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令和 4 年 7 月 1 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(7 月期)  

 

【実施日】2022 年 7 月 1 日（金）13:30～16:00 

【出席者】(敬称略) 

市野、一政、片桐、北見、木村、佐藤、髙木、高橋、葉木、畑、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 

連日続く暑さで会場からオンラインに変更し感染症だけでなく場合によって対面とオンラ

インを使い分けることは非常に良いことである。 

私が住む船橋市の話題として市民活動総合補償制度（市民活動中の事故により法律上の損

害賠償責任を負うことになった場合や怪我をした場合等に補償される制度）について災害発

生時の避難所の運営委員にも適用されるのかという問合せが多いとのこと。 

本日も活発なご意見をよろしくお願いします。 

 

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 

巻末添付_「運営委員会議事次第」を参照。 

（1） 寄付金の呼びかけについて 

 NewsLetter133 号同封で寄付金の呼びかけを同封。寄付金呼びかけの 5 年目 

 となる今年も 100 件を目指したい。達成の場合は寄付金控除の対象となる。 

（2） SL 全体研修について 

  7 月 18 日(月・祝) 14:00～16:00 Zoom を使用したオンライン研修 

  「電気の備えは大丈夫ですか？」  

被災時の話（市原：坂内 SL）、太陽光パネル（座間：草野 SL） 

現在参加募集中（6 月 30 日現在 63 名登録済） 

（3） 九都県市合同防災訓練について 

 各県市の訓練実施概要については議事次第３.（１）③を参照。 

 【追加情報】 

ビックレスキューかながわ 10 月 16 日(日)9:30～12:30 南郷上ノ山公園(葉山町) 
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（4） 公社 SL ネット受託事業 

① 5 月～7 月全 9 回 総務省消防庁主催 市町村長の災害対応力強化研修（オンライン） 

講師派遣（濱田・天寺）新人組長向けのマンツーマン研修 

② 7/9,10,16,17,23 全 10 回船橋市危機管理課主催 船橋市地域防災リーダー研修 

船橋ネット講師で市内公民館にて各日午前午後で開催 

③ 7/7,9 千葉県赤十字防災ボランティアリーダー地区リーダフォローアップ研修 

県内統一のボラセンマニュアルを使用した研修（片桐・天寺） 

④ 神奈川県総合教育センター教員 5 年経験者研修へ資料提供 

（一政・葉木・佐藤・山本・天寺） 

⑤ 7/16 長崎大水害 40 周年防災フェア出展（防災教育普及協会依頼/天寺・濱口） 

⑥ 8/2,23 南房総市社協災害 VC スタッフ養成講座（片桐・平田・天寺） 

（5） テーマ別研修会 

   ●防災談話室@mansion（開催報告） 

    7/13 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」 川崎：植田 SL 

    ホームページリニューアル作業完了 

   ●DIG インストラクター研修の再企画（一政 SL） 

    →専修大学より学生向けの DIG 防災マップ作成・まち歩き」の依頼あり 

     8/19 実施予定。葉木 SL を中心に企画構築。 

   ●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 

4. 地域ネットから報告 

 東京ネット（代理：天寺） 

活動予定 

 ・7/16 足立区災害ボランティアスキルアップ研修第 1 回 

     「被災した側から見た災害支援」講師：社会福祉法人夢みの里事務局長 阿部由紀氏 

 ・8/11 施設見学（気象科学館：気象庁）13:00～15:00 東京以外のネットも参加可 

  参加希望者は 8/4 までに本部事務局へ申込のこと 

活動報告 

 ・6/25 足立区男女参画プラザ 記念フォーラム 

    「足立区における水害対策の現状」講師：足立区災害対策課長 

    「女性視点の防災対策」講師：聖路加国際大学大学院教授 五十嵐ゆかり氏 

  ・7/1  専修大学防災フェア 災害食展示（三澤 SL・久我 SL・天寺・仁藤） 

 埼玉県ネット（若笠・髙木） 

活動予定 

 ・7/3 吉川氏防災フェア 吉川市民交流センター（3 名参加予定） 

 ・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（武蔵浦和サウスピア） 

  ・7/30 防災連絡会（川口市/高木 SL）2 月防災フェア、研修会打合せ 
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活動報告 

