第４期 事業報告書
特定非営利活動法人 かしわらイイネット
Ⅰ 事業期間
平成 26 年 9 月 1 日〜平成 27 年 8 月 31 日

Ⅱ 事業の成果
第４期は、地域情報発信事業としては、まず、Ｗｅｂサイトリニューアルに基づいたスマートフ
ォン・タブレットにおける閲覧、Facebook を中心とする SNS との連携によって、受け手にとって
見やすさと繋がりやすさを考慮したデザイン変更 および 発信作業を心がけ、閲覧ユーザーの増加
となった。（2015 年 4 月平均ユニークユーザー 56 → 8 月平均ユニークユーザー 95 ）
４期前半においては、フリーペーパー「かしわらテイスト」の発行を２回行ない、各会員、企業、
お店をまわり、需要、ニーズの有無についてヒアリングを重ね、協賛金などの協力（202,000 円）
をえるなかで、平成 26 年 9 月、11 月に発行した。これについては、特にカタシモワイナリーイベ
ントや近鉄ハイキングにおける市外からの来訪者からの反響が顕著であり、プレゼントアンケート
における返答者 20 名の 3 分の 2 が柏原市外からだった。
地域情報化促進・啓発事業としては、柏原市障害者自立支援協議会の Web サイトサポート、柏原
市果樹振興会のぶどう直売所マップ作成および店舗取材、その他、医院などのサポートを実施。サ
イト作成・更新にかかる売上は 161,610 円。
これらのうち、自立支援協議会 Web サイトについては、所属する各団体間の情報交換の内容であ
り、よりわかりやすい表示、新たな取り組みについての福祉情報を掲載、把握ができるような作業
となった。
ぶどう直売所マップについては、掲載軒数が 20 とまだ、全体数には遠い掲載軒数で途上の段階
ではあるものの、イイネットの取材活動も含めた活動となり、生産者との新たな交流を築いた。
また、「まちリポーター養成講座」最終年となる今年度は、リポーター養成のワークショップ、
産業・福祉などのまちづくりを実際に行うための一定の成果を収めた。
普段は当然のように思っている町の風景が来訪者からは新鮮であること、その取材手法と発信方
法に新たな内容を講師陣から提示していただいた。また、よく知られていないボランティア活動の
実態、見過ごされそうな福祉活動やの小さな取り組みにスポットを当てることで、まちづくりにお
ける新たな問題提起も行なった。
この「まちリポーター養成講座」の参加者のうち、３人の方が現在、記事作成や写真撮影などの
外部スタッフとして、かしわらイイネットの発信作業の一部を担っていただいている。これによっ
て、今後の活動においても発信のチームづくり、ネットワークを築くこととなった。
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その他の事業としては、「かしわらテイストストア」によって、地域産物であるぶどうのネット
通販を開始。（2015 年 8 月スタートで、8 月分の売上額は 15,824 円）
組織運営の状況は、平成 27 年 8 月 31 日時点において、正会員 13 名、個人賛助会員 1 名、団体
賛助会員 8 団体（18 口）。

Ⅲ 事業の実施状況
１ 特定非営利活動に係る事業
（１）（事業名）
地域情報発信活動事業
（内 容）

「かしわらイイネット」における情報発信活動
① 柏原市に関するトピックス、まち情報の発信、掲載
② 柏原市内における地域活動など取材記事
③ 団体賛助会員への取材・記事作成
④ 柏原市内イベントの動画作成と取材
⑤ フリーペーパーの作成
※具体的な内容は次ページに掲載。

（実施場所）
柏原市内各所
（実施日時）
随時
（事業の対象者） 柏原市の各団体・事業者・個人へ取材。 内容は一般に公開

①

柏原市に関するトピックス、まち情報の発信、掲載
Web サイトをスマートフォン・タブレットでも閲覧しやすいレスポンシブデザインに変更。
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（４期）
Web サイト)

1 日平均ユニークユーザー 100 前後 で推移。
リニューアル後（７月以降）は 100 以上となる日が多くなっている。
※さらにイベント・お祭りの前後には、大きく上昇傾向あり。

