
平成24年度

協軸会災防鵬総田山小 会

日　時　平成24年6月29日(金)午後7時-

場所　小山田地区市民センター2階会議室



総　会

1.会長あいさつ

2.議事

(1)平成2 3年度事業報告について･ ･P　2

(2)平成23年度決算報告について- - - -P　4

(3)平成23年度決算監査報告にフいて- - -P　4

(4)平成24年度役員選出について- - - -P　7

(5)平成24年度事業計画(秦)について- - ･P　5

(6)平成24年度予算(秦)について･-･-･P　6

(7)小山田地区防災連絡協議会名簿- - ･ - ･p　7

3　参考資料

※小山田地区防災計画･ ･P　8

※小山田地区防災連絡協議会規約･ - - -p12

研修会　講演

講　師　四日市市　危機管理室

室　長　坂　口　三　公　さん
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平成23年度　小山田地区防災連絡協議会　事業報告

区　　分 事　業　の　内　容

1　防災訓練

①鹿間町防災訓練･･･9月11日(日)

メイン会場:鹿間町構造改善センター

参加者数:82人

訓練内容:地震体験車､ AED救命救護講習､発電機･浄水器の使用訓練､非常食の試食
--I-.=-一-一一一----------I----.-------I-----I-------------一一--一日一一-一一-一-----日日--一一日qt""

②西山町防災訓練･.･9月18日(日)

メイン会場:西山町地内5ヶ所

参加者数:約109人

訓練内容:消火栓開閉､消防ホース接続･放水､消火器での初期消火訓練
-HHH-------I---I---------日--I-------一一日----------=-----I-----1--日-----一日-----I--IIH

③内山町防災訓練･.･9月25日(日)

メイン会場:内山町第二公会所

参加者数:45人

訓練内容‥地震体験車･初期消火訓練､防災出前講座『今､見直される地域防災』
I.--"--------------------I----------------------HH------------------I------------日-".I

④美里町防災訓練日･10月1日(土)

メイン会場:美里町地内および太陽の広場

参加者数:38人

訓練内容:避難誘導､情報伝達､初期消火､貯水槽からの放水訓練
-=~.-.----一一-----一一---一日--I-------一--一------一日-一一一---=一日--一--I-I---------lI--"=■-日日一

⑤山田町防災訓練-10月9日(日)

メイン会場:高齢者若者センター

参加者数:132人

訓練内容:地震体験車､避難誘導､情報伝達､アルファ米炊き出し､初期消火訓練､

防災マニュアル『山田町みんなで防災』についての説明会
-ll.,.-----‥‖‖--一一一-=----I-1-日-一一一-------一一一一---一一----------------------一一日一一一一一一--I

⑥小山町防災訓練･･･11月13日(日)

メイン会場:小山町公会所および小山町地内

参加者数:70人

訓練内容‥避難誘導･情報伝達､各組に分かれタウンウオッチング､初期消火､放水訓練､

AED救命救護講習､アルファ米炊き出し､防災DVD上映
一一一一一-一日一一一‥----一一一--‥-=-一一一---一一一-一一一-一一一一-一一-一一---一一日-一一一一一一一-一一-一一一一-一日___■日日-

⑦堂ケ山町防災訓練-11月20日(日)

メイン会場:堂ヶ山町構造改善センター

参加者数:78人

訓練内容:地震体験車･初期消火､放水､炊き出し訓練､非常食試食
.--.----一一-------I--------一一一1-----I----------------I-一一一一一一一一一一----I--一一------I--------------------一一-I----------I----P一一一一
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ー~=～一一日■一--I--I----.-J-.一一一-一一一■一日-----.I-------一一--..------...--.一一-一■-一一-IT-一一一-+ー●--- ⑧和無田町防災訓練∴11月27日(日) 

メイン会場:和無田町構造改善センター 

参加者数:158人 

訓練内容:地震体験車､初期消火.放水訓練､防災講演会『東日本大震災の災害報告』 

⑨六名町防災訓練日.1月白日(日) 

