
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３０年 １月２７日 １０：００～

場 所 奈良市南部公民館

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１１名 監事２名 参与１名 顧問０名

出席者名 理事 植村信吉・井上清・末田政一・山口正春・勝川喜仙・大北容子

北村厚司・杉村正春・田中太加雄・古瀬博之・村山央

監事 大久保喜治・堀田東作

顧問

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・岩野祥子・柏田勝幸・佐古金二郎・高岡宏芳・松尾修

南上敏明

顧問 伊藤東洋雄・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・吉岡彰・大坂間弘明

福山雄二

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≫
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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 ２５名の過半数１３名

本日の出席人数１４名・欠席人数１１名（内書面又は電磁的方法による表決者

１１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

古瀬博之。村山央

≪承 認≫

発 言 者 発 言 内 容

議長

(植村理事長)

末田事務統括

これより審議に入ります。

報告事項の１番から３番まで一括にて行います。末田事務統括から説明

をお願いします。

１番の熊本地震災害への支援報告です。

日本防災士会熊本県支部の宮下支部長からの連絡があり、まだ被災され

た方がおられるという事で、奈良県支部に靴下があるという事を思い出し

て電話を掛けてくださいましたので靴下を送らせて頂きました。靴下だけ

とはいかないので、支援金５０，０００円を一緒に送らせて頂きましたの

で報告させて頂きます。

次に、２番のソロプチミストからの表彰についてです。

２０１７年度国際ソロプチミスト奈良から奈良県防災士会が招待され

「クラブ賞」として災害復興部門で表彰を受けました。この表彰で頂いた

分を熊本への支援金に出させて頂きましたので了承お願いいたします。

次に、３番の関西支部連絡協議会支部長会議、及び地区防災計画集会の
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議長

全員

議長

末田事務統括

報告です。

この件について、１２月に新大阪で開催されました。

支部長会議の議題ですが、支部連絡協議会の幹事県について今年度と昨

年度が奈良県で受け持っていたものが、次年度から和歌山県に決まりまし

たので報告します。

次に、地区防災計画集会へは奈良県から１２名が参加頂きまして議論を

して頂きました。

以上１番から３番までの報告事項です。

参考までに熊本支部長の支部長から、熊本地震の関係で、皆さんが避難

所から出て、仮設住宅に入っておられると思っていましたが、実は仮設住

宅に入れない、アパート等に入れない方がまだおられるという事が判明し、

冬を越すのに奈良県支部に靴下があると以前話したことを思い出して連絡

を頂き対応をさせて頂きました。

ただ今、報告頂きました１番から３番についてご意見等ございませんか。

≪承 認≫

次に、４番から６番まで一括して末田事務統括から説明をお願いします。

４番、本日の気象台見学会及び新年会についてです。

気象台見学会は、毎年行っています定例研修会にあたります。その後新

年会を行います。時間は、準備が１時半から気象台で、開催は２時３０分

からとなります。受け付けは２時から２時３０分までと案内しております

ので理事の方もお手伝いをお願いします。

見学会は大好評で定員オーバーとなり、７０名定員が現在７４名となっ

ています。１１日以降に届きました申し込みハガキ分は断りのハガキを出

しています。新年会の方も定員一杯となっています。

車で参加の方は、気象台に駐車出来ませんので近隣のパーキングを利用
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議長

全員

議長

末田事務統括

植村理事長

してください。

次に、５番の奈良県防災士会の帽子が完成いたしました。本日から頒布

いたします。価格は１，５００円です。

続いて、６番の広報誌１８号は、本日発送準備をいたしました。訓練見

学案内も併せて封筒詰めをいたしました。

事務局の皆さんに作業を行って頂きましたので、傍聴して頂いています

ので紹介をさせて頂きます。

＜事務局員自己紹介・板垣伴之、北村しおり、二宮嘉代子、吉岡彰、

修田智道、大坂間弘明、福山雄二＞

以上で４番から６番までの報告事項になります。

ただ今、報告頂きました４番から６番までの報告事項についてご意見等

ございませんか。

≪承 認≫

報告事項の７番、１０周年総会についてです。末田事務統括から説明を

お願いします。

７番の１０周年総会について説明をさせて頂きます。

日程は、５月２７日日曜日で決定です。皆さん全員出席いただけますよ

うに日程を空けておいて下さい。場所は、ホテルリガーレ春日野です。

理事の皆さんにもお手伝いを頂きたいですので、次回理事会で役割分担

を行います。

今回は、１０周年記念として行いますので、総会の後の記念イベントと

して行います。別添の資料十周年記念イベント（案）を参照してください。

総会は、１３時から１４時３０分までの９０分を予定ですが、今回は理

事の改選もありますので、若干時間がかかるかも知れません。

十周年記念研修会を１５時から１７時３０分までと考えています。イベ
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議長

