
平成30年度実施事業報告書

（平成30年4月1日　～　平成31年　3月31日）

特定非営利活動法人　みえ減災啓発支援ネット

1事業の成果

●防災活動を進めるための日常的な研鏡活動

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、災害図上訓練（DIG）、避

難所運営訓練（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、継続的に活動を続けていくには、地域のニーズに合った内容で訓練活動を支援

していく必要があり、そのためにはは地域のコミュニティーとの連携・協働した取り組みが非常に重要で

す。

防災活動としては、「総合防災訓練支援」、「地域防災フェスタ支援」、「防災講演上「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）上「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」、「防災・減災啓発展示出展上「ストローハウス」、「防災スゴロク上「紙

スリッパ」、「紙食審」「津波実験」、「液状化実験」、「倒壊ハウス」、「クロスロード」です。

その中でも【避難所運営訓練（HUG）】のニーズが非常に高まっています。

東日本対震災、熊本地震、西日本豪雨、北海道胆振地震など避難所を必要とする大規模な災害が発生した

ことも大きな要因であると思われます。

特に、小学校における防災教育を推進するために「防災教育・炊き出し体験学習防災士なべ（炊き出し君）」

を推奨しえおり、地域の大人が児童のためにと活動を支援していただくなど地域と連携しながら、防災教

育を進めています。

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」スが生まれつつあります。

中学校使徒）と地域住民との、避難所運営訓練（HUG）も拡大しつつあります。

日中地域に居るのは、高齢者と中学生となり、なかでも中学生の存在が大きくなってきます。

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「楽しさ」を通して、防災を体験的に学習す

る言と、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カ、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、チビ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、一地域との連携と、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 範囲及び人数 �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 � � � � � 

同上 �桜台街づくり協義会 �4／7（土） 8：30～12：00 �桜台小学校 �3名 �100名 �0 

同上 �桜地区自主防災組織 協議会 �4／10（火） 19：00～20：00 �桜地区市民センター �1名 �12名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 �4／13（金） 18：00～19：00 �塩浜地区市民センター �1名 �14名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 �4／18（永） 18：30～20：00 �塩浜地区市民センター �1名 �14名 �0 

同上 �港地区防災協議会 �4／19（木） 19：00～20：00 �四日市なやプラザ �1名 �12名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 総会・講演会 �4／26（木） 18：00～20：00 �塩浜地区市民センター �1名 �14名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会総会打合せ �5／15（火） 19：00～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �9名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 定例会 �5／16（水） 18：30～20：00 �塩浜地区市民センター �1名 �13名 �0 

∴同上 �港地区防災協議会 自治会長防災隊長会 �5／17（木） 19：00～20：00 �四日市なやプラザ �l名 �12名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 親子防災訓練 �5／19（士） 8；00～12：00 �塩浜小学校 �6名 �13名 �0 

同上 同上 さて∴■ r‾－‘、∵ 同上 �八郷地区防災連絡協 議会総会打合せ 八郷地区防災連絡協 議会総会 港地区防災協議会 防災作業部会 �5／21（月） 14：00～15：00 5ノ22（火） 19：00～21：00 6／13（水） 19：00～21：30 �八郷地区市民センター 八郷地区市民センター 四日市なやプラザ �2名 2名 2名 �9名 54名 14名 �0 0 0 



同上 �港地区防災協議会 防災役員避難訓練 �6／14（木） 9：00～12：00 �四日市なやプラザ �2名 �65名 �0’ 

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

同上 �塩浜地区防災協蔑会 定例会 �6／20（水） 18：30～20：20 �ヾ塩浜地区市民センター �2名 �12名 �0 

同上 �港地区防災協蔑会 自治会・防災隊長会 �6／21（木） 19：00　～ ＿日．＿＿＿＿一一＿L �四日市なやプラザ �2名 �26名 �0＋ 

同上 �川島地区防災協議会 HUG �7君5（日） 9：00～12：00 �川島地区市民センター �12名 �50名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 定例会 �7／18（水） 18：30～20：20 �塩浜地区市民センター �2名 �12名 �0 

