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報告第1号 
 

令和元年度 事業経過報告 

実施日 行   事 行 事 内 容 

4月13日(土) 
10：00～12：00 

自主防災組織連絡協議会 

第１回役員会 

場所：龍ケ崎市役所 

総会提出議案について 

自主防災組織関連事業の年間計画について 

 

5月11日(土) 
13：00～14：00 

自主防災組織連絡協議会総会 

場所：文化会館  小ホール 

報告第１号 平成30年度 事業経過報告 

報告第２号 令和元年度 幹事について 

議案第１号  令和元年度会長及び副会長案の承認につ

いて 

議案第２号 令和元年度 事業計画（案）について 

その他 自主防災組織運営に係る説明など 

6月15日（土） 

①9：00～12：00 

②14：00～17：00 

防災士・自主防災組織・コミュニ

ティ協議会合同研修①・② 

場所：文化会館  小ホール 

防災テーマ（安否確認体制・在宅避難など）に沿って３

者が地区防災力向上について研修を実施し、防災の取

り組みや地域の課題について情報共有した。 

6月29日（土） 

9：00～12：00 

大宮地区合同防災訓練 

場所：大宮小学校 

大宮地区を対象に水害を想定した防災訓練（マイ・タイ

ムライン）を実施。大宮地区以外の自主防災組織は見

学として約３０名の方が参加。 

7月19日（金） 

14：00～17：00 

防災力１UP 講座 in 馴柴 

場所：馴柴コミュニティセンター 

山口大学大学院より瀧本准教授をお招きし、コミュニテ

ィ協議会・自主防災組織・民生委員を対象に防災勉強

会を開催。約50名の方が参加。 

7月20日（土） 

9：00～12：00 

防災力１UP 講座 in 城ノ内 

場所：城ノ内コミュニティセンター 

山口大学大学院より瀧本准教授をお招きし、コミュニテ

ィ協議会・自主防災組織・民生委員を対象に防災勉強

会を開催。約40名の方が参加。 

12月8日（土） 

13：30～15:30 

自主防災組織連絡協議会 

第２回役員会 

場所：龍ケ崎市役所     

令和元年度の災害対応振り返りや防災訓練の実績報

告を通じて意見交換を実施。 

1月18日（土） 
14：00～17：00 

防災士・自主防災組織・コミュニ

ティ協議会合同研修③ 

場所：龍ケ崎市役所 

防災テーマ（安否確認体制・在宅避難など）に沿って３

者が地区防災力向上について研修を実施し、防災の取

り組みや地域の課題について情報共有した。 

1月30日（木） 

14：00～16：00 

県南総合防災センター主催 

防災講演会 

場所：県南総合防災センター 

県南地域の自主防災組織代表者を対象に防災講演会

を開催。龍ケ崎市からは自主防災組織連絡協議会役員

が参加。 

通 年 

自主防災組織補助金交付事業 補助金交付から20年を経過した組織にたいして、資機

材整備費の補助金を上限150千円で交付（9組織が補助

事業を活用）。 

通 年 

地区防災計画策定 地区住民が主体となって、地域特性を反映した地区防

災計画を策定。 

策定中：川原代地区、馴柴地区、八原地区、久保台地

区、長山地区 
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No 実施日 曜日 訓練・講座名 実施主体 参加者数 訓練場所

1 5月19日 日 9: 00 ～ 12: 00 大宮地区マイ・ タ イムライン作成講座 マイ・ タ イムライン作成講座 20 大宮コミ ュニティ センター

2 5月9日 木 10: 00 ～ 11: 00 竜ケ岡地区民生委員児童委員定例会 竜ケ岡地区民生委員児童委員協議会 34 地域福祉会館
3 6月9日 日 10: 00 ～ 11: 00 防災勉強会 松葉小学校区自主防災連絡会 20 松葉コミ ュニティ センター

