
~ 1 ~ 
 

２６年度事業報告書 

 
特定非営利活動法人 和泉防災ネットワーク  

 
Ⅰ 事業期間 
 
 26年4月1日～27年3月31日 

 
Ⅱ 事業の成果 
 

   26年度は、助成金の獲得に伴い、初年度より滞っていたネットワークの構築事業に積極的に

取り組むことができました。 

コミュニティカフェ“オアシス”をネットワークの拠点にできたことで、町会での自主防災組

織の立ち上げ相談や、地域で防災イベントをする際の相談などがあった時の受け皿として有効に

利用することができ、その結果、口コミなどで出前講座の依頼なも増え、防災・減災の啓発活動

に繋がりました。 

また、スタッフ間の交流の頻度が増え、スタッフの士気も高まり研修会にも積極的に参加した 

り、打合せもスムーズにいくようになりました。 

年度末には、初の当法人主催のイベント「語り部交流会」を開催し、設立3周年記念として大勢

の方に参加していただくことができました。 

更には、社会福祉協議会や和泉市との関係も深まり、防災や災害時のマニュアルの策定にも参 

加することができました。 

 
 
Ⅲ 事業の実施状況 
 １ 特定非営利活動に係る事業 
 

 (1) 大規模災害時における防災対策計画の策定及び政策提言に係る事業 

【実施内容】 和泉市社会福祉協議会より災害ボランティアセンター運営マニュアル策定委員会へ 

オブザーバーとして参加依頼があり、これに出席。また、昨年度に引き続き和泉ボ 

ランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」へ、年間を通して災害ボラン 

ティア情報提供を行いました。 
 【収  入】 0円 

 【支  出】 交通費 3,000円  

 
 

(2) 災害時に多様な機関・組織、関係者が、地域や行政と協働、協力して支援する為のネットワー 

クの構築事業 

【実施内容】 コミュニティカフェオアシスの一角を借りて防災関連の書籍や防災グッズを展示し、 

いつでも自由に閲覧できるような「和泉防災ネットコーナー」を常設。それに伴い

防災相談日を設定（毎月第4金曜日 午後2時～5時）コーナーの周知活動として

の出前講座やイベントにも積極的に参加し防災・減災の啓発活動にも繋がりました。 

相談件数（7件）出前講座などイベントへの参加（6件）。年度末3月15日（日） 

には、神戸より語り部さんをお招きして、交流会を開催（総勢参加者70名） 

 【収  入】 210,000円 

 【支  出】 広報費 76,595円 会議費 24,743円 交通費 39,000円 消耗品費 60,640円 
図書費 12,002円 支払手数料 324円 賃借料 7,200円 報償費 13,500円 雑費 20,360円 
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(3) 各事業の成果を市民が理解しやすい方法による普及・啓発活動事業 

【実施内容】 ①和泉ワールドフェスティバル実行委員会より、防災の啓発活動を何かしてほし 

いと依頼があり、外国人のための防災ガイドブック（英語、中国語、韓国語、や 

さしい日本語版）の展示と「和泉防災ネットコーナー」の紹介。 

 【実施場所】 和泉市役所駐車場 

 【実施日時】 平成26年6月8日（日） 

 【事業の対象者】 市民 

 【収  入】 0円 

 【支  出】 交通費 3,720円 

 

【実施内容】 ②鶴山台北校区より、人権研修会で地域防災についての講演依頼があり、台風が 

来た時の情報発信のしくみをもとに、災害時の避難方法を説明し、災害時の情報 

取得と地域での受援力の大切さを講演 

 【実施場所】 鶴山台北小学校体育館 

 【実施日時】 平成26年9月14日（日） 

 【事業の対象者】 鶴山台北校区の住民 

 【収  入】 10,000円 

 【支  出】 交通費 920円  報償費 1,500円 

 

