
奈良県防災士会理事会 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１０月２８日 ９：３０～

場 所 三宅町上但馬団地解放会館

２．総 数 理事１８名

内出席者数 理事１２名

出席者名 理事 植村信吉・井上清・末田政一・大北容子・柏田勝幸・北村厚司

杉村正春・高岡宏芳・田中太加雄・古瀬博之・南上敏明・村山央

書面又は電磁的方法による表決者

理事 奥田英人・岩野祥子・山口正春・勝川喜仙・佐古金二郎・松尾修

事務局職員（理事を除く）

出席 板垣伴之・北村しおり

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

当会定款第３６条第２項による議決人数

総数 １８名の過半数１０名

本日の出席人数１２名・欠席人数６名（内書面又は電磁的方法による表決者６名）

であり本会は成立する。

≪承 認≫
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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

柏田勝幸・高岡宏芳

≪承 認≫

発 言 者 発 言 内 容

議長（理事長）

末田事務統括

議長

末田事務統括

議長

植村理事長

これより審議に入ります。

報告事項の１．九州北部豪雨災害への支援報告について末田事務統括か

ら説明をお願いします。

８月２５日金曜日から２８日月曜日にかけて九州北部豪雨災害へ支援活

動に行ってきました。当初東峰村を予定していましたが、相手方の事情に

より朝倉市に変更して活動をしてきました。会計につきましては、今回支

援金募金が少なかったことにより持出になりましたがご理解をお願いしま

す。

報告事項につきましては最後に一括とさせていただきます。

次に、２．定例研修会及び新年会について末田事務統括から説明をお願

いします。

毎年年初めに開催しております定例研修会ですが奈良地方気象台見学で

企画いたしました。詳しいことが決まりましたら報告をさせて頂きます。

ひきつづき恒例の新年会をさせて頂きます。ＪＲ奈良駅の近くの店におい

て会費３，５００円位で予定をしています。気象台見学は最大で７０名程

度、新年会は５０名程度で予約しています。

次に、３．関西支部連絡協議会地区防災計画集会についてです。この件

は私から報告します。

関西支部連絡協議会地区防災計画集会開催について説明。併せて支部長

会が開催され今後の支部代表等について会議が開催される旨の説明。



3

3

議長

末田事務統括

議長

全員

議長

末田事務統括

杉村理事

末田事務統括

議長

田中理事

末田事務統括

植村理事長

議長

全員

議長

【詳細記載省略】

次に４．会員向け各種案内の発送についてです。末田事務統括から説明

をお願いします。

全会員向けに「訓練、研修の案内」発送。開示可不可の未確認者に確認

発送。年会費未納者に督促状発送をする事について説明。【説明詳細記載略】

報告事項は以上ですが質疑等ありますか。

≪承 認≫

それでは、二．協議事項に入ります。１．奈良県防災士会頒布品「帽子」

作成についてです。末田事務統括から説明をお願いします。

現在発注個数、デザイン等調整中です。デザインについて北村理事にし

て頂いていますので説明をして頂きます。

私が、預かっていますので私の方から説明します・『説明あり』【説明詳

細記載省略】

発注個数が１００個になると、10万円超えることも予想されるため、理

事会承認事項になりますので協議願います。【説明詳細記載省略】

この件について、デザインは担当に任せて頂き、10万円を超えるか超え

ないか微妙ですが、10万円を超えた場合にも作成し支出する事に承認頂け

るか協議をお願いします。

販売価格は幾ら位になりますか。

1,500円程度になるかと思います。100で 10万円を超えるとなると 1,000

円では無理かと思いますので。

儲ける気はありませんが赤字にするわけにはいきませんので。

この件について、よろしいですか。

≪可 決≫

次に２．奈良県防災士会ブロック区分の見直しについてです。私の方か
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植村理事長

