
奈良県防災士会拡大理事会 議事録

（特定非営利活動法人 奈良県防災士会定款第３８条）

１．日 時 平成２９年 ４月 １日 ９：３０～

場 所 三宅町あざさ苑

２．総 数 理事１８名 監事２名 参与２名 顧問３名

内出席者数 理事１２名 監事２名 参与１名 顧問１名

出席者名 理事 植村信吉・末田政一・岩野祥子・勝川喜仙・大北容子

北村厚司・杉村正春・高岡宏芳・田中太加雄・松尾修

南上敏明・村山央

監事 大久保喜治・堀田東作

顧問 伊藤東洋雄

参与 木本喜信

書面又は電磁的方法による表決者

理事 奥田英人・井上清・山口正春・柏田勝幸・佐古金二郎・古瀬博之

顧問 中田勇四郎・前川輝男

参与 木村尚史

事務局職員（理事を除く）

出席 板垣伴之・修田智道・北村しおり・船元良子

３．審議事項

別添資料参照（当会定款第３４条第３項による招集通知文）

４．議事の経過の概要及び議決の結果

① 理事会の議長選出に関する事項

当会定款第３５条により理事長が議長を務める。

≪承 認≫

② 理事会の議決
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当会定款第３６条第２項による議決人数

総数 ２５名の過半数１３名

本日の出席人数１６名・欠席人数９名（内書面又は電磁的方法による表決者９名）

であり本会は成立する。

≪承 認≫

③ 理事会の議事録署名人

当会定款第３８条第１項第５号により選任された者

木本喜信・岩野祥子

≪承 認≫

発 言 者 発 言 内 容

議長

(植村理事長)

板垣事務局員

植村理事長

これより審議に入ります。

報告事項の１番２９年１月から３月までの奈良県防災士会活動報告につ

いてです。この件につきましては、協議事項５番の当面の日程と一括で提

案させていただきます。

２番の平成２８年度後期会計処理についてです。私の方から説明させて

いただきます。

昨日までの分を清算させて頂きました。後期分講師費用弁償は振り込み

ではなく現金で手渡しさせて頂きました。婦人会館分は一年分まとめて支

払いをさせていただきました。

現在の会計状況の報告について、総会時には正確な数字を出させて頂き

ますが、昨日付けで会計を締めただけですので概算額について実務をして

頂いています板垣さんからして頂きます。

口座の残額と現金の合計で約２５０万円になり、前年度からの繰越額を

差し引きますと１００万円程度の単年度残高が見込まれます。

前年度繰越金の内１０４万円は元々災害復興支援金として NPO法人に
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全員

植村理事長

杉村理事

植村理事長

板垣事務局員

植村理事長

全員

植村理事長

なる以前から積み立ててきた別会計分を NPO法に基づき同一会計に入れ

た額になります。今年度分につきましては、赤字にもなっていませんし、

大きく黒字にもならず適度な収益になったと思っています。決算につきま

しては総会の議案として提出しますので、決算案が出来上がりましたら理

事さんにお送りしますので確認をお願いします。

２番の会計処理について、よろしいですか。

≪承 認≫

３番本年度事業の役割分担についてです。

理事、監事、顧問、参与につきましては継続です。理事長は私植村、副

理事長は井上さんと奥田さん、広報部長が勝川さん、教育・研修部長が山

口さん、事務統括は末田さん、経理担当が岩野さんとなっていますが皆さ

んにお諮りとお願いです。現、経理担当の岩野さんが仕事の関係で経理実

務を行うのが厳しい状況であると申し出があり、仕事が第一であるので退

任を了承いたしました。それで、杉村理事に会計担当理事をお願いし、実

務を本年度途中から手伝いをお願いしています事務局員の板垣さんに継続

してお願いしたいと思っていますので承認をお願いしたいと思います。ま

ずは本人の承諾をお願いします。

実務を板垣さんにお願いすることになりますが、それで承認頂けるよう

でしたらお受けさせていただきます。

板垣さんも仕事が増えますがお受け願えますか。

了承しました。

それでは、経理担当理事がかわる件ご承認頂けますか。

≪承 認≫

次に、４番のソロプチミスト補助金についてです。

県の協働推進課から紹介を受けまして、ソロプチミスト財団から防災関
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全員

