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４南街・桜が丘地域防災協議会の平成２８年度活動状況報告 

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。平成２８年度も多くの事業を実施して来ましたが、以下に本年度の活動状況を報

告致します。 

 

２． 平成２８年度実施事業報告 

 2.1 事業報告書 

    当防災協議会の平成２８年度の事業報告(書)は下記の通りです。 

 

 平成２８年度南街･桜が丘地域防災協議会事業報告／計画書 

               

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

                             平成２９年０３月３１日 

 

当防災協議会の平成２８年度の事業報告は以下の通りです。 

 

１．平成２８年度実施の事業報告 

 1.1 協議会主催事業 

  (1)  定例役員会 

    (a) ４月次役員会；０４月１２日 

    (b) ５月次役員会；０５月１０日 

    (c) ６月次役員会；０６月１４日 

    (d) ７月次役員会；０７月１２日 

    (e) ８月次役員会；０８月０９日 

       (f)  ９月次役員会；０９月１３日 

    (g) １０月次役員会；１０月１１日 

    (h) １１月次役員会；１１月０８日 

    (i) １２月次役員会；１２月１３日 

    (j) ０１月次役員会；０１月１０日 

    (k) ０２月次役員会；０２月１４日 

    (l) ０３月次役員会；０３月１４日 

 

  (2)  たんぽぽ定例打ち合わせ 

     (a) ４月次打ち合わせ；０４月１２日 

     (b) ５月次打ち合わせ；第２３回食品の含有放射線量の測定；０５月１０日 

     (c) ６月次打ち合わせ；０６月１４日 

     (d) ７月次打ち合わせ；０７月１２日 

     (e) ８月次打ち合わせ；０８月０９日 

      (f)  ９月次打ち合わせ；第２４回食品の含有放射線量の測定；０９月１３日 

    (g) １０月次打ち合わせ；１０月１１日 

    (h) １１月次打ち合わせ；第２５回食品の含有放射線量の測定；１１月０８日 

    (i) １２月次打ち合わせ ；１２月１３日  
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    (j) ０１月次打ち合わせ                  ；０１月１０日 

    (k) ０２月次打ち合わせ；第２６回食品の含有放射線量の測定；０２月１４日 

    (l)  ０３月次打ち合わせ                                   ；０３月１４日 

 

 (3) 平成２８年度総会                                         ；０５月１４日 

  (4) 救急救命認定講習会                                       ；０６月１１日 

  (5)  第二小学校／第二中学校設置防災倉庫開錠訓練              ；０７月０４日 

  (6) 第３回スマイルセミナー                                   ；０７月１２日  

  (7) 可搬ポンプ操作講習会                                     ；０８月１３日 

  (8) 上半期総会；０９月１０日 

(9)  所有機器の点検及び操作訓練                               ；０９月２４日 

  (10)  総合防災訓練                                            ；１０月０１日 

  (11) 第４回男女共同参画講演会にて女性班「たんぽぽ」の活動状況報告 

；１０月２７日 

  (12) プールの水利用の給水訓練                               ；１１月３０日 

  (13) 平成２８年「東京防災」学習セミナー                     ；１２月０３日 

  (14) 所有防災機材の点検及び操作訓練                         ；０２月２５日 

    (15) 救急救命講習会                                         ；０３月１１日 

  (16)  湯島 SYM 三町防災会との合同防災訓練                   ；０３月１８日 

  

