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理事長就任挨拶 
         理事長 伊藤東洋雄 

 

私は平成２５年８月３日の総会において図
らずも理事長の大役を仰せつかりました。 

初代理事長の笹山幸俊氏（前神戸市長）、二代
目理事長の室崎益輝氏（神戸大学名誉教授）の
リーダーシップ、実行力に続いてその職責を全
うできるよう、会員の皆様のご支援をよろしく
お願いいたします。 

 発足後 10 年の黎明期に活動の方向性をご指
導いただいた理事はじめ役員の皆様のご意向
を尊重して、今回一新された理事の皆様と一緒
に、そして日頃各地域で活動していただいてい
る全ての会員の皆様と共に手を携え、知恵を絞
り、これまで以上に行動を起こすことにより当
ＮＰＯ法人都市災害に備える技術者の会の設
立趣旨に則った防災・減災を通した社会貢献活
動に一歩一歩取り組んでまいりたいと考えて
おります。 

具体的には 

① 土木や建築などの専門家集団として市民
や学校、行政などに対する防災・減災に
関する啓蒙を進める草の根活動 

 ②土木や建築などの専門家集団として行政
と市民をつなぐ中間支援組織としての活
動 

であります。 

 当ＮＰＯ法人都市災害に備える技術者の会
は阪神・淡路大震災を契機に土木や建築などの
技術者の役割は何かと言うことから設立され

た集団であります。 

災害大国の我が国では、阪神・淡路大震災以
後も全国で多くの自然災害が発生し、そして 2

年半前になります平成２３年３月には 1000 年
に一度の確率と言われる東日本大震災に見舞
われました。 

これらの災害を通して多くの支援団体がそ
れぞれ活動をされていますが、今後は当会の設
立趣旨を効果的に達成するためにこれらの団
体とも連携することを視野に入れ、市民の安
全・安心に資する活動に取り組んでまいりたい
と考えております。 

当 NPO は極めて小さな集団ではありますが、
今後とも会員の皆様にはそれぞれの専門的立
場・持ち場から積極的に活動していただくこと
を切にお願いいたしまして就任の挨拶とさせ
ていただきます。 

 
（事務局記）伊藤東洋雄理事長は現在宮城県の任期付職員

に応募され気仙沼市に赴任されています。 

----------------------------------------------------------------- 

平成 25 年定期総会報告 

 

 2013年（平成 25年）8月 3日に、こうべま
ちづくり会館において平成 25 年定期総会が開
催されました。 

 正会員総数  46名 

 出席者数 33名（うち委任状出席者 22名） 
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であり、総会は成立しました。 

 議長は満場一致をもって室崎益輝先生が選
任され、議案の審議を行いました。 

議案は以下の通りです。 

第１号議案「平成 24年度（第 9期）事業経
過報告および会計決算報告」  

第２号議案「平成 24年度（第 9期）会計監
査報告」  

第３号議案「平成 25 年度（第 10 期）事業
計画案および会計予算案」  

第４号議案「定款改正および役員改選案」 

 全議案とも満場異議なく承認可決されまし
た。 

 定款変更の主な点は、収益事業をなくし、特
定非営利活動のみとした点と、役員の定数を小
回りが利くように少人数化した点が大きな改
正点です。具体的には、下記のような変更にな
ります。 

１．従たる事務所の廃止(第２条)  

２．特定非営利活動の種類（第４条３号、４号） 
文言訂正  

３．特定非営利活動に係る事業の種類（第５条
第６号追加）  

４．役員の定数（第１３条）  

５．役員の任期の伸長（第１５条第２号追加）  

６．総会における議決に代わる書面または電磁
的方法によるみなし決議（第２８条第３項
追加）  

７．第２８条第３項のみなし決議をした場合の
議事録の記載事項（第３０条第３項）  

８．やむを得ない理由のため理事会に出席でき
なかった理事の電磁的方法による決議（第
３７条第２項）  

９．定款変更における所轄庁の認証が必要な事
項（法第２５条第３項の注意喚起事項）（第
４９条） 

 また、役員の任期満了に伴い、新定款に沿っ
た定員数で新役員が満場一致をもって選任さ
れました。新役員は以下の通りです。 

理 事 伊藤東洋雄（新任）  

理 事 片瀬範雄（新任）  

理 事 石川浩次（新任）  

理 事 廣野一道（新任）  

理 事 太田英将（再任）  

監 事 山田信祐（新任）  

監 事 清水煌三（再任） 

 なお、総会後に開催された理事会で、伊藤東
洋雄氏が理事長、片瀬範雄氏・石川浩次氏が副
理事長、太田英将氏が事務局長に選任されまし
た。 
 ----------------------------------------------------------------- 

 

2012 年以降の活動報告 

 

 ニューズレターissue23は、2012年 1月に発行さ

れ、それ以降発行が滞っていました。NPOの活動報

告は、2012年 6月にリニューアルしたホームページ

（http://toshisaigai.net/katudou.html ）の活動報

告に活動報告をリンクした形で逐次お伝えしており

ましたが、情報が十分伝わっていなかったかもしれ

ません。 

今後は、ニューズレター・メーリングリスト・ホ

ームページなど複数の媒体を利用して情報をお伝え

していく予定です。 

 ホームページに掲載している活動報告は、出
前授業等・研修会・イベント参加・防災相談事
例・学会発表等に分類されています。 

 このなかからいくつかをご紹介いたします。 
■研修会 

 第 34回研修会（2012年 2月 18日）には、「東

日本大震災の発生予測とその後」と題して京都大

学防災研究所の遠田晋次先生にご講演をいただ

きました。 

 第 35回研修会（2012年 6月 2日）は、「深層

崩壊、天然ダムを巡る最近の状況」と題した講演

を、土木研究所の石塚忠範先生にご講演いただき

ました。 

第 36回研修会（2012年 12月 15日）は、「大

災害頻発国に暮らす自覚と覚悟」と題した講演を、

(財)国土技術研究センター理事長 （元国土交通省

技監）の大石久和先生にご講演いただきました。 
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第 37回研修会（2013年 4月 27日）は、「南海

