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第Ⅱ部 本防災協議会の活動状況報告 

 

 

 

１．  序 

南街・桜ヶ丘地域防災協議会は東大和市第二小学校の全学区内の南街地域の 

自治会と桜ヶ丘地域のマンション管理組合（一部自治会組織もあります）の１７団体

が平成２０年０４月０１日（2008 年）に地域の防災活動を主要目的として発足した団

体で、その後加入団体が増加して本年度（平成２４年度）現在２１団体が加盟してお

ります。発足の平成２０年度から本年度(平成２４年度)迄の活動状況は以下の通りです。 

 

２．  各年度事業報告 

   次頁以降に本年度（平成２４年度）を含む過去５年間の事業報告書を添付します。 

(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 
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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 

                                      
H21 年 03 月 31 日 

                               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」の平成２０年度

の活動状況は以下の通りです。 

 

２． 活動状況報告 

 2.1 上半期実績 

(1)  6 月１日 ；第一回防災訓練（栄三丁目自治会主管） 

西部北多摩消防署、第七分団、市役所、南街公民館及び第二小学校の参加 

協力を得て実施し所定の成果を挙げる事が出来ました。 

(2)  6 月 5 日 ；市の防災用具貸与への対応 

本協議会での申請が可能かについて市と調整を行ないましたが、今回は 

昨年度迄活動実績のある組織が基本との事で、本協議会としての申請は断念し

ましたが、栄三丁目,タカギ(1)及び末広一丁目の各自治会は貸与申請を行い受領

いたしました。 

(3)  6 月 10 日 ；東京都「地域の底力再生事業助成」への対応 

      都庁を訪問して、当協議会としての申請が可能かについて調整を行ないまし

たが、連合自治会又は単独自治会組織のみ限定となっている為、本協議会組織

では申請できませんでした。この為本協議会としての申請は断念し、栄三丁目

自治会として助成申請を行ない 8 月受諾されました。 

(4)  6 月 21 日 ；北多摩西部消防署；平成２０年度定期総会出席 

(5)  6 月 25 日 ；集会所へ電気掃除機のご寄付 

      末広二丁目自治会の会長；諸田章様から集会所内の清掃用として電気掃除機

のご寄付がありました。 大切に使用して行きたいと思います。 

(6)  ７月７日 ；防災倉庫の樋修理 

(7)  ７月 11 日／29 日 ；南街公民館の「街づくり懇談会」との協賛活動 

      今後 H21 年 03 月迄に実施する各種事業に参加することにしました。 

(8)  ７月 22 日 ；南街集会所の屋根の錆部分の補修(ペンキ塗布) 

      同日市役所及び業者の視察があり標題に関して７月 30 日に塗装が実施され

ました。 

(9)  8 月 30 日～9 月 5 日；北多摩西部消防署；「防災週間」協賛活動  

(10)  9 月 01 日 ；第二小学校の児童引き取り訓練参加 

(11)  9 月 07 日 ；東大和市総合防災訓練への参加（第六小学校） 

(12)  9 月～01 月末   ；火災警報器の共同購入実施及びその進捗状況 

(a) 栄一丁目自治会  ；約 240Sets 

(b) 協和三丁目自治会 ；約 120Sets 

(c) 栄二丁目自治会  ；約 80Sets 

(d) 栄三丁目自治会  ；約 80Sets 

(e) 協和二丁目自治会 ；約 80Sets 

(f) 大和通り自治会  ；約 20Sets  

(g) 親和自治会    ：約 100Sets 

(h) 末広２丁目    ；約 20Sets 
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   2.2 下半期 