同上 �港地区防災協議会 自治会・防災隊長会 �7／19（木） 19：00～20：20 �四日市なやプラザ �2名 �26名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �7／24（火） 19：00～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

同上 �港地区防災協議会 自治会・防災隊長会 �7／27（木） 19：00～21：‾00 �四日市なやプラザ �2名 �15名 �0 

同上 �共同地区防災協議会 避難訓練総括 �7／28（士） 20：00～21：00 �中部地区市民センター �3名 �56名 � 

同上 �港地区防災協議会 防災作業部会 �8／9（木） 19：00～21：00 �四日市なやプラザ �2名 �15名 �0 

同上 �羽津地区女性部 HUG �8／19（日） 9：00～12：00 �羽津地区市民センター �4名 �38名 �0 

同上 �常盤地区金棒 実行委員会 �8／21（火） 19：00～21：00 �常磐地区市民センター �2名 �38名 �0 

同上 �共同地区防災協議会 HUG �8／26（日） 9；00～12：00 �中部地区市民センター �4名 �56名 �0 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 �八郷地区防災連絡協 �8／26（日） �八郷地区市民センター �7名 6名 1名 4名 望名 2名 10名． �3336名 1000名 2名 56名 13名 54名 635名 �0 0 0 0 0 0 0 

議会　防災訓練 �8：00～12：00 �八郷小学校朝明中学校 

四日市市民綺ぐるみ 総合防災訓練 県地区防災協議会 共同地区防災協議会 HUG 港地区連合自治会長 会議 八郷地区防災連絡協 議会定例会 羽津地区 防災フェスタ �8／26（日） 8：柵～12：00 8／26（木） 15：00～16：30 8／26（日） 13：30～15：00 8／27（金） 19：00～21：00 8／28（火） 19：00～21：00 9／2（日） 8：30～12：00 �水沢小学校 県地区市民センター 中部地区市民センター 四日市なやプラザ 八郷地区市民センター 羽津小学校 



同上 �塩浜地区防災協議会 地区別避難訓練 �9／9（日） 8：30～11：30 �塩浜地区市民センター �2名 �159名 �01 

同上 �港地区防災連絡協議 会作業部会 �9／18（火） 19：00～21：00 �四日市なやプラザ �1名 �15名 �0 

同上 �常磐地区 防災全体実行委員会 �9／18（火） 19：00～21：00 �常磐地区市民センター �l名 �38名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 事務局長会議 �9／19（水） 18：30～20：00 �塩浜地区市民センター �1名 �11名 �0 

同上 �港地区防災連絡協議 会自治会長会議 �9／20（木） 19：00～20：40 �四日市なやプラザ �2名 �18名 �0 

同上 �楠地区育成会 防災教育・スリッ〆 �9／22（土） 8：30～12：00 �桶小学校 �4名 �1～4年生41名 �0 

同上 �港地区防災協議会 HUG �9／23（日） 8：30～12：00 �四日市なやプラザ �1名 �■300名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �9／25（火） 19：00～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �51名 �0 

同上 �常磐地区防災協議会 HUG �9／29（土） 13：30～16：00 �常磐地区市民センター �3名 �40名 �0 

同上 �常磐地区防災協議会 避難訓練実行委員会 �10／2（火） 19：00～21：00 �常磐地区市民センター �2名 �30名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 ぼうさい探検隊 �10／5（金） 9：00～12：00 �八郷西小学校 �望名 �29名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 ぼうさい探検隊 �10／10（水） 9：00～12：00 �八郷小学校 �2名 �70名 �0 

同上 �常磐地区防災協議会 避難訓練 �10／14（日） 8：30～12：00 �常磐地区市民センター �6名 �304名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 ぼうさい探検隊 �10／15（月） 8：00～12：00 �八郷西小学校 �2名 �29名 �0 

