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●防災活動を進めるための日常的な研撲活動

地域防災活動への会員の能力向上のため、スキルアップ研修の開催を進め、DIG、HUG、タウンウオ

ッチングなど、多様なワークショップ能力の向上に努めました。

●四日市市防災大学の支援

地域防災リーダーの育成を目的として四日市市が開催する防災大学の支援に取り組んできました。

地区自主防災組織との連携・協働が求められている中、リーダーの育成に係わることは重要であり、引き

続き貢献することが求められています。

●地域の自主防災活動に対する支援と連携

地域防災力向上にむけての活動は、地域コミュニティーとの連携・協働した取組みが重要です。

内容は、「総合防災訓練支援」、「地域防災フェスタ支援」、「防災講演」、「タウンウオッチング・防災マッ

プづくり（事前学習を含む）」、「避難所運営訓練（HUG）」、「津波避難訓練（事前学習・総括・改善検討を

含む）」、「炊き出し訓練」、「啓発展示出展」、「ストローハウス」、「防災スゴロク」、「紙スリッパ」、「津波

実験」、「液状化実験上「倒壊ハウス」、「7クロスロード」です。

特に、小学校における「防災教育・炊き出し体験学習（炊き出し君）」を地域との協働で実施するための

事前研修会も、平成27年度から実施するなど、積極的な取り組みが進み、地域とともに定着したと感じ

られます。

これからも地域の実情に合わせて、様々な切り口からの地域との連携と協働を進め、今後もより一層拡げ

ていきたいと思います。

●防災教育の活動

近い将来、南海トラフ巨大地震が必ず起こるとの認識が教育界についても広がりつつある中、地域におい

ても中学生・高校生の役割が注目され、地域の防災活動に参加するケースが生まれつつあります。

また、従来から取り組んでいる「土鍋を使った炊き出し訓練」については、四日市市の個性あるまちづく

り事業に採択されてから8年目となり、四日市市、津市で取組まれ、年々多くなっております。

特筆すべき点は、校内だけの取組みとせず、地域・保護者にも参加を呼び掛け、地域と連携した防災教育

となりつつあります。

この取組みは、学校教育の中で『つくる』『食べる』というr楽しさ」を通して、防災を体験的に学習す

ること、災害のイメージや減災への創造力を培い、自分を守る力と生きる力、助け合う力を身に付け、防

災の担い手を育成、拡げることを目的としています。併せて、『食』を通してのコミュニティーづくりも

狙いとしたところに特徴があります。

そのためにも、子どもたちや保護者だけでなく、地域の自治会、自主防災組織の方々の参加を得ることに

より、地域の防災コミュニティーづくり、地域づくりへの発展を図りたいと思います。

本年度の小学校での取組みにおいては、当会員の参加だけでなく、防災大学受講生、地区自主防災組織、

民生児童委員、女性の会、男女共同参画をすすめる会等の地域協力者の参加があり、地域との協働が大き

く進みました。

四日市市においては、次代を担う子どもたちの約半数が、この「体験学習」を学んでいることになり、我々

の責任はより一層重大となっております。

このため、学校、地域との連携と、防災教育の更なるレベルアップを図ることが求められています。



2事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

事業名 �事業内容 �実施日時 �実施場所 �従事者 の人数 �受益対象者の 範鱒及び人数 �支出 千円 

各種団体等が行 う防災・減災活 動への企画・指 導及び参加事業 �四日市市各地区自治 会・防災連合会等の 防災行事への支援 � �－ケ‡ � � � 

同上 �塩浜小学校防災訓練 打ち合わせ �4／12（水） 9：00～10：30 �塩浜地区市民センター �1名 �4名 �0 

同上 �みえ防災コーディネ ーター連絡会議 �4／13（木） 13：30～16：00 �三重大学 �2名 �16名 �0 

同上 �あさけプラザ 危機管理研修 �4／17（月） 13：30～16：30 �あさけプラザ �4名 �16名 �0 

同上 �港地区防災連絡協議 血 ブギ �4／21（金） 19：00～21：00 �なやプラザ �1名 �25名 �0 

同上 �塩浜地区防災連絡協 �4／27（木） �塩浜地区市民センター �4名 �21名 �0 

議会総会 「塩浜地区まちづく りと防災」講演 �18；00～20：00 �四日市市都市整備部長 山本勝久 

