
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 ８月２０日 ９：３０～１０：３０

場 所 三宅町中央公民館

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０名 顧問１名

出席者名 理事 植村信吉・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

監事 大久保喜治・堀田東作

顧問 伊藤東洋雄

参与

書面又は電磁的方法による表決者

理事 奥田英人・井上清・岩野祥子・山口正春・勝川喜仙・佐古金二郎

松尾修

顧問 中田勇四郎・前川輝男

参与 木村尚史・木本喜信

事務局職員（理事を除く）

出席 板垣伴之・北村しおり・山崎文夫

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１０名（内書面又は電磁的方法による表決者

１０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

大北容子・北村厚司

≪承 認≫

発 言 者 発 言 内 容

議長

(植村理事長)

末田事務統括

議長

全員

議長

末田事務統括

これより審議に入ります。

報告事項の１番の NPO法人奈良県防災士会定款変更についてです。この

件につきまして、末田事務統括から説明をお願いします。

総会において定款の変更が承認され、変更後の定款が印刷出来ましたの

で各会員に郵送させて頂きました。併せましてホームページに掲載します

ので宜しくお願い致します。

この件についてよろしいですか。

≪承 認≫

次に、２番の九州北部豪雨災害への支援についてです。末田事務統括か

ら説明をお願いします。

８月２５日夕刻から２８日早朝にかけて九州北部の支援活動として奈良

県防災士会から１２名参加することに決定しました。それに向けて支援金

として先発隊として植村理事長が東峰村に行かれまして九州支部に１０万

円を出させて頂きました。この件につきましては、事前に理事長より皆さ
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議長

全員

議長

植村理事長

んに確認のメールをさせて頂き承認を頂いております。

ボランティア参加には、交通費・宿泊費として１２，０００円を個人負

担していただき不足分については奈良県防災士会の支援の口座から支出さ

せて頂きたいと思いますのでご理解ご了承をお願いします。

行き先につきましては、東峰村のボランティア参加者が少ないという事

で東峰村を予定しています。ただ現地での状況により変更になる可能性が

あります。以上です。

この件についてよろしいですか。

≪承 認≫

次に、３番の本部理事会の報告です。この件については私から報告させ

て頂きます。

一昨日本部の理事会に出席してきました。まず総会で浦野理事長が会長

になられ、松尾新理事長の新体制になったことの確認がされました。

専門部会を誰が担当するのかの割り振りがありました。関西支部連は私

が担当することになりました。

主な議論としては、地区防災計画を積極的に各都道府県で取り組んでほ

しいという提案がありました。各支部で地区防災計画の担当部長を決めて

もらえないかという事一点と、モデル地区を決めてほしいという事がもう

一点でした。私から意見として「奈良県支部では、昨年度で１７０か所の

研修・実技指導・講演に廻っていてとてもその様な時間がないのではない。

全国的にはそのような事は無いのですかと」という質問をしたのですが、

橋本事務統括からの回答は、「それぞれ忙しいと思いますが研修等を半減し

ても良いので地区防災計画に力を入れて頂きたいという考え方です。」との

ことでした。

奈良県防災士会としては、今すぐ出来ませんの、現状他方面より要望が
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来ていて、１１月１２月まで日程が入っていますので、次回の理事会で来