植村理事長

全員

植村理事長

係を行っている団体への補助金をとの打診がありました。通るかどうかは

分かりませんが申請書を作成して上げさせていただきました。申請が通り

ますと助成金として３０万円を受けられますので取りあえず申請を出した

という事です。よろしいですか。

≪承 認≫

次に、５番の奈良県防災士会名簿についてです。

２年間会費未納者について、定款に基づき会員から外しました。その結

果会員数は約３４０名となりました。

正会員が大幅に増えました。本部の２月時点で１００名程度になりまし

た。前年度の正会員数が約６０名でした。賛助会員が差引２４０名となり

ます。正会員は少ないですが、防災士の認証を受けられた方からの入会が

多くなってきて、良い形になってきています。それに基づき会費の納入通

知案内、総会案内をこれから出していきます。

案内が届いていない等の問い合わせが各理事さんにもあるかと思われま

すが、２月末の本部の名簿にもとづいて正会員には総会の案内を出しまし

たと、賛助会員には総会の傍聴と研修の案内を出しました。届いていない

方は３月以降に加入された方か、会費を納めておられない方のどちらかに

該当しますのでその様に説明をお願いします。

名簿の件よろしいですか。

≪承 認≫

次に、６番本部理事会の報告です。

この件は、私が参加してきましたので報告させていただきます。

今年度の本部の総会が、本部役員の改選年になります。関西連絡協の幹

事県も受けていますので、役員改選の立候補の受付が４月に行われます。

本部の理事会では個別の立候補があれば調整しますが出来れば関西連絡協



5

5

全員

植村理事長

全員

植村理事長

で推薦を出来ればお願いしたいと話がありました。それを受けまして４月

２７日に関西連絡協の支部長さんに集まって頂き推薦者を決める予定で

す。現在の理事が兵庫県の大石支部長、この方は本部理事会推薦です。大

阪の田渕支部長、奈良は私植村、和歌山が早稲田支部長の四人です。事前

に電話メールでそのままでなって頂いたらとなっていますが、支部長会で

決めたいと思っています。私は奈良から出ていますので皆様の了承を得て

おかないといけませんので報告とご承認を頂きたいのですがよろしいでし

ょうか。

≪承 認≫

ありがとうございます。

では、次の備品の購入についてです。パソコンとプリンター、プロジェ

クターを購入したいと思っています。現在パソコン、プロジェクター、ス

クリーンのセットを所有しています。これは奈良県防災士会を結成した当

時に JP郵便局の補助金がありそれを利用して買っています。しかし最近講

師の派遣が多くなりワンセットでは対応が難しくなり購入をしたいと思い

発注いたしました。一応１０万円以上の購入が理事会の承認事項となって

いますが、急ぐという事でパソコンとプリンターで１０万円未満でしたの

で私の判断で発注いたしました。プロジェクターにつきましては予算のこ

ともあり次年度に購入させて頂きます。

よろしいですか

≪承 認≫

では、協議事項にうつります。１番の定款改定について

配布の資料を見てください。一件は、総会の定足数の改定です。定款２

７条「正会員３分の２以上の出席」となっている所を「過半数以上」に改

めようとするものです。理由として昨年度の総会時の出席者数が委任状を
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全員

