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南街・桜が丘地域防災協議会の平成２４年度活動状況報告 

 

             第Ⅰ部  総括 

 
                            南街・桜が丘地域防災協議会 

                              平成２５年０２月２８日 

１． 序 

   平成２４年４月に東京都の第一回「東京都防災隣組」認定を受けた当該防災協議会の 

更なる活動強化の為に、昨年度(平成２３年度)の「地域の 

放射線量の測定事業」に引き続き 

本年度も東京都の平成２４年度「地域の底力再生事業助成」の助成金を受け種々の活動を実施

致した所、多くの会員の協力もあり、目標の成果を上げる事が出来ました。ここに平成２４年

度の当該防災協議会の活動状況を纏めましたので以下報告申し上げます。 

 

２． 本報告書の構成目次 

   本報告書は「Ⅰ部～Ⅵ部」で構成され、以下の目次により報告されております。 

 

           目         次 
No.           項 目                       ページ 

第Ⅰ部  総括                                 

１． 序                              Ⅰ-1 

２． 本紙の構成目次                        Ⅰ-1～Ⅰ-3 

３． 結び                             Ⅰ-3 

 

第Ⅱ部  本防災協議会の活動状況   

 １． 序                                                   Ⅱ-1 

 ２． 各年度事業報告                        Ⅱ-2～Ⅱ-12 

(1) 平成２０年度(2008年度)南街・桜が丘地域防災協議会事業報告   Ⅱ-2、-3 

(2) 平成２１年度(2009年度)南街・桜が丘地域防災協議会事業報告   Ⅱ-4 

(3) 平成２２年度(2010年度)南街・桜が丘地域防災協議会事業報告   Ⅱ-5, -6 

(4) 平成２３年度(2011年度)南街・桜が丘地域防災協議会事業報告    Ⅱ-7～Ⅱ-9 

(5) 平成２４年度(2012年度)南街・桜が丘地域防災協議会事業報告   Ⅱ-10～Ⅱ-13 

 

第Ⅲ部  本防災協議会の主要発行資料 

１．  序                                Ⅲ-1 

２． 主要発行資料                           Ⅲ-1～Ⅲ-7 

(1) 平成２１年度；南街・桜が丘地域防災協議会防災地図       Ⅲ-2、Ⅲ-3 

(2) 平成２２年度；南街・桜が丘地域地デジ電波電界強度の      Ⅲ-4 Ⅲ-5 

                測定結果及びその考察 

(3) 平成２３年度；南街・桜が丘地域の空間放射線量測定結果     Ⅲ-6、Ⅲ-7 

及びその考察 
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第Ⅳ部  本年度（平成24年度）の主要活動報告 