年度から各地域、自主防や自治体からの研修の要請をどのようにするのか

議論したいと思っています。要請の絞り込みを考えていかなくてはならな

いかと思います。

そこで、協議事項になるかと思いますが地区防災計画について提案があ

ります。昨年度は郡山の松尾理事にお願いしていましたが松尾理事が体調

不良ですので、今回伊藤顧問の王寺町の方で地区防災計画を進めていこう

という話があると聞いていますので、一旦奈良県防災士会としては、地区

防災計画推進部長に伊藤顧問にお願いして、そのうえで王寺町で取り組ま

れる地区に私たちが随時関わるという形で動かしてみたいと思いますので

皆様のご承認をお願いします。

あと、本部で全国講師と専門員があります。今回本部の方で基準を入れ

るという事になりました。「本部全国講師には都道府県をまたいで行って頂

きます。専門員には都道府県内で行って頂きます。」という事です。

奈良県防災士会としては、講師をホームページ上で上がっていますがこ

れをもう少し整理したいと思います。その中でこの件に関して議論してい

きたいと思います。本部は一旦白紙に戻します。と言いますのは、奈良県

の方で本部の専門員になっておられる方がおられますが知らない方で支部

を立ち上げる以前に登録されそのままになっているそうです。その様な事

が全国にありますので今回整理して専門員になられる方は支部が推薦して

なって頂くことになります。

全国で地区防災計画推進大会をやりましたが、これを地域別に今年度中

に行いたいという事です。地域としては東北、東京・関東、東海、関西、

中国・四国・九州です。関西としては日程を調整するということで、関西

支部連と協議させてほしいということでした。今年の１１月から来年の２
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議長

全員

議長

伊藤顧問

議長

月の間にとなっています。

九州の豪雨被害について、九州支部連の宮下支部長からお礼と現状の報

告がありました。福岡県には、佐賀・福岡・長崎・熊本県支部が入り、大

分県には、大分・宮崎・鹿児島県支部が入りました。日田市の方はほぼ今

月中に県外からのボランティアの受付が終わり県内に絞るという予定で

す。朝倉市はまだ被害がまだ掛かるだろうという事です。朝倉市の方には

まだ休日には数千人単位でボランティア参加があるという事でした。東峰

村には数十人と少ないそうです。

最後に、日本防災士会の愛唱歌、末田事務統括が作曲し、宮下支部長作

詞で出来たものを理事会で流しました。今回は流しただけで今後考えるこ

ととしました。以上が本部理事会の報告です。

地区防災計画推進本部長を伊藤顧問にお願いをするという件と、奈良県

のモデル地区を王寺町で進めたいという件について承認頂けるでしょう

か。

≪承 認≫

伊藤顧問、今考えておられる王寺町でのモデル地区がありましたらお願

いします。

王寺町には、自主防災組織はたくさんあるのですが、その内の王寺駅と

大和川に挟まれた地区の久度地区が昭和５７年に水害を受けていますし、

そこに在住しておられる防災士の方が熱心に取り組んでおられるのと、水

に浸かるのを非常に心配されていますので、そこをモデル地区にしようか

と考えています。まだその地区には話はしていませんが、私もそこに入っ

て一緒に地区防災計画を作っていこうかと思っています。

ありがとうございます。私たちも伊藤顧問に任したままでなく、出来る

限りそれに見合った人材を派遣して取組を進めたいと思いますので協力を
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末田事務統括

議長

伊藤顧問

末田事務統括

伊藤顧問

末田事務統括

伊藤顧問

末田事務統括

伊藤顧問

植村理事長

お願いします。

続きまして、４番の講師派遣について末田事務統括から説明をお願いし

ます。

これから秋に向けて講師派遣依頼が増えてきます。本部の意向もあって

断っていかなくてはならない場合も出てきます。出来れば皆さんも沢山参

加頂ければと思います。活動報告書が滞っている方がありますので、まだ

の方は処理をお願いします。

ホームページの講師紹介の欄を整理します。掲載が困るという方は申し

出てください。基本的に理事役員は記載します。あとは推薦で載せていき

ます。

今の件について、よろしいですか。

これは、講師派遣依頼があって行くわけですね。それは必ず有償なので

すか。無償の場合もあるのですか。

それは色々な場合があります。ボランティアの時もあります。

毎年あるところは予算を組んでおられると思うのですが、こちらからこ

のような事をしてはどうですかと声掛けをして実施されるときには、相手

方にはお金が無いと思われますので無償でもやりますよと言うのがあって

も良いわけですか。

それは勿論責任者の裁量でやって頂いて良いです。

それから県の安心安全課のアドバイザーにお金が無ければ、そこに申し

込んでくださいと言って、そこでやってもらえばお金が貰えるわけでしょ。

防災士会には関係ない事になります。直接アドバイザーさんに入ります。

その場合はアドバイザーとして安心安全課の方なります。

そちらに、申し込んでくださいと言ったら良いわけですよね。

そのやり方は有効です。相手方がお金が無いと気を使われる時には県か
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末田事務統括

