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１. 序 

南街・桜が丘地域防災協議会は平成２０年０４月０１日に１７団体(自治会及びマン 

ション管理組合)で発足し、本年度で９年が経過しましたが、現在は２１団体が加盟し地 

域の防災活動及び各団体の各種イベントにも参加して、地域活性化の活動を支援してお

ります。昨年度同様平成２９年度も多くの事業を実施しましたが、以下に本年度の活動

状況を報告致します。 

 

２． 平成２９年度実施事業報告 

 2.1 事業報告書 

    当防災協議会の平成２９年度の事業報告(書)は下記の通りです。 

 

  平成２９年度南街･桜が丘地域防災協議会事業報告 

               

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

                             平成３０年０３月３１日 

 

当防災協議会の平成２９年度の事業報告は以下の通りです。 

 

１．平成２９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１１日 

    (b) ５月次役員会  ；０５月０９日 

    (c) ６月次役員会  ；０６月１３日 

    (d) ７月次役員会  ；０７月１１日 

    (e) ８月次役員会  ；０８月０８日 

       (f)  ９月次役員会   ；０９月１２日 

    (g) １０月次役員会；１０月１０日 

    (h) １１月次役員会；１１月１４日 

    (i) １２月次役員会 ；１２月１２日 

    (j) ０１月次役員会 ；０１月０９日 

    (k) ０２月次役員会；０２月１３日 

    (l) ０３月次役員会 ；０３月１３日 

 

  (2)  たんぽぽ定例打ち合わせ 

     (a) ４月次打ち合わせ  ；０４月１１日 

     (b) ５月次打ち合わせ  ；０５月０９日 

     (c) ６月次打ち合わせ  ；第２７回食品の含有放射線量の測定０６月１３日 

     (d) ７月次打ち合わせ  ；０７月１１日 

     (e) ８月次打ち合わせ  ；０８月０８日 

      (f)  ９月次打ち合わせ  ；０９月１２日 

    (g) １０月次打ち合わせ；第２８回食品の含有放射線量の測定１０月１０日 

    (h) １１月次打ち合わせ；１１月１４日 

    (i) １２月次打ち合わせ ；１２月１２日  

    (j) ０１月次打ち合わせ ；第２９回食品の含有放射線量の測定０１月０９日 

    (k) ０２月次打ち合わせ；０２月１３日 
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 (3) 平成２９年度総会；０５月１３日 

 (4) 湯島防災会ＳＹＭ平成２９年度総会への参加；０５月１７日 

  (5) 救急救命認定講習会；０６月１０日 

  (6) 第二小学校／第二中学校設置防災倉庫開錠訓練；０７月０４日 

  (7) 第４回スマイルセミナー；０７月１１日  

(8)  所有機器の点検及び操作訓練；０７月２２日 

  (9) 可搬ポンプ操作講習会；０８月１２日 

  (10) 東大和市災害時初動要員への当防災協議会活動状況の説明；０８月１７／１８日 

  (11) 上半期総会；０９月０９日 

  (12)  総合防災訓練；０９月３０日 

  (13) 給食センター見学会；１２月１２日 

  (14) 出初式(第七分団)への参加；０１月０７日 

  (15) 東京防災学習セミナー；０１月２７日 

(16)  所有機器の点検及び操作訓練；０２月２４日 

  (17) 救急救命講習会；０３月０４日 

 

 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) 末広一丁目自治会；奇数月；第二月曜日、偶数月；第一火曜日 

     (5) 親和自治会；映画サロン；０４月１６日、０６月１８日、０８月０６日、 

１０月１５日、１２月１７日、０２月１８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１５日、０７月０８日、 

１０月０７日 

         (2)  うまかんべえー祭りへの参加(東京ユニオンガーデン、 

                         南親会)；０４月２２／２３日 

     (3)  お祭り他イベント 

      (a)  第一光ヶ丘自治会桜祭り；０４月０８日 
(b) プラウド地区自治会美化活動・懇親会（カレーパーティー）；７月２２日 

(c) 栄一丁目自治会お祭り    ；０８月５／６日 

      (d) 栄二丁目自治会暑気払い   ；０８月０６日 

      (e) 第一光ヶ丘自治会お祭り   ；０８月１９日 

      (f)  協和三丁目自治会お祭り   ；０８月２０日 

      (g) 栄三丁目自治会お祭り    ；０８月２６日 

(h) 東京ユニオンガーデンお祭り ；０８月２６日 

(i) 花火開放日         ；０８月２６日 

(j) 末広二丁目自治会夏まつり  ；０８月２７日 

(k) 栄二丁目自治会秋まつり   ；１０月０８日 

(l)  協和二丁目自治会いちょう祭り；１０月２２日（雨天中止） 

(m) 栄三丁目自治会長寿会    ；１１月１２日 

(n) プラウド地区自治会清掃活動 ；１１月１８日 

(o) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃；１１月１９日 
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(p) 東京ユニオンガーデンの冬のイベント；１２月０２日 

