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地区／地区関連企業連絡会議報告

平成 23 年 5 月 12 日(木)13 時 30 分より、

なやプラザにおいて、全 43 名が参加し（地区自治会

関係者 9名、地区関連企業等各種団体関係者 24 名、

行政関係者 10 名）開催されました。

この会議は、地区／地区関連企業等の連携を維持向上

させるため毎年開催されているもので、平成 22 年の事

業報告・収支決算報告、平成 23 年度の事業計画・収支

予算についての説明がなされました。

本年度の事業計画には、総合防災訓練、グループ別防

災訓練、｢地震、津波、風水害等の災害時における協力

に関する基本協定（覚書）｣の締結推進並びに各種防災訓練等への反映が織り込まれま

した。地区／地区関連企業の連携のもと、地域防災力の更なる向上を、これら事業を通

して目指すこととなります。

『港 防災だより』について

港地区には、防災を考えるうえで多種多様の問題が存在しております。

これらの問題に対処して行く為に重要なことは、住民／企業／行政の相互理解とそれに基づく

活動であります。そのためには、日頃、この三者が防災に対する情報を共有し、活動することが

重要であり、その一助としてこの防災だよりを発行しています。
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地区が防災について交流会をもちました

3 月 17 日(木) 県地区関係者約 40 名が来訪

港地区関係者と自主防災活動への取り組みについての情報

交換を実施しました。

東日本大震災の直後でもあり、活発な情報交換・意見交換

がなされました。

災害時用 なべ・かま・やかん の提供お願い

直径40㎝高さ30㎝程度のものがあれば港地区連合自治会

長・副会長・相談役にご一報いただければ、伺います。
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自主防災組織総会報告

6 月 5 日（日）午前 9時 30 分より本町プラザに

おいて、吉川危機管理監・中山中消防署長・中部地区

市民センター矢野館長をお招きし、企業・住民

約 150 名の出席のもと開催されました。

地域防災への関心の高まりと当協議会の使命の

重さを改めて感じました。

総会は、港第２市民防災隊加藤隊長の司会で進められ、粂内防災リーダーから

前年度活動報告・本年度事業計画の説明があり、その後、吉川危機管理監から東

日本大震災をかえりみての有意義なご講演がありました。

当地区においても東海・東南海・南海地震の発生が危惧されており、一層地域の

絆・防災力の向上を推進していかねばと感じました。

災害時の応急対策に係る基本協定の締結について
進行中

8 月 1 日現在、１１団体と基本協定（覚書）を締結しました。

基本は、

1.災害（自然災害・事故・公害）から相互の生命、財産をまもる。

2.相互互助の精神で善意をもって対応する。

3.避難所、災対基地の開設運用は自治会、企業が協力しておこなう。

また協定の内容は、

・救助、救援 ・一時的避難所の提供 ・車両、重機、船舶の提供

・食料、飲料水の提供 ・燃料の提供等

以上です。

本協定は法律的義務を伴うものではありませんので、平常時から相互互助

の関係を築いていくことが大切です。

総合防災訓練のおしらせ ９月２５日（日）

今年は総合防災訓練と避難所運営訓練を同時に行います。

◎防災ビデオの上映、負傷の応急手当・AED の取扱訓練

◎避難所運営訓練

◎屋外地震体験車、広報車まもるくん、

後方支援車 の体験・見学

「自分たちのまちは自分たちで守ろう」【共助】の

精神で連帯意識を持ち、全員参加の気持ちで

参加をお願いいたします。
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3 月

導管管理状況報告会開催

地区内に導管を敷設してい

る企業 5 社から定期報告を受

けました。

この報告会は毎年開催され

ております。

3 月 11 日（金）
港地区災害対策本部設置

14 時 46 分 東日本大震災の発生に伴

い、15 時 30 分 伊勢湾に津波警報が発表

されました。これと同時に「なやプラザ」

内、社会福祉協議会会議室に港地区災害対

策本部を設置しました。

自治会、自主防災隊、第 1・2市民防災

隊関係者 13 名が駆け付け、防潮堤の閉鎖、

防潮堤の海側への立ち入り禁止に係る監

視等の活動をしました。なお、港地区の 1

部の町は町公民館への自主避難を実施し

ました。

大規模地震の怖さを教訓に、防災意識の

向上と自主防災の強化をしていきたいと

思います。

最後になりましたが、このたびの地震で

お亡くなりなられた方々に心よりご冥福

をお祈り申し上げます。

5 月 13 日（金）

コスモ石油（株）定期整備説明会開催

9／9～12／2 の間、定期整備が実施される

こと、今回は小規模な定期整備であること、

11 月には新設装置の試運転が開始されるこ

と、以上の説明がありました。

港地区からは、安全安定運転の基盤となる

抜けの無い定期整備を要望しました。

4 月

東日本大震災

義援金への協力

各町自治会で義援金を

募った結果、港地区全体で

456,800 円となりました。義

援金は、日本赤十字社を通じ

て被災された方々への支援に

役立てられます。

皆様のご協力

誠に有り難う

ございました。
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6 月 22 日（水）
中納屋町、蔵町、相生町グループ