    2.2.1 実績 

     (1) 10 月 04 日；南街公民館事業；南街・桜が丘地域のクリーン作戦 

     (2) 10 月 12 日；タカギマンション自主防災訓練 

     (3) 10 月 18 日；東京消防庁の震災演習への参加 

     (4) 10 月 18 日；東大和病院のトリアージ訓練への参加 

     (5) 11 月 11 日；北多摩西部消防署；防火の集いへの参加 

             自治会表彰；栄一、栄二、協和二、協和三、大和通りの 

各自治会 

     (6) 11 月 15 日；南街公民館事業；講演会「阪神淡路大震災の体験で学んだ事」 

                    ；AED 訓練 

     (7) 11 月 15 日；東京ユニオン自主防災訓練 

     (8) 11 月 29 日；地域交流フェア参加 

     (9) 12 月 10 日；南街公民館事業；非常食を食べよう 

     (10) 01 月 11 日；出初式への参加 

     (11) 01 月 10 日；南街公民館事業；南街・桜が丘地域のクリーン作戦 

     (12) 01 月 24 日；東京消防庁；自主防災組織等講習会参加 

     (13) 02 月 14 日；東大和市／防災協議会；避難所体験訓練／防災協議会訓練 

              当防災組織として総合防災訓練を開催出来ました。 

     (14) 02 月 19 日；南街公民館事業；講演会／討論会；お互いに支えあう 

地域づくり 

     (15)  03 月 01 日；末広自治会地区合同防災訓練 

     (16) 03 月 02 日；防災資器材の貸与申請（’09 年度貸与分） 

     (15) 03 月 21 日；南街公民館事業；南街・桜が丘地域のクリーン作戦 

     (16) 03 月 28 日；防災館への訓練参加（市の事業） 

     (17) xx 月 xx 日；防災地図の作成（第７分団で基礎資料作成⇒継続作業中） 

 

３．「活動状況報告」の発行（不定期） 

  (1)  06 月 01 日 ；第一回防災訓練（栄三丁目自治会主幹） 

  (2)  06 月 01 日 ；火災警報器共同購入関連資料  

    (3)  09 月 01 日 ；第二小学校の児童引き取り訓練参加 

    (4)   09 月 07 日 ；東大和市総合防災訓練への参加（第六小学校） 

    (5)   10 月 12 日 ；タカギマンション自主防災訓練 

    (6)  10 月 18 日 ；東京消防庁震災演習 

    (7)  10 月 18 日 ；東大和病院トリアージ訓練 

  (8)  11 月 11 日 ；北多摩西部消防署による自治会表彰 

  (9)  11 月 15 日 ；東京ユニオンガーデン防災訓練 

  (10) 11 月 15 日 ；阪神淡路大震災体験講話／救急救命訓練 

    (11)  12 月 10 日 ；非常食を作って食べよう(南街公民館主幹) 

    (12)  12 月 18 日 ；南街・桜が丘地域防災協議会の発足及び活動状況 

  (13)  02 月 14 日  ；東大和市／防災協議会；避難所体験訓練／防災協議会訓練 

 

 

以上 
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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 
 

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

                            平成２２年３月３１日 

 

   当防災協議会の平成２１年度事業報告は以下の通りです。 

１．上半期事業報告 

 (1) 防災資器材の貸与（東大和市より）         ；５月１日 

 (2) 平成２１年度年次総会開催             ；５月９日 

 (3) 南街公民館の「街づくり懇談会」会議への参加    ；６月５日他２回（共同事業） 

 (4) 栄三丁目自治会自主防災訓練            ；６月１３日 

 (5) 防災地図集の発行                 ；６月１７日 

 (6) 街づくり懇談会「防犯講話」            ；７月２５日（共同事業） 

 (7) 救急救命講習会                  ；７月２６日 

 (8) 協和三丁目自治会で防災倉庫設置(防災機器の分散  ；８月４日 

 (10) 街づくり懇談会「南街･桜ケ丘地域クリーン作戦」 ；８月２１日（共同事業） 

 (11) 可搬ポンプ操作／放水訓練            ；８月３０日 

 (12) 東大和市総合防災訓練参加            ；９月６日 

 (13) 街づくり懇談会「東大和給水所見学」       ；９月１７日 

 (14) 当防災協議会上半期総会             ；９月２６日 

 

２．下半期事業報告 

 (1) 当防災協議会総合防災訓練            ；１０月３日（南街公民館協賛） 

 (2) 街づくり懇談会事業への参加 

  (a) 地デジ状況報告会               ；１１月２８日 

  (b) クリーン作戦                 ；１２月１９日 

  (c) 自治会活性化討論会／防犯カメラの設置     ； １月２３日 

  (d) ガス・電気取扱い講習会            ； ２月１３日 

  (e) クリーン作戦                 ； ３月２７日 

 (3) 東大和病院トリアージへの参加          ；１２月１９日 

 (4) タカギマンション防災訓練            ；１１月０３日 

 (5) 東京ユニオンガーデン自主防災訓練        ；１１月１４日 

 (6) 協和三丁目自治会自主防災訓練          ；１１月１５日 

 (7) 救急救護講習会                 ；１１月２９日 

 (8) 出初式への参加（東大和市／第７分団）      ；０１月１０日 

 (9) 北多摩西部消防署各種事業への参加 

 (10) 火災警報器設置に向けての継続啓蒙活動      

    （本年度は協和三丁目自治会、栄一、二、三丁目自治会、末広一丁目、大和通り

自治会、新海道自治会が追加又は全世帯対象共同購入を行った） 

 (11) 自治会区域と小学校学区との統一（来年度より実施予定） 

 (12) 末広１丁目防災訓練               ；０３月２１日 

(13) AED を含む追加防災設備申請          ；０３月２３日 

 

