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第６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28年9月1日～平成29年8月31日 

 

 

Ⅱ 事業の成果 

 

〔事業理念を明確にし、全体の運営を再構築〕 

 

 かしわらイイネットでは、第６期より当法人が柏原の町全体でいかに活動を進めていくのかをより

深く検討し、運営する年度となった。また、人おこしが町おこしにつながるというスタンスを引き続

き堅持し、当法人事業（地域情報発信・地域情報化）への理解を得ること、再確認をする年度となっ

た。 

 

平成 28 年 9 月から平成29 年 3 月までの前半は事業の建て直しを行いつつ、かしわらイイネット

の事業がどれだけ市民に認知されているのか、されていないのかを、特に事業対象となる受益者を中

心とする面談を多く実施し、意見を伺うことととした。 

 

 その上で、いただいたご意見の内容から、理事会でとりまとめた主な要点を下記に掲載。 

 

 

１）当法人の強みである SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を用いた情報発信には一定

の理解をいただいており、ともに成長していくために受益者へのフィードバックまで実施する

新たな事業内容の検討。  

 

２）これまでの事業から自然発生的に膨らんだ市民ネットワークからの声を吸収してきたことで、

今後予定される他団体の企画などから意見提示の需要があること。  

 

３）経営力不足について今後の改善を求められたことで、「活動案内」の作成を行なうなど、当

法人が実施できる事業をひと目でわかるような工夫についての改善を実施。  

 

 

など、大きな項目としては、これら３つの再認識を中心に踏まえたうえで、今期を含めた次期以

降の事業運営を検討、実施することとした。 

 

 

 その上で、事業理念を「町の情報発信によって、人と人、人と地域をつなげる」とあらためて設定。

「知る」「つたえる」「ささえる」「まなぶ」「おこす」「つくる」「ひろげる」「つながる」の八

項目の角度から、事業を展開していくこととした。 
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さらに自主事業の財政については、課題解決をしっかり検討した上での計画と実行を進めること

を考え、経営力を高める姿勢を強化した。そのため、今期については柏原市の「頑張る団体への補助

金」については申請していない。「補助金ありき」ではなく「事業ありき」という姿勢をより明確に

し、１つの事業についての成果と反省を踏まえ、次の事業へ活かしていくなど、経営力を高める挑戦 

に取り組んだ。 

 

 

 

１）地域情報発信事業 

 

■６期の情報発信について 

 

 今期の特徴は、これまであまり実施されていないような体験型の情報発信、すなわち「大人の社

会見学」や「ワークショップ」を新たに実施。地域資源である亀の瀬トンネル（旧国鉄亀瀬隧道）、

ぶどうとワインの試食＋マーケティング、地学的要素としての大和川での天然石探しなどを実施した。

（※いずれも自主事業であり、補助金の利用なし） 

 これらの今後の課題としては、補助金事業ではないことから、収支に見合った適切な参加費の設

定により赤字の出ない工夫を心がける必要がある。 

 

 また、特に収益事業ではないが、柏原ビエンナーレ実行委員会などに参画し、情報発信としてのサ

ポート・助言を実施した。 

 

 発信の手法としては、スマートフォンで手軽に動画発信・閲覧が可能となったことで、動画による

発信において、モバイルでの操作に画面の安定度を高める工夫も実施した。（※おおさかワインフェ

スにおける動画においては、いいねが102件、再生回数は1,600） 
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（Webサイト） 

第６期についても、前期からの気づきである、記事のオリジナリティ、人おこしから町おこしに

繋げること、見過ごされそうな小さな輝きへの発見と発信を大切に活動を展開した。 

 

サイトへのユニークユーザー数は 1 日で 600 に達することもあるが、 1 日平均ユーザー数として

は148（前期102）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月にはサイトデザインのリニューアルを実施し、スマートフォンでの表示もより見やすいもの

に変更した。また自転車サイト（Watto Kashiwara Bycycle）をかしわらイイネット内のコンテンツ

的に統合した。 

 

 

（ＳＮＳについて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今期も SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）は、Facebook ページを中心に発信した。   

