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成 ５ 度成 ５ 度成 ５ 度成 ５ 度 各自治会単位防災訓練各自治会単位防災訓練各自治会単位防災訓練各自治会単位防災訓練

成成成成 内部地区防災訓練実施報告内部地区防災訓練実施報告内部地区防災訓練実施報告内部地区防災訓練実施報告

成 ～ に各自治会 位 実施さ ました成 ～ に各自治会 位 実施さ ました成 ～ に各自治会 位 実施さ ました成 ～ に各自治会 位 実施さ ました

．目的．目的．目的．目的
一次避難所 人員安全確認及び誘 におけ 問題点 発掘一次避難所 人員安全確認及び誘 におけ 問題点 発掘一次避難所 人員安全確認及び誘 におけ 問題点 発掘一次避難所 人員安全確認及び誘 におけ 問題点 発掘

各地区自主防災隊 自治会 内 被害状況収集訓練各地区自主防災隊 自治会 内 被害状況収集訓練各地区自主防災隊 自治会 内 被害状況収集訓練各地区自主防災隊 自治会 内 被害状況収集訓練

各地区自主防災隊 自治会 組織体制 機能確認各地区自主防災隊 自治会 組織体制 機能確認各地区自主防災隊 自治会 組織体制 機能確認各地区自主防災隊 自治会 組織体制 機能確認

．想定．想定．想定．想定 ○ ○日 各町訓練実施日 午前○ ○日 各町訓練実施日 午前○ ○日 各町訓練実施日 午前○ ○日 各町訓練実施日 午前8888時時時時00000000分分分分 熊野灘を震源地 す マグ チュード熊野灘を震源地 す マグ チュード熊野灘を震源地 す マグ チュード熊野灘を震源地 す マグ チュード8.48.48.48.4 巨大巨大巨大巨大

地震発生 四日市市 震 弱を観測 家屋倒壊や家具転倒によ けが人が出 い 模地震発生 四日市市 震 弱を観測 家屋倒壊や家具転倒によ けが人が出 い 模地震発生 四日市市 震 弱を観測 家屋倒壊や家具転倒によ けが人が出 い 模地震発生 四日市市 震 弱を観測 家屋倒壊や家具転倒によ けが人が出 い 模

様 停電や断水 水道 も多く 電話 携帯 不通状態 道路 損壊箇所も多数あ様 停電や断水 水道 も多く 電話 携帯 不通状態 道路 損壊箇所も多数あ様 停電や断水 水道 も多く 電話 携帯 不通状態 道路 損壊箇所も多数あ様 停電や断水 水道 も多く 電話 携帯 不通状態 道路 損壊箇所も多数あ

．各自治会によ 訓練状況．各自治会によ 訓練状況．各自治会によ 訓練状況．各自治会によ 訓練状況

出張講 聴講 采女町 部出張講 聴講 采女町 部出張講 聴講 采女町 部出張講 聴講 采女町 部
土嚢つく 体験 采女町北部土嚢つく 体験 采女町北部土嚢つく 体験 采女町北部土嚢つく 体験 采女町北部

放水訓練 松町放水訓練 松町放水訓練 松町放水訓練 松町 震 ～ 体験 中堀町震 ～ 体験 中堀町震 ～ 体験 中堀町震 ～ 体験 中堀町

消火器によ 訓練 東原町消火器によ 訓練 東原町消火器によ 訓練 東原町消火器によ 訓練 東原町
負傷者運搬訓練 波木町第三負傷者運搬訓練 波木町第三負傷者運搬訓練 波木町第三負傷者運搬訓練 波木町第三

担架訓練 高塚町担架訓練 高塚町担架訓練 高塚町担架訓練 高塚町 担架によ 搬送訓練 泉町担架によ 搬送訓練 泉町担架によ 搬送訓練 泉町担架によ 搬送訓練 泉町

消火栓放水訓練 采女町西部消火栓放水訓練 采女町西部消火栓放水訓練 采女町西部消火栓放水訓練 采女町西部
被災状況集計 北 松町被災状況集計 北 松町被災状況集計 北 松町被災状況集計 北 松町

応急手当訓練 波木町第応急手当訓練 波木町第応急手当訓練 波木町第応急手当訓練 波木町第
消火栓放水訓練 波木 台消火栓放水訓練 波木 台消火栓放水訓練 波木 台消火栓放水訓練 波木 台

避難場所 確認 森カ山町避難場所 確認 森カ山町避難場所 確認 森カ山町避難場所 確認 森カ山町

災害 忘 たこ にやっ災害 忘 たこ にやっ災害 忘 たこ にやっ災害 忘 たこ にやっ

て ます 万一災害 発生て ます 万一災害 発生て ます 万一災害 発生て ます 万一災害 発生

した場合に 自ら 命した場合に 自ら 命した場合に 自ら 命した場合に 自ら 命

自ら守 自ら 地域自ら守 自ら 地域自ら守 自ら 地域自ら守 自ら 地域

自ら守 た 防災訓練自ら守 た 防災訓練自ら守 た 防災訓練自ら守 た 防災訓練

に参加す こと とて 大に参加す こと とて 大に参加す こと とて 大に参加す こと とて 大

防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練 、、、、人 人 の普段の絆つく人 人 の普段の絆つく人 人 の普段の絆つく人 人 の普段の絆つく

りりりりの両輪 、地域防災力アップの両輪 、地域防災力アップの両輪 、地域防災力アップの両輪 、地域防災力アップ

忘れ いないか忘れ いないか忘れ いないか忘れ いないか減災行動の基本動作減災行動の基本動作減災行動の基本動作減災行動の基本動作