Facebook ページ） 全体のいいね
471（2014 年 9 月 1 日）→ 696（2015 年 8 月 31 日）
※参考 319（2013 年 12 月 1 日 → 469 （2014 年 8 月 31 日）
Twiter）

②

フォロワー

約 1,400 → 1,500

柏原市内における地域取材記事
平成２６年 ９月 ７日（土） 「どんな！こんな！ボランティア展」
９月２６日（金） 西畑精肉店とぱん処ちどりのコラボレーション
１０月 １日（水） おちゃどころ Tumugu
１０月 ９日（木） 巽製函株式会社「大坂の陣手ぬぐい」
１０月１１日（土） かしわら歴史まつり
１０月１５日（水） うえだサイクル
１０月１６日（木）・１１月２７日（木）２８日（金）
柏原市社会福祉協議会 特集記事
１０月１９日（日） 柏原コットンファームプロジェクト
１０月２５日（土） ひめひこワイナリー取材

▲今中大介のヒルクライム講座取材

１１月 ３日（祝）
１１月 ８日（土）
１１月２０日（木）
１１月２３日（日）

リビエールホール・自転車イベント取材
柏原市民総合フェスティバル（かしわら花火）
御菓子司かつら屋 和菓子教室
近鉄ハイキング
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１１月３０日（日） 柏原ビエンナーレ
１２月 ７日（日）
１２月１４日（日）
１２月２１日（日）
１２月２２日（月）

ふれあい広場＋柏原市社会福祉協議会４０周年
第九クリスマスコンサート
とくとくトラック市
家族の歌唱力と結束力で金賞 − 乾ファミリー

★は賛助会員・他からの提供記事
平成２７年 ２月 ３日（火） 鐸比古鐸比賣神社の節分星祭
２月２５日（水） 若手ぶどう生産者による新しい試みスタート

３月 ７日（土）
３月 ８日（日）
３月１２日（水）
３月２２日（日）
３月２６日（木）

商店街の活性化とまちづくり
「柏原シティキャンパスマラソン」に今年も参加！★
河内かしわらわたの日 展示展
地域が支えるアートとまちづくり
柏原の草花から見つけた四つ葉のクローバー ★

平成２７年 ４月 ３日（金） JR 関西本線 河内堅上駅の桜
４月 ８日（日） ホームビジットで韓国の留学生と交流 ★
５月 １日（金）
５月 ３日（祝）
５月１０日（日）
５月２６日（火）
５月３１日（日）

青谷地区 筍掘りと食材リポート
小松山合戦まつり
アートの書 展示会
山常園 デラウェアの様子
上市地区・地車（だんじり）の入魂式

６月 ７日（日）
６月１１日（木）
６月１３日（土）
６月２０日（土）
６月２８日（日）
６月２８日（日）

ほたる祭り
古民家カフェ cafe'&zakka とわの森⑩ ★
タント祭り
サンヒル寄席
国分の問屋場亭（とんやばてい）スタート
おむすびころりん７周年コンサート
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６月３０日（火） 青谷 SANPO レポート★
７月 ４日（土）
７月 ５日（日）
７月１２日（日）
７月１８日（土）
７月２６日（日）
７月２９日（水）
７月３１日（金）

サンヒル柏原ゆかた祭り
azi azi 蚤の市
柏原市書道協会書展
安堂高井田地区・柏原地区夏祭り
インド料理「アルシー」
横尾地区ぶどう農園
鐸比古鐸比賣神社・夏祭り

８月 ３日（日）
８月１１日（月）
８月１６日（日）
８月１８日（火）
８月２３日（日）
８月２５日（火）
８月２９日（土）

うまいもんあるで・ふぉーらむ
国分ふれあい祭り
和洋創作圓山
かしわら・人の「わ」数珠つなぎ スタート
地蔵盆と万灯会
ぶどう品評会
2015 ふるさと 柏原ぶどう狩りツアー

③ 団体賛助会員への取材・記事作成
平成２６年 ９月１９日（土）
１１月 ２日（日）
１１月１５日（土）
１１月１６日（日）
１１月２９日（土）
１１月３０日（日）
１２月 ３日（水）
１２月２７日（土）