議長

全員

議長

北村理事

議長

柏田理事

北村理事

植村理事長

北村理事

大久保監事

ら出ますからと言えば実施しやすいです。

その場合にも、活動報告書は必ず出して下さい。

講師派遣についてよろしいですか。

≪承 認≫

次に、５番目のオリジナル防災紙芝居についで、北村理事から説明をお

願いします。

前回の理事会でも報告をさせて頂きましたが、「まなちゃん・りなちゃん

防災日記」というタイトルで、理事長が脚本を書かれ、紙芝居のプロの菊

池さんに監修していただき、完成しました。８月５日のお天気フェアでお

披露目ということで、４回の上演をさせて頂きました。

今後使用するときに、日程が重複しても使えるように複数セットを印刷

しました。これまでの紙芝居も有りますが、これをどんどんと使って広め

て頂けたらと思います。

オリジナル紙芝居の件で何か意見ございませんか。はじめてのオリジナ

ル版ですので、積極的に使って頂きたいです。

派遣の時に相手方に貸すことは出来ますか。

出来ます。

防災士会としてやるものなので、どこかの団体に貸し出す場合には手続

きとって頂きます。貸して下さいと書面で書類を出して頂かないと誰かれ

なしにとはいきませんので。防災士の方が講師に行くので使うと言うのは

問題ありませんが。その点だけは注意してください。

既製品のように、裏に台本が入っていますが、この中には防災士以外の

地域の方とか使われた時にどのような事を説明すれば良いかわかるように

はしてあります。ですから何方でも気軽に使って頂ければと思います。

奈良は山の中にため池が沢山あります。多いが使われていない池が多い
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北村理事

大北理事

植村理事長

大久保監事

高岡理事

末田事務統括

議長

全員

議長

のでその事も将来的に考慮して頂ければと思います。

大久保監事からお話を頂きましたが、作品の中の一枚に山とか、海とか

ある地域で皆で「危険個所がわかるかな」という絵があるので、ここにた

め池も入れてはどうかという事でした。この作品自体は、絵は私が書いた

ものですから、紙芝居の権利も奈良県防災士会ですから、今後修正して行

こうと思えば出来ますので、今後皆さんのご意見等を反映して改良してい

ければと思います。

借りる時には、誰に、何時迄に申し込めば良いのですか。

備品管理は、全て倉庫に入れてありますので、備品管理の板垣さんに申

し出てください。

大久保監事からため池のことも出ていましたが、今回は第一段で作った

ものですので、奈良県の特色にあったようにしていきたいです。次は避難

所を考えようかとの話がありますが、出来れば土砂災害とか、大久保さん

から意見のあったため池等を課題として行きたいです。

その他にも、未整備の植林山、間伐されていない山が山崩れしています。

それと、川の浚渫が出来ていないから水が溢れた事案が多くなっているこ

とを気にかけて頂ければと思います。

著作権を登録しておかないと先々のこともあるので。

コピーライトで入れてあります。登録はしていませんが、主張はしてい

ます。

色々とご意見を頂きましたが、一度にはいきませんので一年に一作ずつ

でも作成していければと思います。

この件についてよろしいですか。

≪承 認≫

次に、二、協議事項の一番目個人情報取扱規程について末田事務統括か
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末田事務統括