メイン会場:六名町構造改善センターおよび地内3カ所 

参加者数:65人 

訓練内容:避難誘掛情報伝達､消火栓開閉ー初期消火.放水訓練 

2啓発 ��f胃�ﾊH�8橙ﾓhﾈ���?｢粟���xﾚ�+�+ｸﾊ�+ﾈ+8.ｨ.�&闔if胃����Y�ｸﾝ�,乂x-H�����

講師:四日市市危機管理室長矢田寿俊氏 

参加者数:25人 

内容:今後予想される大地震に備えて､地域防災の重要性をテーマに小山田地区にふさわし 

い講演を行ったo 

②防災標語の募集 

出虞数:小学生183件､中学生207件､一般13件計403件 

3広報 ��)f胃�*�.(-ﾈ+�8,ﾉJﾘﾗ9?｢�8ﾈ�#�?｢�

各戸配布1800部 

内容‥防災訓練の概要､消防分団の活軌､小学校の取り組みなど 

②防災カレンダーの配布 

小山田地区の全世帯､小や学校､人が多く集まる施設へ配布1800枚 

4資機材整備 俾ﾘｭI*ﾊH�)69*ﾊI�ﾈ�)*ﾊI�kﾉ*ﾈ,ﾈｦX齪益f胃���,�.h.倬�ｴ�ﾝ�,ﾉ�餔R�

5研修 倡8皦ﾜ8,ﾈﾊH�8檍.)�9Uﾈ�(檍ｶ8,�,x,伜���粐粤hﾈ緤?ｪC以�3�?ｪC8ﾈ繪?｢�耳耳��ﾒﾒﾘ�ﾂﾒﾒﾘ爾簫ﾒﾒﾒ簫ﾒﾒﾒﾒﾒﾒ簫ﾒﾔ停簫ﾒ簫粐粐ﾒﾒ闔ｨ爾簫ﾒﾒﾒﾒﾒﾔ辻ﾔ辻ﾒﾒﾔ辻ﾔ停ﾒﾒﾒﾔ辻ﾒ簫ﾒ��H�ﾅ���cX��貶齷4ｸ�饑�ﾏ�ｫx檍,�*�*(,I�ﾉ>ﾈ7X8ﾘ6(4�/��9Uﾈ+X�x抦�)u)&霎h,ﾉf�ｨｨ�:��

とまちづくり』につLIて活動発表-2月24日 

市倉庫 6 冉胃���ﾌ宙抦�)68抦ｧxﾕ｢��

維持管理 ��Yf���ﾌ忠�kﾉ*ﾊI;�5��)*ﾊH抦ｺ�*ﾂ��

7会議 ��ﾘ橙ﾓhﾈ���?｢粟�唔o�醜檠9壷Tｹwh鳧,���粐�

※なお･各町の防災訓練には､消防分団員も手分けして参加し､指導偶力にあたっております｡
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平成23年度小山田地区防災連絡協議会収支決算

単位:円

(収入の部)

科目 剽¥算額 假ｹ?ﾈｧ｢�増減 �4Ywb�

1 估ｨ葎ｾ��101,180 ����ﾃ����0 ��

2 倡9^(�ｾ��860,000 都SRﾃ����-105.000 �&霎if胃��y�Hｨ�:饋(�ｾ��

3 刋�ﾘx齪��檍��ﾈｾ��30,000 �3������0 ��

4 倡9��ﾌ�ｸ鰓�33,000 �32�����0 冉胃���Yf���ﾌ�ｸ鰄ｬyyﾘ勾�R�

管理委託料 劔(防災倉庫:小山田小学校) く水防倉庫:堂ケ山､六名､小山) 

6 傚H�?ﾂ�320 鼎2�-277 况�ｾ�y育��

計 ��ﾃ�#B經���919.223 蔦��X�ｳ#sr�i 

(支出の部)

科目 剽¥算額 倡因�｢�増減 �4Ywb�

1 ∫ 佛��ｹN��200,000 �#srﾃC�B�-77,414 佛��ｹN�(�ｹY[y*ﾃ#r��CY�ﾈ�)*ﾃ#Bﾃ���>��)*ﾃ�Bﾃ����Oﾉz)*ﾃR縱3��)69*ﾈ�ｳCb��cX抦�)*ﾃ#�ﾃ����;�5��)*ﾃ#�������k969*ﾃR經sI�kﾉ*ﾃ�Bﾃ����

2 佛ｹJﾙN��25,000 �#"紊S��2.550 儷xﾎｩ^X��

Jl J 儘ﾉ_�N��180,000 ��s"ﾃ����7,100 冉(ﾝ�4ｨ8ﾈ985��ｲ馭胃�*�.(-ﾈ+��

4 倬�ｴ�ﾝ餒��500,000 �#�������220,000 仍Y[y*ﾈ�)69*ﾉ�ﾈ�)*ﾉ�kﾉ*ﾂ�

5 倡9��ﾌ�ｸ鰄ｬyyﾙN��33.000 �32�����0 ��"�������$��ﾃS����(����2�

6 ��9N��8.000 ���8.000 ��

7 倬ik�N��ll,000 鼎S��10.542 �8鐫�5(72ﾙw�鐫�

8 几yN��･8,000 釘ﾃ����4,000 ��9Uﾈ�(檍ｶ8,�,xﾊH�8檍-h,ﾈ����

9 冰ﾉOYN��59.500 ��ﾒ�59,500 ��

計 ����#BﾃS���790,222 �#3B�#s�� 

収入919.223円　一支出790.222円　- 129.001円を平成24年度に繰り越す｡

平成23年度の関係書類を事務監査したところ､正確に処理されていたo

24年　3月29日

4

監査　川　島　欣 監査戸田隆夫⑬



平成24年度　小山田地区防災連絡協議会　事業計画(案)

区分 倬hｼh,ﾉ>�vR�

1防災訓練 ��ｹY[y*ﾉ�ﾘﾝ�ﾅ��ｲ粭�ﾈ繪?｢�7鋳�

メイン会場:鹿間町構造改善センター 

訓練内容‥地架体験車､防災に関する講義､発電機.浄水器の使用訓練､非常食の試食 

②西山町防災訓練-.日程未定 

メイン会場:西山町地内5ヶ所. 

訓練内容:初期消火訓練ほか 

③内山町防災訓嘩-日程未定 

メイン会場:内山町第二公会所 

訓練内容:初期消火訓練ほか 

.④美里町防災訓練-10月6日(土) 

メイン会場:太陽の広場及び美里町地内 

訓練内容‥避難誘琴､情報伝達､初期消火､貯水槽からの放水訓練 

⑤山田町防災訓練-10月14日(日) 

メイン会場:高著センター及び山田町地内 

訓練内容:避難誘導､情報伝達､アルファ米炊き出し､初期消火訓練､ 
一 畳防災マニュアル『山EB町みんなで防刺につLp､ての祝明会 

⑥小山町防災訓練-.11月11日(日) 

メイン会場:小山町公会所 

訓棟内容:避難誘導僧報伝達訓練､初期消火.放水訓練､炊き出し､AED救命救護講習防災DVD上映 

⑦堂ケ山町防災訓練日.11月18日(日)13:30- 

メイン会場:堂ケ山町構造改善センター 

･訓練内容.:消火訓練(消火栓の開閉.放水､油火災消火) 

⑧和無田町防災訓練..-11月25日(日) 

メイン会場:和無田町構造改善センター 

訓練内容:避難帯革､情掛云達､初期消火.放水訓練､AED救命救護講習､炊き出し ー……●------I--I..ー-.■ーl.---.-一一--...-....--.-I.-IH-.■I.-----一山ー-.----..--‥一一‥___I ⑨六名町防災訓練.-日程未定 

メイン会場:六名町集会所及び地内3カ所 

訓練内容:避難誘導.情報伝達､消火栓開酔初期消火.放水訓練 

2啓発 ��f胃�ﾊH�8橙�

内容:火災や今後予想される災害に対しー日頃から危機管理意紐を持ち､減軍への備えを怠らないための 研修会を行う○ 

②防災標語の募集 

③防災講演会総会時に危機管理垂長より講演 

3広報 ��)f胃�*�.(-ﾈ+�8,ﾉJﾘﾗ2�
各戸配布1800部 

内容:防災訓練の概要､消防分団の活動など 

4資機材整備 5研修.調査.研究 6市倉庫 白��)69*ﾊI�ﾈ�)*ﾊH抦�)*ﾊI�kﾉ*ﾊI;�5��)*ﾊI>��)*ﾊHｹY[y*ﾊI��k969*ﾊIOﾉz)*ﾂ�

の各自主防災隊による資機材の整備 

市主催の研修会などに参加､防災マニュアルの作成.検討を開始 防災倉庫(小山田小学校､西陵中学校) 

維持管理 7会議 ��Yf���ﾌ忠�kﾉ*ﾊI;�5��)*ﾊH抦�)*ﾂ���ﾘ橙ﾘ�3hﾈ�#�?ｪIo�醜檠9壷Tｹwh鳧,�����

※なお､各町の防災訓練には､消防分団員も手分けして参加し､指導.協力に当たります○ 
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平成24年度小山田地区防災連絡協議会予算(莱)

(収入の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

科目 剿{年度予算額 ����7疫ﾈ螽ｧ｢�増減 �4Ywb�

1 估ｨ葎ｾ��129,001 ���?｣���27,821 ��

2 倡9^(�ｾ��755,000 塔c�ﾃ����-105.000 �&霎if胃��y�Hｨ�:饋(�ｾ���8ﾌ���

3 刋�ﾘx齪��檍��ﾈｾ��30,000 �3������0 ��

4 倡9��ﾌ�ｸ鰄ｬyyﾘ侯��Y{��57,000 �32ﾃ����24.000 冉胃���Yf���ﾌ�ｸ鰄ｬyyﾘ勾�R�映胃���ﾌ鐙抦�)?ｨ抦ｧxﾕｪI�ﾉ|ｹ(hｧxﾕ｢��*ﾙ�Yf���ﾌ陶;�5��*I�kﾊH抦�"��

5 傚H�?ﾂ�99 �3#��-221 况�ｾ�y育��

汁 �971,100 ��ﾃ�#BﾃS���-53,400 ��

(支出の部)

I.科目 剿{年度予算報 ����7疫ﾈ螽ｧ｢�増減 �4Ywb�

1 佛��ｹN��200.000 �#��ﾃ����0 �&霎if胃�ﾅ��ｳｨｦY*ﾈ,X,ﾈ��邵/�uﾉ.��

2 佛ｹJﾙN��25,000 �#Rﾃ����0 ��

3 儘ﾉ_�N��ilo.000 ���������-70.000 冉胃�+�.h.����ﾃ���冷�

4 倬�ｴ�ﾝ餒��500.000 鉄��ﾃ����0 傲�憺��7ｸ6(4�5�9��

5 倡9��ﾌ�ｸ鰄ｬyyﾙN��57,000 �32ﾃ����24,000 0 忠f胃���ﾌ鐙抦�)68抦ｧxﾕｪI�ﾉ|ｹ(hｧxﾕ｢����Yf���ﾌ陶;�5��*I�kﾊH抦�"��

6 ��9-��5.000 唐�����-3,000 刎Hﾝ驅��

7 倬ik�N��10,000 免ﾂ�����一一,000 冽�鑛�ﾂ�

8 几yN��5,000 唐�����-3,000 ��9Uﾈ�(檍ｶ2靆H�99�-h,ﾈ�*9{y[2�

9 冰ﾉOYN��59.100 鉄津S���-400 ��

計 �971,100 ��ﾃ�#BﾃS���-53.400 ��
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平成24年度　小山田地区防災連絡協議会名簿
t<t聯'Ji'轡SBi既～-'亨や細さ盛 �� ��

榊若撞常掛澗_,二言き葺=fj滞障雄葦鮎X:L号.iここ 途�&���6辻��ﾓ�ﾂ簓#粫ﾅDﾂﾒﾒ粭､｢粨+x.��

会長 傅ﾈ�)69&霎i��ﾘx齪��檠+r�矢田蕪秀 ��

副会長 傅ﾈ�)69&霎hｨI��ﾘx齪��檠+r�里中俊雄 ��

副会長 傲�f�&8抦�)69Zｩ&9+r�伊藤文夫 ��

書記 傅ﾈ�)69&霎ij��iN��髯;i�(醜ｺhｶ8檠+r�矢田俊巳 ��

会計 傅ﾈ�)68��ｹYH檠+r�北尾喜子 ��

防災リーダー 冉胃�8ｨ�ｸ5��ｲ靈胃�4�6┤ｸ485Rﾒ�井上遵 ��

監査 佰�,ｨ���8ｺh檍抦�)68迚YI+r�川島欣弘 ��

監■査 傅ﾈ�)69&霎i��ﾈ4�8�7Y��ﾘx檠+r�戸田隆夫 ��

秘法迩~'-妄'LJl::-乍';.-=轟 氾ｨ��罟ﾔ逢y;��乂ﾉnﾈﾇ謁俶�坿rrus｢ﾓ､豆ﾇ#｢�ﾒr�"穰｢sｨvΕｨ蓼耳示�x�Ｙ�ΖﾂrﾖﾇC｢rs｢ﾒsﾂ"粤｣ｲ"籠討粐s��粤｢ﾃｲ粡Fc｣ｳ�靼hｼ｢ﾄﾃ｢ﾔﾄ燃ﾂ簫粳u�� ��深溝耶鵜野燕尾剛Jこ鱒帯葦霊醍措漂.;i;i;ラー√∴. �� 

･委員～ 伜)69*ﾈ齪��檠+r�矢田義斉 ��

′′ ��ﾈ�)*ﾈ齪��檠+r�矢田定借 ��

′′ 傅ﾈ�)*ﾈ齪��檠+r�里中俊雄 ��

′′ �>��)*ﾈ齪��檠+r�戸田峰夫 ��

′′ 儖ﾉz)*ﾈ齪��檠+r�佐野聖司 ��

′′ �;�5��)*ﾈ齪��檠+r�古川文啓 ��

′′ 刔ｩkﾉ*ﾈ齪��檠+r�溝口淳一 ��

′′ 仍Y[y*ﾈ齪��檠+r�萩伸売 ��

/∫ 刎�k969*ﾈ齪��檠+r�井上遵 ��

′′ 傲�f�&8抦�)69Zｩ&9+rﾂ�伊藤文夫 ��

′′ 伜)69*ﾂ悦著齪益f胃���+r�矢田禎雄 ��

′′ 伜)69*ﾂ��ﾂ俾偃Yf胃���+r�土井孝 ��

′′ ��ﾈ�)*ﾈ齪益f胃���+r�河合和司 ��

′′ 傅ﾈ�)*ﾈ齪益f胃�,)+r�早川昌彦 ��

′′ �>��)*ﾈ齪益f胃���+r�矢田勝磨 ��

′′ 儖ﾉz)*ﾈ齪益f胃���+r�鈴木英寛 ��

〟 �;�5��)*ﾈ齪益f胃���+r�古市借緑 ��

′′ 刔ｩkﾉ*ﾈ齪益f胃���+r�伊藤嘉博 ��

′′ 仍Y[y*ﾈ齪益f胃���+r�石田利博 ��

′′ 刎�k969*ﾈ齪益f胃���+r�■中田善幸 ��

/′ 傅ﾈ�)69&霎ij��h効醜髯;h�醜ｺhｶ8檠+r�矢田俊巳 ��

′′ 佰�,ｨ���8ｺh檍抦�)68迚YI+r�川島欣弘 ��

〟 傅ﾈ�)68��ｹYH檠+r�北尾喜子 ��

′′ 傅ﾈ�)69&霎i��ﾈ4�8�7Y��ﾘx檠+r�戸田隆夫 ��

′′ ��(�(堀檍ﾝﾙ�陞靜ﾈ辷�5ｨ985��ｲ�碓兵学 ��

′′ 傅ﾈ�)69u云hｼy+r�長田春樹 ��

泰阜 傅ﾈ�)69)8ﾝﾘ��ﾛ��天野達也 ��

′′ 傅ﾈ�)68抦ｧxﾕｩ+r�谷村良訓 ��

′′ �=�zI(hｧxﾕｩ+r�今西好美 ��

′′ 傅ﾈ�)69&霎h�9j�5ｨ985��ｸｭ�+r�近藤弘 ��
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