（随時掲載している告知記事は除く）
岡村製油株式会社「ありがとう浜村淳です」生中継
宮脇書店大阪柏原店・大感謝祭
オガタワインカーニバル秋の感謝祭 2014
「おもろいやん！カタシモ１００年ワイン祭り」
岡村製油大感謝セール
オガタワインカーニバル最終日
柏原ライオンズクラブよりオガタ通り商店会へ花贈呈
クリヤマコト＋イーゼル芸術工房スペシャルライヴ

平成２７年 １月２１日（金） 宝吉畑（カタシモワイナリー）剪定作業を取材
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２月 ５日（水）
３月１０日（土）
５月 ９日（土）
６月 ７日（日）
６月１８日（木）
７月１２日（日）
７月３１日（金）
８月 ２日（日）
８月 ７日（金）
８月１３日（木）

柏原市福祉防災マップ（柏原ライオンズクラブ）
岡村製油株式会社・水車の設置
オガタ通り商店会・子ども祭り
環境フェア（柏原市職員労働組合など）
耕作放棄地をぶどう実習園に（サークル葡萄の木）
柏原市青少年吹奏楽音楽祭（柏原ライオンズクラブ）
宝吉畑（カタシモワイナリー）取材
オガタ通り商店街・真夏の大夜会
たそがれコンサート（イーゼル芸術工房）
サークル葡萄の木・直売所取材

④ 柏原市内地域情報の動画発信（「かしわらシアター」にて公開）
柏原市商工会からの委託作業によるもので、イーゼル芸術工房との共同制作
平成 27 年８月８日（土）公開予定が雨で延期となり、９月５日（土）に

▲ 柏原どうでしょう かしわら花火の告知とともに、柏原市内の紹介

⑤ フリーペーパー「かしわらテイスト」を発行。
（平成２６年９月・１１月）
紙媒体によって、柏原市の地域情報、お店紹介などを掲載。
企業・商店などの協賛金によるもので、各施設・店舗や大きな
イベントを通じて配布
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（２）（事業名）

地域情報化促進・啓発事業

１）（内 容）
柏原市自立支援協議会 Web サイト更新
（実施日時）
平成 26 年 9 月 〜平成 27 年 3 月 平成 27 年 4 月〜
（事業の対象者） 柏原市社会福祉協議会
http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpdne309/
２）（内 容）
柏原市果樹振興会 ぶどう直売所マップ（サイト）作成
（実施日時）
平成 27 年 6 月〜平成 27 年 8 月
（事業の対象者） 柏原市果樹振興会
http://www.kashiwara-budou.com/
３）（内 容）
医療法人千輝会 サイト更新
（実施日時）
随時
（事業の対象者） 医療法人千輝会
http://senkikai.com/
４）（内 容）
オガタワインカーニバル リーフレット作成
（実施日時）
平成 26 年 9 月
（事業の対象者） オガタ通り商店会
オガタ通り版まちゼミなどの告知リーフレット作成
５）（内 容）
（実施場所）
（実施日時）
（事業の対象者）

「かしわら まちリポーター養成講座」（計５回） 下記へ
ふれあい館オガタ・宮脇書店大阪柏原店・Gallely963
平成 27 年 2 月〜平成 27 年 3 月
一般市民