杉村理事

末田事務統括

高岡理事

植村理事長

杉村理事

議長

南上理事

植村理事長

議長

ら説明させていただきます。

奈良県防災士会を衆議院議員選挙区にあわせて４ブロックに分けていま

したが、衆議院議員選挙区がこの度 3区に変更になりましたので当会のブ

ロック割をどのようにするべきかについてです。

方法として、防災士会独自で４ブロックに分けるのか、衆議院議員選挙

区に合わせて３ブロックに分けるかのどちらかだと思うのですが。

独自の分け方も良いのですが分け方が難しい、防災士の数も含み地域的

な分け方をすると南の方が数も少なくという事が起こるので衆議院議員の

場合は人口割になっているので３ブロックになったという事で、防災士会

も３ブロックにと私は思っているのですが。

その様にするとき、奈良市で衆議院議員選挙区が分かれていますが、防

災士会としては、奈良市は一つにするのですね。

その通りです。

余り選挙区に固守しなくても良いのではないか。我々は活動をして行か

なくてはならないのだから。

言われることはその通りですが、区割りが防災士の市長村ごとの数もあ

り難しいのです。衆議院議員選挙区が人口割ですのでバランス的には丁度

良いように収まるかと思うのです。

今迄から南部の防災士の数が少なかったので良いかと思います。

他に意見ありませんか。

ブロックを４から３にするという事ですね。

そういうことです。結果として大きくは南の方に葛城市・御所市・高田

市が入り奈良に生駒市が入るという事になるかと思います、

この件について、基本的な方向性としてあわすとしながら、次回の理事

会で３ブロックにしたときに防災士の会員数がどのような形になるのか、
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全員

議長

末田事務統括

議長

全員

植村理事長

理事さんがどのようになるのか表にして、それを見ながら課題があるよう

なら考えるという事でよろしいですか。

≪可 決≫

では、次回の理事会に表を作ってお見せできるようにします。

次に３．10周年総会の予定についてです。末田事務統括から説明をお願

いします。

来年度の総会が 10周年となりますので少し大々的に行いと思っていま

す。本年度が桜井市で、前年度が王寺町で開催しましたので、来年度は奈

良市で、５月２７日（日）に実施したいと思います。会場を探させていた

だき「ホテルリガーレ春日野」もとの春日野荘が予算内でいける見積もり

を出して頂いています。相見積もりで日航ホテルからも見積もりを取りま

した最低でも 60万円位かかり、倍近く掛かります。また他のところも当た

りましたが 10周年記念総会にはどうかと言うのもあり「リガーレ春日野」

が良いかと思います。そこで行いますと総会・記念研修会・懇親会とすべ

て移動のなしでできます。

研修会につきましても、10周年記念として良いのを考えさせていただき

たいと思っています。

今日は、会場の方を承認頂き決めたいと思っていますので宜しくお願い

致します。

どの様な内容にするかは今後にしまして、取りあえず会場を押さえる必

要がありますので、ここで日時と会場を決めたいと思います。

この件について、日時は５月２７日日曜日、会場はホテルリガーレ春日野

でよろしいですか。

≪可 決≫

内容につきましては、次回理事会で提案させて頂く予定ですが、概ねの
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井上副理事長

植村理事長

井上副理事長

植村理事長

イメージだけ協議していただきたいと思います。

総会後に記念研修会を行い、その後に懇親会をイメージしています。記

念の研修会をどのようにするかという事です。出来れば堅苦しいものでな

くソフトな形のならないかとの思いがあります。一つは何方かに講演をし

て頂く、もう一つは講演の後に何人かに来ていただきパネルディスカッシ

ョンのかたちで色々な意見交換を聞き参加の皆さんの意見を言う時間も取

るという方法があるかと思います。私個人的には、出来れば東日本大震災

のその後どのようになっているのか話していただける方をお呼びしたい、

出来れば女性の方良いかと。もう一つは福島の情報があまり入ってこない

ので、福島支部もできましたのでそこの方をお呼びするかのどちらかにし

たいと思っています。

それは決まっているのですか、意見は言えますか。

決まっていません。意見は聞かせて頂きます。

出来れば女性の目線で出来る限り女性の講師にお願いし、話をして頂け

ないかと思っています。

山口さんが熊本に行かれた時に、学校の避難所運営がスムーズでユニー

クな運営をされたという事で、山口さんと奈良県に呼べないかと話をして

いたのです。そのような事も検討に入れて頂ければありがたいです。どち

らに決まっても良いですが一ヶ所に固定しないで相手方に問合せなどして

可能か不可能の確認もあるでしょうが。昨日桜井市のＰＴＡに行ったので

すがことが起きる前のことを全然考えておられないので、避難所運営をと

言われるが、地域、地域で避難所のマニュアルを作成するようにと市町村

から言われているようですが、その様な提案をして頂けたらと思っていま

す。

予算の都合もありますが、出来れば東日本の方、熊本の方の両方から及
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柏田理事