4 6月15日 土 9: 00 ～ 17: 00 防災士研修会①・ ② 龍ケ崎市防災士連絡会 150 文化会館小ホール
5 6月16日 日 10: 00 ～ 12: 00 米町防災講演会 米町町内会 70 米町会館
6 6月16日 日 9: 00 ～ 12: 00 タ ウンハウス防災訓練 タウンハウス自治会 70 タウンハウス
7 6月22日 土 10: 00 ～ 12: 00 みなづき会 八原まちづく り 協議会 50 八原コミ ュニティ センター

8 6月23日 日 10: 00 ～ 12: 00 昭和地区出前講座 昭和自治会 35 昭和会館
9 6月29日 土 8: 00 ～ 12: 00 大宮地区水害訓練 大宮ふるさと協議会 180 大宮小学校
10 7月7日 日 10: 00 ～ 12: 00 防災講演会 川原代ふれあい協議会 70 川原代コミ ュニティ センター

11 7月13日 土 16: 00 ～ 18: 00 北文間地区第2回区長会 北文間区長会 15 北文間コミ ュニティ センター

12 7月14日 日 10: 00 ～ 12: 00 水門1区出前講座 水門1区自主防災会 40 姫宮会館
13 7月19日 金 14: 00 ～ 17: 00 馴柴地区防災力１ UP講座 龍ケ崎市 50 馴柴コミ ュニティ センター

14 7月20日 土 9: 00 ～ 12: 00 城ノ 内地区防災力１ UP講座 龍ケ崎市 35 城ノ 内コミ ュニティ センター

15 7月31日 水 17: 00 - 18: 00 新町マイタ イムライン作成講座 新町1日会 20 新町会館
16 8月3日 土 13: 30 ～ 15: 00 長山小学校おやじの会 長山小学校おやじの会 80 長山小学校
17 8月24日 土 9: 30 ～ 12: 00 庄兵衛新田自主防災会 庄兵衛新田自主防災会 50 庄兵衛新田集会所
18 8月31日 土 13: 30 ～ 15: 00 佐貫2丁目出前講座 佐貫2丁目自主防災会 60 馴柴コミ ュニティ センター

19 8月31日 土 10: 00 ～ 12: 00 グリ ーンハイツ自主防災会 グリ ーンハイツ自主防災会 30 グリ ーンハイツ敷地内

20 9月1日 日 9: 30 ～ 11: 00 松ヶ丘二区自主防災会 松ヶ丘二区自主防災会 50 松ヶ丘第二街区公園
21 9月14日 土 13: 00 ～ 16: 00 馴馬台地区防災訓練 馴馬台地区ひなっこ協議会 623 馴馬台小学校
22 9月22日 日 10: 00 ～ 12: 00 城ノ 内1丁目防災訓練 城ノ 内1丁目自主防災会 50 城ノ 内第一街区公園
23 9月28日 土 8: 00 ～ 12: 00 浅間ヶ浦防災訓練 浅間ヶ浦自主防災会 50 佐貫第一児童公園
24 9月29日 日 13: 00 ～ 15: 00 藤ヶ丘5丁目防災訓練 藤ヶ丘5丁目自主防災会 15 藤ヶ丘5丁目公園
25 9月29日 日 8: 00 ～ 12: 00 城ノ 内地区防災訓練 城ノ 内コミ ュニティ 協議会 900 城ノ 内小学校
26 9月29日 日 10: 30 ～ 12: 00 中八代地区自主防災会 中八代地区自主防災会 30 中八代ゲート ボール集会所