以上 
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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 

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

                            平成２３年０３月３１日 

 

   当防災協議会の平成２２年度事業報告は以下の通りです。 

 

１．上半期事業報告 

 1.1 実施事業 

  (1) 市側からのＡＥＤを含む防災機器の追加貸与           ；４月１日 

    （南街自治会集会所及び協和三丁目自治会集会所に設置） 

  (2) 同上設備の各団体への貸出（５団体へ貸出）        ；７月２５日 

  (3) 平成２２年度年次総会開催                    ；５月８日 

  (4) 南街公民館の「街づくり懇談会」会議への参加（共同事業） 

   (a) 地デジ説明会（東京都住宅供給公社職員）           ；５月２６日 

   (b) 地デジ説明会(マイテレビ職員)                 ；７月１６日 

   (c) 南街・桜が丘地域清掃                    ；８月２１日 

   (d) 森永乳業見学                     ；９月１７日 

  (5) 栄一、二及び三丁目自治会合同自主防災訓練（約５０名参加）；６月６日 

    （指導；北多摩西部消防署、第七分団、女性消防隊やまとなでしこ） 

  (6) 北多摩西部消防署本年度総会（防火の集い）            ；６月２０日 

  (7) 普通救急救命技能認定講習会（１２団体；２７名参加）     ；７月２５日 

    （講師；北多摩西部消防署） 

  (8) 可搬ポンプ操作／放水講習会（１３団体；２８名参加）      ；８月２９日 

    （講師；第七分団） 

  (9) 東大和市総合防災訓練参加                     ；９月６日 

  (10) 当防災協議会上半期総会                     ；９月１８日 

 

1.2 主要発行資料 

 (1) H２２年度総会議案書一式                ；５月８日付け 

 (2) H２２年度総会開催報告                 ；５月８日付け 

 (3) 栄一、二、及び三丁目自治会自主防災訓練報告       ；６月６日付け 

     （可搬ポンプ取扱説明書） 

  (4) 普通救急救命技能認定講習会実施報告           ；７月２２日付け 

    （本年度組織名簿配布） 

  (5) 総合防災訓練案内／可搬ポンプ講習報告          ；９月１日付け 

  (6) 上半期総会議案書一式                  ；９月１８日付け 

  (7) 総合防災訓練資料一式                  ；９月１８日付け 

  

２．下半期事業計画 

 2.1 実施事業 

   (1) 当防災協議会／第二小学校総合防災訓練（南街公民館協催）   ；１０月 2 日 

 (2)  北多摩西部消防署「防火の集い」；表彰             ：１１月１１日 

    ● 栄三丁目自治会；東京消防庁 防災部長感謝状(人命安全対策等推進功労) 

 (3)  南街公民館の「街づくり懇談会」会議への参加（共同事業） 

   (a) リサイクルセンター／南公園見学            ；１１月１７日 

   (b) 地域内クリーン作戦                  ；１２月１８日 
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   (c) ゴミ関連検討会                    ；０１月２１日 

   (d) 自治会の活性化                    ；０２月２５日 

   (e) 地域内クリーン作戦                  ；０３月１９日 

      (f)  南街地域の地デジ対応                 ；通年 

 (4) 大和通り自治会水防訓練対応打ち合わせ(北多摩西部消防署)   ；１１月２６日 

 (5) 東大和病院トリアージへの参加               ；１２月１８日 

   （模擬傷病者として初５名参加） 

 (6) 救急救命講習会（講師；女性消防隊やまとなでしこ）     ；１１月２９日 

   (7) 各自治会／管理組合自主防災訓練の実施／参加        

    (a) タカギ(1)(2)防災訓練                   ；１０月１０日 

    (b) 東京ユニオン防災訓練                  ；１１月１３日  

    (c) 協和三丁目防災訓練                   ；０３月２７日 

 (8)  出初式への参加（東大和市／第７分団）          ；０１月０９日 

   (9)  北多摩西部消防署各種事業への協力            ；適宜協力 

 (10)  火災警報器設置に向けての継続啓蒙活動          ；継続事業 

 (11) 地デジ関連事項の説明（南街地域のみ）          ；１０月２８,２９日 

 (12) 南街地域地デジ電波電界強度測定            ；１２月２０,２２日 

 (13)  同上(13 項)の活動が NHK 総合テレビで全国放映      ；０２月１３日 

 (14) 北多摩西部消防署「消防ふれあいフェア」         ；０２月２６日 

 (15) 南街公民館地デジ関連「総まとめ」説明会         ；０３月３０日 

 (16) 計画停電関連資料の配布                 ；０３月～継続 

 (17) 大和通り／富士見通り浸水関連調査支援          ；０３月～継続 

 