【実施内容】 ③ 今年は学生ではなく職員向けの企画ということで、翌月に実施予定の避難訓練 

の前に、職員の心構えとして災害時のDIG（頭上訓練）を実施。実際の各担当別に 

分かれてタイムラインを追って順に検討してもらいました。 

 【実施場所】 桃山学院大学 

 【実施日時】 平成26年10月14日（火） 

 【事業の対象者】 桃山学院大学の職員 

 【収  入】 54,000円 

 【支  出】 交通費 3,160円  報償費 8,100円 

 

【実施内容】 ④昨年度に引き続き、和泉支援学校PTAより秋祭りの防災のコーナーの企画相談、 

参加協力の依頼があり、今年は、避難所での食事体験をテーマに、体育館の中をパ 

ーテーションで仕切り、実際に食べてもらいました。食材は乾パンを使用した食事。 

あまり美味しくない乾パンを、できるだけ簡単に手を加えて美味しく食べることが 

できる方法をいろいろ試してみました。 

また、昨年同様「日常生活の中に取り入れる」「繰り返し実施し慣れる」をテーマ 

に、食品の備蓄方法の一つである「ローリングストック法」の説明や防災グッズの 

展示も実施しました。 

 【実施場所】 和泉支援学校 体育館 

 【実施日時】 平成26年11月8日（土） 

 【事業の対象者】 和泉支援学校のPTA、生徒、卒業生、近隣住民 

 【収  入】  25,920円 
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 【支  出】  交通費 10,000円  消耗品費 7,803円  雑費 500円 

 

【実施内容】 ⑤和泉ボランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」主催の市民活動・ボ 

ランティアフェスタに出展。鳳土木事務所からアルファ米100食の提供があり、会 

場で調理、無料配布を実施。 

       同時に出張「和泉防災ネットコーナー」として非常食や防災グッズの展示をしなが 

ら防災クイズを実施。 

 【実施場所】 和泉中央前 エコールいずみアムゼ広場 

 【実施日時】 平成26年11月16日（日） 

 【事業の対象者】 市民 

 【収  入】 0円 

 【支  出】 交通費 2,000円  消耗品費 8,787円 

 

【実施内容】 ⑥岸和田市立公民館から防災講座の依頼があり、「タオルで防災ずきんを作ろう」 

と備蓄のお話（ローリングストック法）をしました。 

 【実施場所】 岸和田市立公民館 

 【実施日時】 平成26年11月30日（日） 

 【事業の対象者】 市民 

 【収  入】 10,000円 

【支  出】 交通費 5,080円  報償費 1,500円 

 

【実施内容】 ⑦10月に実施した災害時のDIGの後半として追加依頼があり、避難した後のシミ 

ュレーションを実施。主に災害時のストレスによる精神状態や医療対応などを中 

心に検討を行った。 

 【実施場所】 桃山学院大学 

 【実施日時】 平成27年2月16日（月） 

 【事業の対象者】 桃山学院大学職員 

 【収  入】 54,000円 

 【支  出】 交通費 1,680円  報償費 8,100円 

 

【実施内容】 ⑧鳳土木事務所からの紹介で、防災訓練内の啓発コーナーで非常食と防災グッズの

展示を実施。非常食については、展示のみでなく、ローリングストック法の啓発を

行い、防災グッズについては、直接命に直結する「明かり」「トイレ」「水」に絞

って紹介し、3日間生き残ることの大切さに焦点を当てました。 

 【実施場所】 岸和田市立取石小学校 

 【実施日時】 平成27年3月28日（土） 

 【事業の対象者】 泉大津市取石校区の住民 

 【収  入】 0円 

 【支  出】 交通費 5,040円     
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(4) 大規模災害時におけるCAN(Computer Aided Network)の研究並びに開発事業 