同上 �港地区防災連絡協議 会防災部会 �5／8（月） 19：00～21：00 �なやプラザ �2名 �23名 �0 

同上 �港地区防災連絡協議 会代表者会 �5／12（金） 13：30～14：30 �なやプラザ �1名 �21名 �0 

同上 �桜地区防災推進委員 血 嵩 �5／12（金） 19：00～20：30 �桜地区市民センター �1名 �24名 �0 

同上 �みえ防災コーディネ ←ター連絡会総会 �5／13（士） 10：00～16：30 �三重大学 �2名 �18名 �0 

同上 �塩浜地区防災連絡協 議会定例会 �5／16（火） 18：30～20：30 �塩浜地区市民センター �2名 �26名 �0 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 �港地区自主防災協議 会新役員勉強会 港地区自主防災協議 会年間行事作成 防災＠にしあさけ 2017 八郷地区防災連絡協 議会総会 桜地区自主防災協議 会 八郷地区防災連絡協 義会打ち合わせ �5／19（金） 19：00～20：30 6／15（木） 19：00～21：00 6／17（土） 10：00～11：50 5／23（火） 19：30～21：00 6／20（火） 19：00～21：00 6／20（火） 10：00～11：00 �なやプラザ なやプラザ 酉朝明中学校体育館 八郷地区市民センター 桜地区市民センター 八郷地区市民センター �1名 1名 6名 望名 1名 3名 �25名 24名 150名 54名 23名 2名 �0 0 0 0 0 0 



同上 �塩浜地区防災協議会 夏季訓練計画 �6／21（水） 18：00～20：00■ �塩浜地区市民センター �2名 �21名 �0 

同上 �桜地区自主防災協議 会 �6／23（金） 19：00～21：00 �桜地区市民センター �1名 �25名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 轟会定例会 �6／27（火） 19：30～21：00 �八郷地区市民センタ一 一り �2名 �54名 �0 

同上 �港地区防災協議会 7／30実施DIG打合せ �6／30（金） 19：00～21：00 �なやプラザ �2名 �22名 �0 

同上 �八郷地区防災講演会 女性防災隊をつくる �7／9（日） 10：30～12：00 �中村町公民館 �2名 �51名 �0 

同上 �防災フェア桑名 �7／16～7／17 10：00～16：00 �イオンモール桑名 �1名 �350名 �0 

同上 �ぽんこの里会館 イベント �7／22（土） �ぽんこの里会館 �2名 �45名 �0 

同上 �四日市市防災訓練 �7／24（月） �四日市市危機管理セン �2名 �40名 �0 

打ち合わせ �14：00～15－：00 �ター 

八郷地区防災連絡協 議会定例会 �7／25（火） 19：30～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

同上 �港地区自主防災協議 会DIG �7／30（日） 9：30～12：00 �四日市市なやプラザ �9名 �80名 �0 

同上 �楽しく学べる防災教 室「土なべでごはん」 �8／8（火） 9：00～12：00 �下野地区市民センター �3名 �7名 �0 

同上 �常磐地区防災協議会 HUG �8／19（土） 10：30～12：00． �常磐地区市民センター �4各 �66名 �0 

同上 �常磐地区防虫協議会 HUG �8／19（土） 13：00～16：00 �常磐地区市民センター �9名 �65名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �釦22（火） 19：30～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

同上 同上 同上 同上 同上 「・号 同上 �八郷地区防災訓練 �8佗7（日） �八郷地区市民センター �10名 7名 7名 1名 2名 望名 �3，857名 �0 0 0 0 0 0 

防災訓練 羽津地区防災訓練 四日市市市民綺ぐる �8：00～12：00 9／3（日） 8：00～12：00 9／10（日） �八郷小学校体育館 朝明中学校体育館 八郷西小学校体育館 暁学園中学校体育館 羽津小学校 川島小学校体育館 ��内子供461名 553名 1，204名 30名 60名 80名 

