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資料1

(1)避　難　所･避　難　地

1.指定避難所(避難先として中心的な役割を担う建物施設で､長期収容をも前提としたもの)

名称 傀ｨﾝﾙ&��収容人員 �6I�"���ｒ�

○小山田地区市民センター 伜)69*ﾃ�3s2ﾓ2�15 (30) �3#ふ�����3#ふ���B��3#ふ������

○小山田小学校 伜)69*ﾃ�3s2ﾓ��190 (455) �3#ふ���2�3#ふ������3#ふ������

○西陵中学校 ��ﾈ�)*ﾃs##��240 (545) �3#ふ���2�3#ふ���"��3#ふ���2��

2.緊急避難所(近隣住民が一時的･短期的に避難する建物)

山田町高齢者.若者センター 伜)69*ﾃC3���90 (180) �3#ふ�ゴb�

西山町構造改善センター ��ﾈ�)*ﾃsC途ﾓ"� ��

小山町公会所 傅ﾈ�)*ﾃs3B�60 (120) ��

内山町集会所 �>��)*ﾃ�3コﾓ��15 (30) ��

光輪寺 刔ｩkﾉ*ﾃ332�10 (25) �3#ふ�3#b�

堂ケ山町構造改善センター �;�5��)*ﾃ#��B�30 (60) �3#ふ�ゴ2�

美里町公会所 儖ﾉz)*ﾃ#�#��15 (30) ��

鹿間町構造改善センター 俾ﾘｭI*ﾃ3C��35 (75) �3#ふ�都R�

和無田町構造改善センター 刎�k969*ﾃ��釘ﾓb�35 (75) �3#ふ#��2�

3.指定避難地

(大地震や大規模火災のときなどに避難する学校グラウンドや公園などの屋外施設)

○小山田小学校 伜)69*ﾃ�3s2ﾓ�� �3#ふ���2�3#ふ������3#ふ������

○西陵中学校 ��ﾈ�)*ﾃs##�� �3#ふ���2�3#ふ���"��3#ふ���2��

☆収容人員の( )の人数は､一時避難者の暫定収容人員　☆
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(2)防災資機材等配備一覧表
く平成20年4月1日現在)

備蓄場所 仗亶ﾙw�OY'顯ｲ�救助用資機材 

小山田小学校 防災倉庫(コンテナ) 【鍵保管者】 山田町自治会長 亂87�93C�����ヘ)_LJツト10個 價ﾙ6Hｴ�)�B�

アルファ米500食 �,ﾈ+�*ﾈ.ズgｲ�投光機5個 

毛布100枚 �5�5(6(7cYgｲ�非常用照明セット1式 

鎌5本 �%8惶8ﾌ"�

ツルハシ5本 亶霍ﾙJ���J��

ハンマー5本 亶)zs�ﾌ"�

金てこ5本 �8ｨ8H4ｨ�ｳ��B�

とび口5本 �ﾉ�ﾘ6x488ﾃ�ﾌ"�

ハンドマイク3個 豫�X6x488ﾃ���r�

万能オノ5本 豫�X6x488ﾉw�6X986s��*2�

コードリール5個 �4ｸ5ﾈ8ｨ98ﾆxﾗ8ｬ｣(ﾌ"�
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(3)水防倉庫設置一覧表
(平成20年4月1日現在)

孝司 �ﾙ�ﾉkﾂ�管理者 ���ﾌ冖ﾂ�所在地 冤ｩ��%Fb��鍵の保管者 

51 �>�YI�ﾂ�市 刔ｩkﾂ�六名町 ��六名町自治会長 

品名数量 土のう袋5.000袋 スコップ15T 儼冖ﾉ�I|｢�F｣･��.ﾓ�Xｪ｢�*�*�.#��)｢�品名教主 儼冖ﾉ�I|｢�

くい500本 �59�ﾃ8ｪ｢�

クリッパー1丁 ■■■■■■■■■叩一一-■■一一-- かま2丁 ビニールシート5張 .■■■■一■-■ー●■■■■l■■一一･一.■■一･一I■■H一一肘 �,(.�,ﾘ+S%B�D坪+ﾒ�))｢�自}h銈(鍈�

おの2丁 �,ﾈ+�*ﾈ.�))｢�

片手ハンマー2T �7�986�))｢�

トラロープ2巻 �+ﾘ+��B�パイプバリケ-2本 �8�487H5x8H5�66ﾃ��(R�

幸司 �ﾙ�ﾉkﾂ�管理者 ���ﾌ冖ﾂ�所在地 冤ｩ������Ll堂芸芸長I 

r52 �>�YI�ﾂ�市 �;�5��"�堂ケ山町 ��R�

品名数量 土のう袋5.000袋 ･.プ15丁 儼冖ﾉ�I|｢�,�.ﾓ�Xｪ｢�*�*�.#��)｢�品名数量 儼冖ﾉ�I|｢�

くい500本 �59�ﾃ8ﾔ｢�

クリッパー___JT �,(.�,ﾘ+S%B�■■■■■■■■.- 

､2T �,ﾈ+�*ﾈ.�))｢�粲R�����X耳����������X蒔X而��かま2T �,�+ﾓ))｢�

片手ハンマー2丁 �7�986�))｢�ビニールシート5弓長 壷}h銈(ﾖ5��■■■■■■■■■■■■-■■■■--■ー- �7�487h6�8ｨ5�ﾓ)gｲ�ライフジヤケツl10着 

トラロープ2巷p �+ﾘ+��)｢�

壬==-I �ﾙ�ﾉkﾂ�管理者 ���ﾌ冖ﾂ�所在地 冤ｩ��&B��II小器O芸芸長It 

匝 ��ｸﾊ��ﾂ�市 傅ﾈ�"�小山町 ��R�

品名数量 土のう袋5,000袋 スコップ15丁 儼冖ﾉ�I|｢�,�.ﾓ�Xｪ｢�����耳爾�����X耳耳耳耳爾�*�*�.#��)｢�耳��耳耳耳爾ﾘ耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳�ﾈ耳痔���耳耳耳��耳耳耳耳爾ﾔ���敦Tﾂ�))｢�7�986�))｢�品名数 �� 儼冖ﾉ�I|｢�

くい500 �� �59�ﾃ9uu��
--l■一一■■●■■■■■■-■■■■- クリッパ-1丁 ----一H■一一一■一一一M■--■■----■H■--■■■■-●■■ かま2丁 �� �,(.�,ﾘ+S))｢�

-一一一■■■■一一■■■■■■■H---■■- なた2丁 

おの2T 
ビニールシート5弓長 4-J一一一■一一■H■一一一一●･.■■-■■■H■-●一一■■■一･一● パイプバリケ-2本 ���ｩ}h銈(鍈�耳耳耳����耳耳痔�ｨ耳��ﾘ��ﾘ����ﾘ耳耳耳耳耳耳�ﾈ痔���痔���爾ﾘ��R闔ｨ爾�8�487H5x8H5�63���(R�

片手ハンマー2T 
一一一一一■■一一一H■一●一一肘.- 2 �+ﾘ+��B�

トフロー � 剪�
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水　防倉庫



資料　4

4　急傾斜地崩壊発生区域(危険個所)

A　斜度30度以上､高さ10m以上､人家10戸以上

B斜度30度以上､高さ5-10m程度､人家5-9戸程度

(平成18年4月1日現在)