１． 序                             Ⅳ-1 

２． 主要活動報告／発行資料                   Ⅳ-1～Ⅳ-82    

 (1) 女性部「たんぽぽ」打ち合わせ       ；6月05日     Ⅳ-3～Ⅳ-5 

       (2) 上北台公民館自主グループへの講演報告   ；6月08日     Ⅳ-6,Ⅳ-7 

 (3) 平成２４年度東大和市水防訓練       ；6月10日      Ⅳ-8～Ⅳ-10 

    (4) 平成２４年度臨時総会資料（総合防災訓練関連)；6月16日    Ⅳ-11～Ⅳ-13 

    (5) 栄一丁目自治会第一回防災・防犯ふれいあいの集い；6月 23日 Ⅳ-14～Ⅳ-16 

    (6) 平成２４年度総合防災訓練実施報告     ；6月30日    Ⅳ-17～Ⅳ-22 

    (7) 東大和市第二中学校に設置の備蓄コンテナー開錠訓練；7月02日  Ⅳ-23～Ⅳ-28 

    (8) 各種お知らせ                ；8月11日     Ⅳ-29,Ⅳ-30 

     (a) テレビ朝日撮影 

        (b) 食品の放射線量測定関連日程 

           (c) ４つ公園のシュロの木炎上 

 (9)  可搬ポンプ操作講習会実施報告         ；8月11日    Ⅳ-31～Ⅳ-34 

      (10) テレビ朝日の番組「東京サイト」での撮影報告  ；8月14日     Ⅳ-35～Ⅳ-37 

      (11) 各団体の活動状況（夏祭り特集）        ；8月30日     Ⅳ-38～Ⅳ-41 

      (12)  第二小学校９月次避難訓練参加報告         ；9月03日     Ⅳ-42 

        (13) 小岩北地区連合町会防災訓練見学報告      ；9月09日     Ⅳ-43、Ⅳ-44    

(14) 冊子「東京防災隣組」作成インタビュー    ；9月13日     Ⅳ-45 

        (15) 東京ユニオン防災訓練報告           ；9月29日    Ⅳ-46～Ⅳ-48 

        (16)  平成２４年度大和会東大和地区（東大和病院） 

          災害訓練（トリアージ）参加報告書    ；10月２０日    Ⅳ-49～Ⅳ-54 

         (17)  東京都立東大和南高校の防災訓練参加報告   ；11月01日  Ⅳ-55、Ⅳ-56 

(18)  南街市民センター防災訓練見学報告        ；11月06日   Ⅳ-57 

          (19) タカギ青梅橋マンション自治会／タカギ 

           第二青梅橋マンション自治会防災訓練参加報告    ；11月10日   Ⅳ-58、Ⅳ-59 

          (20)  表彰関連のお知らせ              ；11月14日    Ⅳ-60 

          (21)  普通救急救命技能認定講習会          ；11月17日   Ⅳ-61、Ⅳ-62 

          (22)  栄二丁目自治会秋祭り参加報告         ；11月18日   Ⅳ-63 

          (23)  協和二丁目自治会イチョウ祭り参加報告     ；11月23日   Ⅳ-64 

          (24)  プラウド地区自治会防災訓練          ；12月01日   Ⅳ-65、Ⅳ-66 

          (25)  八地区総合防災訓練              ；12月09日 Ⅳ-67～Ⅳ-70 

     (26) 第二小学校でPTAが非常食の備蓄開始       ；12 月12日 Ⅳ- 71、Ⅳ- 72 

          (27)  防災資器材の譲渡式への出席          ；12月20日  Ⅳ-73～Ⅳ-75 

     (28)  空堀川放射線問題               ；12月27日  Ⅳ-76、Ⅳ-77 

          (29)  非常食の試食会の開催             ；01月15日 Ⅳ-78、 

    (30)  栄一～三丁目自治会合同救急救命訓練       ；01月19日 Ⅳ-79、Ⅳ-80 

    (31) 協和三丁目自治会防災訓練（スタンソパイプ）  ；02月03日 Ⅳ-81、Ⅳ-82 

     (31) 救急救命／応急処置講習会           ；02月16日 Ⅳ-83、Ⅳ-84 

     (32) 上北台公民館「放射の汚染とのつきあい方」講宴会；02月23日 Ⅳ-85 

     (33) 東大和福祉協議会「地域の防災を考える」講演会  ；02月26日 Ⅳ-86 
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第Ⅴ部  地域の放射線量測定関連  

    １． 序                          Ⅴ-1 

    ２． 測定結果の総括                                        Ⅴ-1 

 ３． 測定関連事項                     Ⅴ-1 

     3.1 測定箇所                       Ⅴ-1 

     3.2 測定実施日                      Ⅴ-2 

    ４． 添付資料（付表）                  Ⅴ-20～Ⅴ-41 

(1)  付表１  ；Ｈ23年04月11日測定分            Ⅴ-20、Ⅴ-21 

       (2)  付表２  ；Ｈ23年05月09日測定分            Ⅴ-22、Ⅴ-23 

       (3)  付表３  ；Ｈ23年06月13日測定分        Ⅴ-24、Ⅴ-25 

       (4)  付表４  ；Ｈ23年07月11日測定分      Ⅴ-26、Ⅴ-27 

       (5)  付表５  ；Ｈ23年08月08日測定分      Ⅴ-28、Ⅴ-29 

       (6)  付表６  ；Ｈ23年09月12日測定分      Ⅴ-30、Ⅴ-31 

       (7)  付表７  ；Ｈ23年10月10日測定分       Ⅴ-32、Ⅴ-33 

       (8)  付表８  ；Ｈ23年11月14日測定分      Ⅴ-34、Ⅴ-35 

       (9)  付表９  ；Ｈ23年12月12日測定分       Ⅴ-36、Ⅴ-37 

       (10)  付表１０ ；Ｈ24年01月09日測定分       Ⅴ-38、Ⅴ-39  

       (11)  付表１１ ；Ｈ24年02月13日測定分       Ⅴ-40、Ⅴ-41 

    ５． 測定結果                                          Ⅴ3～Ⅴ19 

 

第Ⅵ部  食品の簡易放射線量測定関連 

１． 序                                Ⅵ-1 

２． 総括                               Ⅵ-1 

 ３． 本事業の作業日程                         Ⅵ-１～Ⅵ-46 

(1) 08月19日；第一回食品の放射測定      ；添付資料No.1    Ⅵ-2～Ⅵ-13 

(2) 09月11日；第二回食品の放射測定      ；添付資料No.2    Ⅵ-14～Ⅵ-19 

(3) 09月23日；第一回放射線講演会(放射線一般） ；添付資料No.3      Ⅵ-20～Ⅵ-24 

(4) 10月09日；第三回食品の放射測定      ；添付資料No.4      Ⅵ25 

(5) 10月13日；八王子放射線測定室 

／立川防災館視察研修 ；添付資料No.5    Ⅵ-26～Ⅵ-28 

(6) 10月27日；第二回放射線講演会 

（放射線の食品／人体への影響） ；添付資料No.6   Ⅵ29 

(7) 11月13日；第四回食品の放射測定      ；添付資料No.7    Ⅵ-30～Ⅵ-38 

(8) 12月11日；第五回食品の放射測定      ；添付資料No.8    Ⅵ-39～Ⅵ-42 

(9) 01月15日；第六回食品の放射測定      ：添付資料No.9       Ⅵ-43～Ⅵ-46 

(10) 02月12日；第七回食品の放射測定      ；添付資料No.10      Ⅵ-47～Ⅵ-50 

 

３． 結び 

   以上本防災協議会の発足から本年度迄の５か年間の活動報告を纏めましたが、防災は地域の

住民の心の繋がりが最も重要な事で、地域内の「自助」及び「共助」の心を更に養う事が必要

と思います。 ５か年間の活動を基本にして、地域としての問題点及び解決すべき事を調査し、

今後本協議会として何をやるべきかを関係者と充分に検討して実施して行く所存でおります。 

 

以上 

発行者  ；南街・桜が丘地域防災協議会 

企画・作成；南街・桜が丘地域防災協議会 

編集・執筆；南街・桜が丘地域防災協議会 

作成支援 ；東京都平成２４年度「地域の底力再生事業助成」 