同上1 同上 同上 同幸 同上 同上 ＝チ三と 同上 �塩浜地区防災協議会 定例会 八郷地区防災連絡協 ぼうさい探検隊 港地区防災協議会 作業部会 八郷地区防災連絡協 議会定例会 塩浜地区防災協議会 定例会 川越町ふれあい祭り 八郷地区防災連絡協 議会ダムフェスタ �10／17（水） 18：30～28：00 10／18（木） 9：00～12：00 10／18（木） 19：00～21：00 10／23（火） 19：00～21：00 11／1（木） 13：30～15：40 11／3（土） 9：00～15：00 11／11（日） 9：00～15：00 �塩浜地区市民センター 八郷小学校 なやプラザ 八郷地区市民センター 塩浜地区市民センター あいあいホール 伊坂ダム周辺 �望名 2名 望名 2名 1名 6名 2名 �9名 70名 15名 54名 19名 1000名 1000名 �0 0 0 0 0 0 0 



同上 �港地区防災協議会 作業部会 �11ノ7（水） 19：00～20：30 �四日市なやプラザ �2名 �9名 �0’ 

同上 �下野地区 楽寿会 �11／13（火） 14：30～15：30 �あさけが丘中央集会所 �2名 �40名 �0 

同上 �港地区防災協議会 作業部会 �11／15（木） 19：00～21：00 �りなやプラザ �2名 �15名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 定例会 �11／21（水） 18：30～20：00 �塩浜地区市民センター �1名 �11名 �0 

同上 �内部地区防災協轟会 �11／25（日） �内部小学校 �1名 �170名 �0 

遭難訓練 �8：30～12：00 �内部東小学校 内部中学校 �1名 2名 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �11／27（火） 19：00～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54．名 �0 

同上 �桜地区防災協議会 桜防災フェア �12／1（土） 9：00～12：00 �桜小学校 �5名 �300名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会防災女子会 �12／15（土） 14：00～16：00 �八郷小学校 �2名 �22名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会防災女子会 �12／16（日） 10：0012：00 �八郷西小学校 �2名 �36名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 定例会 �12／19（水） 18：30～20：00 �塩浜地区市民センター �1名 �11名 �0 

同上 �港地区防災協議会 作業部会 �12／20（木） 19：00～20：00 �なやプラザ �1名 �15名 �0 

同上 �塩浜地区防災協議会 定例会 �1／16（水） 18：30～20：00 �塩浜地区市民センター �1名 �11名 �0 

同上 �港地区防災協議会 作業部会 �1／17（木） 19：00～21：00 �なやプラザ �1名 �15名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �1／22（火） 19：00～21：00 �八郷地区市民センター �2名 �54名 �0 

同上 �八郷地区防災連絡協 議会新春防災講演会 �1／27（日） 9：00～12：00 �中村町公民館 �1名 �60名 �0 

同上 同上 同上 同上 さ√＞二 同上 �八郷地区防災連絡協 視察研修 塩浜地区防災協議会 定例会 港地区防災協議会 作業部会 下野地区防災協議会 身近な視点防災 塩浜地区防災協議会 定例会 �2ノ17（日） 8：00～17：00 2／20（永） 18：30～20：00 2／20（水） 19：00～21：00 2／23（土） 13：30～15：30 3／20（水） 18：30～20：00 �伊勢市防災センター 塩浜地区市民センター なやプラザ 下野地区市民センター 塩浜地区市民センター �2名 2名 2名 3名 1名 �54名 11名 15名 28名 10名 �0 0 0 0 0 



同上 �八郷地区防災連絡協 議会定例会 �野26＿（火） 19：00～21：00 �呈八郷地区市民センター �2名 �54名 �d 

■ � � � � � � 

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・ 滅災教育への支 凄・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 � � � � � 