(q) 栄三丁目自治会α化米炊き出し／バーベキュー大会 

；１２月０２日 

(r) 栄一丁目自治会もちつき大会 ；１２月１７日 

(s) 栄二丁目自治会もちつき大会 ；１２月２３日 

(t) 協和三自治会もちつき大会  ；１２月２３日 

(u) 南友会(末広一丁目自治会)もちつき大会；１２月３０日 

(v) プラウド地区自治会新年懇親会；０１月０６日 

 

(4)  栄三丁目自治会パンダ公園清掃(草取り）；０4 月２２日 

  (5) グランドパサージュ防災訓練      ；０５月２８日 

  (6) 協和二丁目防災訓練          ；０６月１１日 

  (7) 栄一丁目自治会防災訓練        ；０６月１７日 

  (8) 東大和南高校宿泊防災訓練       ；０６月２３日 

  (9)  東大和南高校三学年への防災教育支援  ；０７月０７日 

    (10) 夏休み子どもラジオ体操会      ；０７月２４日～０７月２８日 

  (11) 第一光ヶ丘自治会防災訓練      ；０７月２９日 

     (12) 平成２９年度自治会向け研修会「自治会活性化のヒント～もっと楽しい自治会 

活動～」への参加           ；０８月０４日 

        (13)  栄二丁目自治会広報誌「にっこりひろば」の発刊；０８月２５日より 

(14) プラウド地区自治会防災訓練     ；０９月２３日 

(15) 協和二丁目自治会ごみ施設見学会   ；１１月２０日 

(16) 第一光ヶ丘自治会給水訓練      ；１１月２２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２９年度初度総会；０５月２７日 

        (b) 定例委員会 

      (ｲ)  ０８月２６日 

      (ﾛ)  １１月２５日 

      (ﾊ)  ０２月２４日 

      (ﾆ)  ０５月２６日 

    (c) 定例清掃 

      (ｲ)  ０４月１５日 

(ﾛ)  ０７月０８日 

      (ﾊ)  １０月０７日 

       

   (2) 東大和市 

    (a) 自治会長等会議  ；０５月１２日 

    (b) 環境市民の集い ；０６月０４日 

    (c) 水防訓練        ；０６月１１日 

    (d) 東大和市ともに生きるまちづくりフォーラム；０７月２２日 

(e) 総合防災訓練    ；０９月０３日 

(f) 運動会     ；０９月２４日 

(g) 産業祭     ；１１月０４／０５日 

(h) 福祉祭     ；１１月１２日 

(i) 出初式     ；０１月０７日 

(j) 防災フェスタ    ；０３月１１日 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/af444edae7f265802fb47e3e26143939.pdf
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(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２７日 

   (b) 第二中学校運動会の開催；０６月０３日 

   (c) 第二小学校「避難所管理運営マニュアル」の発行；１２月 

      (d)  第二中学校「避難所管理運営マニュアル」の発行；０１月 

 

    (4) 都立東大和南高校 

   (a) 第一回防災教育推進委員会  ；０６月０７日 

   (b) 宿泊防災訓練              ；０６月２３日 

   (c) ３年生への特別授業への協力；０７月０７日  

   (d) 第３３回楠翔祭      ；０９月０９／１０日 

   (e) 第二回防災教育推進委員会  ；１０月１６日 

(f)  東京都立東大和南高校吹奏学部第２８回定期演奏会；０３月２７日 

 

  (5) 都立東大和高校 

   (a) 第４５回楢木祭   ；０９月０９／１０日 

(b) 総合防災訓練への参加；０９月３０日  

(c)  東京都立東大和高校吹奏学部第３１回定期演奏会 ；０３月２８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２９年度防火防災会定期総会；０６月２４日  

   (c)  防火のつどい          ；１１月１０日 

 

  (7) 南街公民館 (市民センター)／児童館 

   (a) 人と人のつながりについて      ；１０月１２日 

   (b) 南街こども食堂の活動          ；１０月２６日 

   (c) 緑から元気をもらうボランティア  ；１１月１６日 

   (d) 南街・桜が丘地域の防災活動について；１２月０７日 

   (e) 日本語学習ボランティア      ；０１月１１日 

   (f) 介護予防リーダー会の活動について  ；０１月２５日 

   (g) 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) 

    (ｲ) ０６月１４日 

    (ﾛ) ０９月１３日 

    (ﾊ) １２月１３日 

    (ﾆ) ０３月１４日 

    (ﾎ) 平成２３年度～２９年度測定結果 

 

  (8) 東大和市社会福祉協議会 

   (a) 平成２９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２４日 

    (ﾛ) 第二回；０７月２４日 

    (ﾊ) 第三回；０９月２５日 

    (ﾆ) 第四回；１２月１８日 

    (ﾎ) 第五回；０２月１９日 

    (ﾍ) 第六回；０３月１７日(立ち上げ訓練) 