27 10月5日 土 9: 00 ～ 11: 00 松葉4丁目防災訓練 松葉4丁目自主防災会 60 松葉第二児童公園
28 10月6日 日 9: 00 - 11: 00 プライムスクエア出前講座 プライムスクエア佐貫駅前管理組合 30 プライムスクエア
29 10月16日 水 8: 00 ～ 12: 00 龍ケ崎西地区防災訓練 龍ケ崎西地区コミ ュニティ 協議会 519 龍ケ崎西小学校
30 10月19日 土 9: 00 ～ 12: 00 佐貫1丁目防災訓練 佐貫1丁目自主防災会 50 佐貫第4児童公園
31 10月20日 日 9: 00 ～ 13: 00 若柴2区防災訓練 若柴2区自主防災会 45 若柴町内
32 10月20日 日 10: 00 ～ 12: 00 花丸防災訓練 花丸自主防災会 20 花丸会館
33 10月20日 日 9: 30 - 11: 00 平台2丁目防災訓練 平台2丁目自主防災会 50 馴馬台小学校
34 10月20日 日 10: 00 - 12: 00 佐貫南区防災訓練 佐貫南区 30 つつじ公園
35 10月26日 土 9: 00 - 12: 00 久保台地区防災訓練 久保台自主防災会 200 行部内公園
36 10月27日 日 8: 00 ～ 12: 00 八原地区防災訓練 八原まちづく り 協議会 1, 050 八原小学校
37 10月29日 火 13: 00 ～ 16: 00 龍ケ崎地区防災訓練 龍ケ崎コミ ュニティ 協議会 300 龍ケ崎小学校
38 11月2日 土 10: 00 ～ 12: 00 高砂町会防災訓練 高砂町会自主防災会 150 高砂公民館
39 11月2日 土 13: 00 - 16: 00 佐貫3丁目防災訓練 佐貫3丁目自主防災会 50 佐貫第３ 児童公園
40 11月9日 土 8: 00 ～ 12: 00 松葉地区防災訓練 松葉小学校区自主防災連絡会 350 松葉小学校
41 11月10日 日 8: 00 ～ 12: 00 松ケ丘３ 区防災訓練 松ケ丘３ 区自主防災会 70 松ケ丘３ 街区公園
42 11月10日 日 8: 00 ～ 12: 00 南が丘防災訓練 南が丘自主防災会 100 貝塚公園
43 11月10日 日 10: 00 ～ 12: 00 上宿出前講座 上宿自主防災会 20 馴馬財産区会館
44 11月10日 日 13: 30 ～ 15: 00 根町防災訓練 根町町内会 140 般若院
45 11月16日 土 8: 00 ～ 12: 00 久保台地区防災訓練 久保台小学校区わく わく 協議会 450 久保台小学校
46 11月17日 日 8: 00 ～ 12: 00 長戸地区防災訓練 長戸コミ ュニティ 協議会 150 長戸小学校
47 11月24日 日 10: 00 ～ 12: 00 昭和自治会防災訓練 昭和自治会 50 昭和会館
48 11月30日 土 8: 00 ～ 12: 00 川原代地区防災訓練 川原代ふれあい協議会 230 川原代小学校
49 11月30日 土 8: 00 ～ 12: 00 長山地区防災訓練 長山地域コミ ュニティ 協議会 270 長山小学校
50 12月1日 日 9: 00 ～ 12: 00 小通幸谷２ 区防災訓練 小通幸谷２ 区自主防災会 40 幸谷会館
51 12月8日 日 8: 00 ～ 12: 00 北文間地区防災訓練 北文間地区防災訓練 60 北文間小学校
52 12月15日 日 10: 00 ～ 12: 00 豊田町防災訓練 豊田町自主防災会 40 豊田町集会所
53 1月18日 土 14: 00 ～ 17: 00 防災士研修会③ 龍ケ崎市防災士連絡会 60 龍ケ崎市役所
54 1月25日 土 13: 30 ～ 16: 00 馴柴地区防犯・防災講演会 馴柴まちづく り 協議会 80 馴柴コミ ュニティ センター

55 2月2日 日 13: 30 - 14: 30 長山１丁目防災訓練 長山１ 丁目自主防災会 25 長山１ 丁目地内

訓練・講座回数 55回 延べ人数 7,486人

時間

令和元年度防災訓練・出前講座実施一覧

合　計



 

 

報告第２号 

 

令和２年度 幹事について 

 

 地区毎の会員の代表者である下記の者を，令和元年度龍ケ崎市自主防災組織連絡協議会幹

事とする。 

 

