL 

  ・8/17 夏休み親子体験見学会 神奈川県総合防災センター 

 ・9/3  防災サロン「防災情報を調べよう」 鶴巻公民館 講師：古家 SL 

県央ネット（高橋・濱田） 

活動予定 

・ 10/23 Shake out キックオフミーティング 平田先生特別講演予定（オンライン） 

・ 9/12 NPO 法人 監事藤田 SL 逝去  

・ 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 

・ 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 

・ 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 

活動報告（線引き部分は中止または延期） 

 ・7/3 倉庫引っ越し作業② 

 ・7/10 まちなか防災塾 電気の自助、実践編（サニープレイス） 

 ・7/10 基金 21 助成金説明会 

 ・7/21 子育て防災①（市内公民館） 

 ・7/27 定例会（サニープレイス） 

湘南ネット（葉木） 

活動予定 

・9/15 専修大学防災マップ作り・まち歩き DIG SL7 名 

・9/19 「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 

活動報告 

・7/27 専修大学 DIG 打ち合わせ オンライン 

 

【次回の開催日】 
  2022 年 10 月 7 日(金) 13 時 30 分～運営委員会 かがやきプラザ 4 階 会議室 1・2 
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2022 年 8 月の事業報告と今後の予定（7.1→9.8） 
（9 月 9 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   

なぜ今、気候変動講座開設なのか 

歴史的、国際的気候変動の発生 

   ・ヨーロッパの熱波と干ばつ 過去 500 年で最悪 

     ・パキスタンの洪水 国土の 3 分の１水没 3300 万人被災 過去最悪 

  日本でも最悪に事態の可能性 

   ・「9 月、10 月大型台風による首都圏大水害に警戒と備えを」ニュース（8 月下旬） 

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 

安倍元首相銃撃で死亡 7/08 

参議院選挙 7/10 投票 

第二次岸田改造内閣 8/10 

東京五輪受託収賄で高橋元理事を逮捕 8/17 

オミクロン株での第７波と政府の対応 

岸田首相も夏休みで感染 8/20 

岸田首相、原発政策の転換表明 8/24（漏れ） 

ウクライナ・サポリジエ原発付近での戦闘状態 

24 年ぶりの急激な円安 9/8 

英国・エリザベス女王死去 9/8（漏れ） 

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）  

7/24  2005    桜島で噴火 警戒レベル 5 

ウ 気象災害（土砂含）（内閣府掲載を主に対象） 

  7/12 から 13 にかけての大雨 

 埼玉県鳩山町 12 日の降水量 374.5mm、1 時間降水量 111.0mm 

  記録的短時間大雨情報発表  

8/3 からの大雨 

 新潟県（村上市、関川村、胎内市）大雨特別警報   

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 

    7/27     ﾌｨﾘﾋﾟﾝ北部ルソン島  7.0    33.7km  5 人以上  

    9/05     中国四川省瀘定県   6.6    10.0km 74 人以上 
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   イ 火山等      

ウ 気象災害 

【熱波と干ばつ】 西欧。中国、米国 

    7/04 イタリア・北部ポー平原の干ばつで北部 5 州に非常事態宣言  

    7/15 中国・四川省 43℃記録 

    7/19 英国・史上初の 40℃超え  

    7/19 米・テキサス州過去最高の 46.1℃ 

    7/22 スペイン・ポルトガル、熱波で 1700 人以上の死者 WHO  

    7/22 米・カリフォルニア州新たな山火事発生 

    7/25 週末に中国・浙江省、福建省の 2 都市、最高気温 41℃を記録 

    7/18 アフリカ東部（ｹﾆｱ･ｿﾏﾘｱ･ｴﾁｵﾋﾟｱ）で干ばつ、数百万人が飢餓に直面 

8/23  欧州委員会「現在の干ばつは引き続き、少なくとも過去 500 年で最悪の  

   様子」とコメント。 

【火山】   

    8/04 アイスランドの首都近郊、火山噴火 

【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  

     9/07  韓国、台風 11 号上陸、10 人以上死亡 

 1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府  

    【政府】  

        【経産省】 

    【内閣府】 

首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会 

1 回 6/30、2 回 9/6 ※首都圏大水害予想時の事前広域避難 

      【気象庁】 

     防災気象情報に関する検討会 4 回 中間とりまとめ案 7/19 

      ※来年の雨期までに抜本的見直し 

    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 

原子力規制委員会 処理水の海洋放出計画認可 7/22 

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           

    9/01 千葉市会場 岸田総理  

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 
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    ア TV  [NHK スペシャル等]      