 2.2  主要発行資料 

  (1) 防災協議会総合防災訓練報告書              ；１０月０２日 

  (2) タカギ(1)(2)防災訓練報告書                ；１０月１０日 

  (3) マンション管理組合の防災会への加入要請         ；１０月１４日 

    ◎ オーベルグランディオ東大和(200 世帯) 

    ◎ プラウトシーズン東大和（60 世帯） 

  (4) 東京ユニオン防災訓練報告書               ；１１月１３日 

  (5) 救急救命講習会報告書                  ；１１月２９日 

  (6) 東大和病院トリアージ訓練報告書             ；１２月１８日 

  (7) 出初式（市及び第七分団）参加報告書           ；０１月０９日 

  (8)  北多摩西部消防署「消防ふれあいフェア」参加報告書    ；０２月２６日  

  (9)  協和三丁目救急救命講習会参加報告書           ；０２月２７日 

  (8) 南街・桜が丘地域地デジ電波電界強度の測定結果 

     及びその考察                     ；０１月２０日  

                                   

 

                       以上 
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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 
             

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

                           平成２４年０３月３１日 

  

   当防災協議会の平成２３年度の事業報告は以下の通りです。 

 

１．上半期事業報告 

 1.1 実施事業内容 

  (1) 平成２３年度年年度総会開催                      ；５月７日(土） 

  (2) 東日本大震被災者支援事業（日本赤十字社への寄付金；￥494,097.-）；５月１日(日) 

  (3) 南街公民館の「街づくり懇談会」会議への参加（協力事業） 

   (a) 節電教室／熱中症対策（東京電力／東大和市職員）        ；７月１０日(日) 

   (b) 地域クリーン作戦                        ；８月２０日(土) 

   (c) 南街･桜が丘地域防災協議会総合防災訓練             ；９月１０日(土) 

   (d) 地域内放射線量の測定事業協力（測定日は以下の通り）   ；７月～９月 

      ７月；２８日 

      ８月；２４日 

      ９月；２６日 

  (4) 栄一、二及び三丁目自治会合同自主防災訓練（約５０名参加）   ；６月０５日(日) 

    （ご指導；北多摩西部消防署、第七分団、女性消防隊やまとなでしこ） 

  (5) 大和通り自治会水防訓練（約３０名参加）          ；６月０８日(水) 

     （訓練状況が６月９日にマイテレビで放映された） 

  (6) 栄一丁目自治会防災会発足                 ；６月１０日（金） 

  (7) 北多摩西部消防署本年度総会（当防災協議会活動状況報告を行った）；６月１１日(土) 

      （本総会が６月１４日にマイテレビで放映された） 

  (8) 第二中学校校内設置の東大和市備蓄コンテナー合鍵を市より保管；７月０１日(金) 

  (9) 普通救急救命技能認定講習会（１０団体；２２名参加）      ；７月０２日(土) 

    （講師；北多摩西部消防署） 

  (10) 可搬ポンプ操作／放水講習会（１８団体；２５名参加）       ；８月１３日(土) 

    （講師；第七分団） 

    (11) 当防災協議会上半期総会                    ；８月２８日(日) 

  (12) 東大和市総合防災訓練参加                   ；９月０６日(火) 

  (13) 当防災協議会総合防災訓練                   ；９月１０日（土） 

  (14) 防災機器の配布（市より貸与機器）             ；８月２０日(土) 

    (15)  平成２３年度地域の底力再生事業助成金申請（放射線量計購入）；８月２９日(月) 

                      (交付決定通知１０月１１日付け) 

  (16) 新団体への加入                      ；７月 

    (a) オーベルグランディオ管理組合 

    (b) ファインコート自治会 

    (c) 第一光ヶ丘自治会 

 

 

1.2 主要発行資料 

 (1)  H２３年度総会開催報告                  ；５月０７日付け 

 (2)  H２3 年度総会議案書一式                  ；５月０７日付け 

 (3) 各種お知らせ                        ；６月１１日付け 
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(a)  栄一、二、及び三丁目自治会自主防災訓練報告          

