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2019 年５月 VC はまゆう定例会 議事録 

開催日時： 2019 年 5 月 12 日(日) 10:00 -  

開催場所： サンウェルぬまづ 3 階 可動仕切り会議室 

出席者： VC はまゆう会員 19 名 沼津市社会福祉協議会 17 名欠席報告 

司会： 厚見さん 

書記： 蜂谷 

配布資料： 1. 2019 年 5 月 VC はまゆう定例会 

次回以降の予定： ２０１９年 ６月 ９日(日) 10:00 – 12:00 サンウェルぬまづ ３階 可動仕切り会議室 

２０１９年 ７月１４日(日) 10:00 – 12:00 サンウェルぬまづ ３階 可動仕切り会議室 

２０１９年 ８月１１日(日) 10:00 – 12:00 サンウェルぬまづ ３階 可動仕切り会議室 

２０１９年 ９月 ８日(日) 10:00 – 12:00 サンウェルぬまづ ３階 可動仕切り会議室 

２０１９年 10 月 13 日(日) 10:00 – 12:00 サンウェルぬまづ ３階 地域福祉活動室 

２０１９年 11 月 10 日(日) 10:00 – 12:00 サンウェルぬまづ ３階 可動仕切り会議室 

沼津市災害ボランティアコーディネーター協会 Blog <http://blog.canpan.info/numazu_vc/> [今後の活動予定] 

（ ）内は報告者、[ ]内は発言者 (敬称略) 

１．各委員会報告 
1.1 総務部(委員長 冨田) 
 総会お疲れさまでした。デジタル簡易無線が発売される。小電力トランシーバー 
 
1.2 災害対策委員会(委員長 渡辺) 

  平成 30 年度沼津市災害ボランティア本部運営会議の報告 
 日時：3 月 15 日(金)10:00～11:00 場所：サンウェル沼津 2 階中会議室 

  参加者：静岡県東部地域局(主査)浦田、沼津市政策企画課(副主任)芹澤、社会福祉課(主査)外川、 
危機管理課(主幹兼防災地震係)白岩、井口、眞野 沼津市社協 井上、NVN(事務局長)石川、上田 
VC はまゆう 田中、林、渡辺 
・災害ボランティア本部運営マニュアル 

見直し結果⇒改定なし ニーズ受付訓練は継続実施する 
災害ボラ本部が設置されたら NVN と VC はまゆうは本部運営に協力する 

・防災とボランティア週間啓発展 
危機管理課との連携した活動が出来た⇒さらなる連携を進める 

  ・ボランティア団体との連携 
   アンケート回収率 16％ 平時からの連携は必要⇒今後の展開をどうするか？ 
   被災後のニーズ変化を明確にすれば協力を得られやすい 
   自治会組織との連携を進めたい、防災指導委員会への参画を希望した 

・規約改正プロジェクト 
VC はまゆうの目的と事業を再確認⇒活動項目の洗い出し⇒事業との整合＆層別⇒事業と活動項目の整合 
⇒活動の 3 本柱の構築（目的＆事業）⇒2019 年度の活動項目設定＆優先順位付け⇒具体的活動計画の 
策定と推進 

 
1.3 研修委員会(委員長 田中) 

(1)研究会の予定 
災害対応イメージ訓練を自己(当協会内)で勉強、研究すること目的に開催します。いずれも定例会開催日 
の午後に開催します。 
・6 月 9 日(日) 13:00 – 16:00 HUG(避難所運営ゲーム) 研究会 
・10 月 13 日(日) 13:00 – 16:00 家庭内 DIG 研究会 
・2020 年 2 月 9 日(日) 13:00 – 16:00 逃げ地図 研究会 