しかしながら、Facebook 離れが進むなかで、Twitter（ツイッター）と Instagram（インスタグラ

ム）による発信も重ねた。 

 

 重複ユーザーもいることから、極力同じ内容とならないよう、各SNSの特徴を活かした発信を実施

している。 

 

Facebook ページについては、いいね数が1000 を突破し、1,116。（2017 年 8 月 31 日現在・以下

同じ） 
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Twitter も見直したことで、日々増減を繰り返しながらもフォロワーは増加。Twitter 独自の柔ら

かい内容の投稿も含めながら、情報の拡散につとめている。フォロワー数は1,680。 

 

前期でアカウントを取得した Instagram（インスタグラム）では、写真（画像）による工夫を凝ら

し、徐々にフォロワー数は増加し、270。Instagram については、画像に訴えるものがあれば、フォ

ロー関係なく、いいねがつく。1回あたりの平均いいね数は51。 

 

（※Ⅲにて前回との比較あり） 

 

いずれも、コンテンツの内容に磨きをかけることが一番であり、その上で、発信する時刻のタイ

ミングなども検討し、ユーザーの目に留まるよう試行錯誤しながら、継続して閲覧してもらえる工夫

を重ねたものである。 

 

 

 

２）地域情報化促進・啓発事業 

 

地域情報化促進・啓発事業として、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更新作業、柏原市農業推進啓発協議会のぶどう・みかんメニュー

開発に関するフライヤーの作成、ぶどう園の歴史と伝統を踏まえたミニリーフレットなどを制作。 

 

その他、個人からのSNSの使い方に関する無料サポートなども随時実施。 

 

上記すべての地域情報化促進・啓発事業収益は、425,871円。 

 

 

 

３）その他の事業 

「かしわらテイストストア」における今期の売上は 37,064 円。支出が 26,944 円（内訳：〔仕入〕

4,536 円 〔梱包関係〕821 円 〔送料〕 21,587 円）。ただし、これに関する人件費は計上してお

らず、今後の販売についてのあり方を検討し、NPO活動資金づくりを行なう必要がある。 
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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」サイト・SNSを軸とする情報発信活動 

 

① 閲覧やフォロワー数について 

 

● 「かしわらイイネット」Web サイトのユニークユーザー数 1 日あたり平均 128。昨年は 102。ワ

インフェスなどのイベント時期には500に達する。 

 

● Facebookページ全体の「いいね」数（自らのタイムラインに掲載されている人） 

 2016年8月31日  961  → 2017年8月31日 1,116 

  

● Twitter フォロワー数  1,532  （前期は2016年10月31日） → 1,682 （2017年8月31日） 

● Instagram（インスタグラム）  今期よりフォロワー数を掲載  253 （2017年8月31日） 

 

 

② 柏原市内における地域活動など取材 

（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。 内容はサイトやFacebookにて公開 

 

文末の★は特集記事、●は団体・個人賛助会員関連、■は寄稿 

 

※日付は掲載日のため、取材日と誤差あり。 

平成２８年  

 ９月 ３日 【大人の社会見学】亀の瀬の地すべり対策施設＋明治時代の鉄道トンネル ★ 

 ９月１３日  パート収入103万円・130万円の壁って何？ ■ （miyabi） 

 ９月１５日  ＪＡまつり 

 ９月１５日  かしわらシアター 

 ９月２４日  岡村製油株式会社感謝セール ● 

 ９月２３日  美味しく食べて気持ちも晴れやか「癒し処日和」 

 ９月２６日  創業講座2016 

 ９月２９日  JR西日本の企業CMで「柏原駅の踏切」    

  

 

 

 

 

 

 

 

▲ JR西日本の企業CMで「柏原駅の踏切」 
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１０月 ３日  30年以上続いている「声のお便り」★ 

１０月 ５日  今や珍しい？ 踏切と商店街のある町並み ★ 

１０月 ９日  各地域の秋まつり 

１０月 ９日～１６日 柏原ビエンナーレ各展示会場 

１０月１２日  ジャンルを問わず新しい芸術のあり方を考える（柏原ビエンナーレ） 

１０月１２日  かふぇたかい（柏原ビエンナーレ） 

１０月２２日  Café Moana 

１０月２３日  玉手山一揆 

１０月２４日  古町の旧奈良街道に手ぬぐいショップChill 

１０月２５日  御菓子司かつら屋 和菓子教室（オガタ通り商店会）● 

１０月３１日  絵本をテーマに「としょかんマルシェ」 

 