-----------------------------------------------------------------------------------------「かしわらまちリポーター養成講座」（柏原市補助金事業）
市民個々の情報発信力を養っていただくことを目的とした「まちリポーター養成講座」を実施した。
今年度は、まちの情報をいかに集め発信するかのワークショップ、SNS の講座、また今回は地域特有
の課題や福祉の面からも、いかにまちづくりを行なっているかの事例を聴く企画も実施した。
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これによって、かしわらイイネットにおいても記事の投稿、素材の見つけ方についての発想におい
て新たな人材が増えたのが、効果として現れている。
（日程と内容）
平成２７年 ２月２６日（木）「一歩先の LINE 活用術」
会場
ふれあい館オガタ
講師
前田 寛文 氏 （SOFT STUDIO）
● SNS LINE をまちづくりに活かす手法について
３月 ４日（水）「放棄地から宝吉のぶどうとワインを」
会場
宮脇書店大阪柏原店２階
講演
山本哲史氏
藤井智仁 氏 (宝吉畑プロジェクト）
● 耕作放棄地とボランティアによる地域活性化と課題について
３月 ８日（日）「人と人、人と物をつなぐギャラリー963」
会場
Gallery963（夢工房くるみ）
講演
夢工房くるみ 杉山氏
38̲works 宮井氏
● 福祉とデザインの立場から、まちづくりがいかに行なわれているか
３月１０日（火）「柏原をディープに掘り下げる かしわらほるもん」
会場
ふれあい館オガタ
講師
ならほるもん 福岡氏 野間氏
● 柏原のまちの資源をワークショップにて掘り下げる企画
３月２１日（土）２８日（土）
しゃべって書いて「古くて新しい地図づくり！」 柏原メモリーズ
会場
ふれあい館オガタ
講師
狩野 哲也 氏（狩野哲也事務所）
● 柏原のまちを実際に歩いて聴きだした情報で地図をつくるワークショップ
-----------------------------------------------------------------------------------------５）（内 容）
（実施場所）
（実施日時）
（事業の対象者）

初心者向け Facebook 勉強会（無料）
ふれあい館オガタ
随時
市民一般

（３）（事業名） その他の事業
「かしわらテイストストア」によって、山常
園のぶどう販売を実施。
http://www.kashiwara-taste.com/
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Ⅳ

理事会その他の役員会の開催状況

第１回理事会

９月２６日（金）
ふれあい館オガタ
議題
フリーペーパーの取り組みについて

第２回理事会

１０月２４日（金）
ふれあい館オガタ
議題
第４期事業内容について

第３回理事会

１１月１４日（金）
ふれあい館オガタ
議題
定期総会の内容について

第４回理事会

１２月１９日（金）
ふれあい館オガタ
議題
まちリポーター養成講座について

第５回理事会

１月２３日（金）
ふれあい館オガタ
議題
地域コーディネーター研修について

第６回理事会

２月 ６日（金）
ふれあい館オガタ
議題
まちリポーター養成講座について

第７回理事会

３月１３日（金）
ふれあい館オガタ
議題
Web サイトリニューアルについて

第８回理事会

４月２４日（金）
ふれあい館オガタ
議題
補助金申請について

第９回理事会

５月２９日（金）
ふれあい館オガタ
議題
商店街における取り組みについて

第１０回理事会

６月１９日（金）
ふれあい館オガタ
議題
Web サイトリニューアルについて

第１１回理事会

７月２４日（金）
ふれあい館オガタ
議題
かしわらテイストストアについて

第１２回理事会

８月２８日（金）
ふれあい館オガタ
議題
次期に向けた取り組みについて
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（その他・報告事項）
総務省主催 地域コーディネーター養成講座（場所・高知県四万十・東京会場）
地域の持つ資源や産業を活かし、地域活性化へつなげるコーディネーターを育成する
「地域コーディネーター養成講座」へ、代表理事大村が参加。
平成 27 年 1 月 26 日〜28 日に、高知県四万十にある一般社団法人「いなかパイプ」の
佐々倉さんによる案内。
過疎化のなかにあった四万十地区において、一次産業を大切にすることで、商品開発を
いかにデザインし、人と人を結びつけ、ひいては地域活性化につなげていくかの事例を見
学し、ワークショップなどの研修に参加した。
また、２月２１日の東京研修においては、四万十を含めた３地域においての研修成果の
発表と、各受講生による討論および発表を行なった。
いかに地域を理解した上で、資源を発掘し、グラフィカルはもちろん、広義の意味で地
域をデザインしていくか、その考え方を学んだことは、柏原での課題解決にもつながるも
のと実感した。また、全国各地で奮闘する地域おこし協力隊をはじめとする、各地域の人
たちの交流は、今後の活動に向けて非常に刺激を受けるものだった。
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