(b) 大和通り自治会水防訓練報告                 

(c) 北多摩西部消防署防火防災会２３年度総会報告 

(d)  大和通り側溝の清掃 

   (e) 本年度名簿の配布 

     (f) 拍子木の寄贈（北多摩西部災害防止協会より） 

 (4) 各種お知らせ                       ；７月０５日付け  

  (a) 普通救急救命技能認定講習会実施報告  

  (b) 第二中学校校内設置の東大和市備蓄コンテナー合鍵保管   

  (c) 市防災担当者人事異動 

  (5) 総合防災訓練案内／可搬ポンプ講習報告          ；８月１３日付け 

  (6) 上半期総会議案書一式                  ；８月２８日付け 

  (7) 総合防災訓練資料一式                  ；８月２８日付け 

  (8) 各団体の活動状況（夏祭り特集）（栄一、栄三、協和三、東京ユニオン） 

；８月３０日付け 

  

２．下半期事業報告 

 2.1 実施事業内容 

  (1)  南街公民館の「街づくり懇談会」会議への参加（協力事業） 

    (a) ゴミ対応（湖畔自治会の取り組み）           ；１０月１３日（木） 

   (b) 東村山浄水場見学                   ；１１月１０日（木） 

   (c) 地域内クリーン作戦                  ；１２月１７日（土） 

   (d) 防災講話（北多摩西部消防署）              ；０１月１９日（木） 

   (e) 防犯講話（東大和警察署）                     ；０２月１６日（木） 

   (f) 地域内クリーン作戦                   ；０３月２４月（土） 

   (g) 地域内放射線量の測定事業協力（測定日は以下の通り）   ；１０月～３月 

      １０月；０５日、２０日 

      １１月；０８日、２４日 

      １２月；０８日、２７日 

      ０１月；１２日、２６日 

      ０２月；０９日、２４日 

      ０３月；１４日、２９日 

  (2) 臨時総会（主要内容は以下の通り）           ；１０月２７日(水) 

   (a) 地域内消防諸施設点検作業協力依頼               

   (b) 地域の放射線量測定協力依頼         

   (c) 救急救命講習会 

   (d) 本年度名簿完成配布 

  (3)  救急救命講習会（１８団体、３１名参加）         ；１１月２７日（日） 

 (4) 東大和病院トリアージへの参加(模擬傷病者６名、５団体参加)；１０月２９日（土） 

   (5) 各自治会／管理組合自主防災訓練の実施／参加           

    (a) 東京ユニオンガーデン                 ；１０月１５日(土) 

 (6) 西武鉄道総合復旧訓練見学                ；１１月１１日(金) 

 (7) 第二小学校第７回避難訓練見学              ；１１月２８日(月) 

 (8) 出初式への参加（東大和市／第７分団）         ；０１月０８日(日) 

  (9) 第八回東京防災救急協会からの表彰「優良賞」受領    ；０１月２２日(日) 

 (10) 北多摩西部消防署各種事業への参加                

   (a) 防火の集い                     ；１１月１１日(金) 
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    (b)  防災コンクールへの参加（東京ユニオン、第一光が丘） ；０１月２２日(日) 

  (c) 震災対応訓練「北西合同震災訓練」             ；０３月１１日(日) 

 (11) 当該地域防災設備の点検                   ；１０月～０２月 

 (12)  平成２４年度コミュニティ助成事業の申請(金額約￥２００万) ；１１月２６日付け 

    （実際の申請作業は市役所防災安全担当課が実施） 

  (13)   防災市民組織リーダー研修会受講（立川防災館）      ；０２月１０日(金) 

 (14)  東京都防災隣組認定申請                ；０２月１７日付け 

（実際の申請作業は市役所防災安全担当課が実施） 

 (15)  マイテレビ放映に参加「大地震への備えについて、ともにみなおす」 

     （立川市、国立市、昭島市、武蔵村山市、東大和市（当協議会が参加）） 

                                ；３月１１日（日） 

 (16) 「公民館のつどい」で「空間放射線量測定の関して」当防災協議会が事例発表 

；３月１７日（土） 

 (17) 火災警報器設置に向けての継続啓蒙活動             ；継続事業 

 (18) 地デジ関連事項の説明（南街地域のみ）             ；継続協力 

 

 2.2  主要発行資料 

  (1)  平成２３年度南街･桜が丘地域防災協議会総合防災訓練；０９月１０日付け 

  (2)  平成２３年度南街･桜が丘地域防災協議会総合防災訓練実施報告書(議事録) 