１１月 ５日  歌声と演奏で「とどけよう！みんなのこえ」★ 

１１月 ７日  第８回柏原市民総合フェスティバル 

１１月１０日  入船（柏原はしご酒） 

１１月１２日  おいな～れ国分祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 旭ヶ丘小学校PTA 食育セミナー 

 

 

１１月１３日  大寅蒲鉾工場で感謝イベント 

１１月１４日  法善寺に「HARENOHI DELI」オープン ● 

１１月２１日  柏原ふれあい広場＋オガタ日曜市 ● 

１１月２２日  ぶどう畑で食事とワインを満喫（カタシモワイン祭り）● 

 

 

１２月 ５日  「綿実油揚げたてコロッケ」が１時間で完売（岡村製油株式会社感謝セール）● 

１２月 ８日  車椅子での町歩きとボッチャを 子どもたちが体験 ★ 

１２月 ９日  栄養素が豊富な葉野菜を美味しく ～ 旭ヶ丘小学校PTA 食育セミナー ～ ★ 

１２月１３日  とくとくトラック市＋リユース市 

１２月１７日  学生が肌で感じ、捉えた写真展 ★ 

１２月１９日  UROKOの贅沢ランチ ■ 

１２月２０日  オガタ通り商店会クリスマスセール ● 

１２月２１日  商店街にて大阪教育大学吹奏楽部の演奏 ● 
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１２月２１日  冬至にゆず風呂（柏原中央温泉） 

１２月２３日  今も探せば見つかる、大和川でキラリ光る天然石★ 

１２月２５日  串焼きバール遊 

１２月３０日  年越し前に、そば工房けんぞう 

 

平成２９年  

 １月 ６日  アンジュ・ブランなどお正月の光景 

 １月１５日  柏原祭りの模様 

 １月１７日  みかんメニューの「ビタミン定食」 ● 

 １月１８日  最近流行りのマンホール 

 １月１９日  自分たちのまちは自分たちでつくる  

 １月２０日  HARENOHI DELIのみかんメニュー ● 

 １月２５日  近鉄河内国分駅前で献血 ● 

 １月２８日  中高連携による書写書道展 

 １月２９日  わたしのマチオモイ帖展にて ● 

 

 ２月 １日  うどん梵蔵 

 ２月 ８日 「笑う門が引き寄せた、大きな福」- 桂文三さんに聴く、笑いのルーツ –  ★ 

２月１０日  岡村製油さんのイベリコ豚コロッケサンド ● 

 ２月１１日  Viva La vie Boheme!!  10th LOVE 

 ２月１７日  宮澤賢治が見た100年前の柏原 

 ２月１７日  リビエールホール前の移動パン屋さん 

 ２月２４日  NPO法人ステップアップセミナー 

 ２月２５日  田辺にセブンイレブンOPEN 

 ２月２７日  フローラルセンターにある書籍 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

▲学生がつなぐ被災地の思い、被災地への歌声 

 

 

３月 ５日  大和川クリーン作戦 ● 

 ３月１０日  Ciaoにて ● 

 ３月１１日   学生がつなぐ被災地の思い、被災地への歌声 ★ 

 ３月１２日  オガタ通り商店街にサイクルスタンドが設置 ★ 

 ３月１３日  みんなで楽しめた「こどもオペラ ヘンゼルとグレーテル」■（Twitter担当） 
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 ３月１４日  NPO法人におけるマーケティングとは 

 ３月１６日  市内小学校で卒業式 

 ３月１７日  恩智川でカルガモ 

 ３月２０日  大阪市内まで初ライド 

 ３月２４日  二つの百年企業が生んだ新たな柏原産「天ぷらワイン」★ 

 ３月２４日  楽しくてタメになるサイエンス＆バルーンアートショー ■（miyabi） 

 ３月２５日  岡村製油株式会社感謝セール ● 

 ３月２５日  リビエールホール前で東洋フレームの試乗会 

 ３月２９日  Facebookページミニ講座 

 ３月３０日  開花宣言 

 

