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南街・桜が丘地域防災協議会平成３０年度上半期総会の開催 
 

                         南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                             平成３０年０９月０８日 

 

 平成３０年０９月０８日に南街・桜が丘地域防災協議会の平成３０年度上半期総会が開

催されました。総会には東大和市役所関連部部門、北多摩西部消防署、東大和市消防団第七

分団、東大和市社会福祉協議会、高齢者ほっと支援南街、都立東大和高校、東大和市第二小

学校／PTA、東大和市第二中学校、都立東大和南公園及び加盟２１団体の皆様にご参加し

て戴き、下記の議事内容 

     ● 平成３０年度事業報告(上半期；実施／下半期；計画) 

● 平成３０年度発行資料(上半期；発行済み／下半期；計画)   

● ０９月２２日(土)開催の防災訓練 

(1) 第一部；東大和第二小学校／第二中学校主催防災訓練説明 

(2) 第二部；南街・桜が丘地域防災協議会主催総合防災訓練説明 

を確認致しました。 

 

   役員席側  

 

 

                      参加者の皆様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防災安全課    北多摩西部消防署     第七分団     東大和市第小学校  

  根岸様        山口様        斎藤様       伊藤様  
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 平成３０年度南街･桜が丘地域防災協議会事業報告／計画 

       (上半期；実施報告／下半期；計画)  

 

                         南街･桜が丘地域防災協議会本部 

                             平成３０年０９月３０日 

 

当防災協議会の平成３０年度の事業報告は以下の通りです。 

１．平成３０年度実施の事業報告 

 1.1 協議会本部関連事業 

  (1)  定例役員会 

    (a) ４月次役員会  ；０４月１０日 

    (b) ５月次役員会  ；０５月０８日 

    (c) ６月次役員会  ；０６月１２日 

    (d) ７月次役員会  ；０７月１０日 

    (e) ８月次役員会  ；０８月１４日 

       (f)  ９月次役員会   ；０９月１１日 

    (g) １０月次役員会；１０月０９日 

    (h) １１月次役員会；１１月１３日 

    (i) １２月次役員会 ；１２月１１日 

    (j) ０１月次役員会 ；０１月０８日 

    (k) ０２月次役員会；０２月１２日 

    (l) ０３月次役員会 ；０３月１２日 

  (2)  たんぽぽ定例打ち合わせ 

     (a) ４月次打ち合わせ  ；０４月１３日 

     (b) ５月次打ち合わせ  ；０５月１４日 

     (c) ６月次打ち合わせ  ；食品の含有放射線量の測定０６月１２日 

     (d) ７月次打ち合わせ  ；０７月１９日 

     (e) ８月次打ち合わせ  ；０８月２３日 

      (f)  ９月次打ち合わせ  ；０９月１１日 

    (g) １０月次打ち合わせ；１０月０９日 

    (h) １１月次打ち合わせ；食品の含有放射線量の測定；１１月１３日 

    (i) １２月次打ち合わせ ；１２月１１日  

    (j) ０１月次打ち合わせ ；食品の含有放射線量の測定０１月０８日 

    (k) ０２月次打ち合わせ；０２月１２日 

    (l)  ０３月次打ち合わせ ；０３月１２日 

 (3) 平成３０年度総会；０５月１２日 

 (4) 救急救命認定講習会；０６月０９日 

  (5) 第二小学校／第二中学校設置防災倉庫開錠訓練；０７月０３日 

  (6) 第４回スマイルセミナー；０７月１０日  

(7)  所有機器の点検及び操作訓練；０７月２１日 

  (8) 可搬ポンプ操作講習会；０８月１１日 

  (9)  東京都；防災×女性セミナーへの参加；０８月２９日  

  (10) 上半期総会；０９月０８日 

  (11)  総合防災訓練；０９月２２日 

(12) 第二小学校 PTA 救命講習会；１１月２４日 

  (13) 東京防災セミナー；１１月２５日 

  (14)  所有機器の点検及び操作訓練；０２月２３日 

  (15) 救命講習会；０３月０３日 
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 1.2 参加団体のサロン／その他の活動(防災／お祭り／イベント開催)状況 