井上副理事長

ントですが、案として最初にオープニングイベントで「ちんどん屋と紙芝

居」紙芝居は防災士会で作成したものです。チンドン屋は菊池朋美防災士

とその仲間たちです。

次に、基調講演です。１５時１５分から１６時１５分までの一時間で、

講師は益城町立広安西小学校校長の井出文雄さんです。ユニークな避難所

運営をされ多方面で注目されています。校長を総理大臣、教職員に伝言大

臣、豊かさ倍増大臣、官房長官等肩書を作り「苦しい中にもユーモアを」

と取り組みをされました。避難所の体育館の真ん中に支援物資を置き周囲

に避難者が地域別に入って頂いたそうです。支援物資を配るのではなく、

必要な物を必要な人が取りに行くという運営をされました。

演題は、ここには「いろんな人の力を借りて」となっていますが、井出

さんに問い合わせた結果、「熊本地震は突然に・この経験を伝えて、生かし

たい」でお願いしようかと思っています。

講演終了後引き続き、パネルディスカッションを講演頂く井田さん、本

部参与橋本さん、宮城県支部副支部長でフリーアンサーの黒田さん、コー

ディネーターに岩野理事、女性代表で関西支部連か奈良県防災士会からと

考えていましたが時間の都合上無にしようと思っています。

終了後、十周年記念懇親会を立食形式で会費５，０００円位と考えてい

ます。流れとしてはこのように考えています。

今まで一緒にやってきた県行政や教育委員会等講演を聞いて頂いたらど

うかという意見もありますので呼びかけはしてみようかと思っています。

この件に対してご意見等ありませんか。

奈良県防災士会十周年記念イベントですので、奈良県防災士会の女性代

表というのを時間の都合もあるかと思いますが何とか一名出て頂いた方が

良いかと思います。奈良県はどうですかと問われた時にコーディネーター
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植村理事長

議長

伊藤顧問

末田事務統括

植村理事長

勝川理事

植村理事長

議長

大北理事

植村理事長

議長

全員

議長

が話をする訳にはいかないと思います。出来れば奈良県防災士会から女性

の方一名出て頂いた方が良いかと思います。

井上副理事長から意見を頂きました、もっともだと思います。奈良県防

災士会の十周年記念イベントと言っているのに奈良県が誰もいないのはお

かしなことですので、再度奈良県防災士会から女性代表を入れる方向で調

整させて頂きます。

その他にご意見等ございませんか。

紙芝居はプロジェクターを利用して大きくしてという事ですね。

はい、いま制作にかかっています。

今思っているのは、プロジェクター用に加工したものと思っていますが

実際にやって頂く方と相談をしたいと思っています。

紙芝居のやり方には、二通りのやり方があると思います。今のプロジェ

クターを利用するのと、実際に紙芝居をやっている所を映してそれを大き

く投影する方法もあります。

分かりました。その方法も含めて実際にやって頂く菊池朋美さんと相談

します。

その他にご意見等ございませんか。

基調講演が１時間ですが、せっかく来て頂くのにもう少し長く出来ない

ですか。

時間配分については、考えたのですがあとのパネルディスカッションも

有りますので、基調講演では基本的な事だけを話して頂き、後はパネラー

として討論のなかで話して貰う方が良いかと考えています。

その他にご意見等ございませんか。

≪承 認≫

それでは、続いて協議事項に入ります。１番の奈良県防災士会ブロック
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植村理事長

議長

全員

議長

植村理事長

議長

全員

議長

区分の見直しについてです。私から説明をさせて頂きます。

前回の理事会で、衆議院議員選挙区に合わせ４ブロックを３ブロックに

変更するという事で、次の理事会で説明しますと言っていましたので説明

させて頂きます。

［資料「新・旧ブロック区分一覧（理事・監事一覧表）」に基づき説明］

【説明・協議事項記載省略】

この変更をいたしますと「役員選任規程」を変更という事になります。

規程の変更は理事会の承認事項ですので、「役員選任規程」の変更を提案さ

せて頂きます。

提案のありました「役員選任規程」の変更について意見等ございません

か。

意見が無いようですので承認を頂きたいと思います。変更することでよ

ろしいですか。

《可 決》

承認を頂きました。なお「役員選任規程」の変更案は次回理事会で提示

させて頂きます。

次の協議事項、２番の次年度理事改選についてです。私から説明させて

頂きます。

理事の選出については、これまで通り正会員の中から自薦立候補もしく

は正会員の推薦という形になります。それ以外に理事会推薦枠になります。

前回は二週間程度立候補もしくは推薦期間をとります。今回も同じくしま

す。

この件について、ご意見等ございませんか。

《可 決》

次に、３番の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。
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末田事務統括

議長

全員

議長

木本参与

末田事務統括

議長

［資料「当面の日程」に基づき説明協議］

【説明・協議事項記載省略】

この件についてよろしいですか。

≪可 決≫

三のその他で、理事さんから何かありませんか。

奈良県内で災害が発生した時、防災士への連絡網が出来ていないのでは。

メーリングリストに登録していますが、登録されていない方やメールア

ドレスが変わって届かない方がありますので、是非とも登録しておいてく

ださい。

以外に何かありませんか。なければ次回理事会の開催予定日を決めたい

と思います。

日 時 平成３０年３月２４日（土）９時３０分から

場 所 三宅町内で調整

これを持ちまして理事会を終了します。

平成３０年 １月２７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 ㊞