7/17 海の異変 しのびよる酸性化の脅威   

9 月の防災の日前後に特集なし、ネタギレか     

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 成蹊、目白、中央      

  地域講座 市原市、東大、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  

  停電対策学習会 7/18 

  ⑷会議 

    定期委員会 7/12 新委員 平田氏、松坂 NHK 前専務理事  

気候変動試験講座 8/3 

       国立環境研究所、気象庁、国土交通省（河川）、災害情報（ＮＨＫ）、 

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 

     実行委員会 8/2 

     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 8 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 

９⽉９⽇運営委員会議事次第 
⽇時︓2022 年９⽉９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 2022.9.9 
（SL 養成講座）9 ⽉ 2 ⽇〜4 ⽇千葉第 56 期船橋市講座／9 ⽉ 23,24 ⽇千葉第 57 期千葉市講座 
 
3. 理事会報告・議案など 
3.1.1. 理事会報告 

① 2022 年 SL ネット加⼊者⼀覧表の報告（濱⼝） 
 配付②_社団参加者数⼀覧_20220909(天寺・仁藤・濵⼝含む) 

② 下半期の事業の共有 
 配付③_2022 年下半期活動計画 0909v 

③ 「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 
東⼤地震研から受託事業として、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。 
⾸都圏域のメール登録 SL へ通知。 種別 A︓30 名   種別 B︓1 名  

④ 九都県市合同防災訓練報告 
 

 
3.1.2. 公社 SL ネット受託事業 

① 千葉県教育庁児童⽣徒安全課主催「学校安全教育研修」（7/26 葛南教育事務所・船橋市宮
本公⺠館、８/26 東葛飾教育事務所・東葛飾合同庁舎、7/28 北総教育事務所・⾹取合同庁
舎、 
8/18 東上総教育事務所・夷隅教育会館、8/19 南房総教育事務所・君津教育会館）へ講師
派遣（天寺・推進委員会事業として） 

② DIG 事業関係︓8/30 中原養護学校、9/8 ⻄湘⾼校、令和 4 年度 5 年経験者研修資料提供 
③ 災害 VC 研修︓8/23 南房総市社協災害 VC スタッフ養成講座（⽚桐・平⽥・天寺） 

 
3.1.3. テーマ別研修会 

 防災談話室＠mansion（予告） 
実施⽇時︓9/14（⽔）18:00〜19:30 Zoom   

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 
※今後、メンバーの集合住宅での防災の取組みについて事例報告をリレー形式で実施していく。 



10 
 

※SL ネット HP に防災談話室ページを開設。 
 DIG インストラクター研修の再企画（⼀政 SL） 

初⼼者 DIG 研修︓12/1,8,22 全 3 回の予定（会場予約は 9 ⽉下旬から） 
専修⼤学「DIG-防災マップ作成・まち歩き」の依頼。9⽉15⽇実施。（葉⽊、佐藤、⼀政、⼭本、
神⽥、濱⼝ で対応） 

 
 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 
 ・9/10 定例会（オンラインミーティング） 
 ・9/28 ⾮常⾷講座（主催︓⾜⽴区⻘井住区センター 健康推進部） 
活動報告 
 ・7/ 1 専修⼤学防災フェア 災害⾷展⽰（参加︓天寺、仁藤、久我、三澤） 
 ・8/11 施設⾒学（気象科学館） 13︓00〜15︓00  参加⼈数 20 名 

 埼⽟県ネット（若笠 SL）（⾼⽊ SL） 
 配付④_埼⽟県ネット１ R4 年７⽉活動報告 
 配付⑤_埼⽟県ネット２ 最終プログラム（案）2022.08 
 配付⑥_埼⽟県ネット３ 防災チラシ（吉川市） 

 千葉県ネット（⽊村 SL） 
 配付⑦_220830 ⾸都防災ウィーク番組表 

 我孫⼦ネット（北⾒ S L） 
 配付_  

 船橋ネット（⽚桐 SL） 
 配付⑧_船橋ネット_R4.9 事業予定  
 配付⑨_船橋ネット_R4.9.25 公開講座リーフレット 

1. 神奈川県ネット・横浜ネット（⼀政 SL） 
 配付⑩_横浜ネット_運営委員会報告資料（20220909） 

2. 川崎ネット（佐藤 SL） 
 配付⑪_川崎ネット１_22 年 08 ⽉ 活動報告 
 配付⑫_川崎ネット 2_川崎危機管理アンケート調査 

3. ⻄湘ネット（市野 SL） 
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 配付⑬_⻄湘ネット_8 ⽉報告・9 ⽉予定 

4. 県央ネット（⾼橋 SL）（濱⽥ SL） 
 配付⑭_県央ネット_20221119RED 

5. 湘南ネット（葉⽊ SL） 
 配付⑮_SL 湘南ネット_令和 4 年 8 ⽉活動報告 9 ⽉以降予定 
 配付⑯_2022 年 3 ⽉実施防災⼠アンケート結果 

★資料提供・話題提供 
 なし 
 
 
5. 次回予定 

2022 年 
10 ⽉ 7 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 
 