；同上で発行 

  (3)  東京ユニオンガーデン「‘１１消防避難訓練」（第５回）；１０月１５日付け 

  (4)  東大和病院災害訓練(トリアージ)参加報告      ；１０月２９日付け 

  (5)  地域の放射線量の測定について           ；１０月２０日付け 

  (6)  臨時総会資料                   ；１０月２７日付け 

(a) 地域内消防諸施設点検作業協力依頼 

    (b) 地域の放射線量測定協力依頼 

    (c) 救急救命講習会 

    (d) 本年度名簿完成配布  

  (7)  救急救命講習会実施報告              ；１１月２７日付け 

  (8)  協和二丁目「いちょう祭り開催」          ；１１月２７日付け 

  (9)  第二小学校第７回避難訓練実施報告         ；１１月２８日付け 

  (10)  南街･桜が丘地域の放射線量測定結果の中間報告   ；１２月２０日付け 

  (11)  各種お知らせ                   ；０１月２４日付け 

    (a) 放射線測定日程（１月～３月分） 

    (b) 防災コンクール実施報告 

    (c) 当協議会表彰報告 

  (12)  南街･桜が丘地域の消防施設他の点検作業依頼（再度の依頼）；０２月０３日付け 

  (13) 協和三丁目自治会の救急救命講習会報告及び北多摩西部消防署の 

「北西合同震災訓練」参加報告  ；０３月１４日付け 

  (14) 南街・桜が丘地域の空間放射線量測定結果及びその考察  ；０３月３１日付け 

                                   

 

                      以上 
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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 
              

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

                           平成２５年０３月３１日 

 

   当防災協議会の平成２４年度上半期及び下半期の事業報告は以下の通りです。 

１．上半期事業報告 

 1.1 実施事業 

  (1)  東京都防災隣組第一回認定式                 ；４月１５日 

     （４月１６日付読売新聞で当協議の紹介があった） 

  (2)  平成２４年度総会開催                      ；５月１２日 

     ●（女性班「タンポポ」の組織化確認された） 

     ●（平成２４年度地域の底力再生事業への申請が確認された） 

  (3)  東京都「平成２４年度地域の底力再生事業助成」申請      ；５月２５日 

  (4)  南街公民館の「街づくり懇談会」会議への参加（協力事業） 

   (a)  放射線量測定結果報告（岡田正嗣 講演）             ；７月０４日 

   (b)  知っておきたい電気の話、熱中症対策（東京電力/市保健ｾﾝﾀｰ）；７月２７日 

   (c)  市域のクリーン作戦                      ；８月２５日 

   (d)  施設見学（ブリジストン、ガス館）             ；９月２６日 

   (e)  地域内放射線量の測定事業協力；４月から毎月第二水曜日実施(上半期６回実施) 

  (5)  女性班「たんぽぽ」第一回打ち合わせ(保存食の調理方法検討)  ：６月０５日 

  (6)  上北台公民館で本協議会の活動状況等の講演会の実施      ；６月０６日 

(7)  東大和市主催水防訓練への参加（大和通り自治会）       ；６月１０日 

     （ご指導；北多摩西部消防署、東大和消防団） 

  (8)  北多摩西部消防署本年度総会（当防災協議会活動状況報告を行った）；６月１６日 

  (9)  当協議会上半期臨時総会（総合防災訓練説明）         ；６月１６日 

   (10)   栄一丁目自治会防災訓練の実施               ；６月２３日 

  (11)  当協議会総合防災訓練の実施                 ；６月３０日 

  (12) 第二中学校に設置の東大和市備蓄コンテナー開錠訓練      ；７月０２日 

  (13)  東大和南高校第一回防災教育推進協議会の開催         ；７月０６日 

  (13)  テレビ朝日撮影                   ；８月８日及び１１日 

    (15)  可搬ポンプ操作講習会                      ；８月１１日 

  (16) 食品の放射線量測定関連 

(a) 食品放射線量第一回測定会                 ；８月１２日 

(b) 食品放射線量第二回測定会；AM10.00～           ；９月１１日 

(c) 放射線関連講演会（講師；板橋志保先生）          ；９月２３日 

  (17) 読売新聞に当防災協議会の紹介記事記載            ；８月３１日 

  (18) 市長との防災懇談会                     ；９月０１日 

  (19) 第二小学校９月次避難訓練参加                ；９月０３日 

  (20)  テレビ朝日「東京サイト放映」               ；９月０４日～０７日 

  (21) 上半期総会                         ；９月０８日 

  (22) 新小岩北地区連合町会防災訓練見学               ；９月０９日 

  (23) 防災隣組小冊子作りインタビュー                 ；９月１３日 

  (24) 多摩地区消防大会見学                    ；９月２３日 

  (25) 安心カードの各団体への配布                 ；９月２６日 

  (26) 東京ユニオンガーデン防災訓練                ；９月２９日 
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1.2 主要発行資料 