    以下の活動は各自治会の独自活動報告で、各団体の活動への参考にして戴く為に 

お知らせしております。 

  1.2.1 各団体のサロン活動 

     (1) 第一光ヶ丘自治会；毎月；第二土曜日 

     (2) 栄一丁目自治会；毎月；１５日、金曜日；３回 

     (3) 栄二丁目自治会；毎月；第二／第四木曜日 

     (4) 栄三丁目自治会；長寿会；１１月１１日 

     (5) 末広一丁目自治会；奇数月；第二月曜日、偶数月；第一火曜日 

     (6) 親和自治会；映画サロン；０４月１５日、０６月１７日、０８月０５日、 

１０月２１日、１２月１６日、０２月１７日 

  1.2.2 各団体の防災／お祭り／イベント開催  

      (1)  南街地区自治会集会所敷地清掃(草取り)；０４月０７日、０６月２３日 

                  ０９月１５日、１１月１０日、０４月０６日 

         (2)  うまかんべえー祭りへの参加(南親会)；０４月２１／２２日 

     (3)  お祭り他イベント 

      (a) 協和二／三自治会桜祭り；０４月０１日 

(b) 栄二丁目お花見：０４月０７日 

      (c) 末広一丁目お花見；０４月０７日 

      (d) 栄一丁目夏祭り；０８月４日／５日 

      (e) 栄二丁目自治会暑気払い；０８月０５日   

(f) 東京ユニオンガーデンお祭り；０８月１８日 

      (g) 栄三丁目自治会お祭り；０８月２５日 

(h) 第一光が丘自治会お祭り；０８月２５日 

(i) 協和二／三自治会花火開放日；０８月２５日 

      (j) 末広二丁目自治会夏まつり；０８月２６日 

      (k) 協和三丁目自治会お祭り；０８月２６日 

      (l) 栄二丁目自治会秋まつり；１０月０７日 

(m)  協和二丁目自治会いちょう祭り；１０月２１日 

(4) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃(草取り）；０４月２１日 

  (5) グランドパサージュ防災訓練；０５月２７日 

  (6) 協和二丁目自治会防災訓練；０６月１０日(雨天中止) 

(7) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃(草取り）；０６月１７日 

  (8) 栄一丁目自治会防災訓練；０６月２４日 

  (9) 栄二丁目自治会防災訓練；０６月２４日 

  (10) プラウド地区自治会美化活動・懇親会；７月２１日 

  (11) 第一光ヶ丘自治会防災訓練；０７月２８日(雨天中止) 

  (12) 協和二／三自治会夏休み子どもラジオ体操会；０７月２３日～０７月２７日 

  (13)  栄二丁目自治会広報誌「にっこりひろば」の発刊；０４月から毎月月末発行 

  (14) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃(立ち木枝伐採／草取り）；０８月１６日／１８日 

   (15) プラウド地区自治会防災訓練；０９月０８日 

(16) 東京ユニオンガーデン防災訓練；１０月２７日     

 

 1.3 関連機関の活動状況 

   (1)  南街地区自治会集会所委員会 

    (a) 平成３０年度初度総会；０５月２６日 

        (b)  定例委員会 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/af444edae7f265802fb47e3e26143939.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/af444edae7f265802fb47e3e26143939.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/af444edae7f265802fb47e3e26143939.pdf
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      (ｲ)  ０８月１８日 

      (ﾛ)  １１月２４日 

    (c) 定例清掃(草取り) 

      (ｲ) ０４月０７日 

(ﾛ) ０６月２３日 

      (ﾊ) ０９月１５日 

      (ﾆ) １１月１０日 

      (ﾎ) ０４月０６日 

  (2) 東大和市 

   (a) 自治会長等会議  ；０５月１１日 

   (b) 環境市民の集い ；０６月０３日 

   (c) 水防訓練        ；０６月１０日 

   (d) 総合防災訓練    ；０９月０２日(雨天中止) 

(e) 運動会     ；０９月３０日 

(f) 産業祭     ；１１月０３／０４日 

(g) 出初式／第七分団；０１月０７日 

(h) 防災フェスタ    ；０３月１０日 

 