み総合防災訓練 �8：00～12：00 �グラウンド 

河原田地区貝塚町 �9／10（日） �貝塚町集会所 

防災訓練 �8：00～12：00 �寺本由美　会員 

小山田地区 防災訓練 棉地区自主防災協議 防災訓練 �9′10（日） 8：柵～12：00 9／23（士） 9：30～14：30 �西陵中学校体育館 棉地区市民センター 



同上 �大谷台地区 防災訓練 �9佗4（日） 8：30～12：00 �大谷台小学校 �2名 �53名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �9／25（火） 19：30～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

同上 �常磐地区防災協議会 HUG �9／30（土） 13：00ん16：00 �－，‡常磐西小学校 �6名 �60名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �10／24（火） 19：30～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

同上 �川越町ふれあい祭り �11／3（金） 9：30～15：00 �いきいきセンター あいあいセンター �4名 �2，500名 �0 

同上 �内部地区防災訓練 打ち合わせ �11′20（月） 13：00～14：00 �内部地区市民センター �3名 �4名 �0 

同上 �羽津地区婦人防災隊 避難所運営訓練 打ち合わせ �11／21（火） 19：00～20：00： �羽津地区市民センター �3名 �6名 �0 

同上 �小山田地区 �11／21（火） �小山田地区市民センタ �2名 �65名 �0 

防災講演会 �19：00－20：30 �－■■ 

同上 �内部地区防災訓練 �11／26（日） 8：00－12：00 �内部小学校 内部東小学校 内部中学校 �l名 2名 1名 �190名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �11／28（火） 19：30～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

同上 �羽津地区婦人防災隊 避難所運営訓練HU �12／3（日） 9：00～12：00 �羽津地区市民センター �7名 �30名． �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会打ち合わせ �1佗3（火） 10：00～11：00 �八郷地区市民センター �3名 �2名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 �12／6（水） �八郷地区市民センター �3名 �68名 �0 

議会「私たちが考 える安全暮安心な避 難所つくり」 �14：00～16：00 �早稲田大学　浅野幸子 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �1／23（火） 19：30～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

一同上 同上 同上 同上 �あかつき台3丁目 �2／4（日） �あかつき台3丁目集会 �2名 3名 望名 3名 �63名 53名 22名 57名 �0 0 0 0 

自治会防災講演会 �9：00～11：30 �所 

八郷地区防災連絡協 �2／4（日） �中村町公民館 

議会避難所設営訓練 �13：00～16：00 �早稲田大学　浅野章子 

常磐地区防災協議会 打ち合わせ 八郷地区防災連絡協 �2伯（禁） 19：00～20：20 2／18（日） �常磐西小学校体育館 中村町公民館 

議会「女性目線で 見た家庭の辣災」 �9：00～12：00 �寺本由美子会員 



同上 �常磐地区防災協議会 避難所設営訓練 �2／18（日） 9：00～14：00 �常磐酉小学校 �6名 �260名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 防災研修会 �2／21（水） 9：00～18：20 �なやプラザ �1名 �25名 �0 

同上 �港地区防災協議会 防災隊長会議 �2佗1（水） 19：00～20：20 �一一けなやプラザ �1名 �21哀 �0 

同上 �常磐地区防災協議会 避難訓練反省会 �2紹3（金） 19：00～20：30 �常磐地区市民センター �2名 �23名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会研修会定例会 �2／25（日） 8：00～16：00 �人と防災未来センター �3名 �60名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 北部ブロックHUG �2／25（日） 9：00～12：00 �美浜文化センター �11名 �83名 �0 

同上 �橋北地区防災協議会 礪北地区防災フェスタ �3／4（日） 9；50～13：30 �三滝運動公園 �2名 �300名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 H30活動計画策定 �3／6（火） 18：30～19：30 �塩浜地区市民センター �1名 �8名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 �3／13（火） �塩浜地区市民センター �1名 �32名 �0 

三重大打ち合わせ �9：00～16：00 �川口准教授 

同上 �港地区防災協議会 防災作業部会 �3／15（木） 19：00～20：30 �なやプラザ �1名 �23名 �0 

同上 �塩東地区防災協議会 小学生宿泊避難訓練 �3佗4（土）13：00 3／25（日）7：00 �塩浜小学校 �1名 �10名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �3／27（火） 19：30～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