植村理事長

議長

ら説明をお願いします。

平成２９年５月３０日に個人情報保護法が改定施工され、今まで小規模

の団体・企業は除かれていましたが改定により対象になることになり奈良

県防災士会も対象となることになりました。今まで規程を作っていません

でしたが、新法に基づいて規定を作らなくてはいけなくなりましたので今

回協議事項に上げさせていただきました。

内容としては、個人情報の取り扱い方法、別紙資料の名簿のように管理

してくださいとなっています。今は名簿を持っているのは事務局だけです

ので、事務局は名簿をこのような形で管理していくことになります。今回

は規定を付けていませんが、私の方で作成したのですがかなり複雑な文章

になります、本部の規程も参考にしたのですが古いのでそのまま使う事も

できなくて、今回の理事会に間に合いませんでしたので今後の理事会で協

議頂きます。

あと、名簿の開示不可のところは名簿を請求された時も出していません

が、開示可能と頂いてない方もかなりの数があります。開示しても良いで

すとの許可を得ていませんので、それを出す場合にはオプトアウト方式で

事前の連絡がなくても不可でなければ出して良いですと言うのがオプトア

ウト方式で、その方式ですと今後個人情報の取り扱いが複雑になってきま

すので、出来ればオプトイン方式の必ず事前の同意を頂いたところだけを

出す形にしたいと思いますので、可・不可を頂いていない方にもう一度案

内を送り確認をする必要があります。それでも連絡を頂けない方は不可扱

いにしたいと思いますので協議をお願いします。

この件は、専門的な話になりますので、一旦事務サイドで規程の原案を

作成して皆さんに提案させて頂き、そこで協議したいと思います。

この件についてよろしいですか。
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全員

議長

植村理事長

議長

全員

議長

末田事務統括

杉村理事

≪承 認≫

次に、２番目の市町村単位の防災士グループについてです。

奥田副理事長から橿原市で防災士会を作りたいと提案がありました。準

備会に私が行かせて頂きました。ところが名称の関係があり、今後市町村

で結成される時には、何々市町村防災士ネットワークで名前を統一しよう

と考えていますので皆さんのご了承を頂きたいと思います。ただ既に結成

されて何々市町村防災士会とされている団体についてはそのまま据え置く

とします。

この件についてよろしいですか。

≪承 認≫

次に、３番目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。

当面の日程について、別紙資料に基づいて変更箇所等を説明させて頂き

ます。

８月２５日ならテレビ「ナラフライデー９『災害に強い奈良県へ』」に井

上副理事長が出演してくださいます。

９月４日 NHK奈良テレビ「NHKならナビ『なら防災特集』」に専門的

になりますので川口防災士に依頼してあります。

９月２日にアドバイザーが入りました。南和地区ですので大北理事に依

頼しました。

９月３日の桜井市の委託事業です。理事会終了後に参加者の打ち合わせ

をおこないます。

９月１０日の生駒市で実施されます奈良県総合防災訓練です。人手が多

く必要ですので記載されていない方で行ける方は申し出て下さい。

大久保監事より参加できると聞いたいます。
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末田事務統括

南上理事

末田事務統括

村山理事

末田事務統括

村山理事

末田事務統括

村山理事

植村理事長

末田事務統括

村山理事

柏田理事

植村理事長

末田事務統括

９月１７日天理の委託事業ですが、参加者が少ないですので、記載され

ていない方で行ける方有りましたお願いします。

天理から５名の参加があります。

９月２６日の広陵町村山さんどのようになっていますか。

講演ですので、一人で大丈夫です。

９月３０日に本部の気象災害集中講座がありますが、参加される方は各

自で申し込みをお願いします。

１０月２９日の委託事業で曽爾村です。記載されていない方で行ける方

有りましたらお願いします。

参加します。

１１月１１日の広陵町はまだ決まっていませんか。

まだ、何をするか決まっていませんので、応援が必要な時には連絡しま

す。

追加日程です。１１月１２日に昨年もありました防災機構の日本列島縦

断防災研修会が入ります。まだパンフレットが出来ていませんが日程は決

定です。兵庫県です。

決まりましたら、メール・ホームページで案内します。

１１月１８日耳成地区防災リーダー研修が追加になっています。内容は

HUG＋αで会場はリサイクル館かしはらです。参加できる方はお願いしま

す。

参加します。

参加します。

追加です。１１月１８日宇陀市のアニマルパークでシニアの方でペット

を飼っておられる方を対象に防災研修です。講演ですので私が行きます。

１１月１９日の別立ての婦人会館がまだ参加者が決まっていませんので
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植村理事長