４月 ８日  桜も満開 

４月２１日  探してみようキラリ光る石 ★ 

４月２３日  今年も大盛況、おおさかワインフェス ● 

４月２８日  柏原図書館の藤 

 

５月１３日  地域の和みの場に。「タント祭り」が賑やかに開催 ■（miyabi） 

５月２７日  もっと知ろうよ！盲導犬 ● ★ 

５月１７日  ひやしあめソーダでひとやすみ（Gallery963） 

５月２９日  全国美食フェスティバル 

５月３０日  ChillとTumuguの「手ぬぐいであずま袋を作ろう」 

５月３１日  動きながらの映像撮影もスムーズに（高井田水管橋・鯉のぼりを動画で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 二つの百年企業が生んだ新たな柏原産「天ぷらワイン」 

 

 

６月 ６日  教員と生徒全員で練習を重ねた体育祭（柏原東高等学校） 

６月 ８日  25周年を迎えた環境フェア 

６月 ９日  東洋フレームで工場見学 

６月１０日  自然や人とのつながりが見られた「はるるんフェスタ」 

６月１５日  よその町を好きになるのは、そこに好きな友達がいるから（オガタ通り商店街）● 

６月１６日  意外とサイクリストの穴場？クリーンピア21とカフェ和（なごみ） 

６月１８日  リビエール手作り市にて 

６月１８日  環境フェア25周年記念イベントとワークショップが開催 
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６月１９日  自転車仲間から祝福。ワイナリーでウエディングパーティー ★ 

６月２３日  地元企業のコラボで今度は「串カツにあうスパークリングワイン」★ 

６月２５日  夢工房くるみのシフォンケーキ（岡村製油株式会社感謝セールにて） 

 

   

７月 ３日  新鮮な野菜を素材に、質の高い生ジュースを（momovege） 

７月 ４日  日本酒と創作料理で交流「ワインバーで日本酒カイ！？」 

７月 ６日  できることをできる範囲で。看護の視点から地域介護支援を 

７月 ６日  「本気で考える、古民家活用の勉強会」がオーナー視点で開催 ● 

７月 ８日  近鉄堅下駅西側にドッグサロン 

７月１６日  中学生や子どもたちの協演で響き渡る吹奏楽 ● 

７月１８日  各地域で夏祭り 

７月２０日  新感覚、大人のカレーせんべい（いたに萬幸堂） 

７月２３日  金山媛神社の夏祭り 

７月２４日  ぶどうづくりの技術向上と後継者の育成を ● 

 

８月 １日  オガタ通り商店街「真夏の大夜会」での取り組みから ● 

８月 ２日  ひんやりもんでぶどうメニュー「あまか」 

８月 ３日  青谷ゴルフガーデンで花火イベントで地域のPRも ● 

８月 ６日  谷口ぶどう園を訪問 

８月２４日  楽しいトッピングカレーに、手品とハーモニカ 

８月２４日  café risoでかつての「オガタ通り」を聴く 

８月３１日  横尾の自然とぶどうを堪能！「ふるさと柏原ぶどう狩りツアー」 

８月３１日  子どもたちも笑顔。夜店感覚のナイトシアター 

８月３１日  感恩の精神が受け継がれ、「玉手山学園祭」が開催 

 

 

●賛助会員の関連記事については、上記以外にも、随時トピックスやSNSにおいても発信を実施。 

 

 

 

以上の取材記事より、今期の新たなの気づきや再発見など、まとめ 

 