植村理事長

末田事務統括

含めても３分の２以上がぎりぎりでした。今後正会員が増えますと益々３

分の２の会員を集めるのが厳しくなることが予想されます。通常他の団体

を見ましても過半数以上となっている所が多く見られますので当会も過半

数以上に改めたいと思っています。

二点目は、第２８条の公告の方法です。法改正に伴いまして貸借対照表

の公告が義務付けられましたので、それに対応するために「従来の官報に

掲載して行う」の後に「但し、法第２８条の２第１項に規定する貸借対照

表の公告については、内閣府ポータルサイトに記載して行う。」に改正した

いと思っています。

定款の改正案を総会に提出することでよろしいですか。

≪可 決≫

次に、２番の平成２９年度総会についてです。総会役割分担と進行並び

に記念研修会について末田事務統括から説明をお願いします。

別紙資料の奈良県防災士会２０１６年度総会進行役割表に添って説明さ

せて頂きますので資料をご覧ください。

役割分担は理事長と二人で決めさせていただきましたので、都合の悪い

方は申し出てくだされば調整していきます。

日時は平成２８年５月２８日日曜日場所は桜井市「まほろばセンター第

３・４研修室」事務局集合時間が１０時、役員集合が１２時でお願いしま

す。総会会場準備が事務局員全員で行います。研修会場準備が事務局員以

外の役員全員と参加会員の有志でお願いします。椅子を並べられる分約１

５０席位になると思いますが準備をお願いします。受け付けは大北さんと

事務局員でお願いします。

〈以下資料に基づく説明のため記載省略〉

役割未定で空白の司会者については、後で調整します。
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植村理事長

堀田監事

末田事務統括

大北理事

末田事務統括

植村理事長

高岡理事

末田事務統括

大久保監事

植村理事長

以上で説明を終わらせて頂きますが、抜けている方や、役割が都合の悪

い方がありましたら挙手の上お願いします。

参与と顧問は役割に入れていませんので応援でお願いします。

何かご意見等ありましたらお願いします。

準備を２０分でという事ですが、役員の集合時間を早めることは出来な

いのですか。

会場の多目的ホールの使用料が高いので午後からしか借りていませんの

で１２時半からしか入れませんので１２時集合にさせて頂いています。

何席準備するのですか。

１５０席です。

２００席並べることが出来るそうですが、演台を出しますと１２０席位

になると思いますが、プロジェクター等をセッティングするとどれだけに

なるか不明です。

机はなしで、椅子のみでプロジェクターとスクリーンをを設置して、プ

ロジェクター用の机を置いて、講師用の椅子を置くのか等事務局で図面を

書いて頂いてそれに基づいて設定するとかは。

会場を見ているのが理事長だけですので会場の様子がわからないです。

椅子だけですので問題はないと思います。

この研修会は、本部スキルアップと共催になりますので、少し複雑にな

りますが、奈良の会員は無料で受け付けなしで入場して頂きます。本部申

し込みで他府県から来られる方は１，０００円支払って来られます。聞か

れましたらその旨説明をお願いします。

他府県から来られる方の数は決まっているのですか。

今のところ、３０名以内でお願いしようかと思っています。

他に意見がなければ、司会者を決めたいと思います。誠に勝手ですが私
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田中理事

末田事務統括

田中理事

植村理事長

全員

植村理事長

が指名させて頂こうかと思いますが、候補の方が二人おられます。高岡理

事と田中理事のどちらかにお願いしたいです。

シナリオ等あるのですか。

ありませんので、自分で作ってください。

分かりました。あとで相談させて頂きます。

司会を私と高岡理事、田中理事とで終了後どちらにして頂くか相談させ

て頂きます。

あと、研修会は、NPO法人日本防災士会の高野甲子雄講師で演題のつい

ては「災害ボランティアの基本」と題し、私からお願いしているのは「現

地に行って何を行うのか、何に気を付けなければいけないか、無理をしな

いで楽しく支援する」等を、山口教育部長からは「受援、災害対策で現地

支援本部を立ち上げて受ける側として何が必要なのか」を織り交ぜてのお

話をお願いしています。

では、総会に関する件はよろしいですか。

≪可 決≫

３番目、平成２９年度講師派遣実費弁償についてです。

資料に基づき説明をさせていただきます。特定非営利活動法人奈良県防

災士会「報酬及び費用弁償規程」を制定しようとするものです。規程です

ので理事会承認事項になります。規程（案）とそれに伴う講師派遣の流れ、

費用弁償額、各様式を添付させて頂いています。規程案が承認されました

後に、流れや金額がこの様になりますとなります。

では、特定非営利活動法人奈良県防災士会報酬及び費用弁償規定につい

て説明します。

〈以下、資料朗読説明のため記載省略〉

続いて、主催者別、講師派遣依頼の流れについてです。
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大北理事