 (1)  H２４年度総会開催報告                 ；５月０７日付け 

 (2)  H２４年度総会議案書一式                 ；５月０７日付け 

 (3) 各種お知らせ                        ；４月７日付 

(a)  平成２４年度定期総会日程   

(b) ２４年度地域の放射線量測定日程  

(c) グルメコンテスト「うまかんべ祭り」 

(4) 各種お知らせ                        ；５月２５日付  

   (a) 総合防災訓練のお知らせ  

   (b) 「うまかんべ祭り」御礼 

   (c) 市防災担当者人事異動 

 (5) 東京都の平成２４年度地域の底力再生事業申請書の配布     ；５月２５日付 

   (a) 東京都への申請は５月２５日付で実施 

   (b) 東京都からの許諾通知は６月１４日 

 (6) 女性部「たんぽぽ」打ち合わせ                ；６月０５日付 

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

 (8) 平成２４年度東大和市水防訓練                ；６月１０日付 

 (9) 平成２４年度臨時総会資料（総合防災訓練関連)         ；６月１６日付 

 (10) 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日付 

 (11) 平成２４年度総合防災訓練実施報告              ；６月３０日付 

 (12) 平成２4 年度東大和市第二小学校防災訓練実施報告       ；６月３０日付 

 (13) 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日付 

 (14) 各種お知らせ         

  (a) 安心カードの作成 

  (b) 食品の放射線量の簡易測定 

  (c) 可搬ポンプ講習会 

(15) 各種お知らせ 

  (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 

 (16) 可搬ポンプ操作講習会実施報告               ；８月１１日付 

 (17) 食品の放射線量第一回測定結果報告             ；８月１２日付 

 (18) テレビ朝日の番組「東京サイト」での撮影報告        ；８月１４日付 

 (19) 東大和病院トリアージ訓練関連事項             ；８月１７日付 

 (20) 第一回食品の放射線量簡易測定会の開催報告         ；８月１９日付 

 (21) 第一回食品の放射線量簡易測定結果（データ報告）       ；８月１９日付 

 (22) 食品の放射線量関連事項（測定及び施設見学）        ；８月２５日付 

 (23) 各団体の活動状況（夏祭り特集）              ；８月３０日付 

 (24)  第二小学校９月次避難訓練参加報告             ；９月０３日付  

(25) 上半期総会議案書一式                    ；９月０８日付 

(26) 小岩北地区連合町会防災訓練見学報告            ；９月０９日付 

 (27) 第二回食品の放射線量簡易測定結果（データ報告）       ；９月１１日付  

  (28) 冊子「東京防災隣組」作成インタビュー           ；９月１３日付 

  (29)  放射線関連講演会報告（講師；板橋志保先生）        ；９月２３日付 

  (30) 東京ユニオン防災訓練報告                 ；９月２９日付 
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２． 下半期事業報告 

 2.1  実施事業 

 (1)  南街公民館の「街づくり懇談会」会議への参加（協力事業） 

  (a) 防犯／交通安全講和（東大和警察署）                    ；１０月１６日（火） 

  (b) 福祉関連の懇談会「孤独死について」                   ；１１月２９日（木） 

  (c) 地域内クリーン作戦                          ；１２月１５日（土） 

  (d) 防災講話                                ；０２月中旬 

  (e) 地域内クリーン作戦                          ；０３月２３月（土） 

(f) 地域内放射線量の測定事業協力；毎月第二水曜日実施    ；(下半期６回実施) 

(2)  東大和南高校第二回防災教育推進協議会への参加       ；１０月１１日（木） 

(3)  防災と隣組第五グループ懇親会参加            ；１０月１８日(木) 

 (4)  東大和病院トリアージへの参加              ；１０月２０日（土） 

  (5)   防災機器保管用ラック入手                ；１０月２９日(月) 

 (6)  東大和南高校の防災訓練への参加             ；１１月０１日（木）  

    （同高校のマスターキーを受領；東京ユニオンガーデンで保管） 

 (7) 南街市民センター防災訓練見学               ；１１月０６日（火） 

 (8) 北多摩西部消防署防火のつどい                   ；１１月１４日（水） 

    本協議会が「東京消防庁」から表彰された。 

 (9)  普通救急救命技能認定講習会               ；１１月１７日（土） 

 (10)  東京防災隣組シンポジウム参加              ；１１月２５日（日） 

 (11)  各自治会／管理組合自主防災訓練の実施／参加        

  (a) タカギ(1)／(2)マンション自治会防災訓練         ；１１月１０日（土） 

  (b) プラウド地区自治会防災訓練                ；１２月０１日（土） 

  (c)  第一光ヶ丘自治会防災訓練 

     （東大和市立第八小学校で同小学校区全体での防災訓練） ；１２月０９日(日) 