末田事務統括

柏田理事

末田事務統括

村山理事

末田事務統括

柏田理事

末田事務統括

議長

柏田理事

植村理事長

行ける方お願いします。

無いようですので事務局で調整します。

法隆寺の件はどのようになっていますか。

９月４日に打合せを行います。たぶん１２月になると思います。

１２月３日奈良市総合防災訓練です。場所は奈良市立済美小学校で防災

士会に委託された内容は当日来られた各地区の役員の整理、ボランティア

センター的なことで、人を振り分けていく役とその役目を覚えて頂だける

方に対しての研修となります。行ける方お願いします。

行きます。

まだ先のことですので、内容等が決まりましたら再度案内させていただ

きます。

１２月９日の広陵町はまだ決まっていませんか。

まだ決まっていません。

１２月までの日程につきましては以上です。

活動報告は後ろに掲載していますので確認しておいてください。未提出

の方は早急にお願いします。アドバイザー事業と婦人会館事業は別に掲載

してあります。

１１月４日の斑鳩町はどのようになっていますか。

その分についてはキャンセルになっています。

日程が昨年にも増して厳しくなっています。このままでは成り立ってい

きませんので、最初に言いましたように絞り込みを今後の課題として行き

たい。どのようにしていくかについてまた提案させて頂きます。

木本参与が関西広域連合協議会の会議に参加されていますが、奈良県防

災士会の位置づけはどのようになっていますか。

奈良県は関西広域連合に、防災と観光だけは加入するとなりその委員に
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堀田監事

植村理事長

柏田理事

植村理事長

議長

全員

議長

木本参与なっておられると理解して頂ければ良いかと思います。

奈良県の防災会議の委員には、防災士会の代表として、今年の７月から

は私が委員に就任することになっています。

教育委員会・保健体育課の学校支援防災アドバイザー（国の事業）を選

考する委員会があり、防災のことなら防災士会から入ってもらおうとなり、

それに私になって下さいとありました。防災士会として、組織に代表委員

になっていますのは、防災会議委員と学校支援アドバイザー選考委員だけ

です。

木本参与は、防災士会という事もありますが、奈良市消防の幹部でもあ

りましたのでそれも含んでなっておられます。

天理のボランティアセンター長から聴覚障がい者だけの HUGをやって

頂きたいが出来ますかと問い合わせがありましたがどの様に対応すればよ

いでしょうか。

聴覚障がい者だけでなく視覚障害者障がい等色々な障がいを持っておら

れる方に対しどのように対応すればよいか各地で出てきているようです。

障がい者だけの HUGを私たちも行ったことがありませんので、正直に

「我々も実施したことはありませんが、一度一緒にやってみましょうか」

という事なら出来るのではないか。その場合に HUGのカードを読み上げ

てだけで良いのか、字幕を付けるのか手話通訳は何人付けるのか等がある

ので、一度挑戦しても良いかなと思います。

障がい者対策の研修を受けていますのでお手伝いは出来ます。

障がい者だけで実施する時には一緒に入って頂ければと思います。

当面の日程についてよろしいですか。

≪承 認≫

次に、４番目のその他についてです。
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杉村理事

植村理事長

柏田理事

植村理事長

議長

全員

議長

全員

以前より要望のありました、防災士会の帽子を杉村さんに検討していた

だきましたので、杉村さんから提案お願いします。

色々な業者にあたってみましたが、ベストの制作を依頼した「テルミ・

エンタプライズ社で、ベストと同じ色の帽子を見つけました。配布させて

頂きました資料がそれになります。生地がメッシュで速乾性ですので夏場

にも対応できます。定価は８００円ですがまだ価格交渉はしておりません。

帽子にプリントするデザインもまだですので、プリント代を含めて幾ら

になるかは分かりませんが、概ね１，５００円程度でできるのではないか

と考えています。今日は、この帽子で進めて良いかどうかを決めて頂けた

らと思います。決定を頂けましたら、後のデザインを含め理事長以下事務

局に一任頂けたらと思いますのでよろしくお願いします。

以前の帽子は、夏厚かったので、メッシュは良いと思います。

以前の帽子を持っている者はそのまま利用しても良いですか。

それは、使って頂いて良いです。

皆さんそれぞれ考えもあるかと思いますが、一人一人の意見を調整して

いくことは大変ですので、デザイン等を含め事務局に一任頂き、確定した

段階で再度理事会に報告するという事でよろしいですか。

≪承 認≫

次回の日程についてです。次回は通常の理事会です。

１０月２８日土曜日の午前中でいかがですか。

≪承 認≫

それでは、１０月２８日土曜日、午前９時３０分から開会します。会場

につきましては、決定次第連絡します。
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