事業名 �事業内容 �実施日時 �実施場所 �従事者 の人数 �受益対象者の 範囲及び人数 �支出 千円 

学生・児童及び 学校等の防災・ 減災教育への支 援・指導事業 �四日市市小学校での 「土鍋炊飯」を利用 した食膏と防災教育 � � � � �支出 千円 

同上 �同上 �6／17（土） 10：35～12：20 �常磐小学校 �15名 �5年生115名 �0 

同上 �同上 �6／30（金） 10：30～12：30 �安東小学校 �2名 �5年生12名 �0 

同上 �同上 �10／5（木） 13：40～15：15 �三重西小学校 �5名 �5年生75名 �0 

同上 �同上 �10頗金） 10：30～12：20 �川越南小学校 �6名 �4年生61名 �0 

帝同上 �同上 �10／11（水） 8；40～10：20 �日永小学校 �8名 �4年生112名 �0 

同上 �同上 �10／13（金） 10：30～12：10 �川越北小学校 �4名 �4年生60名 �0 



同上 �同上 �10／17（火） 10：00～12：00 �保々小学校 �5名 �4年生51名 �0 

同上 �同上 �10／19（木） 10：30～12；10 �羽津小学校 �4名 �4年生79名 �0 

同上 �同上 �10／24（火） 13：40～15；10 �1中央小学校 �7名 �4年生36名 �0 

同上 �同上 �10′26（木） �川島小学校 打ち合わせ �2名 �4名 �0 

同上 �同上 �11／6（月） 9：25～11：15 �川島小学校 �9名 �5年生152名 �0 

同上 �同上 �11／11（土） 9：25～11：15 �羽津北小学校 �10名 �4年生78名 �0 

同上 �同上 �11／13（月） 10：30～12：10 �海蔵小学校 �9名 �4年生127名 �0 

同上 �同上 �11／17（金） 13：40～15：20 �八郷西小学校 �5名 �4年生35名 �0 

同上 �同上 �11／18（土） 9：00～11：00 �三重小学校 �9名 �6年生65名 �0 

同上 �同上 �11／20（月） 15：30～16：30 �大矢知輿譲小学校 打ち合わせ �3名 �3名 �0 

同上 �同上 �11／27（月） 13：40～15：15 �大谷台小学校 �8名 �4年生81名 �0 

同上 �同上 �11／29（水） 8；40～10：20 �内部東小学校 �5名 �4年生84名 �0 

同上 �同上 �11／30（木） 13：30～15：15 �大矢知輿譲小学校 �10名 �5年生135名 �0 

同上 �同上 �1／24（水） 10：45～12：25 �橋北小学校 �3名 �5年生31名 �0 

同上 �同上 �12摺（木） 13：40～15：15 �泊山小学校 �5名 �5年生85名 �0 

同上 �同上 �1／30（火） 10：40～12：20 �内部小学校 �6名 �4年生102名 �0 

同上 �同上 �2伯（月） 10：30～12：10 �笹川東小学校 �2名 �年生43名 �0 

同上 同上 ？・言及 同上 �塩浜小学校防災訓練 打ち合わせ 港地区防災協議会 代表者会議 塩浜小学校防災訓練 津波非難訓練（屋上） 紙スリッパ・紙容器 ストローハウス作成 �5／11（木） 15：00～16：30 5／12（金） 13：30～14：30 6／9（金） 8：30～12：30 �塩浜小学校 なやプラザ 塩浜小学校 �2名 1名 7名 �8名 10名 1年生72名 望年生72名 3年生25名 4年生26名 �0 0 0 



津波・起寮車体験 家族防災手帳学習 � � � �5年生26名 6年生25名 � 

同上 �防災実践学習 防災＠にしあさけ 2017HUG �6／17（土） 10：00～11：50） �西朝明中学校体育館 †エ �6名 �3年生150名 老人会60名 自主防20名 �0 

同上 �朝明中学校 防災学習 �9／11（月） 10：50～11：40 �朝明中学校 �1名 �1年生57名 �0 

同上 �朝明中学校 HUG打ち合わせ �9／21（木） 16：00～17：榊 �朝明中学校 �1名 �4名 �0 

同上 �朝明中学校 HUG �10／10（火） 10：00～12：00 13：00～15：00 �朝明中学校　体育館 �9名 �3年生240名 老人会35名 �0 