トラフ巨大地震と関西の地震防災を考える」と題

して、関西大学社会安全研究センター長の河田惠

昭先生にご講演いただきました。 

■災害現地調査（１） 

「平成２３年 台風１２号 被害調査（奈良県南

部）」に、平成 24年 4月 14日（土）を会員が企

画し実現しました。赤谷、長殿などの深層崩壊現

場を視察し、紀伊山地砂防事務所で説明を受けま

した。 

■出前授業・出前講習会等 

1.自主防災会向け防災講演会「自主防災組織の育

成について」（地震・洪水編：家庭でできる防災

対策と地域協力体制の重要性） 

 日 時：平成 24 年 6 月 3 日（日） 

 場 所：奈良県王寺町「久度の家」会議室  

 講 師：柏田勝幸  

 対象者：東王塚自主防災会会員 ３１名 

2.幼稚園園児向け防災教室 

 日 時：平成 24 年 9 月 14 日（金） 

 場 所： 法隆寺幼稚園 約 340 名 

 講 師：ＮＰＯ法人さくらネット 河田のどか  

 児童福祉ボランティア「どれみ」木村彰宏 

3. 防災訓練（クロスロード） 

 日 時：平成24年10月13日（土）  

 場 所：奈良市立大宮小学校体育館 

 講 師：（ファシリテーター）濱 尚美 

（コメンテーター）片瀬範雄 
■災害現地調査（２） 
HPを通して個人からの地盤相談があり、平成24

年 10月14日に大阪府堺市に２名の会員が現地調

査に行きました。隣地に工事業者が盛土し、その

荷重で斜面内に地すべりが発生していました。個

人で対応できるレベルではないので、こちらから

はコメントを渡し、堺市または大阪府の砂防課へ

相談されることをお勧めしました。 

石塚忠範先生 

大石久和先生 
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■行政との意見交換会 

日 時：2012年 11月 20日（火） 

 参加者：京都市都市計画局６名、NPO６名（石

川、廣野、太田、山田(信)、平井、長尾） テー

マ：京都市の大規模盛土造成地の変動予測・宅地

耐震化についての意見交換 

 その後、2013年（平成 25年）1月に、京都市

は大規模盛土造成地マップを市民に公表しまし

た。公表後～3 月末の約 3 ヵ月間で 50 人弱の問

い合わせが京都市にあったそうですが、市側の説

明で納得され、公表による混乱は生じなかったと

聞いています。 
----------------------------------------------------------------- 

 

今後の活動予定 

 

■講師派遣 

1.神戸市安全協力会会員対象研修会 

「神戸の地盤を考える」 

2013年 11月 6日予定 

2. 京都市技術職員研修 

 防災（のり面）研修 第 2回計画部門 

 2014年 1月ごろ 

■イベント参加 

1. JR 西日本あんしん社会財団の公募助成活動発

表会 2013年 10月 6日 

■研修会 

 現在検討中 

■市民からの相談窓口拡充 

 ホームページを利用した仕組みを検討中 

■定款変更・役員変更手続き 

 監督官庁である兵庫県、および法務局への手続

き作業中。 

■第 7回神戸震災対策セミナー 

 例年、日本技術士会事業に対し、当 NPO が共

催という形をとってきました。日本技術士会の組

織が変わり、（公社）技術士会近畿本部主催、統

括本部防災支援委員会共催となりましたので、次

回（2014年 1月 23日）からは当 NPOは共催は

しないことになりました。なお、石川理事がコー

ディネーターを務められますので、側面からの支

援は従来通り続けていく予定です。 

 

事 務 局 だ よ り 

 

◆ニューズレターを一新しました。次号から会員の皆様の活動記事を 順次掲載する予定です。記事

投稿のご協力をお願いします。ニューズレターのバックナンバーは、ホームページ

（http://toshisaigai.net/newsletter/newsletter_index.html ）にアップロードしています。 

◆会費未納の方は納入をよろしくお願いいたします。（正会員 5000円です） 

郵便局 ００９９０－１－１６２８１６  加入者名 都市災害に備える技術者の会 

三井住友銀行 藤原台支店 普通預金 ７５６６００３ 特定非営利活動法人 都市災害に備える技術者の会 

（2年間連続で未納の場合、自動的に退会扱いとなりますのでご注意ください。） 

◆住所変更等はできるだけ早く事務局にお知らせください。 

書式等は、ホームページ http://toshisaigai.net/join/join.htm にあります。 

◆メーリングリストが届かない方は、事務局までお知らせください。またメーリングリスト不要の方

は、毎月初めに届くメーリングリスト備忘録に従って登録を外してください。 

◆研修会講師の心当たり、あるいは研修内容の希望がありましたら、事務局（office@toshisaigai.net）

までお知らせください。 

◆ニューズレターの編集をお手伝いいただける方がいらっしゃいましたら事務局までお知らせくださ

い。 