No. ��所在地 刹K模 劔避難場所 [人家戸数] �/b�Nr�備考 構成年度 

町名 倬ｩkﾂ�面積(ma) 們�7��高さ �+x+2�

26 �>��"�内山 �:�ﾖ"� �3��5 ��#��内山町集会所 【6] �"� 

37 傅ﾈ�"����小山 乘�72� �3��20 �#3��小山町公会所 [11] ��� 

38 傅ﾈ�"�"��小山 亊I72� �3��6 �����小山町公会所 [7】 �"� 

48 伜)62����山田 亳y685�ﾋB� �3��12 ��S��小山田地区 市民センター[6] ��� 

49 伜)68*ﾓ"��山田 亳y685�ﾋB� �3R�5 �����小山田地区 市民センター【11] �.r� 

53 刎�k962�和無田 倅�ﾂ� �3��12 ��3��和無田町構造 改善センター[6] �"� 

26
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資料　5

5　消防水利

種別 ����ｹ�ｲ�井戸式 �&陋ｨ��容量m' �*ﾉkﾂ�備考 

1 冉���Y�R� �� 鼎盲2�山田町 ��

2 冉���Y�R� �� 鉄vﾓ2�山田町 ��

3 冉���Y�R� �� �#網｢�山田町 ��

4 冉���Y�R� �� �3&��R�山田町 ��

■5 冉���Y�R� �� �3�r�山田町 ��

6 冉���Y�R� �� 鼎�ﾒr�山田町 ��

7 冉���Y�R� �� �#Vﾓ��和無田町 ��

8 冉���Y�R� �� ��fﾓ��和無田町 ��

9 冉���Y�R� �� �#�ﾒr�鹿間町 ��

10 冉���Y�R� ��○ 鼎�ﾓ2�鹿間町 ��

ll 冉���Y�R� ��○ �3fﾒﾒ�鹿間町 冉ｸ�"�

12 冉���Y�R� ��○ 鉄F��R�虚聞町 ��

13 冉���Y�R�� ��○ 鼎6ﾔ｢�鹿間町 ��

14 冉���Y�R� ��○ 鉄Fﾖ��鹿間町 ��

15 冉���Y�R� ��○ 鉄Fﾒ��虚聞町 ��

.16 冉���Y�R� ��○ 鉄Fﾓ2�鹿聞町 ��

17 冉���Y�R� �� 鼎�ﾓ2�小山町 ��

18 冉���Y�R� �� �3vﾒﾒ�小山町 ��

19 冉���Y�R� ��○ 鼎&謦�小山町 ��

20 冉���Y�R� �� 鼎�ﾒr�西山町 ��

21 冉���Y�R� �� 鼎&ﾒﾒ�西山町 ��

22 冉���Y�R� ��○ 鼎Fﾒ��西山町 ��

23 冉���Y�R� ��○ 鼎&��R�西山町 ��

24 冉���Y�R�○ ��○ 鼎�ﾒr�山田町 ��

25 冉���Y�R� �� �#冶�R�内山町 ��

26 冉���Y�R� �� 砺ﾓ��美里町 ��

27 �7h�ｸ8ｲ� �� �#�&ﾒﾒ�山田町 ��

28 �7h�ｸ8ｲ� �� �3s6ﾒr�西山町 ��

29 �'"� �� 鉄���ﾒﾒ�和無田町 ��

30 �'"� �� �#c�ﾒr�西山町 ��

31 �'"� �� 鉄#�ﾓ2�西山町 ��

32 �'"� �� �##S��ﾒ�堂ケ山町 ��

33 �'"� �� 鼎���ﾒﾒ�堂ケ山町 ��

34 �ﾙ�ﾂ� �� ��内山町 ��

35 �ﾙ�ﾂ� �� ��山田町 ��

36 �ﾙ�ﾂ� �� ��山田町 ��
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災害時要援護者台帳
白海会名 � 劔从帝Lr���級-..班. 

ふりがな � 劔�ｹ¥｢�男 ��iD霾�?｢���明治.大正.昭和.平成 

氏名 劔勍女 劔D霾�?ｩ�b�

ふりがな � 劔�ｹ¥｢�罪 ��iD霾�?｢���明治.大正.昭和.平成 

氏名 住所 劔剌� 剪�年月日生 

電話 � 

状況 凾ﾐとり暮らし.高齢者のみ世帯,.寝たきり..虚弱●.障害者 その他() 

特記事項 �(心身の状況､障害者手帳の内琴､介護保険等のサービスの利用状況と事業所名､ケアマネ 

-ジャー氏名他) 