(b) 第一回自治会長・管理組合理事長総会 ；０６月０９日 

   (c) 第二回自治会長・管理組合理事長総会 ；０９月０８日 
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(d) 第４０回福祉祭           ；１１月１２日 

(e) 東大和ボランティア・市民活動センター運営委員会設置準備会 

  (ｲ) 第４回；０４月２４日 

  (ﾛ) 第５回；０６月０８日 

   (f)  東大和ボランティア・市民活動センター運営委員会 

  (ｲ) 第１回；０７月２６日 

  (ﾛ) 第２回；０８月２２日 

  (ﾊ) 第３回；１０月３０日  

  (ﾆ) 第４回；１２月２１日 

  (ﾎ) 第５回；０２月２７日 

(g)  東やまと社協だより No.210(2017.09.15)の発行 

   南街・桜が丘地域防災協議会の活動状況記事 

 (h)  避難所運営ゲーム(HUG)体験訓練；０２月２７日 

 

   (9) 東大和病院 

    (a)  災害トリアージ訓練 ；０７月１５日 

    (b) やまとかい健康フェア；１２月１７日 

 

(10)  小平・村山・大和衛生組合新ごみ燃焼施設の整備懇談会 

   (a)  第６回  ；０５月３０日 

   (b)  第７回  ；０６月２８日 

   (c)  第８回  ；０７月１０日 

   (d)  第９回  ；０９月２１日 

   (e)  第１０回：１０月２４日 

   (f)  第１１回；０１月３０日 

   (g)  第１２回；０２月２６日 

 

  (11)  都立東大和南公園 

   (a)  防災訓練  ；１１月１１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；http;//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；https;//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 

 

1.5 発行資料 

  1.5.1 地域の放射線量の測定 

(1) ０６月１４日測定 

http://higashiyamato.net/wp-iogin.php
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  (2) ０９月１３日測定 

 (3) １２月１３日測定 

 (4) ０３月１４日測定 

 (5) 平成２３年から平成２９年度の測定変化グラフ 

 

1.5.2 食品の含有放射線量測定 

(1) ０６月１３日測定 

(2) １０月１０日測定 

(3) ０１月０９日測定 

 

1.5.3 東大和市関連 

  (1) 環境市民の集い   ；０６月０４日 

  (2) 水防訓練      ；０６月１１日 

   (a) 水防訓練開催案内書の発行；０５月１７日 

   (b) 水防訓練開催報告書   ；０６月１１日 

  (3) 東大和市総合防災訓練；０９月０３日 

  (4) 東大和市消防団出初式；０１月０７日 

 (5) 防災フェスタ    ；０３月１１日 

 

1.5.4 北多摩西部消防署関連 

  (1) 危険物安全週間  ；０６月０４～１０日 

 (2) 防火防災会定期総会；０６月２４日 

  (3) 防火のつどい   ；１１月１０日 

 

1.5.5  東大和市社会福祉協議会関連 

 (1)  東大和市災害ボランティアセンター協議会定例会 

   (a) 第１回          ；０４月２４日 

   (b) 第２回          ；０７月２４日 

    (c) 第３回          ；０９月２５日 

    (d) 第４回          ；１２月１８日 

   (e) 第５回          ；０２月１９日 

   (f) 第６回 ボランティア設置訓練 ；３月１７日(土) 

 

 (2) 東大和ボランティア・市民活動センター運営委員会設置準備会 

   (a) 第４回          ；０４月２４日 

   (b) 第５回           ；０６月０８日 

 

 (3) 東大和ボランティア・市民活動センター運営委員会 

   (a) 第１回          ；０７月２６日 

   (b) 第２回          ；０８月２２日 

   (c)  第３回          ；１０月３０日   

   (d) 第４回          ；１２月２１日 

   (e)  第５回          ；０２月２７日 

 

(4) 自治会長会議   

(a) 第１回；０６月０９日 

(b) 第２回；０９月０８日 
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 (5) 東大和社協だより No210；２０１７．９．１５に記事 

    同記事で「南街・桜が丘地域防災協議会」の活動状況報告の記事が掲載されました。 

 (6) 避難所運営ゲーム(HUG)体験；０２月２７日 

 

1.5.6  防災協議会本部事業関連 

 (1) 平成２９年度総会開催通知   ；０４月１５日 

   (2)  平成２９年度自治会長会議出席 ；０５月１２日 

    (3)  平成２９年度防災協議会初度総会；０５月１３日 

   (4)  救急救命認定講習会       ；０６月１０日 

  (5) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練 ：０７月０４日 

   (6) スマイルセミナー       ；０７月１１日 

  (7) 東大和病院災害訓練(トリアージ)；０７月１５日 

   (8)  防災機器操作訓練       ；０７月２２日  

    (9)  可搬ポンプ／スタンドパイプ操作訓練；０８月１２日 

(10) 南街・桜が丘地域防災協議会総合防災訓練；０９月３０日 

  (11) 出初式へ参加  ；０１月０７日 

  (12) 防災セミナー  ；０１月２７日 

(13) 防災機器操作訓練；０２月２４日 

(14)  救急救命講習会 ；０３月０４日  

  