【実施内容】 今年度もポータルサイトの立ち上げには至らなかったが、現状のホームページやス 

タッフブログに加え、facebookの立ち上げを行いました。 

また、月に一度のメルマガ配信（計12回）を実施し、防災の啓発と東日本大震災 

の復興情報、広島土砂災害災害ボランティア情報の発信を行いました。 

 【実施場所】 当法人事務所 

 【実施日時】 通年 

 【事業の対象者】 市民 

 【収  入】 0円 

 【支  出】 通信費 6,446円  報償費 10,000円 
 

(5) 諸活動に係る団体への相談・支援事業 

【実施内容】 ①和泉市社会福祉協議会から、いきいきサロンで防災の講和をしてほしいと依頼が 

       あり、前半は、防災の基本（生き残る、そして生き抜くために）についてお話して、 

その後は座談会形式で気軽に防災のお話をさせていただきました。 

【実施場所】 光明台北老人集会所 

 【実施日時】 平成26年4月27日（日） 

 【事業の対象者】 光明台北校区 絆会のみなさん 

 【収  入】   3,000円 

【支  出】   交通費 2,200円 印刷代 400円 

 

【実施内容】 ②昨年に引き続き鶴山台北校区自主防災・減災会からの依頼で、避難訓練に企画か 

ら参加し、当日は防災コーナーを担当。また、消防本部からボランティアを出して 

もらい、応急手当コーナーも設置。実際に自宅から非常持ち出し袋を持って小学校 

まで避難をしてもらう避難に重点を置いた訓練を実施。 

【実施場所】 鶴山台北老人集会所、鶴山台北小学校 

 【実施日時】 平成26年4月13日（日）、平成26年6月1日（日） 

【事業の対象者】 鶴山北校区の地域住民 

 【収  入】   10,000円 

【支  出】   交通費 5,640円 印刷代 300円 

 

【実施内容】 ③鶴山台北校区の避難訓練を紹介し見学してもらい、実際に緑ケ丘でも実施したい

と依頼があり企画から参加。当日は防災コーナーを担当し、非常食や防災グッズの

展示を実施。 

【実施場所】 緑ケ丘自治会館、緑ケ丘小学校 

 【実施日時】 平成26年12月6日（土）、平成27年1月25日（日） 

 【事業の対象者】 緑ケ丘校区の住民 

 【収  入】   0円 

【支  出】   交通費 4,640円  消耗品費 5,095円 
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(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

会員や事務局のスキルアップのために外部のイベントや研修に参加しました。 

 

① 和泉ボランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」への登録、活動紹介誌、情報誌、

ホームページ等へ掲載 

② ＮＰＯ法人事務力アップセミナー＆検定に参加、認定（11/14） 

③ 防災とボランティア市民の集いへ参加（1/17） 

④ 会員のスキルアップのため、和泉市災害ボランティアリーダー養成講座に参加 

   

 【収  入】 0円 

 【支  出】 研修費 3,000円  交通費740円 

 
 
２ その他の事業 
 
  行いませんでした。   
 
 
 
Ⅳ 社員総会の開催状況 
 
 （日 時）  26年5月31日（土）9時30分から12時 
（場 所）  和泉シティプラザ IT学習室B 
（出席者数） 11名（総正会員数12名） 
（内 容）  平成25年度活動報告、平成26年度活動計画、他 

 
 
Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 
 
 第1回理事会  
 （日 時）  26年5月31日 13時から15時 
（場 所）  コミュニティカフェ“オアシス” 
（出席者数） 3名 
（内 容）  正会員解任について、住友ゴムCSR基金事業の打合せ、 

ワールドフェスティバル参加打合せ、他 

 

 第2回理事会  
 （日 時）  26年10月5日 13時から15時 
（場 所）  コミュニティカフェ“オアシス” 
（出席者数） 3名 
（内 容）  住友ゴムCSR基金事業中間報告、 

和泉支援学校PTA等イベント参加打合せ 

 

 第3回理事会  
 （日 時）  27年1月25日 13時00分から15時 
（場 所）  当法人事務局 
（出席者数） 3名 
（内 容）  イベント企画「語り部交流会」打合せ、設立3周年記念品について 

 

 


