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平成 29年 2月度 VCはまゆう定例会 議事録 

 

開催日時： 平成 29年 2月 12日（日）10:00～12:00 

開催場所： サンウェルぬまづ 3階 可動間仕切り会議室 

出席者： VCはまゆう会員 15名 

司会： 渡辺 茂樹 

書記： 厚見、高良 

配布資料： 2017年 2月 定例会議題 

           研修委員会報告 (2017年 2月 12日) 

      沼津市災害ボランティアコーディネーター協会・規約 改定案 (H29.2.12) 

           会費納入依頼 (H29.2.12) 

次回予定： 平成 29年 3月 12日（日）サンウェルぬまづ 3階 可動間仕切り会議室 

 

（ ）内は報告者、［ ］内は発言者（敬称略） 

1. 各委員会報告 

1.1. 会長（石田） 

・定例会欠席者の報告がありました。 

    ・今後の活動予定の出欠名簿回覧、記入してください。 

1.2. 総務（大野） 

・木村康子さんが 1月末に退会されました。 

1.3. 研修委員会 (代理 石田) 

  ・配布資料をもとに説明がありました。 

  ・災害 VC 養成講座修了生であっても、運営マニュアルの存在自体を知らないメンバーがいるため、

周知を徹底したいと思っています 

1.4   災害対策委員会（渡辺茂樹） 

  ・災害ボランティア運営会議が 3月 14日(火) 午後に開催されます。 

・参加者は沼津市危機管理課、沼津市社協、VCはまゆう、NVN、静岡県東部危機管理局です。 

・「VCはまゆう」からは厚見さんと私が出席します。 

・打合せ内容は、災害ボランティア本部運営マニュアル改定の承認、9月に開催される南駿地域総合 

防災訓練 などです。 

  ・次年度に何をやるかについては、以下のように考えています。 

(1)  ミッション・ビジョンの明確化 

      メンバー全員に周知する必要性があります。 

(2)  各委員会の活動の活性化 

     各委員会の活動の見える化をさらに進める必要があります。 

(3)  ＳＮＳ・地図の整備 

       メディア(新聞、ＴＶ等)をもっと有効活用し、さらに踏み込んで活用できるようにしたいです。 
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(4)  資金調達 

       草刈の収入がなくなったため、別の対策を講じる必要あります。別の対策としては、助成金の 

申請、出張講座の講師料などが考えられます。 

(5)  連携強化 

     ・近隣市町の連携は進んだと言えますが、今後は、市内の自主防・自治会との連携強化を図り 

たいと思います。 

・富士市を手本に、災害に関する連絡会の発足が必要です。 

1.5 情報委員会（福島） 

特に報告はありません。 

1.6 会計（杉沢） 

1月 8日以降 出入金ありませんでした。 

高額出費がなかったことと、新会員が増え会費が増えたため、昨年より 11万円プラスでした。 

 

 

2. プロジェクトチーム活動報告 

2.1 災害ボランティア本部設置場所、資機材調達検討（石田） 

本部設置場所は、今まで通りで進んではいません。 

2.2  災害ボランティア本部運営マニュアル見直し、整備（渡辺茂樹） 

8月をふまえて見直しを継続し、3/14の災害ボランティア会議で報告する予定です。 

 

3. 防災とボランティア週間啓発展 報告 (富田、杉沢) 

日時  1月 13日(金)  10:00～15:00 

会場  沼津市役所 玄関入口 

・掲示用のパネルが用意されていたが、こちらの準備がなく活用できませんでした。 

・当日は風が強く、パネルが飛ばされそうでした。 

・昨年までやってたアンケートは、今年はありませんでした。 

・掲示物やアンケートではなく、資料配布という形でも啓発はできると思いました。 

・季節柄、屋内（ロビーなど）でやりたいと思いました。 

・市の職員にも啓発してもいいのではと感じました。 

・メディアを呼ぶなどして、「ＶＣはまゆう」のＰＲの機会に活用した方が良いと感じました。 

・VCはまゆう として内容を提案して行うようにした方が良いと思いました。 

 

4．沼津市ボランティア連絡協議会の全体会 報告 (福島)  

日時 1月 28日(土)  10:00～12:00 

会場 サンウェルぬまづ 2階 大会議室 

・3/18 浜岡原子力発電所 視察の説明がありました。 

・同じ役員が長年（10年以上）つとめているため、役員入れ替えの必要性があります。 

 3/19 沼津市ボランティア連絡協議会の連絡会で、各会での持ち回り案を再検討することになり 

ました。 
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5. 河津町災害ボランティア本部運営訓練 報告 (石田） 

日時 1月 29日(日)   9:00～12:00 

会場 河津町保険福祉センター 

  ・今年で訓練は 4回目です。蜂谷副会長と私の２名 参加しました。 

  ・沼津は災害Ｖ本部としてサンェルぬまづ３階が想定されていますが、河津は保険福祉センター 

の１階が利用できるので、大きなメリットと感じました。 

  ・町長も参加していました。小さい町ならではの「仲間意識が強い」と感じました。 

  ・河津町のみでは、スタッフが少ないので、近隣の VC/VN (東伊豆、西伊豆、南伊豆、下田 等) 

   が参加し、協力しあって連携がうまくとれていました。 

 