  ・6/8 埼玉県ネット三役会（武蔵浦和サウスピア） 

 ・6/12 春日部市 4 地区防災会議（永沼集会所/若笠 SL） 

千葉県ネット（木村） 

活動予定 

  ・7/4 地区運営委員会（きぼーる）九都県市合同防災訓練、春季研修振り返り 

 船橋ネット（片桐） 

活動予定 

 ・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 

  ・7/9～23 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 

 ・8/5 親子防災講座（二宮・飯山満社協） 

 ・8/5,19 船橋市主催「夏の学生ボランティア体験」 

・8/6 定例会（中央公民館） 

 ・8/19 男女参画親子防災講座 （きららホール） 

 ・8/21 親子非常食講座（松が丘公民館） 

活動報告 

・6/26 女性のための市民防災力アップ講座（市役所）市受託新事業 21 名参加(20 代～) 

 我孫子ネット（北見） 

活動予定 

・7/3 久寺家地区防災訓練実施（6 自治会一斉訓練） 

・7/6 市民協働推進担当打合せ（北見 SL、田中 SL） 

・7/22 i 工房防災訓練 

・8/20 男女共同参画セミナー 

活動報告 

 ・6/4 我孫子市自治会・町会懇談会 クロスロード（講師：本部濱口、髙野 SL） 

・6/10 我孫子市民のチカラまつり（実行委員/北見 SL） 

・6/12 つくし野西自治会防災講話（伊藤 SL、藤岡 SL） 

・6/18 定例会 片桐代表理事出席 

・6/22 つくし野東地区防災訓練事前打合せ 

・6/27 久寺家地区防災訓練事前打合せ 

・6/30 社協事務局長と打合せ（北見 SL、山田 SL） 

神奈川県・横浜ネット（一政） 

活動予定 

 ・7/3 10 月防災訓練打合せ（保土ヶ谷区拠点運営委員会）夜間訓練案あり 

 ・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 
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活動報告 

・6/8~10 県教員向け DIG 講習（善行：葉木 SL、山本 SL、一政 SL、天寺） 

 ・6/14 KSVN 2021 年度総会（一政 SL） 

 ・6/16 茅ヶ崎北陵高校 DIG（講師：水島 SL、FT：神田 SL、一政 SL） 

・6/18 瀬戸ヶ谷小学校地域 DIG（FT：畑 SL） グループワーク実施ができた 

・6/24 横浜市 SVN 打合せ SL も多数参加していたが SL としての出席は少なく、 

    今後社協含めて顔つなぎをしていく（畑 SL） 

川崎ネット（佐藤） 

活動予定 

 ・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 中原チャレボラ「マイ防災マップを作ろう」（中原区社協） 

 ・8/3 高津どんなもんじゃ祭り 実行委員会（高津区役所：佐藤 SL） 

 ・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 

活動報告 

・6/9 中原ボランティア連絡会 定例会（中原区社協） 

・6/15 川崎ネット 定例会＆ＳＵ勉強会 乾物試食（講師：植田 SL） 

・6/28 災害 VC マッチング体験研修（中原エポック） 

 