植村理事長

大北理事

植村理事長

高岡理事

植村理事長

松尾理事

植村理事長

〈以下、資料朗読説明のため記載省略〉

次に、様式の説明をさせていただきます。

〈以下、資料朗読説明のため記載省略〉

質疑に入ります。質問者は挙手の上発言をお願いします。

様式第４号の入金額とは何になりますか。

入金額とは主催者側からの講師派遣依頼費用です。

例えば、依頼者側から２０，０００円を頂いて、費用弁償に８，０００

円を支払った残りの１２，０００円を入金するという事ですか。

入金額は、依頼者から受け取った金額をそのまま入金してください。頂

いたところから費用弁償額を差し引いて残りだけを入金されますと何の分

かわからなくなります。入金がない場合もありますが、ない場合はボラン

ティアで行くことになりますので会計精算書はいりません。あと、例えば

３人で講師に行った時に寸志として５，０００円を頂いた時には補てんは

ありませんので５，０００円は入金して頂いて３人で５，０００円を費用

弁償として割っていただく事になります。

振込手数料はどのようにするのですか。

主催者には主催者側で手数料を負担して振り込んでくださいと言って振

り込んで頂くのが基本ですが、現金で受け取った時には、なるべく郵貯振

替でお願いしたいですが、一般金融機関からの振り込みの時は手数料を差

し引いて振り込んでください。

会計精算書の入金内訳に謝金、交通費、源泉とありますが意味の説明を

お願いします。

謝金はそのまま講師謝金で、役所等で予算が講師謝金で組んでおられる

と防災士会に支払うことが出来ないので個人宛に振り込まれることがあり

ます。その折には所得税が源泉されますので「源泉（有り）」にマルをして
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勝川理事

末田事務統括

植村理事長

伊藤顧問

植村理事長

伊藤顧問

植村理事長

大北理事

岩野理事

ください。

領収書の金額は、責任者が立て替えるということになるのですか。

立て替えていただくか、事前に会計から預かっておくかになります。

基本的には事前にこの事業には誰と誰が行くということが決まっていま

すし、講師謝金の入金額も事前打合せで決めておいて頂いていますので会

計から前もって預かってください。

自主防災会が防災士会に依頼してこられた場合には手続きをするわけで

すよね。それで自主防災会の方が費用を払うわけですよね。県にお願いを

して、県からアドバイザーで防災士に依頼があれば地元の方は無料ですよ

ね。これはどちらでも言っているわけですか。

アドバイザーの件は後でお話をしようと思っていましたが、アドバイザ

ー事業は防災士会とは切り離します。そうしないとどちらで行っているの

かわからなくなりますので。

今までに県から言われて行ったことがありますがそれとは違うという事

ですか。

今話をしていることは、奈良県防災士会として依頼を受けるか、受けな

いかの事で、主催者が費用を支払うことが出来ない時にはボランティアで

行きますとか費用を下げて行きますと話をしてあげてくださいという事で

す。またアドバイザー事業で行った方が良いと思える時にはアドバイザー

事業を申請しなさいとアドバイスをしてあげてください。そうなれば、県

からアドバイザー事業の講師に行ってくださいということになります。

入金を書く欄に入金をした日を記載する欄があればチェックをする方が

分かりやすいのではないかと思います。

経理担当として、日付けがある方が確実に分かります。主催者の方で書

いて頂けるのであれば是非入れて頂きたいです。
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大北理事

勝川理事

植村理事長

北村理事

植村理事長

松尾理事

大久保監事

植村理事長

松尾理事

植村理事長

振り込みに色々なパターンがあるので詳細が分かればわかる程会計とい

ては助かります。

それでしたら、何か記号を付ければ良いのでは。

事業ごとに番号を発行して管理していけば良いのではないですか。

管理番号を付ける等の話が出てきましたので、実務をして頂く方と相談

して様式を変更するかも知れないという事にさせてください。

あと、講師謝金等（費用弁償）一覧表について説明させて頂きます。

〈資料朗読説明のため記載省略〉

よろしいですか。

実技指導の場合にも資料作成があると思いますが、その分の費用弁償は

ないのですか。

あることも、大変なことも分かっていますが、なしでお願いします。

打合せの議事録を付帯しておかなくてはいけないですね。簡単に済まし

ても，緻密にしても同じとなれば、楽な方になる可能性もあるし、資料作

成にしても使いまわしになったりする可能性があると思われますが。

そこは、防災士であるし担当していただくのは理事の方が大部分と思い

ますので、信頼するという事で判断をさせて頂きます。

交通費が出る場合ですが、車で移動する場合が多いですがガソリン代で

なくても路線分の金額だけを燃料代にかえるとかは出来ないのか。

それも気になりますが、本来は参加して頂く方それぞれ違う所から来て

いただきますので、それぞれに計算するのが当然のことですが、専属の事

務局員がいない中では無理なので一律で費用弁償を支払うとしたいです。

ただ、泊の時は２日分とさせていただきます。

費用弁償規程のところで、旅費規程も入れておいた方が良いのでは。

それに代わるものが、今説明させて頂いている一覧表が費用弁償規程の
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全員