6. 富士市災害ボランティア本部開設訓練 報告(参加者）   

日時  1月 29日(日)  午前中  

会場 富士市フィランセ 

・「ＶＣはまゆう」から７名参加しました。（磯崎、植松、尾原、杉沢、田中、山田 修、山本） 

・全員ボランティア役で申し込みましたが、行き違いがあり、当日、スタッフ役を割り当てられ 

ました。 

・富士子連から、子どもリーダーも参加していました。 

・関連団体の役割りが明確になっていて、連携もとれており、結束力が強いと感じました。 

 

7. 災害 VC フォローアップ研修 報告（代理 石田） 

日時 2月 5日(日)   10：00～15：30 

場所  サンウェルぬまづ 大会議室 

・約 55名の方が参加されました。 

・ボランティア本部の開設が決まってから、実際に開設されるまでの作業についてグループワーク 

   をしていただきました。グループワークにより色々な課題をつけることができました。 

  ・研修委員会で課題をまとめています。 

・次年度に引き継ぐことになりますが、見つけた課題に対する解決策の検討と実践について役員会 

   に提言し、検討していただき、次年度の活動の一つにしていければ良いと思っています。 

 

8. 南駿地域総合防災訓練全体説明会 報告 （杉沢） 

日時 2月 7日(火)   13：30～15：30  

場所  裾野市民文化センター  

  ・「ＶＣはまゆう」から 2名参加しました。（渡辺茂樹、杉沢） 

  ・今年の防災訓練は 9月 3日に、沼津市、裾野市、清水町、長泉町の 2市 2町合同で行います。 

  ・5月、8月にも会合を行う予定です。 

 

9. 東部 4市 3町災害ボランティア連絡会 （石田） 

日時 2月 11日（土）  9:30～11:30  

場所  韮山福祉保健センター  

  ・通常の活動報告と、9月 3日の総合防災訓練の情報交換でした。 

  ・単に、個々の訓練を同時に行うだけではなく、「情報連携」訓練を目指すべきではとの意見が 

   でました。 
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  ・2市 2町合同で集まって、どのような「情報連携」を行うかを打合せすることになりました。 

     日時  3月 18日(土)  10:00～12:00 

         場所 サンウェルぬまづ 2階 中会議室 

 

10. ボランティア研究集会 (石田) 

日時 2月 12日（日)  10:00～16:45  

場所  静岡県立大学大講堂ほか  

  ・「ＶＣはまゆう」から 5名参加されました。（石川、尾沢、金子、庄司加代子、山田修） 

 

11. 静岡県ボラ主催 救援活動のための図上訓練 （代理 石田） 

日時 3月 4日（土）12:30 ～ 3月 5日（日）15:30  

場所  静岡県勤労者総合会館（静岡労政会館）６階ホール、他 

 

図上訓練の課題４は、参加する団体が分科会１～４のなかで選択することになっているので 

本日の定例会で、アンケートを取り、結果は 

 分科会１（１５名）、分科会２（２名）、分科会３（１３名）、分科会４（０名） 

  でした。この結果より、「VCはまゆう」としては、分科会１と分科会３を選択することになり 

  ました。 

 

12. 沼津市ボランティア連絡協議会主催の研修会 （石田） 

日時 3月 18日（土） 

場所  浜岡原子力発電所 

  ・参加者を募集しましたが、参加希望者はいませんでした。 

  ・参加希望される方は、2月 20日（月)までに直接、沼津市社協 井上様まで申込みして下さい。 

 

13. その他 

  (1)  次年度の VCはまゆう組織、役員について (石田) 

  ・1月定例会後、役員選考委員会を開きました。 

・石田会長の条件付き継続（引っ越し等の状況による）は確定しました。その他は未定です。 

・副会長は各委員会の委員長ということになっているので、各委員会で確定してほしいです。 

  (2)  各委員会のメンバーについて (石田) 

  ・各委員会に所属していない会員に対し、回覧にて各委員会のメンバーを募集しました。 

  (3)  会則 変更について （杉沢） 

・重要書類（会計資料）等は、施錠可能なロッカーなどに保管するように計画しています。 

・保管文書に関する規約に、電子データに関する内容を追加する必要があると思います。 

・文書管理の担当者を決めたほうが良いと思います。情報委員会が良いと思います。 

  (4)  資格手当 防災士、救急救命士 (石田) 

・出張講座ができるような講師を確保したいので、資格取得をバックアップします。 

・資格取得のための「受講料」を上限 5000円で補助します。 

・さかのぼって請求できます。（請求書は田中さんが作成中です） 

  (5)  年会費とボランティア活動保険 (石田) 

  ・3月定例会で次年度会費とボランティア活動保険の保険料を預かる予定です。 
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  (6)  4/2 総会 10年表彰と総会終了後の催し (石田) 

  ・10年表彰対象者は 4名です。（武田、真木、山田茂樹、渡辺由勝） 

  (7)  4/2  総会終了後の活動について (石田) 

  ・各委員会の年間活動計画などにあてる予定です。 

  ・お茶等を用意して、和やかな雰囲気作りを心掛けてはどうでしょうか。 

     → 役員会で検討します。 

  (8)  8月 災害ボランティア本部運営訓練 日程調整 (石田) 

  ・9月 3日に総合防災訓練があるので。8月の訓練は、リハーサル的な内容にしてはいかが 

   でしょうか。 

  (9)  「VCはまゆう」の「のぼり」 (石田) 

  ・VCはまゆう の PR活動を行う時に、「のぼり」があった方で宣伝効果があるので作りたいです。 

   → 今後、作る方法で検討します。 

 

 

以 上 

 