かかりつけ医院 剪�劔剴d話 

自治会長氏名 剪�劔剴d話 

担当民生委員児童委員 剪�劔剴d話 

緊急 連'絡 先 倩�駝ﾂ����[��電蓄 剞續ﾔ号 剏ｻ.住所 劔OXﾖﾂ�

必要とする支援

①避難する際の声がけ　　②避難所への避難援助

④親族等への連絡　　　　⑤その他く

③避難所での食事等の介助
)

私は､災害時等に支援を必要としますので･地区市民センター(楠地区は楠総合支所)､消防

本部のほか､地域で私の支援に協力いただける地域支援者や関係組織･団体等が･この台帳の
情報を共有することを東洋します｡

畢_名　　　　　　　　　　_∴　　_　一-

ii:i理人署名)　◆　　　　　__　　　一一一

地域支援者(助け合う仲間 鋳� 儖Xﾖﾂ�

氏各 �6I�)MHﾘb�現住所 - 



ライフライン関係諸機関電話番号

名.柿 �6I�)MHﾘb�備考 

防災対策課 �3SBﾓ����� 

道路整備課 �3SBﾓ�#�R� 

河川排水課 �3SBﾓ�3�2� 

水道施設課 �3SBﾓ�3cB� 

下水建設課 �3SBﾓ�##2� 

農水事業裸 �3SBﾓ��コ� 

生活環境課 �3SBﾓ��ッ� 

南部清掃事業所 �3SBﾓ3ccb� 

環境保全裸 �3SBﾓ��モ� 

生活環境公社 �3S"ﾓ3cSr� 

福祉総務課 �3SBﾓ��c2� 

保護課 �3SBﾓ��cR� 

児童福祉課 �3SBﾓ��s2� 

介護.高齢福祉課 �3SBﾒ繝C#R� 

陣書福祉課 �3SBﾓ��s�� 

健康企画課 �3SBﾓ�#��� 

市社会福祉協誰会 �3SBﾓ�#cR� 

市民生活課 �3SBﾓ��Cb� 

市民課 �3SBﾓ��S"� 

消防本部 �3Sbﾓ#���� 

南消防署 �3CRﾓ�S3�� 

三重県地域振興蛎災チーム059-224-2189 

三重河川国道事務所(国土1.23)059-229-2221 

三重県土整備部保全災害皇059-224-2683 

(上記以外の国道.県道) 

中日本高速道路桑名管理事務所 

(東名阪.伊勢湾岸)0594-23-3561 

名称 �6I�)MHﾘb�備考 

小山田地区市民センター �3#ふ����� 

小山田小学校 �3#ふ���2� 

西陵中学校 �3#ふ���2� 

市立四日市病院 �3SBﾓ�����′ 

県立振合医療センター �3CRﾓ#3#�� 

小山田福祉施設掩合案内 �3#ふ#�sr� 

中部電力四日市営業所 �3S2ﾓ�#��� 

NTT四日市支店 �3SBﾓc���� 

四日市南警察署 �3SRﾘ�ｳ����� 

小山田駐在所 �3#ふ��C�� 

四日市西郵便局 �3#rﾓ����� 

小山田郵便局 �3#ふ�#�"� 

NTTドコモ東海 ���#�ﾓ���ﾓ����

ドコモの携帯 仂yMH,�+S�S��

au三重支店 ��S蔦3SRﾓ3�3��

ソフトバンク ���モﾓ#C�ﾓ�Sr�

ソフトバンクの携帯 仂yMH,�+S�Sr�

シーティ-ワイ本社 �3SBﾓ��s��

東海旅客鉄 �;�,86X8ﾈ7H4�985ｨ986s�S蔦##bﾓc#���

近卓日本鉄 �;�6X8ﾈ7H4�985ｨ985��ｳ�S"ﾓSc�ﾓ�c�B�

伊勢鉄 �;��S蔦3�2ﾓ#��"�

三重交通四 燃倡8�8ｼh��S蔦3#2ﾓ�����

.81



参考　2

避　難　者　名　簿(小山田小学校･西陵中学掛小山田地区市民センター)

責任者

氏名 ��ｹ¥｢�年齢 偖ｨ��緊急連絡先. �?ﾈ��退所 
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