植村理事長

末田事務統括

松尾理事

植村理事長

末田事務統括

植村理事長

別表だと理解してください。今後財政状況により金額の改定はあると思っ

ておいてください。

運用は、理事会承認事項ですので、本日承認いただければ、本日４月１

日から運用します。

よろしいでしょうか。

≪可 決≫

次に４番の講師派遣についてです。

講義可能なものの調査を別紙［防災研修等スキル確認アンケート］を配

布していますのでまずは、理事の方が書き込んでください。これを各会員

にも送付しようと思っています。回答を頂いたものを事務局で集約してホ

ームページに講師を載せているものを整理したいと思います。ただ回答い

ただいたものを全て計上するのではなく精査したうえ防災士会としての講

師として適任と思われる方を載せさせて頂きたいと思っています。

補足説明させてください。理事の方は責任者として一人で行動できる項

目に○を付けてください。応援で行けるものまでにしますと、理事さん方

は全部に○になると思いますのでそこのところよろしくお願いします。

項目が何処までのことかよくわからないです。例えば「防災かまどベン

チ」は何処までの指導が出来ることが必要なのですか。

自分が指導できるもの、打合せから資料作り、講師話、報告まで全て最

初から最後まで出来るものと理解してください。

防災かまどベンチでしたら、準備から完成までになります。

これに関連して、先ほどの案件の「主催者別講師派遣依頼の流れ」の左

は先ほど説明しましたが、右側の県アドバイザー派遣事業の分ですが県の

事業なので県に任すと話しましたが、現在の組織図の中にアドバイザー講

師団としてホームページ等に挙げていますが、次からアドバイザー講師団、
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全員

植村理事長

末田事務統括

団長、副団長は外そうと思っています。防災士会の講師の整理が出来てい

ないのに団長、副団長というのがおかしいですし、アドバイザーと言う付

け方をしますと県のアドバイザー事業の講師団と誤解を招きますので外し

ます。新たに防災士会としての講師団をアップしていきますので了承して

おいてください。

講師派遣については宜しいですか。

≪可 決≫

次に、５番当面の日程についてです。最初に活動報告につきましては、

当面に日程と一緒に説明しますと申しましたが、時間の都合上割愛させて

頂きますので各自で後程見ておいて下さい。それでは末田事務統括から説

明をお願いします。

今回の日程表から「区分」の欄を設けさせて頂きました。ここにはボラ

ンティアで行くのか、会議なのか、費用弁償があるものなのかを分けたい

と思いますので、事前打合せの書類を必ず頂きたいと思います。

〈資料朗読説明のため記載省略・記載漏れ変更事項のみ記載〉

婦人会館の事業がまた始まりますが、担当の方と打ち合わせをして確定

しましたら報告させて頂きますが、婦人会館の分が入ってくるという事を

お含みおきください。

次に変更です、以前に７月１日で報告しました、定例研修会ですが７月

２日日曜日に変更になります。午後からで場所は奈良文化会館小ホールで

予定しています。講師に日本防災士会熊本県支部長の宮下正一氏をお呼び

して、災害時にどのように現地で進められたのかをメインにお話を聞きた

いと思います。この研修会は関西支部連主催での研修会になります。

次に、追加です。８月５日土曜日の９時半から１５時半までお天気フェ

アです。例年と同じ形で行います。奈良市防災センターで奈良気象台主催
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松尾理事