1.5.7  小平・村山・大和衛生組合新ごみ燃焼施設の整備懇談会 

(1)  第６回；０５月３０日 

(2)  第７回；０６月２８日  

  (3)  第８回；０７月１０日 

  (4)  第９回；０９月２１日  

    (5)    第１０回；１０月２４日 

  (6)  第１２回；０２月２６日 

    

1.5.8  避難所管理運営マニュアルの発行 

(1)   東大和市第二小学校；１２月 

(2)   東大和市第二中学校；０１月 

 

1.5.9  各団体の活動関連(都立高校／東大和病院等を含む)  

   (1)  東大和 第一光ヶ丘自治会桜祭り     ；０４月０８日 

  (2) 南街地区自治会集会所敷地の清掃(草取り  ；０４月１５日 

  (3) 平成２９年度うまかんべえー祭り     ；０４月２２日／２３日 

  (4)  栄三丁目自治会パンダ公園清掃(草取り   ；０4 月２２日 

(5) 平成２９年度うまかんべえー祭り参加報告 ；０４月２２日／２３日 

(6) 東大和病院トリアージ参加依頼書     ；０５月２５日 

(7) 南街地区自治会集会所平成２９年度総会  ；０５月２７日 

(8) グランドパサージュ防災訓練       ；０５月２８日 

(9) 協和二丁目防災訓練           ；０６月１１日 

(10) 栄一丁目自治会防災訓練        ；０６月１７日 

(11) 東大和南高校宿泊防災訓練       ；０６月２３日 

(12) 親和自治会映画会           ；０６月１８日 

(13)  東大和南高校三学年への防災教育支援  ；０７月０７日 

(14) 南街地区自治会集会所敷地の清掃(草取り) ；０７月０８日 

(15) 東大和市 ともに生きるまちづくりフォーラム；０７月２２日 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/87fb9834d51d556d80e7a812c7388076.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/a731146a548e535b643c60ba6324b1%2034.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/ce3beb7c1457ef2b6c61f4a301f82611.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/dd7b1b7e023b7002b802be295a63bdf6-1.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/dd7b1b7e023b7002b802be295a63bdf6-1.pdf
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(16) 夏休み子どもラジオ体操会            ；０７月２７日 