● JR西日本のCMにあるように、いまだ残る町並みが意外と人々の共感を生むこと 

● 地域のだんじりなど、いまだ守られ、受け継がれる民俗的な姿 

● 天然石さがしなど、楽しんで学ぶ観点から、町の歴史や地形を受け継ぐ新たな形がある 

● 商店街などではイベントによる疲弊からの脱却、内部のつながりの充実が検討されている 

● 自転車ユーザーとの新たな交流により、サイクリストの需要（サイクルスタンドなど） 

● 町への福祉的観点充実や、無償か有償かなど、ボランティアのあるべき姿に関する課題 

● 学生など若い人たちが実行する企画にも注目する点がある（大教大のプロデュース企画など） 

● 若い感覚による飲食店や雑貨店など、徐々に新たなお店が増える傾向もある 

● 女性視点へ訴えかける町の姿に、単なるハードづくりではない町のデザインがある 
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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28 年9 月 ～平成29 年3 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） 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/ 

 

３）（内 容） 柏原市農業啓発推進協議会 ぶどうメニューフライヤー 

（実施日時） 平成28 年8月～9月 

（事業の対象者）柏原市農業啓発推進協議会 

 

４）（内 容） 柏原市果樹振興会 ぶどう直売所B7フライヤー 

（実施日時） 平成28 年8月～9月 

（事業の対象者）柏原市果樹振興会 

 

５）（内 容） 山常園ヴァイステッケ・フライヤー 

（実施日時） 平成28 年8 月～9月 

（事業の対象者）山常園 

 

６）（内 容） 瑠璃光寺写真撮影会 

（実施日時） 平成28 年11 月 

（事業の対象者） 市民 

  

７）（内 容）柏原市農業啓発推進協議会 ぶどうメニューフライヤー 

（実施日時） 平成28 年12 月 

（事業の対象者）柏原市農業啓発推進協議会 

 

８）（内 容）つながーる柏原フライヤー 

（実施日時） 平成28 年12 月 

（事業の対象者） つながーる柏原 

 

９）（内 容）関西ワイナリー協会 サイトリニューアル 

（実施日時） 平成29 年8 月 

（事業の対象者）関西ワイナリー協会 

 

10）（内 容） 柏原市農業啓発推進協議会 ぶどうメニューフライヤー 

（実施日時） 平成29 年8月 

（事業の対象者）柏原市農業啓発推進協議会 
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11）（内 容） 初心者向けFacebook 勉強会（無料） 

（実施場所） ふれあい館オガタ 

（実施日時） 随時 

（事業の対象者） 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、カタシモワインフード株式会社ノンアルコールワイン、岡村

製油株式会社綿実油・ドレッシング、山常園のぶどう販売。 

http://www.kashiwara-taste.com/ 

 

 

 

Ⅳ 理事会その他の役員会の開催状況 

 

第１回理事会 ９月２９日（木） ふれあい館オガタ 

議題 前期の活動内容について 

 

第２回理事会 １０月２７日（木） ふれあい館オガタ 

議題 イイネット全般の取り組み状況について 

 

第３回理事会 １１月２４日（木） ふれあい館オガタ 

議題 定期総会について 

 

第４回理事会 １２月２２日（木） 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５回理事会 １月１９日（木） ふれあい館オガタ 

議題 イイネット全般の取り組み状況について  

 

 

第６回理事会 ２月２３日（木） ふれあい館オガタ 

議題 事業内容の再構築について   

 

第７回理事会 ３月２３日（木） ふれあい館オガタ 

議題 事業内容の再構築について 

 

第８回理事会 ４月２１日（木） ふれあい館オガタ 

議題 Web サイトリニューアルについて 
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第９回理事会 ５月２５日（木） ふれあい館オガタ 

議題 活動案内の作成について 

 

第１０回理事会 ６月２３日（木） ふれあい館オガタ 

議題 イイネット全般の取り組み状況について 

 

第１１回理事会 ７月２７日（木） ふれあい館オガタ  

議題 事業内容の再構築について 

 

第１２回理事会 ８月２４日（木） ふれあい館オガタ 

議題 次期に向けた取り組みについて 

 

 

 

（５期の運営状況について） 

 

組織運営の状況は、平成29 年8 月31 日時点において、個人正会員11 名、団体賛助会員6 団体。 

 

個人会員には団体賛助会員からの商品・製品・サービスを返礼品として設定することを理事会で

決定した。（６期から） 今後もさらなる会員拡大の今後の活動の充実へとつなげていく。 

 