 1.2 参加団体のサロン／その他の活動状況 

  (1) 各団体のサロン活動 

   (a) 第一光ヶ丘自治会      ；毎月；第二土曜日 

   (b) 栄一丁目自治会        ；毎月；１５日、金曜日；３回 

   (c) 栄二丁目自治会        ；毎月；第二／第四木曜日 

   (d) 栄三丁目自治会        ；長寿会；１１月１３日 

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

   (f) 親和自治会；映画サロン；０５月２２日、０８月２１日、１１月２０日、 

０２月１９日 

  (2)  各団体の防災／お祭り／イベント開催  

   (a) 湯島天神のお祭り参加(防災隣組の関連での友好団体) ；０５月２９日 

(b) プラウド地区自治会地域清掃／カレー懇談会    ；０７月１６日 

   (c) 協和二丁目自治会ラジオ体操会          ；０７月２８日 

   (d) 協和三丁目自治会子どもラジオ体操会       ；０７月２９日 

      (e)  栄一丁目自治会お祭り                             ；０８月０６日／０７日 

   (f) 栄二丁目自治会暑気払いの集い           ；０８月０７日 

      (g) 栄三丁目自治会子供祭り             ；０８月２０日 

     (h) 東京ユニオンガーデン夏祭り            ；０８月２０日 

(i) 第一光ヶ丘自治会夏祭り               ；０８月２１日 

      (j) 末広二丁目親交会夏祭り               ；０８月２１日 

      (k) 協和三丁目自治会子ども納涼会          ；０８月２１日 

   (l) 栄二丁目自治会 第三回「ふれあい秋祭り」     ：１０月１０日 

   (m) 協和二丁目自治会いちょう祭り          ；１０月１６日 

(n) 栄一丁目自治会展示会                            ；１０月２０日 

   (o) 栄三丁目自治会平成２８年度長寿会        ；１１月１３日 

(p) 東京ユニオンガーデン「ユニオン冬イベント」   ；１２月０４日 

    (q) 南街二丁目協和三丁目自治会餅つき大会            ；１２月２３日   

    (r) 栄一丁目自治会餅つき大会                        ；１２月２５日 
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    (s) 末広一丁目自治会餅つき大会                      ；１２月３０日 

    (t) 栄二丁目自治会餅つき大会                        ；０１月２１日 

 

(3) 末広一丁目自治会植樹祭                            ；０４月０３日 

  (4) 第５回うまかんべえー祭り参加               ；０４月２３日、２４日 

     参加団体；東京ユニオンガーデン 

  (5) 湯島 SYM 三町会災害連合会の勉強会参加           ；０４月２９日 

  (6) 協和二丁目自治会スタンドパイプセット操作訓練      ；０６月１２日 

  (7) 栄一丁目自治会防災訓練                            ；０６月１９日 

  (8) 第一光ヶ丘自治会防災訓練                          ；０７月２３日 

   (9) 世界銀行 東京防災ハブ ヨーロッパ・中央アジア地域専門家 

    による日本の 災害リスク管理に関する視察への参加報告；０９月０３日 

  (10) プラウド地区自治会防災訓練                        ；０９月１７日 

  (11) 栄三丁目自治会声掛け／見守り・防災機器操作訓練    ；０９月１７日 

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

  (13) 東京都平成２７年度コミュニティ助成により納入された「餅つきセット」 

    (栄一丁目／栄二丁目自治会)                          ；１１月２１日 

  (14) 協和二丁目自治会ゴミ関連施設見学会（さいたま市桜環境センター）；１１月２９日 

  

 1.3 関連機関の活動状況 

  (1) 東大和市 

   (a) 自治会長等会議            ；０５月１３日 

   (b) 水防訓練                  ；０６月１２日 

(c) 総合防災訓練              ；０９月０４日 

(d) 出初式／第七分団          ；０１月０８日 

(e) 防災フェスタ              ；０３月０５日 

 

(2) 第二小学校／第二中学校 

   (a) 第二小学校運動会の開催    ；０５月２８日 

   (b) 第二中学校運動会の開催    ；０６月０４日 

 

  (3) 都立東大和南高校 

   (a) 第一回防災教育推進委員会   ；０７月０５日 

   (b) ３年生への特別授業への協力 ；０７月０８日  

   (c) 宿泊防災訓練；０７月２０日 

   (d) 第二回防災教育推進委員会   ；１０月１１日 

 

  (4) 都立東大和高校 

   (a) 総合防災訓練への参加       ；１０月０１日  

 

   (5) 北多摩西部消防署 

   (a) 平成２８年度防火防災会     ；０６月２５日  

   (b) 防火のつどい               ；１１月０９日 

 

  (6) 南街公民館 (市民センター)／児童館 

   (a) 電力自由化                 ；１０月１３日 

   (b) 認知症予防について         ；１０月２７日 

   (c) 後見制度について知ろう     ；１１月１７日 
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   (d) 老い支度今のうちに出来る事；１２月０１日 