(17) 第一光ヶ丘自治会防災訓練            ；０７月２９日 

(18)  平成２９年度自治会向け研修会「自治会活性化のヒント～もっと楽しい自治会活動

～」；０８月０４日 

(19) 第７０回ふるさと南街栄一丁目自治会夏祭り     ；０８月０５日、０６日 

(20) 平成２９年度第三回 親和自治会映画 「ローマの休日」；０８月０６日  

(21) 栄二丁目自治会 ふれあい交流会「暑気払い」     ；０８月０６ 

(22) 平成２９年度南街祭り（東大和青年睦）       ：８月０５日、０６日 

  (23) 第１３回第一光ヶ丘自治会夏祭り         ；０８月１９日 

(24) 南街二丁目協和三自治会夏休み子ども納涼祭    ；０８月２０日 

(25) 栄二丁目自治会広報誌「にっこりひろば」の発刊  ；０８月２５日 

(26)  花火開放日；０８月２６日 

   (27)  東京ユニオンガーデン夏祭り           ；０８月２６日 

    (28)  栄三丁目自治会子供祭り             ；０８月２６日 

    (29)  末広二丁目自治会夏まつり            ；０８月２７日 

(30) 東大和市総合防災訓練              ；０９月０３日 

  (31) 平成２９年度上半期 南街・桜が丘地域防災協議会総会の開催；０９月０９日 

  (32) 平成２９年度南街・桜が丘地域防災協議会総合防災訓練開催のお知らせ；0９月０9 日 

(33) 都立東大和南公園防災訓練・防災フェスタ開催のお知らせ；０９月１０日 

(34) 東京都立東大和南高校 第３３回楠翔祭      ；０９月１０日 

  (35) 東京都立東大和高校 第４５回楢木祭       ；０９月１０日 

  (36) プラウド地区防災訓練              ；０９月２３日 

  (37) 東大和市総合運動会               ；０９月２４日 

    (38) 南街・桜が丘地域防災協議会総合防災訓練     ；０９月３０日 

  (39) 栄二丁目自治会 ふれあい秋祭り         ；１０月８日 

 (40) 親和自治会第四回映画会「夜の河」        ；１０月 15日 

  (41)  南街公民館街創り懇談会 

   (a) 第一回；１０月１２日 

   (b） 第二回；１０月２６日   

     (c) 第三回；１１月１６日 

   (d) 第四回；１２月０７日   

     (e) 第五回；０１月１１日 

   (f) 第六回；０１月２５日 

(g) 南街公民館祭り；０３月０３日／０４日 

(42) 東大和市学校給食センター見学報告        ；１０月１８日 

(43) 東京ユニオンガーデン防災訓練(1)         ；１０月１６日 

   東京ユニオンガーデン防災訓練(2)         ；１０月１６日 

(44) 第４８回東やまと産業祭             ；１１月０４／０５日 

(45) 都立東大和南公園秋の防災訓練・防災フェスタ   ；１１月１１日 

(46) 栄三丁目自治会長寿会              ；１１月１２日 

(47) プラウド地区自治会清掃活動           ；１１月１８日 

(48) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃等実施報告      ;１１月１９日   

(49) 協和二丁目自治会ごみ関連施設見学会の実施報告  ；１１月２０日 

(50) 第一光ヶ丘自治会給水訓練実施報告書       ；１１月２２日  

(51) 東京ユニオンガーデンの冬のイベント       ；１２月０２日   

(52) 栄三丁目自治会のα化米炊き出し／焼き芋／バーベキュー大会の開催；１２月０２日 

(53) 東大和市学校給食センターの見学(南街・桜が丘地域防災協議会)；１２月１２日 

(54) やまとかい健康フェスタ             ；１２月１７日 

http://higashiyamato.net/thinking/2017/10/11/%e6%a0%84%e4%ba%8c%e4%b8%81%e7%9b%ae%e8%87%aa%e6%b2%bb%e4%bc%9a%e3%80%80%e3%81%b5%e3%82%8c%e3%81%82%e3%81%84%e7%a7%8b%e7%a5%ad%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%82%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/1cf8396dccfff916ad5f9ab29f684a39.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/a39ee21b821b9a8f3fb84b99e2788a14.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/527dc2ba86804a0ba830ffc63359c880.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/8d4ef4fe656cb727d30c07e20f1b722e.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/87d1fee877ab31ed93e3e64ba08a5661.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/ecc1f8ba42c6ffac39371a1fb1836300-2.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/32146c7b2e2a467cdf62405356bd3558.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/b940f339b443a0b563381a8e3d891090.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/4769de8354e8627afc023b2ce75c2864.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2017/11/17/%e9%83%bd%e7%ab%8b%e6%9d%b1%e5%a4%a7%e5%92%8c%e5%8d%97%e5%85%ac%e5%9c%92%e7%a7%8b%e3%81%ae%e9%98%b2%e7%81%bd%e8%a8%93%e7%b7%b4%e3%83%bb%e9%98%b2%e7%81%bd%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%82%bf/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/687f5a40ad1b88eef7131e522dbfacd3.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/572857e29df298b3eaffb981d7057576.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/eb5bcb5a197e7725c06b2defdb4ebe3a.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2017/11/23/協和二丁目自治会ごみ関連施設見学会参加報告/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/1330e41bc70945bc49334d472e06afc9.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/193445aa512c2a697b2a6f1c19cc5138.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/a31923ea5db5ab345a94a6cb5fb3e9ac.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2017/12/13/東大和市学校給食センターの見学南街・桜が丘地/
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(55) 栄一丁目自治会もちつき大会     ；１２月１７日 

(56) 親和自治会映画サロン        ；１２月１７日 

(57) 栄二丁目自治会もちつき大会     ；１２月２３日 

(58) 協和三自治会もちつき大会      ；１２月２３日 

(59) 南友会(末広一丁目自治会)もちつき大会；１２月３０日 

(60) プラウド地区自治会新年懇親会    ；０１月０６日 

(61) 平成３０年東大和市消防団出初式    ；０１月０７日 

(62) 平成３０年東大和市第七分団出初式   ；０１月０７日 

(63) 南街公民館だより(地域の風４１)    

(64) 親和自治会映画サロン(晩春)      ；０２月１９日  

(65) 東大和市第二小学校 PTA 広報誌「広場～ひろば～」第１４８号 

(66) 栄二丁目自治会広報誌「にっこりひろば」第６号 平成３０年０２月２５日 

(67) 栄二丁目自治会広報誌「にっこりひろば」第７号 平成３０年０３月２５日 

(68) 東京都立東大和南高校吹奏学部第２８回定期演奏会；０３月２７日 

(69) 東京都立東大和高校吹奏学部第３１回定期演奏会 ；０３月２８日 

 

以上 

 

2.2 防災協議会主要事業明細 

     上記 2.1 項の発行資料の内、下記の当防災協議会としての主要事業につい 

  て、次ページ以降にその報告書の最初の１ページのみ掲載をしております。  

 

1.5.6(3)   平成２９年度防災協議会初度総会；０５月１３日 

   1.5.6(4)   救急救命認定講習会       ；０６月１０日 

  1.5.6 (5) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練  ：０７月０４日 

   1.5.6 (6) スマイルセミナー        ；０７月１１日 

  1.5.6 (7) 東大和病院災害訓練(トリアージ)  ；０７月１５日 

   1.5.6 (8)  防災機器操作訓練        ；０７月２２日  

    1.5.6 (9)  可搬ポンプ／スタンドパイプ操作訓練     ；０８月１２日 

  1.5.6(10) 南街・桜が丘地域防災協議会総合防災訓練；０９月３０日 

  1.5.6 (11) 出初式へ参加  ；０１月０７日 

  1.5.6 (12) 防災セミナー  ；０１月２７日 

1.5.6 (13) 防災機器操作訓練；０２月２４日 

1.5.6 (14)  救急救命講習会 ；０３月０４日  

 