植村理事長

柏田理事

植村理事長

井上副理事長

議長

大北理事

植村理事長

びできればと思っています。

東日本の女性という事で、語り部で当時高校生の方が来ておられたので

すが、その様な方に来て頂いたらどうかと思います。

お名前とか、連絡先が分かれば教えて頂きたいです。

名刺交換をしていませんので分かりません。

参考までに、私が女性と言っていますのは、一人心当たりがあるのです。

宮城県の副理事長で黒田のりこさんというフリーのアナウンサーがおられ

るのです。来て頂けるかどうかはまだ分からないのですが。

まだ確定ではないのですが、全体進行を岩野理事にして頂き、全員女性

とはいかないですがそのようなかたちにと思っています。

他にこのような方がいますよとかの声がありましたら聞かせてくださ

い。

今理事長が言われましたように、福島は福島で熊本と地震の形態が違う

ではありませんか、そのような事も考えて奈良にあうようなパネルディス

カッションをするなりしないと、津波の話を大きな被害がありましたと話

しても奈良の方には、ピンとこないのです。そこら辺も内容を考慮して検

討して頂けたらと思います。

豪雨災害も起きていますので、地震にとらわれずに検討して頂けたらと。

他に意見がありましたらお願いします。

「命の教科書」というのを作った若い方たちがおられますが。

一度調べてみます。災害を一括りにするのでなく、地震に絞るのか、豪

雨に絞るのか、様々あると思います。予算が許されるならば、東も西もと

いう形もありだし、県内のからは何方から１０年間一緒に頑張ってきて力

を貸していただいた方もイメージしながら考えてみます。次回の理事会に

大枠の案を提示させて頂きます。
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議長

全員

議長

植村理事長

議長

全員

議長

全員

議長

この件について、次回に案を出して決定するという事でよろしいですか。

≪可 決≫

次に４．当面の日程についてですが、最後にさせて頂き、三番のその他

に行かせて頂きます。１．奈良ストップ温暖化防止活動推進センターから

の依頼について。私から説明します。

「地球温暖化対策のための国民運動ＣＯＯＬ ＧＨＯＩＣＥ（＝賢い選

択）への賛同登録」の依頼について依頼が来ました。理事会に諮りますと

回答しました。（資料を回覧）

個人的な意見を述べますと、賛同団体を見ますと色々な団体が加入して

いますが、市町村関係とかの役所も加入していますし、地球温暖化防止と

いう事で問題はないかと思います。

【協議事項記載省略】

資料回覧の間に、次回の理事会の日程を協議お願いします。

【協議事項記載省略】

平成３０年１月２７日土曜日、研修会前の午前中に拡大理事会を開始し

ます。時間会場につきましては確定次第連絡します。

次回理事会日程について、よろしいですか。

≪可 決≫

その他の１．奈良ストップ温暖化防止活動推進センターから「地球温暖

化対策のための国民運動ＣＯＯＬ ＧＨＯＩＣＥ（＝賢い選択）への賛同

登録」の依頼について、賛同登録よろしいですか。

≪可 決≫

戻りまして、協議事項４．当面の日程について、末田事務統括から説明

をお願いします。

資料「当面の日程」に基づき説明協議」
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議長

全員

議長

全員

議長

全員

議長

【協議事項記載省略】

当面の日程についてよろしいですか。

≪可 決≫

他にその他でありませんか。

≪意見なし≫

では、その他最後に先日の台風の関係で皆さんの地元の様子を簡単に報

告してください。

≪順次地元の被害状況、避難所開設状況について報告≫

【報告事項記載省略】

ありがとうございました。他にないようでしたら、これで理事会を終了

します。

平成２９年１０月２８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 ㊞