   (e) 南街公民館利用者連絡会グループ代表研修会；１２月０８日 

   (f) 総合福祉センター見学；０１月１２日 

   (g) 実践者から学ぼう；０１月２６日 

   (h) クリーン作戦；０２月０４日 

   (i) 空間放射線量の測定； 

    (ｲ) ０６月０８日 

    (ﾛ) ０９月１４日 

    (ﾊ) １２月１４日 

    (ﾆ) ０３月０８日 

    (ﾎ) 平成２３年度～２８年度測定結果 

  (7) 東大和市社会福祉協議会 

   (a) 平成２８年度災害ボランティアセンター協議会定例会 

    (ｲ) 第一回；０５月１６日 

    (ﾛ) 第二回；０７月１１日；被災想定図上(東大和市)訓練の実施 

    (ﾊ) 第三回；０９月１２日 

    (ﾆ) 第四回；１２月１９日 

    (ﾎ) 第五回；０２月２０日 

(b) 第一回自治会長・管理組合理事長総会；０６月１０日 

   (c) 熊本地震都内一斉街頭募金；０７月１３日 

(d) 第二回自治会長・管理組合理事長総会；０９月０９日 

(e) 第３９回福祉祭；１１月１３日 

(f) 東大和市ボランティア・市民活動センター運営委員会設置準備会 

 (ｲ) 第一回；０１月１７日 

 (ﾛ) 第二回；０２月１６日(国立市ボランティアセンター視察) 

      (g)  東大和市災害ボランティアセンター立ち上げ訓練；０３月１３日 

         

   (8) 東大和病院 

    (a)  災害トリアージ訓練；本年は実施せず。 

 

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；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 

 

1.5 発行資料 

  (1) 地域の放射線量の測定 

    (a) ０６月０８日測定 

    (b) ０９月１４日測定 

    (c) １２月１４日測定 
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    (d) ０３月０８日測定 