上記 1.5.6 項以外の全ての発行資料は、本紙４項（５４～５７ページ

参照）に示す３種の無料のホームページ／ブログ／ポータルサイトでご

覧して戴く事が出来ます。尚それぞれのサイトはお互いにリンク結合し

ておりますので、いずれのサイトからもご覧になることが出来ます。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://higashiyamato.net/thinking/2018/01/08/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年東大和市消防団出初式/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/4c47f0c80c2cf5ae50ac9f69223336c6.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/7fa30e5856f88273b70bd1d5fcb606f6.pdf
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1.5.6(3)  平成２９年度防災協議会初度総会；０５月１３日 

 
170513 

 南街・桜が丘地域防災協議会平成２９年度初度総会の開催 
 

                             平成２９年０５月１３日 

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

 

１．  序 

H20 年 04 年 01 日に発足しました「南街・桜が丘地域防災協議会」は平成２９年度 

  で１０周年迎える事が出来ました。本協議会は南街・桜が丘地域の２１団体及び当地 

域内の東大和市立第二小学校、東大和市立第二中学校、東京都立東大和南高校、各学 

校のＰＴＡ、南街公民館、東大和病院、東大和市高齢者ほっと支援センターなんがい、 

青少対第二地区委員会及び関連行政機関(市役所関連部署、北多摩西部消防署、東大和 

市消防団、東大和市社会福祉協議会、東大和警察署)と可能な限り密接に連絡を取り合 

い、地域の安全／安心の向上を目指し活動しております。 

   本年度も初度総会を関係者にお集りして戴き 

● 平成２８年度事業／決算報告 

● 平成２９年度事業／予算計画 

● その他関連事項の確認 

 実施致しました。 
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 1.5.6(4)  救急救命認定講習会；０６月１０日 
 

      普通救急救命技能認定講習会実施報告 
 

                         南街・桜ヶ丘地域防災協議会本部 

                             平成２９年０６月１０日 

 

  平成２９年０６月１０日に標題講習会を南街自治会集会所にて、東京防災救急協会；樋

口様、北原様及び北多摩西部消防署；影山様にご指導をして戴き心肺蘇生、人工呼吸、

AED(除細動、電気ショック)の使用方法、気道異物除去及び止血方法を防災協議会の会

員３０名が参加し、模擬訓練用人体；１０体を使用して受講致しました。 

 大変熱心なご指導をして戴きましたので、大変有意義な講習会であったと思います。 

    

         東京防災救急協会           北多摩西部消防署       

     樋口様          北原様          影山様 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   講習会受講の皆様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  心肺蘇生の説明  
                   胸部圧迫 

  模擬訓練人体(これで訓練しました)            胸部圧迫模範演技                             
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1.5.6 (5) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練 ：０７月０４日 

東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練参加報告 
 

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

                               平成２９年度三役 

                            平成２９年０７月０４日 

 
 平成２９年０７月０４日に東大和市防災安全課(今里様、関田様、池田様)のご説明によ

り、東大和市第二中学校(直井様)、東大和市第二小学校(濱辺様)、第二中学校ＰＴＡ，第

二小学校ＰＴＡ、南街公民館(北野様)及び南街・桜が丘地域防災協議会参加団体と合同で、

同校２校に設置されている、東大和市防災備蓄倉庫の開錠訓練を実施しました。 

４０名の皆様に参加して戴き本紙にて改めて御礼申し上げます。 

 

             訓練に参加の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           第二中学校正門前で訓練開始説明  

  防災協議会     第二中学校         防災安全課 

  本部長；椎野   副校長；直井様     池田様 今里様 関田様 

    

 

 

 

 

 

参加の皆様 
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 1.5.6 (6) スマイルセミナー；０７月１１日 

 南街・桜が丘地域防災協議会女性班「たんぽぽ」 

第４回スマイルセミナーの開催 
 

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

                            平成２９年０７月１１日 

 

 平成２９年０７月１１日に南街・桜が丘地域防災協議会女性班「たんぽぽ」が 

第４回スマイルセミナーとして、東大和市社会福祉協議会にご指導して戴き 

● 「東大和市の地震危険と避難所運営～避難所運営ゲーム(ＨＵＧ)～」 

 を、東大和市防災安全課、第二小学校ＰＴＡ、民生児童委員及び南街・自治会防災協議

会会員の３１名が参加して南街地区自治会集会所で開催致しました。 

 避難所運営ゲーム(ＨＵＧ)は避難所を円滑に運営する為に、発生するであろう想定の事項

を、迅速に判断しながら進めてゆく形の訓練で、大変有意義な勉強会でした。 

 ご指導して戴いた東大和市社会福祉協議会の職員の皆様に本紙にて改めて御礼申し上げ

ます。 

       社会福祉協議会；浅見様からの「ＨＵＧ」説明状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

              セミナー参加の皆様 
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1.5.6 (7) 東大和病院災害訓練(トリアージ)；０７月１５日 