同上 �同上 �6／16（土） 8；40～10：20 �三重小学校 体育館 �12名 �6年生91名 保護著名 �0 

同上 �同上 �6佗9（金） 10：00～12：00 �安東小学校 �2名 �5年生29名 地域住民10名 �0 

同上 �同上 �7／19（木） 8：45～10：45 �桜小学校 さくらホール �2名 �4年生61名 �0 

同上 �同上 �10／2（火） 10：00－12：00 �川島小学校事前研修 用島地区市民センター �2名 �自主防6名 �0 

同上 �同上 �10／5（金） 10：40～12：20 �川越南小学校 体育館 �7名 �4年生62名 �0 

同上 �同上 �10／11（木） 9：45～11：35 �羽津小学校 体育館 �3名 �4年生107名 女性の会12名 �0 

同上 �同上 �10／16（火） 9：40～11：30 �三重西小学校 体育館 �7名 �5年生52名 仙名 �0 

同上 �同上 �10／16（火） 10：40～12：20 �川越北小学校 体育館 �6名 �4年生52名 　m �0 

同上 �同上 �10〟171水） 8；45～10：45 �日永小学校 体育館 �6名 �4年生100名 �0 

同上 同上 同上 同上 同上 牽同幸 �同上 同上 同上 同上 同上 同上 �10／18（木） 9：40～11：30 10佗6（金） 9：40～11：30 11／15（木） 13：30～15：15 11／19（月） 8：45～10：35 11／29（木） 10：30～12：25 12／19（水） 10：30～12：25 �川島小学校 体育館 羽津北小学校 体育館 八郷酉小学校 ランチルーム 海蔵小学校体育館 保々小学校 体育館 笹川東小学校 体育館 �8名 8名 6名 6名 8名 8名 �5年生145名 PTA12名 防災協4名 4年生86名 4年生29名 4年生134名 4年生65名 4年生25名 �0 0 0 0 0 0 



同上■ �同上 �1佗3（水） 10：30一一12：20 �内部小学校 体育館 �5名 �4年生85名 �0 

同上 �同上 �1／24（木） 13：30～15：30 �大谷台小学校 体育館＿＿ �9名 �4年生93名 �0 

同上 �同上 �1佗9（火） �川島小学校 体育館 �6名 �4年生145名 �0 

同上 �同上 �2／12（火） 13：30～15：50 �内部東小学校 体育館 �2名 �4年生91名 �0 

同上 �同上 �3／5（火） 13：30～15：25 �橋北小学校 �5名 �5年生31名 �0 

同上 �『防災壷にしあさけ 2018』打合せ �5招く水） 13：30～15：00 �西朝明中学校　相談室 �2名 �25名 �0 

同上 �塩浜小学校 防災避難訓練 �5／19（土） 8：00～10：15 �ランチルーム 視聴覚教室 しおはまルーム 多目的ルーム �2名 望名 望名 2名 �1年生32名 望年生27名 3年生30名 4年生34名 5．年生25名 6年生25名 保護者80名 �0 

同上 �三重県教育委員会 　HUG �6／13（水） 8：40～12：10 �菰野中学校 �5名 �251名 �0 

同上 �『防災＠にしあさけ 2018』HUG �6／16（士） 8：00～12：00 �酉朝明中学校体育館 �2名 �3年生195名 老人会60名 �0 

同上 �朝日小学校教職員 防災訓練HUG �8／1（木） 9：00～12：00 �朝日小学校 �3名 �教員47名 県職員1名 �0 

同上 �西日野にじ学園 教員防災訓練HUG �8佗3（木） 9：00～12：00・ �西日野にじ学園 �2名 �60名 �0 

同上 同上 同上 同上 同上 事業名 �Å郷地区防災連絡協 議会 覇明中学校HUG 塩浜地区防災協議会 塩浜中学校HUG 常磐地区防災協議会 常磐中学校HUG－ 千種幼保園 ワークショップ 竹永保育園 ワークショップ 事業醸董 �10／9（火） 9：50～12：20 13：20～15：50 11／17（土） 8：30～12：00 1／19（土） 8：45～12：00 2／15（土） 実施日時 �朝明中学校体育館 塩浜中学校体育館 常磐中学校体育館 千種幼保固 竹永保育園 実施場所 雪 �13名 5名 8名 2名 望名 従事者 の人数 �3年生195名 老人会60名 3年生35名 150名 12名 14名 受益対象者の 範囲及び人数要 �0 0 0 0 0 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「防災大 学」での「防災マッ プ造り・避難所運営」 講座の講師 � � � � � 