防災訓練の実施

なやプラザ防災倉庫前にて訓練を実施しま

した（8名参加）。

中納屋町、蔵町、相生町、四日市電機㈱のメン

バーで防災倉庫より発電機を持ち出し、エンジ

ンを始動、投光器 5台、蛍光灯 3台を接続し、

点灯を確認しました。また、なやプラザ内まで

ケーブルを延長し、テレビ、パソコンが稼動す

ることを確認しました。

5 月 29 日（日）

浜町一区自主防災隊

救命処置訓練実施

今回は中消防署係員（2名）のご指導のも

と、3時間コースで、心肺蘇生法と AED の使

用を中心に、15 世帯・19 名が参加し実施さ

れました。

浜町一区では、隔年でこの訓練を受けてお

り、今回の訓練は 3回目となります。

訓練後、「普通救命講習修了書」が各人に

交付されました。

４月 17 日（日）港第２市民防災隊

「地域防災力向上のための訓練」

三葉公園のポンプ小屋前で、午前 8 時 30 分総会開催、先ず港第 2 市民防災

隊への四日市市長からの感謝状が披露されました。

その後、「自分たちのまちは自分たちで守ろう」と云う防災意識を全員で再

認識しました。訓練は、より実態に近づけるため、本年度はトランシーバーを

使用しての情報伝達訓練、ホース７本を連結しての長距離伝達放水訓練を２班

に別れて実施しました。

訓練終了後は、防災緑地に移動、防災倉庫の備品の点検、食料品・薬品の期

限の確認をしました。

小型可搬式動力消防ポンプ

ＡＥＤ
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7 月 17 日（日）
会場：中央緑地芝生公園

第 48 回消防団消防操法競技大会

消防操法競技大会は市内 25 分団が参加

して開催されました。今年は海上分団は残

念ながら入賞は逃しましたが、地域住民の

安全安心を支えるため、全団員一丸となり

頑張っていました。お疲れさまでした。

来年に向け頑張ろう！！

6 月 19 日（日）9：00～11：30

港地区市民第１防災隊訓練

港第１市民防災隊 22 名（隊員 30 名）が中

消防署指導係（3名）によるご指導のもと、

納屋公園で訓練を行いました。

整列の仕方、合図のかけかた、消防ポンプの

取扱ホースの繋ぎ方、巻き方、エンジンの掛

け方から放水までの一連の流れなど基本操

作を訓練しました。

未来の
消防士！
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《防災委員》

荒川 博 家城宏光 大川泰生 奥村吉孝 春日伸夫 加藤 亘

川崎光俊 粂内利雄 小崎重夫 瀬川 宏 竹内 勇 堤 明

堤 義隆 寺井 勝 中島三好 長谷川雄俊 樋口俊夫 藤村昇平

松田裕文 水谷敏郎 宮崎裕之 山川敏男 山口 輝 山田鑛明

山田正幸 山本慶太郎 （敬称略・五十音順）

《協力企業》

石井燃焼㈱ 伊勢湾倉庫㈱ ㈱エネックス 協同海運㈱ 九鬼産業㈱

九鬼肥料工業㈱ コスモ石油㈱ 佐藤クリニック 三エスゴム㈱ JSR㈱

昭和炭酸㈱ 住友電装㈱ 第一工業製薬㈱ 大成建設㈱ 大宗建設㈱

太平洋セメント㈱ 高砂建設㈱ 中部海運㈱ 中部電力㈱四日市火力発電所

中日本建設㈱ 東ソー㈱ 東邦ガス㈱ 東陽興業㈱ 日本板硝子㈱

日本海事検定協会 日本貨物鉄道㈱ 日本通運㈱ 日本トランスシティ㈱

㈱ニヤクコーポレーション 林興業㈱ 三菱化学㈱

四日市海運㈱ 四日市電機㈱ 四日市港郵便局

（五十音順)

中部地区公式ホームページ

中部ふれあいネット

http://chubu-fureai.net

＝あなたのまちのホームページです＝

４月１日に開設しました。

港地区 HP 委員さんは、

羽多野さん・鈴木さんです。

防災記事も載っていますよ。

港地区のイベント等の記事の提

供をお待ちしています。

防災どなべの絵付け

地元産業の万古焼土鍋（防災土鍋）に港地区小中学生が絵付けを

しました。この土鍋を使って子どもたちの体験学習「炊き出し訓練」

を実施します。土鍋は、港地区の防災倉庫の備品として保管してお

き、今後の防災訓練に活用します。