平成２９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 
 

南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                          平成２９年０７月１５日 

 

 平成２９年０７月１５日に平成２９年度大和会東大和地区（東大和病院）災害訓練が、

東大和市役所、東大和医師会／歯科医師会、東大和薬剤師会及び北多摩西部消防署の協力

により実施され、当協議会からは模擬傷病者として６名(第二小学校ＰＴＡ；５名)及び見学

者として５名が参加し、貴重な体験をさせて戴く事が出来ました。 

 災害発生時地域の拠点病院として我々住民にとって極めて重要な病院ですので、今後も

この様な訓練には積極的に参加させて戴きたいと思っております。 

 

患者受け入れ体制の確保 

  災害発生時病院での対応レベルが下記の通り区分されており、今回は１３時３０分に 

震度６の地震が発生し、病院全施設の被災状況を確認の結果１４時１５分に「レベル３B」

で対応する事になりトリアージに向けて病院全体が準備体制の作業を開始し、１４時 

３０分に体制が整い患者の受け入れが開始されました。 
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 1.5.6 (8)  防災機器操作訓練；０７月２２日 

     所有防災資機器操作訓練実施報告 
 

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

                           平成２９年０７月２２日 

 

０７月２２日に当防災協議会では東大和市から供与されている防災機器の他、主要機器

として、エンジンを装備した防災機器として、発電機；２台、発電機付灯光器；１台、チ

ェーンソー；２台及びトランシーバー：６台、折り畳み式リヤカー；２台、ジェッキ(2ton)；

２台を所有しておりますが、これらの機器を実際に動作させ、操作訓練を南街自治会集会

所で実施しました。特に今回は第一光ヶ丘自治会で今般無線機２台を購入しましたので、 

南街自治会集会所と第一光ヶ丘自治会間で通話訓練を行い両者間での良好な通話確認する

事が出来ました。今回の操作訓練には協議会役員を含め各団体から約３１名の方の参加が

ありました。 

             参加して戴いた皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        本部席(本日の操作訓練内容説明) 

 

 

 

 

 

 

 

本日の訓練機材種類 
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1.5.6 (9)  可搬ポンプ／スタンドパイプ操作訓練；０８月１２日 

                         南街・桜ヶ丘地域防災協議会本部 

                          平成２９年０８月１２日 

 ０８月１２日に当防災協議会主催の可搬ポンプ及び消火栓（スタンドパイプセットから

の放水及び給水キット操作）の操作講習を、東大和市消防団第七分団副分団長；斉藤様及

び同団員の皆様のご指導で実施致しました。今回は東京ユニオンガーデン管理組合所有の

４連給水キットを持参して戴き給水訓練も新たに実施致しました。 

当日は、第二小学校ＰＴＡ及び当協議会から２５名の皆様の参加があり、参加者が２班

に分かれ、全員所定の訓練を無事終了する事が出来ました。ご指導して戴いた東大和市消

防団第七分団の団員の皆様に、本紙にて改めて御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               第七分団団員の皆様    

  

 

                            

 

 

 

 

 

訓練開始開会の挨拶 

副分団長；斉藤様 防災協議会 

飯塚様     講習会に参加して戴いた皆様 

 

 

 

 

 

 

 

使用した機材類 

      可搬ポンプ(口径 40mm)        セル付き可搬ポンプ(口径６５mm) 

可搬車  

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬ポンプ／スタンドパイプセット操作講習会実施報告 
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1.5.6(10) 南街・桜が丘地域防災協議会総合防災訓練；０９月３０日 

東大和市立第二中学校 

                         東大和市立第二小学校防災委員会 

                           南街・桜が丘地域防災協議会 

                            平成２９年０９月３０日 

 