 西湘ネット（市野） 

活動予定 

・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） 

 ・7/12 地球温暖化と異常気象（小田原 UMECO） 講師：田中 SL 

 ・7/23 定例会（Zoom） 

活動報告 

 ・6/4  防災サロン（鶴巻公民館）「避難生活を考える」講師：石丸 SL 

 ・6/14 大災害の法・制度、災害救助法について（小田原 UMECO） 講師：田中 SL 

 県央ネット（高橋・濱田） 

活動予定 

 ・7/3 倉庫引っ越し作業② 

 ・7/7 協働事業：児童ホーム成果報告会：3カ年事業（サニープレイス） 

 ・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） 



5 
 

 ・7/26 障がい者団体連盟講習会 

 ・7/26 座間養護学校 教員訓練、訓練見守り（座間養護学校） 

 ・7/27 定例会（サニープレイス） 

 ・7/28 少年少女サマーボランティアスクール 炊出し等（サニープレイス） 

 ・7/29 消防体験（座間消防本部） 

活動報告 

 ・6/4 かざぐるま たいやき支援  

 ・6/6 神奈川新聞取材 関東大震災 100 周年について 

 ・6/12 日本郵便助成金 説明会 

 ・6/15 クロスロードゲーム練習会（愛川町 山内 SL 依頼） 

 ・6/19 厚木社協実技研修（厚木社協） 

 ・6/25 まちなか防災塾 電気入門、マイタイムラインを考える（サニープレイス） 

 ・6/26 倉庫引っ越し作業① 

 ・6/29 定例会（サニープレイス） 

 湘南ネット（葉木） 

活動予定 

・9 月頭  藤沢市防災訓練、防災フェア開催予定 

・9 月下旬 湘南ネット顔合わせ会実施検討中  

活動報告 

・6/18 「火山 もう一度見直そう～富士山噴火が起きたら～」 

    講師：神奈川県温泉地学研究所 萬年 一剛 主任研究員 

    30 名参加 神奈川だけでなく遠くは福島、群馬も SL メンバーも参加 

 ・DIG 関連 

 （１）6 月に実施された防災教員向け研修に参加し課題を発見。 

① オンライン研修としてスプレッドシートを使用するが地図の貼り付けなどの操作 

に苦労されていた。 

② 転勤されてきた教員が大半で学校周辺のことをあまり知らない方が多かった。 

→周辺を知るためのフィールドワークを行う仕掛けづくりの必要性 

③ グループ討議がないため独りよがりの地図になっている可能性がある 

④ しかし、教員同士の各学校での取り組み状況の意見交換が行われたことは良い 

（２）6 月 27 日に実施された 5 年経験者研修について 

  次年度から「災害想像力を養おう」に変更を検討しているとのこと。 

 

【次回の開催日】※8 月は休会です。 
  2022 年 9 月 9 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 6 月の事業報告と今後の予定（6.3→6.30） 
（7 月 1 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 私的解説 （６月再掲載） 

 今年の夏に想定される事態と対応 

気候変動による集中豪雨の想定だけでなく 

気候変動による猛暑、異常高温も想定すべき。 

それにより冷房等の集中使用による電力不足発生の懸念 

5/17 経済産業省 電力需給逼迫の注意報を新設へ 

     熱中症による健康被害の急増は確実で、まさに災害 

     新型コロナと同じ、外出自粛の状況に。 

      7 月分 

SL ニューレター（６月下旬発行）  

     「今夏、顕著な高温予想のもとで熱中症予防が重要に」 

    公益目的事業にもっと自信と誇りを 

     千葉市消防局の見解、受講料を徴取は収益事業への反論 

委員長の問題意識 

     気候変動「適応」分野でのボランティア活動づくりが急務 

      私たちは「新たな災害」に対応できていない 

      医療機関との本格連携をめざして 

    報告、平田直東大名誉教授が、推進委員会の委員に 

 

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) 

    オミクロン株での第 6 波と政府の対応 

内閣感染症危機管理庁設置決定 6/17 

     ロシアによるウクライナへの軍事侵攻開始 2/24 

     参議院選挙 7/10 投票 

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  

6/19 1508   石川県能登地方   5.4    13 ㎞  6 弱 珠洲市 

   ※群発地震の原因は不明 

6/26  2144    熊本県熊本地方   4.7    9 ㎞   5 弱 美里町 

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 以上か犠牲者多数) 

    日 時       発生地           Ｍ    深 さ   死者 
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    6/21     アフガニスタン東部  5.9    10km   千名以上  

   イ 火山等      

ウ 気象災害 

    6/13 スベイン中部・南部で 40 度突破 

    6/17 フランスパリで 39 度の可能性 仏気象局 

6/21 中国南部（広東省、福建省、広西チワン族自治区）数十年ぶりの豪雨 AFP 

     

 1-3  防災行政等の動き 

       ア 政府  

    【政府】 帰還困難区域（福島県葛尾村の復興拠点）の避難指示解除 6/12 

        【経産省】 

     電力需給に関する総合対策 6/7 

    【内閣府】 

被災者支援のあり方検討会 第 3 回 6/29 座長 鍵屋一 

 抜本的見直しが論点 

      【気象庁】 

     6/01 線状降水帯予測開始 

    イ 自治体  

ウ 東日本大震災の避難者数  

【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]      

6/5 2100 新・全国ハザードマップ 水害リスクを総点検      

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 青山学院（渋谷区連携）、明治、専修、法政      

  市原市市民講座  

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  

    停電対策学習会 7/18 

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通知 6/6 連絡   
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 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 6/1 