同上 �防災大学開校式 �6／2（土） 8：30～12：00 �四日市市総合会館 視聴覚室 �3名 �63名 �0 

同上 �防災大学 �7／21（土） 9：00～12：00 �四日市市総合会館 視聴覚室 �1名 �63名 �0 

同上 �防災大学 �7／28（土） 9：00～12：00 �本町プラザ �2名 �35名 �0 

同上 �防災大学 都市防災について �11／3（土） 8：00～9：00 �四日市港ポートビル �1名 �33名 �0 

同上 �防災大学 津波防災 �11／3（土） 13：00～16：00 �四日市港ポートビル �2名 �33名 �0 

同上 �防災大学 �11／17（土） 13：30～15：30 �四日市帯紐合会館 視聴覚室 �2名 �84名 �0 

同上 �防災大学 �12／1（土） 9：00～12：00 �四日市市消防本部 防災センター �8名 �84名 �0 

同上 �防災大学 �〟26（土） 9：00～12：00 �四日市市消防本部 防災センター �7名 �63名 �0 

同上 �防災大学 �1佗6（土） 13：00～16100 �四日市市消防本部 防災センタ∵ �7名 �63名 �0 

同上 �防災大学 �2伯（土） 13：00■17：00 �四日市市消防本部 防災センター �4名 �62名 �0 

同上 �防災大学 �2／16（土） 9：00～12：00 �四日市市総合会館 第一研修室 �4名 �63名 �0 

同上 �防災大学 �封16（土） 9：00～12：00 �四日市市総合会館 第山研修室 �3名 �62名 �0 

事　　業　　名 �従　事　者　の　人　数 �参　加　人　数 

各種団体が行う防災・減災活動 �186名 �10、200名 

学校等の防災教育 �164名 �2、837名 

自治体が行う防災・減災活動 �44名 �708名 

合　　　　　計 �394名 �13，745名 

（2）その他収益事業　案施せず。



（3）その他事業

日　時 �事　業　名 �会　場 �参加人数 

4／21（土）13：30～15：00 �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �9名 

5／19（土）13：30～15：00 �運営委員会　　り �三重県四日市庁舎11号室 �8名 

5佗6（土）13：30～15：00 �平成30年度（第二回）総会 　講演会 �三重県四日市庁舎　51号室 �36名 

6／16（土13：30～15：0㊥ �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �9名 

7／21（土）13：30～15：00 �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �11名 

8／18（土）13：30～15：00 �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �11名 

9伯（木）19；00～20；00 �中部ブロック研修会 �常磐地区市民センター �7名 

9／15（土）13：30～15：00 �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �8名 

10ノ20（土）13：80～15：00 �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �8名 

11／離土）9：00～12：00 �国交省大津波防災訓練 �霞ヶ浦ふ頭・答志島 �3名 

12〟9（日）9：00～14：00 �スキルアップ研修 �滝川集会所 �20名 

12才15（土）13：30～15：00 �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �7名 

1／19（土）13：30～15：00 �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �9名 

1／26（土）17：00～20：00 �小村先生を囲んで �アサヒビアケラー �8名 

1／27（月）9：00＝12：00 �小村先生と懇談会 �四日市市危機管理センター �10名 

2／16（土）13：30～15：00 �運営委員会 スキルアップ研修 �三重県四日市庁舎11号室 �15名 

3／16（土）13：30～15：00 �運営委員会 �三重県四日市庁舎11号室 �9名 

参加者総数 ���188名 