東大和市立第二中学校／第二小学校防災委員会及び南街・桜が丘地域防災協会に加盟

の２１団体と合同で、平成２９年度総合防災訓練を０９月３０日に東大和市立第二中学

校、第二小学校校内／校庭で北多摩西部消防署、東大和市消防団第七分団、東大和市市

長；尾崎様、東大和市市議団／教育委員会／東大和市防災安全課／南街公民館、東大和

市社会福祉協議会、東大和市高齢者ほっと支援センターなんがい、東大和市青少年対策

第二地区委員会、保護司会、民生児童員協会 

東邦自治会の各機関／団体及び第二小学校／第二中学校の教諭、両校 PTA、第二中学校

生のボランティア、都立東大和高校の教諭／生徒の皆様のご協力より実施致しました。

尚協議会は平成２０年以に発足して本年で１０周年を迎えましたが、総合防災訓練も同

様１０回目を迎へ更なる飛躍を目指して開催を致ました。訓練に参加して戴いた皆様に

本紙にて改めて御礼申し上げます。訓練内容は以下の報告の通りです。 

Ａ． 第一部；第二小学校及び第二中学校での防災訓練（AM8.00～9.30） 

この訓練は震災時、一時避難所に指定されている第二中学校及び第二小学校を、避

難所として安全に使用出来るかを点検する目的で実施する訓練で、第一部の訓練は第

二中学校及び第二小学校を同日／同時刻に実地致しました。 

● 第二中学校；第二中学校教員／PTA、南街・桜が丘地域防災協議会加入の自治

会の防災担当者、都立東大和高校教員／生徒の皆様 

● 第二小学校；第二小学校の教員を含む防災委員、第二小学校職員、第二

小学校ＰＴＡ及び南街・桜が丘地域防災協議会加入の自治会／管理組合の防災担当者

の皆様が各々の指定学校集合し、復旧班による学校内の各校舎内／外全体の破損状況

（現状改善必要事項）の確認作業、救急班による救急救命及び誘導班による避難者の

誘導シミュレーション作業を実施致しました。 

訓練終了後、両校反省会を開催し、今後の各学校施設及び諸環境の改善点の意見交

換を実施しました。（尚両校の反省会の議事録は別途発行します） 

  １．第二中学校の部 

      参加者正門前に集合；副校長；直井様挨拶           

                             協和二丁目会長；窪田様

から訓練開始

明 

 

 

 

 

 

 参加者訓練手順確認中         東大和高校から参加の教諭及び生徒の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０回 平成２９年度南街・桜が丘地域防災協議会総合防災訓練 

練 
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1.5.6 (11) 出初式へ参加；０１月０７日 

平成３０年東大和市消防団第七分団出初式 

 参加報告    
  

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

                                        平成３０年０１月０７日  

   

東大和市消防団第七分団の出初式は、午後２時３０分から東大和市立第二中学校体育館

で下記式次第により開催されました。出初式には都議会議員、市議会議員、多くの地域住

民第二中学校副校長、及び同校吹奏学部の参加により盛大に開催されました。開催状況は

以下の通りです。  
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1.5.6 (12) 防災セミナー；０１月２７日 

平成３０年０１月２７日 

◎平成２９年度 東京防災学習セミナー（発展編） 

（地域の危険を知る-地域ハザードマップの作成-） 

南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

 

本日、東京都総務局総合防災部防災管理課 及び当防災協議会が主催する、首

記セミナーが開催されました。青少対行事などの重なりや過日の大雪の為もあるか

も知れませんが、２０名弱の参加となりました。やや少人数ではありましたが、質疑応

答も含めた有意義で熱心な学習会となりました。 

  

１．ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

２．筑波大学大学院 准教授 梅本博士による、 

「地域の危険を知る-地域ハザードマップ 

の作成-」のご講義。 

 

 

 

 

 

 

３．東京都より委託を受けた株式会社イオタ様 

（加藤様、神永様）（セミナーの進行役を兼ねる）の、 

「“東京防災”を活用した、生活再建支援制度 

・日常生活支援制度」の紹介。 
 

 

 

 

 

防災協議会 椎野本部長 

 

東大和市防災安全課 今里様 
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1.5.6 (13) 防災機器操作訓練；０２月２４日 

 

資機材の操作訓練の実施報告書 
 

南街・桜が丘地域防災協議会本部 

平成３０年０２月２４日 

 

 ０２月２４日に南街自治会集会所にて南街・桜が丘地域防災協議会の平成２９年度第２

回目の防災資機材の操作訓練を実施しました。当日は加盟２１団体から会員２９名が参加

し所定の 

訓練を実施する事が出来ました。以下訓練状況をお知らせ致します。 

 

          本部側からの訓練手順説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   訓練に参加の皆様  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        資機材搬出後の倉庫の内部 

 防災倉庫から防災資機材の搬出作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

組立完了後のリヤカー            ヘルメット及びチェーンソー 
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1.5.6 (14)  救急救命講習会；０３月０４日  
 

平成２９年度救急救命講習会実施報告 
                         

 南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                         平成２９年０３月０４日 

 平成３０年０３月０４日に本年度２回目の救急救命講習会を南街自治会集会所で開催致

しました。当日は協議会から２５名の参加があり、北多摩西部消防署；影山様に心肺蘇生、

AED の操作、担架搬送方法、三角巾の使用方法についてご指導をして戴きました。ご指導

は質問をしながら訓練を進めて行く形で有益な時間を過ごす事が出来たと思います。防災

協議会では会員の救急救命の技術向上及び地域住民の皆様への拡大を図る為に、今後もこ

の様な講習会を継続して実施して行く所存でおります。 

 

 

 

      ご指導戴いた影山様         椎野本部長 

                     挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   受講中の参加者の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 救急救命の基本動作説明状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