記 
 

職 名 氏    名 地     区 自主防災組織名等 

幹 事 鈴木 誠 龍ケ崎地区 出し山一区自主防災会 

幹 事 石塚 光男 龍ケ崎西地区 高砂自主防災会 

幹 事 湯原 正行 大宮地区 戸張自主防災会 

幹 事 本橋 登志雄 長戸地区 半田町区自主防災会 

幹 事 栗山 繁 八原地区 八原まちづくり協議会 

幹 事 加藤 英昭 馴馬台地区 馴馬台地域ひなっこ協議会 

幹 事 高屋 昇 城ノ内地区 城ノ内コミュニティ協議会 

幹 事 池谷 成二 馴柴地区 馴柴地区自主防災会 

幹 事 木村 誠志 松葉地区 松葉小学校区自主防災連絡会 

幹 事 瀧野 晃一 長山地区 長山地域コミュニティ協議会 

幹 事 関野 勉 川原代地区 砂波自主防災会 

幹 事 武手木 守 北文間地区 南が丘自主防災会 

幹 事 ― 久保台地区 久保台小学校区わくわく協議会 

 

※久保台地区は幹事を調整中のため未決定。 



 

 

議案第１号 

 

   令和２年度 会長及び副会長（案）の承認について 

 

  

 下記の者を龍ケ崎市自主防災組織連絡協議会の会長，副会長に選任したいので，龍ケ崎市

自主防災組織連絡協議会要綱第４条の規定により，総会の承認を求める。 

 

  

              

  龍ケ崎市自主防災組織連絡協議会 

会 長 武手木 守  

 

 

記 
 

 

職 名 氏   名 地    区 自主防災組織名等 

 

会 長 

 

武手木 守 北文間地区 南が丘自主防災会 

副会長 石塚 光男 龍ケ崎西地区 高砂自主防災会 

副会長 栗山 繁 八原地区 八原まちづくり協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第２号 

 

  令和２年度 事業計画（案） 

実施日 行   事 行 事 内 容 

4月25日(土) 

10：00～12：00 

自主防災組織連絡協議会 

第１回役員会 

場所：龍ケ崎市役所 

・総会提出議案について 

・自主防災組織関連事業の年間計画について 

 

5月16日(土) 
13：00～14：00 

自主防災組織連絡協議会総会 

場所：文化会館  大ホール 

報告第１号 令和元年度 事業経過報告 

報告第２号 令和２年度 幹事について 

議案第１号 令和２年度会長及び副会長（案）の承認

について 

議案第２号 令和２年度 事業計画（案）について 

◎自主防災組織活動についての説明 

7月中旬 

防災力１UP 講座 

場所：未定 

◎２地区で開催予定 

山口大学大学院より瀧本准教授をお招きし、モデル

地区を対象とした防災勉強会を開催。 

【モデル地区以外は見学のみ】 

12月上旬 

自主防災組織連絡協議会 

第２回役員会 

場所：龍ケ崎市役所    

令和２年度の災害対応振り返りや防災訓練の実績

報告を通じて意見交換を実施。 

2月上旬 

県南総合防災センター主催 

防災シンポジウム 

場所：県南総合防災センター 

    総合管理室 

県南総合防災センター運営協議会主催で、県南地

域の自主防災組織代表者を招集して、先進的に活

動する自主防災組織の事例発表とシンポジウムを実

施予定。幹事を中心に参加予定。 

通 年 

自主防災組織補助金交付事業 補助金交付から２０年を経過した組織にたいして、資

機材整備費の補助金を上限１５０千円で交付（令和２

年度は１０地区分の予算を確保）。 

通 年 
地区防災計画策定 地区住民が主体となって、地域特性を反映した地区

防災計画を策定。 

◎今後の状況により事業計画が変更となる場合がありますのでご了承ください。 

 

 

龍ケ崎市自主防災組織連絡協議会 

会 長 武手木 守      
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