植村理事長

全員

植村理事長

伊藤顧問

植村理事長

です。これには人手が沢山いりますので皆さん予定をお願いします。

県アドバイザー事業は、分けて考えますという事ですので今後はアドバ

イザー事業は当面の日程には記載しません。

４月２８日１２時半から１４時３０分関西連絡協の通常会議に木本参与

が参加頂きます。その他追加等ありましたらお願いします。

４月２５日フェニックスまなび隊で防災に関する初歩的な話をしてほし

いとの依頼が来ています。大和郡山市三の丸会館１０時２０分から１１時

５０分まで主催者はフェニックス大学です。松尾一人で対応します。

４月２７日関西連絡協の支部長会議が大阪であります。次に婦人会館の

分です。昨年度は、一年間通しで行いましたが、今年度は前期・後期に分

かれて６回ずつの形で進みます。前期の責任者として田中理事、後期の責

任者として松尾理事にお願いしました。講義は前期・後期とも同じ内容で

なると思います。次に、桜井市の社会福祉協議会、市ボランティア協議会

が９月１０日日曜日午前中に桜井市民体育館を使って体験型の避難所体験

訓練をしたいとの話が来ました。それに向けての事前リーダー研修、全体

の企画立案、桜井市危機管理課との調整までですのでかなりの人手が必要

になると思われます。

以上ですが、当面の日程について何かありませんか。よろしいですか。

≪可 決≫

最後にその他ですが何かありますか。

初めにありました、ソロプチミスト補助金は何かをするから頂けるのか、

それとも日頃からの活動に対して頂けるのですか。

災害ボランティアとか災害について取り組んでいる団体に対する助成と

聞いています。全国から申請があがってきますのでその内の何団体が選ば

れるという形です。この団体は女性の団体で元々日本財団の中にあって女
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伊藤顧問

植村理事長

伊藤顧問

植村理事長

堀田監事

植村理事長

大久保監事

植村理事長

南上理事

植村理事長

性を中心に活動するという事で別れた団体と聞き及んでいます。

もう一点。防災研修・講演・実技指導等の様式のなかにタイムラインと

ありますが、これは何方かが講習とかに行っておられるのですか。

キチンと講習を受けて指導出来る所までは行っていません。この前に本

部の研修を受けた所です。これは是非防災士会内部で進めたい課題と思っ

ていますので、また研修会を入れたいと思っています。

是非お願いします。あと、以前に地区防災計画モデルの話がありました

がどの様になっていますか。

その件は、現在中断しています。やらなくてはいけないのですが、忙し

くて手が廻らない状況です。

ソロプチミスト補助金の申請とか結果報告、会計報告・実績報告とか難

しいのですか。JR西日本の補助を３年間頂いたのですが、報告が大変で申

請は簡単でも報告が大変でした。色々のところで防災事業にお金が無いの

で助成申請をしてはとなるのですが、報告が大変なのでやめておこうとな

るので聞かせて頂けたらと思います。

実際に補助金を受けて、報告をしたわけではありませんので分かりかね

ます。

助成を受けたらかなりの報告をしなくてはならない。

他にありませんか。

会員名簿から会費未納者８５名程度を除外しますとありますが、長年の

懸案事項でやっとやって頂いて良かったと思います。色々の経緯で声掛け

をして入って頂いた方もありますので、名前を教えていただけませんか。

最初に立ち上げた時には、１００人程度で来たものの会費が貰えてない

方とかどうしようかと来たものですが、なかなか整理もできずに困ってい

たものですが整理が出来ました。NPO法人になって定款に謳っていますの
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末田事務統括

植村理事長

全員

植村理事長

全員

植村理事長

で、割り切って定款に基づいて処理したいと思っています。なかには、理

事に方に苦情もくる場合もあるかと思いますが定款に基づいての処理とし

ないと整理がつきませんのでお願いします。

除名者には、除名しましたとの通知は出しません、ただ総会等の通知、

案内は出しません。

もしも会費を払うからという方がありましたら、会費を預かるだけでは

なくて、改めて入会書も提出して頂いて下さい。

その他についてよろしいですか。

≪可 決≫

次回の理事会ですが総会が終わってから開催したいと思いますので、総

会の日に、調整させて頂くという事でよろしいですか。

≪可 決≫

それでは、これを持ちまして理事会を終了します。

平成２９年 ４月 １日

議事録記録者

事務局職員 杉 村 正 春

議事録の署名

平成 年 月 日

議 長 ㊞

議事録署名人 ㊞

議事録署名人 ㊞