(3) 第二小学校／第二中学校 

   (a) 第二小学校運動会の開催；０５月２６日 

   (b) 第二中学校運動会の開催；０６月０２日 

   (c) 第二小学校学習発表会 ；１１月０９日 

   (d) 第二中学校作品展   ；０３月０９日 

 

  (4) 都立東大和南高校 

   (a) 第一回防災教育推進委員会  ；０６月０６日 

   (b) 宿泊防災訓練              ；０６月２２日 

   (c) 第３３回楠翔祭      ；０９月０８／０９日 

   (d) 第二回防災教育推進委員会  ；１０月１７日 

 

  (5) 都立東大和高校 

   (a) 第４５回楢木祭   ；０９月１５／１６日 

(b) 総合防災訓練への参加；０９月２２日  

 

   (6) 北多摩西部消防署 

   (a) 危険物安全週間；０６月０４～１０日 

(b) 平成３０年度防火防災会定期総会；０６月２３日  

   (c) 防火のつどい          ；１１月ｘｘ日 

 

  (7) 南街公民館 (市民センター)／児童館 

     (a)  街創り懇談会 

    (ｲ) １０月２５日(木)；南街地域の今昔 

(ﾛ) １１月１５日(木)；認知症サポーター養成講座 

(ﾊ) １１月２９日(木)；武蔵野市ごみ処理工場の見学他 

(ﾆ) １２月１３日(木)；３市のごみ処理施設計画 

(ﾎ) ０１月１０日(木)；相続・民法の改正内容 

(ﾍ) ０１月２４日(木)；給食センターの見学 

   (b) 空間放射線量の測定；６月から３カ月毎の第二水曜日実施(年間４回実施) 
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    (ｲ) ０６月１３日 

    (ﾛ) ０９月１２日 

    (ﾊ) １２月１２日 

    (ﾆ) ０３月１３日 

    (ﾎ) 平成２３年度～３０年度測定結果 

 

  (8) 東大和市社会福祉協議会 

   (a) 平成３０年度災害ボランティアセンター協議会定例会 

    (ｲ) 第一回；０４月１６日 

    (ﾛ) 第二回；０７月２３日 

    (ﾊ) 第三回；０９月１０日 

    (ﾆ) 第四回；１２月１７日 

    (ﾎ) 災害ボラセン立ち上げ訓練；０１月２０日 

    (ﾍ) 第五回；０２月１８日 

 

(b) 第一回自治会長・管理組合理事長総会；０６月８日 

   (c) 第二回自治会長・管理組合理事長総会；０９月０７日 

(d) 第３９回福祉祭          ；１１月１１日 

 

   (e) ボランティア・市民活動センター運営委員会 

 (ｲ) 第１回；０４月１１日 

 (ﾛ) ふれあい歩こう会（春）；０５月１７日 

 (ﾊ) 第２回；０６月１３日 

 (ﾆ) 第３回；１０月３０日  

 

   (9) 東大和病院 

    (a)  健康フェア；０５月２０日 

    (b)  災害トリアージ訓練；１１月１０日 

 

  (10) 都立東大和南公園 

    (a) 防災フェスタ説明会；０９月２６日 

    (b) 防災フェスタ   ；１１月１７日 

 

1.4    ホームページ（無料）／ブログ（無料）の更新；随時  

(1)  本協議会のホームページ；担当；高田 

● 名称；「南街・桜が丘地域防災協議会」 

       アドレス；https;//nangai-sakuragaoka-bousai.jimdo.com  

(2)  本協議会のブログ開設(上北台公民館の市民ネットへの参加)；担当；岡田 

       ● 名称；「南街・桜が丘地域の各種団体の活動報告」 

            アドレス；http;//nangaisakuragaoka.blog.fc2.com 

   (3)  ポータルサイト(上北台公民館事業) 

       ● 東大和どっとネット 

        アドレス；http://higashiyamato.net/    

       ● 考えよう街創り 

        アドレス；http://higashiyamato.net/wp-iogin.php 

 

                             以上 
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