(d) 栄一～栄三丁目合同救急救命／通報訓練          ；０１月１９日(土) 

    (e)  協和三丁目自治会防災訓練（スタンドパイプ操作）     ；０２月０３日(日) 

  (f) オーベルグランディオ防災訓練              ；０２月２３日(土) 

 (12)  出初式への参加（東大和市／第７分団）          ；０１月１３日 

(13)   東大和南高校第三回防災教育推進協議会への参加       ；０２月０５日（火） 

 (14)   救急救命／応急手当講習会                ；０２月１６日（土） 

 (15)  火災警報器設置に向けての継続啓蒙活動            ；継続事業 

 (16)   東京都の地域の底力再生事業申請の支援            ；継続事業 

     第 4 回；９月３日～１１月９日（受付分）；下記２団体が申請 

   (a) 栄一丁目自治会申請 

   (b) 協和三丁目自治会申請 

 (17) 食品の放射線量測定関連；東京都地域の底力事業 

  (17)１  放射線量の測定 

    (a) １０月０９日（火）AM;10～ 

    (b) １１月１３日（火）AM;10～ 

    (c) １２月１１日（火）AM;10～ 

    (d) ０１月１５日（火）AM;10～ 

    (e) ０２月１２日（火）AM;10～ 

    (f) ０３月１２日（火）AM;10～ 

  (17)2  講演会 

    (a) １０月２７日(土)；板橋志保先生 

  (17)3  見学会 
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    (a) １０月１３日（土）；八王子市民放射能測定室見学及び立川防災館体験 

  (18)  第七分団出初式に参加                  ；０１月１３日 

 (18) 北多摩西部消防署防災コンクール参加           ；０３月０９日 

 (19) 他組織への講演（講師として講演） 

   (a) 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 

   (b) 東大和福祉協議会「地域の防災を考える」講演会      ；０２月２６日 

 (20) 東京都防災出前講座実施                 ；０３月０５日 

 (21) 年間活動報告書の作成（平成２５年３月）；東京都地域の底力再生事業 

2.2  主要発行資料 

  (1)  各種お知らせ                     ；１０月０２日付 

   (a) 放射線専門家講演会のお知らせ 

   (b) 東大和病院トリアージ関連 

   (c) 普通救急救命講習会の開催 

   (d) 第三回食品の放射線量測定関連 

 (2) 都立東大和南高校防災訓練の見学案内           ；１０月１６日付 

 (3) 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日付 

 (4)  各種お知らせ                     ；１０月３０日付 

   (a) 都立東大和南高校防災訓練の見学時間案内  

   (b) タカギ(1)及び(2)マンション自治会防災訓練 

   (c) 北多摩西部消防署防火のつどい案内 

   (d) 東大和南公園イベント(防災運動会) 

   (e) 第一光ヶ丘自治会総合防災訓練（第八小学校学区での） 

 (5)  南街市民センター防災訓練見学              ；１１月０６日 

(6) 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  

  (7)  表彰関連のお知らせ                      ；１１月１４日 

  (8)  普通救急救命技能認定講習会                  ；１１月１７日 

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

 (10) 各種お知らせ                      ；１１月２１日 

   (a) 各種事業報告 

   (b) 今後の事業予定 

   (c) 防災フェスタ 

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

 (12) 防災隣組小冊子発行                   ；１１月２３日 

 (13) 各種お知らせ                      ；１１月２８日 

   (a) 各種事業実施報告 

   (b) 住宅防火１０の心得 

   (c) 救急救命技能認定証の配布 

 (14) プラウド地区自治会防災訓練                ；１２月０１日 

 (15) 八地区総合防災訓練（第一光ヶ丘自治会）          ；１２月０９日 

 (16) 防災資器材の譲渡式                   ；１２月２０日 

 (17) 空堀川放射線問題                    ；１２月２７日 

 (16) 栄一～三丁目自治会合同救急救命訓練           ；０１月１９日 

 (17) 協和三丁目自治会防災訓練（スタンドパイプ操作）     ；０２月０３日 

  (18) 救急救命／応急処置講習会実施報告            ；０２月１６日 

以上 