    (e) 平成２３年から平成２８年度の測定変化グラフ 

  (2) 食品の含有放射線量測定 

(a) ０５月１０日測定 

(b) ０９月１３日測定 

(c) １１月０８日測定 

(d) ０２月１４日測定 

   (3)  末広一丁目自治会植樹祭                               ；０４月０３日 

 (4) 平成２８年度総会開催通知                             ；０４月２０日 

(5)  東京ユニオンガーデンうまかんべー祭り参加報告         ；０４月２４日 

   (6) 湯島 SYM 三町会災害連合会の勉強会参加               ；０４月２９日 

  (7) 南街・桜が丘地域防災協議会平成２８年度総会           ；０５月１４日 

  (8) 東大和市災害ボランティアセンター協議会平成２８年度第１回定例会；０５月１６日 

   (9)  平成２８年度第一回親和自治会「映画サロン」の開催              ；０５月２２日 

  (10) 危険物安全週間 

  (11) 東大和市立第二小学校運動会の開催                    ；０５月２８日 

  (12) 湯島天満宮例大祭への参加                            ；０５月２９日 

  (13) 各種お知らせ(防災訓練関連)                          ；０６月０４日 

  (14) 普通救急救命認定講習会の開催                        ；０６月１１日 

  (15) 平成２８年度東大和市水防訓練参加報告                ；０６月１２日 

 (16) 協和二丁目自治会スタンドパイプセット操作訓練参加報告；０６月１２日 

  (17) 各種お知らせ(スマイルセミナー、４月からの活動状況)  ；０６月１７日 

  (18) 東大和市備蓄倉庫開錠訓練のお知らせ                  ；０７月０４日 

  (19) 栄一丁目自治会防災訓練                              ；０６月１９日 

  (20) 北多摩西部防火・防災会平成２８年度定期総会          ；０６月２５日 

  (21) 東大和市備蓄倉庫開錠／マンホールトイレ組立訓練の実施；０７月０４日 

  (22) 都立東大和南高校宿泊防災訓練の実施案内              ；０７月０６日 

  (23) 平成２８年度東大和南高校第３学年防災訓練の参加報告  ；０７月０８日  

  (24) 東大和市災害ボランティアセンター協議会平成２８年度第２回定例会 

「被災想定図上(東大和市)訓練の実施」  ；０７月１１日 

  (25) 南街・桜が丘地域防災協議会女性班「たんぽぽ」第三回スマイルセミナー 

                                    ；０７月１２日 

(26) 熊本地震都内一斉街頭募金への参加                   ；０７月１３日 

  (27) プラウド地区自治会地域清掃／カレー懇談会           ；０７月１６日 

  (28) 東京都立東大和南高校宿泊防災訓練参加報告           ；０７月２０日 

  (29) 第一光ヶ丘自治会防災訓練                           ；０７月２３日 

  (30) 協和二丁目自治会ラジオ体操会                       ；０７月２８日 

  (31) 協和三丁目自治会子どもラジオ体操会                 ；０７月２９日 

    (32) 栄一丁目自治会お祭り                       ；０８月０６日／０７日 

   (33) 可搬ポンプ／スタンドパイプ操作訓練                ；０８月１３日 

(34) 栄二丁目自治会暑気払いの集い                    ；０８月０７日 

      (35) 栄三丁目自治会子供祭り                       ；０８月２０日 

     (36) 東京ユニオンガーデン夏祭り                      ；０８月２０日 

(37) 第一光ヶ丘自治会夏祭り                       ；０８月２１日 

      (38) 末広二丁目親交会夏祭り                       ；０８月２１日 

      (39) 協和三丁目自治会子ども納涼会                    ；０８月２１日 

   (40) 世界銀行 東京防災ハブ ヨーロッパ・中央アジア地域専門家 

       による日本の 災害リスク管理に関する視察への参加報告；０９月０３日 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2016/07/d4cdd8f7a49d592d5b6f430478e9827e.pdf
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   (41) 平成２８年度東大和市総合防災訓練参加報告         ；０９月０４日 