同上 �塩浜中学校 HUG �11／18（土） 9：00～12：00 �塩浜中学校 �5名 �3年生37名 �0 

同上 �桜小学校 防災訓練 �11／25（土） 9：00～12：00 �桜小学校 �9名 �400名 �0 

事業名 �事業内容 �実施日時 �実施場所 �従事者 あ人数 �受益対象者の 範囲及び人数 �支出 千円 

自治体等が行う 防災・減災事業 への参画・支援 事業 �四日市市危機管理室 が開催するr防災大 学」での「防災マッ ・プ造り・避難所運営」 講座の講師 � � � � �支出 千円 

同上 �四日市市民防災大学 �5佗1（土） �本町プラザ �6名 �60名 �0 

「災害について学 ぶ」 �9：00～12：00 �名古屋大学　福和信夫 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 �四日市市民防災大学 �6招（土） �四日市市総合会館 �10名 1名 4名 6名 3名 6名 �250名 28名 60名 60名 54名 60名 �0 0 0 0 0 0 

「いつ来る？巨大地 震とスーパー台風」 四日市市減災アドバ イザー研修会 四日市市民防災大学 �9：00～12：00 6／5（月） 13：00～16：00 6／10（土） �津気象台 四日市市危機管理室 四日市市総合会館 

r災害と男女共同参 画」 四日市市防災大学 �9：30～11：30 6／24（土） �早稲田大学浅野幸子 桶地区市民センター 

「防災アプリの活用」 �9：00～12：00 �名古屋大学　倉田和己 

四日市市防災大学 �11／4（土） �四日市市総合会館 

「都市防災についてj �9：00～12：00 �東京大学　廣井悠 

四日市市防災大学 �11／18（土） �本町プラザ 

「防災体制についてj �9：00～12：00 �関西大学　河田患昭 



同上 �四日市市防災大学 「タウンウオッチイ ングj �11／25（土） 9：00～12：00 �四日市市消防本部 �4名 �51名 �0 

同上 �四日市市防災大学 �12／2（土） �四日市市消防本部 �16名 �54名 �0 

「DIGを行ってみ るj �9：紳～12：00 �∴膚貴大学　小村隆史 

同上 �四日市市防災大学 �12／9（土） �四日市市南部防災拠点 �1名 �54名 �0 

「東日本大震災の現 場から」 �9：00～12：00 �陸上自衛隊 

同上 �四日市市防災大学 「HUG」 �1／13日（土） 9；00～12：00 �四日市市消防本部 �4名 �23名 �0 

同上 �四日市市防災大学 �2／16（金） �危機管理センター �3名 �24名 �0 

衣装防災ダータショげ �9：00～12：00 �静岡大学　牛山先生 

同上 �四日市市防災大学 �2／24（土） �消防本部 �1名 �25名 �0 

防災啓発手法を学ぶ �9：00～12：00 �プラスアーツ 

同上 �四日市市防災大学 防災活動を学ぶ �封17（土） 9：00～12：00 �四日市市縫合会館 �5名 �23名 �0 

事　　業　　名 �従　事　者　の　人　数 �参　加　人　員 

各種団体が行う防災・減数活動 �193名 �11亨498名 

学校等の防災教育 �186名 �乳850名 

自治体が行う防災・滅災活動 �74名 �826名 

合　　　　　計 �453名 �15，174名 

ほう　その他収益事業　案施せず

（3）その他事業

月　日 �事　　業　　名 �会　　　　場 �参加人員 

4／15（土） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �11名 

5佗0（土） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �8名 

6／3（土） �H29年度総会 �三重県四日市庁舎 �34名 

6／17（土） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �10名 

7／15（土） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �8名 

9／17（土） �運営委員会 �四日市なやプラザ �10名 

10／21（土） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �6名 

11／18（土） �運営委員会 �四日市市危機管理センター �9名 

12／16（土） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �8名 

1／2け仕） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �7名 

2／17（土） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �7名 

3／17（土） �運営委員会 �三重県四日市庁舎 �8名 

12回 �合　　　　　計 ��126名 