(2)本部運営訓練 
例年どおり 8 月にボランティア窓口業務の訓練を実施予定です。 

(3)ミニ訓練 
9 月、11 月にボランティア依頼ニーズに関する訓練を実施したいと思っています。 
訓練内容を一緒に検討していただける協力者を募集いたします。 

災害ボランティア講座(災害ボランティア編) 
6 月 30 日(日) 10:00〜12:00 で開催します。 
7 月 6 日、7 日「沼津市災害ボランティアコーディネーター養成講座」の前座講座として位置付けます。 
災害ボランティアコーディネーター養成講座の受講者、高校生、災害ボランティアに興味がある方を主な 
対象にします。 
講座は、災害ボランティアの活動内容、心構えなどを講義とクロスロードです。災害ボランティア経験者 
に 2〜3 分程度でいつ、どこで、どんな活動をしたかを話していただきたいと思っています。 
詳細は別紙をご参照ください。 
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 沼津市災害ボランティアコーディネーター養成講座 
7 月 6 日(土) 9:30〜17:00、7 日(日) 9:30〜17:00 にサンウェルぬまづで開催されます。 
ご都合のつく方はご協力をお願いします。 
・参加者の出席確認、グループテーブルへの誘導 
・資料の配布 
・グループワークの討論の進行、および、タイムキーパー (ファシリテーター) 

  5 月 21 日(火)に講師の小村先生と打ち合わせをします。その結果は、6 月定例会でご報告します。 
  

災害ボランティア講座(災害ボランティア編)について 
1.講座目的 

  被災地でのボランティアの活動、および、ボランティア活動をするときの心構えを知ってもらいます。 
  災害ボランティアコーディネーター養成講座のプレ講座と位置づけ、災害ボランティアの活動に関する知 

識を習得してもらいます。 
 
 2.講座日時 
  6 月 30 日(日) 10:00 – 12:00 (9:30 受付開始) 
 3.講座対象者 
  主に災害ボランティアに興味がある高校生、および、災害ボランティアコーディネーター養成講座の受講 

生を対象にします。 
 4.講座内容 

1)座学 1(10 分) 
自然現象と自然災害を説明し、災害とは何かを知る。 

2)座学 2(15 分) 
災害ボランティアの活動について紹介し、災害ボランティアの存在を知る。 
災害ボランティアで活動をしたことがある方 2人〜3人に2 分〜3 分で体験談を語っていただきます。 
ここでは、いつ、どこで、何をしたか、そして、行くにあたり不安なことを語っていただきます。 
現地で感じたことなどは、「座学 3」で語っていただきます。 

3)クロスロード(45 分) 
「災害ボランティア」に関するクロスロードを実施し、ボランティア活動するときの心構えなどを知る。 

4)座学 3(20 分) 
被災地でボランティア活動をする場合の心構え、気にしなければならないことなどを知る。 

   クロスロードのフィードバックと「2)座学 2」で体験談を語っていただいた方に、被災者と接する時に 
気をつけたこと、活動の感想などを語っていただきます。 

 5.受講者募集 
  Facebook ページでの講座案内を掲示します。 

市、社協の承認を得て、災害ボランティアコーディネーター養成講座の広報と併せて広報します。 
 
1.4 情報委員会(委員長 磯崎) 
 
1.5 会計(会計 庄司) 

   
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 
2.2 戸田地区住人向け 防災講座 
  戸田地区自治会組織が新しくなり、改めて説明を行う。（尾沢） 
2.3 クイズ１００問プロジェクト 
  進展なし 
2.4 ボランティア団体との連携 

 
３．沼津市ボランティア連絡協議会理事会報告（山本・尾沢） 

日時：４月２４日(水) 場所：清水町福祉センター 13:30～15:10 
１）今回の開催議題 
２）静岡県東部５市３町災害ボランティア連絡会 開催場所 
３）2017 年度 静岡県・南駿地域総合防災訓練におけるアマチュア無線局の運用結果報告 
４）各ＶＣ・ＶＮ平成３０年度活動報告と３１年度活動計画 
５）平成３１年度静岡県社会福祉協議会ふれあい基金 

  “近隣市町連携による広域的な防災活動推進助成事業”の募集について 
 
４．ボランティア連絡協議会総会について 
 日時：５月１４日(火)10:00～ 場所：サンウェル沼津４階多目的ホール 
 
５．災害ボランティアコーディネーター養成講座打合せ 
 日時：５月２１日(火)19:00～ 場所：サンウェル沼津 調理室 
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その他 
 

・規約の改定プロジェクト 

第 3 条 事業 

１．災害ボランティア本部運営に関する研修や訓練を積極的に行う 

２．沼津市、沼津市社会福祉協議会及び各種関連ボランティアとの連携を図る 

３．沼津市以外の災害被災地へのボランティア活動や募金活動を行う 

 

 

以上 