    イ 普及協会事業 

定期総会・学習会 6/25 

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 防災科研の小型地震計実験への協力  

３、総務広報等  

   ・通常号 6 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 

７⽉１⽇運営委員会議事次第 
⽇時︓2022 年７⽉１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 2022.7.1 
 
3. 理事会報告・議案など 
3.1.1. 理事会報告 

① 6 ⽉ NewsLetter133 号で寄付⾦の呼びかけ同封。5 年⽬も 100 件を⽬指して寄付を集めたい。 
② 7/18（⽉・祝）SL 全体研修「電気の備えは⼤丈夫ですか」 オンライン開催（Zoom 事前登録

制） 
講師︓坂内 SL（市原市）、草野 SL（座間市） 
内容︓令和元年台⾵で被災した坂内 SL から夏に 3 ⽇間停電した被災経験から電気の備えについ
ての教訓。「マイ発電所 PJ」の草野 SL から太陽光パネルで電気を発電する仕組み、電気の備えの
考え⽅などについての話。                       ※63 名申し込み登録者(6/30 現
在) 

③ 九都県市合同防災訓練情報 
埼⽟県会場 8 ⽉ 28 ⽇（⽇）北本市 北本総合公園、他 
千葉市会場（2022 年幹事会場）9 ⽉ 1 ⽇（⽊）千葉市蘇我スポーツ公園 
千葉県会場 10 ⽉ 23 ⽇（⽇）⼤網⽩⾥市 
ビックレスキューかながわ 
横浜市会場 

3.1.2. 公社 SL ネット受託事業 
① 5 ⽉〜7 ⽉全 9 回 総務省消防庁主催 市町村⻑の災害対応⼒強化研修（オンライン）に講師

派遣 (濱⽥・天寺) 
② 7/9、10、16、17、23 全 10 回 船橋市危機管理課主催 船橋市地域防災リーダー研修（船橋

ネット） 
③ 7/7、９ 千葉県⾚⼗字防災ボランティアリーダー・地区リーダーフォローアップ研修（⽚桐・天寺） 
④ 神奈川県総合教育センター教員 5 年経験者研修へ資料提供（⼀政・葉⽊・佐藤・⼭本・天寺） 
⑤ 7/16 ⻑崎⼤⽔害 40 周年防災フェアへ出展（防災教育普及協会の依頼/天寺・濱⼝） 
⑥ 8/2，23 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） 
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実施⽇時︓7/13（⽔）18:00〜19:30 Zoom   
内容︓植⽥ 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 
※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。 
※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）・・・継続検討 
※専修⼤学⾚松 SL より「DIG-防災マップ作成・まち歩き」の依頼。8 ⽉予定 

 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。 
 

4. 各委員からの報告 

 東京都ネット（三澤 SL）  
 配付②_東京ネット_5 ⽉定例会報告 

 埼⽟県ネット（若笠 SL）（⾼⽊ SL） 
 配付③_埼⽟県ネット R4 年 6 ⽉活動報告 

 千葉県ネット（⽊村 SL） 

 我孫⼦ネット（北⾒ SL） 
 配付④_我孫⼦ネット_報告資料 2022（6 ⽉ 7 ⽉予定＆実⾏表） 

 船橋ネット（⽚桐 SL） 
 配付⑤_船橋ネット_R4.7 事業予定  

1. 神奈川県ネット・横浜ネット（⼀政 SL） 
 配付⑥_横浜ネット_運営委員会報告資料（20220701） 

2. 川崎ネット（佐藤 SL） 
 配付⑦_川崎ネット_22 年 06 ⽉ 活動報告 

3. ⻄湘ネット（市野 SL） 
 配付⑧_⻄湘ネット_5 ⽉報告・6 ⽉訂正版 

4. 県央ネット（⾼橋 SL）（濱⽥ SL） 
 配付⑨_県央ネット_ざまネット報告資料 
 配付⑨参考県央ネット_6_『マイ・タイムライン』をつくってみよう実習⽤紙 
 配付⑨参考県央ネット_ワークショップシール_160706 

5. 湘南ネット（葉⽊ SL） 
 配付⑩_SL 湘南ネット_令和 4 年６⽉活動報告７⽉以降予定 

★資料提供・話題提供 
5. 次回予定 

2022 年 8 ⽉休会 
９⽉９⽇(⾦) 13:30〜 ちよだかがやきプラザ 4 階 （会議室 1・2） 

以上 