   (42) 市報掲載記事                                     ；０９月０４日 

  (43) 東大和市災害ボランティアセンター協議会平成２８年度第３回定例会 

(避難所体験研修会) ；０９月１２日 

  (44) 南街・桜が丘地域防災協議会役員及び女性班「たんぽぽ」９月次定例会 

                                     ；０９月１３日 

  (45) プラウド地区自治会防災訓練                      ；０９月１７日 

  (46) 栄三丁目自治会声掛け／見守り・防災機器操作訓練  ；０９月１７日 

  (47) 防災機器の操作訓練                              ；０９月２４日 

  (48) 平成 28 年度総合防災訓練                         ；１０月０１日 

  (49) 栄二丁目自治会 第三回ふれあい秋祭り            ；１０月１０日 

(50) 南街公民館「街づくり懇談会」電力自由化          ；１０月１３日 

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

  (52) 協和二丁目自治会いちょう祭り                    ；１０月１６日 

  (53) 栄一丁目自治会展示会                            ；１０月２０日 

  (54) 第４回男女共同参画講演会で女性班「たんぽぽ」活動状況報告；１０月２７日 

  (55) 南街公民館市民企画運営講座 街づくり懇談会 連続講座「学んで生かそう 

老いの知識」；１０月２７日 

(56) 北多摩西部消防署平成２８年度防火のつどい         ；１１月０９日 

(57) 平成２８年度東大和社会福祉協議会第３９回福祉祭   ；１１月１３日 

(58) 平成２８年度栄三丁目自治会長寿会                 ；１１月１３ 

(59) 南街公民館 市民企画運営講座 街づくり懇談会 連続講座「学んで生かそう

老いの知識」(第 2 回)「後見制度を知ろう」          ；１１月１７日 

(60) 親和自治会平成２８年度第３回映画サロン          ；１１月２０日 

(61) 東京都コミュニティ助成により納入された「餅つきセット」；１１月２１日 

(62) 協和二丁目自治会ゴミ関連施設見学会（さいたま市桜環境センター） 

；１１月２９日 

(63) 災害時のプールの水利用の給水訓練                ；１１月３０日 

(64)  南街公民館 市民企画運営講座 街づくり懇談会 連続講座「学んで生かそ

う老いの知識」(第 3 回)「老い支度今のうちにできること」；１２月０１日 

(65) 平成２８年度「東京防災」学習セミナー            ；１２月０３日 

(66) 東京ユニオンガーデン「ユニオン冬イベント」      ；１２月０４日 

   (67) 南街公民館利用者連絡会グループ代表研修会        ；１２月０８日 

   (68) 東大和市災害ボランティアセンター協議会平成２８年度第４回定例会 

；１２月１９日 

   (69) 南街二丁目協和三丁目自治会餅つき大会           ；１２月２３日 

   (70) 栄一丁目自治会餅つき大会                       ；１２月２５日 

   (71) 末広一丁目睦会(自治会)餅つき大会                ；１２月３０日 

   (72) 平成２９年東大和市消防団及び第七分団出初式     ；０１月０８日 

   (73) 東大和市立総合福祉センター「はーとふる」の見学 ；０１月１２日 

   (74)  第一回東大和市社会福祉協議会の活動             ；０１月１７日 

   (75) 栄二丁目自治会餅つき大会                       ；０１月２１日 

      (76)  災害ボランティア設置・運営訓練参加案内；０１月２４日 

   (77) 南街公民館街づくり懇談会「地域活動の実践者から学ぼう」  ；０１月２６日 

(78) 南街公民館・市民企画講座「街づくり懇談会」クリーン作戦 

；街をきれいに！  ；０２月０４日 

   (79)  ミニ発電工作セミナー(NPO 法人東大和エネルギーの会主催) 

；０2 月 12 日 
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(80)  廃棄物処理工場見学勉強会参加報告            ；０２月１３日  

(81) 第二回東大和市社会福祉協議会の活動           ；０２月１６日 

(82)  親和自治会平成２８年度第４回映画サロン      ；０２月１９日 

(83)  東大和市災害ボランティアセンター協議会 平成２８年度第 5 回定例会  

   ；０２月２０日 

   (84) 首都直下地震時の災害ボランティア活動連携訓練；０２月２１日 

   (85) 所有防災機器点検及び操作訓練                ；０２月２５日 

   (86) 第３４回南街公民館まつり            ；０３月０４日／０５日 

   (87) 防災フェスタ                                ；０３月０５日 

   (88) 救急救命講習会                              ；０３月１１日 

   (89) 災害ボランティアセンター設置・運営訓練      ；０３月１３日 

   (90) 湯島 SYM 三町防災会との合同防災訓練        ；０３月１８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(14) 普通救急救命認定講習会の開催    ；０６月１１日 

   1.5(21) 東大和市備蓄倉庫開錠／マンホールトイレ組立訓練 

；０７月０４日 

  1.5(25) 南街・桜が丘地域防災協議会女性班「たんぽぽ」 

      第三回スマイルセミナー        ; ０７月１２日      

  1.5(33) 可搬ポンプ／スタンドパイプ操作訓練 ；０８月１３日 

  1.5(47) 防災機器の操作訓練         ；０９月２４日 

  1.5(48) 平成２８年度総合防災訓練      ；１０月０１日 

  1.5(63) 災害時のプールの水利用の給水訓練  ；１１月３０日 

  1.5(65) 平成２８年度「東京防災」学習セミナー；１２月０３日 

  1.5(85) 所有防災機器点検及び操作訓練        ；０２月２５日 

1.5(88) 救急救命講習会                      ；０３月１１日 

 

尚上記 1.5 項の全ての発行資料(全９０項目)は、本紙４項（４８ペー

ジ参照）に示す３種の無料のホームページ／ブログ／ポータルサイトは、

それぞれリンク結合しておりますので、いずれからもご覧になることが

出来ます。 
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1.5(14) 普通救急救命認定講習会の開催 

      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２８年０６月１１日 

 

  平成２８年０６月１１日に標題講習会を南街自治会集会所にて、昨年に引き続き東京防

災救急協会；須長崎樣及び北多摩西部消防署；逢坂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２８名が参加し、模擬訓練用人体；６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      防災協議会 

     須長樣          逢坂様         椎野本部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

              講習会受講の皆様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            心肺蘇生の説明  
 

      胸部圧迫                人口呼吸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.5(21) 東大和市備蓄倉庫開錠／マンホールトイレ組立訓練 

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 

                               平成２８年度三役 

                            平成２８年０７月０４日 

 
 南街・桜が丘地域防災協議会、第二小学校ＰＴＡ、東大和市防災安全課(西崎様)、学校

教育課(原様、金井様)、市民生活課(木下様)、社会福祉協議会(山崎様)、東大和市第二中

学校(松村様、大瀬様)及び東大和市第二小学校(澤崎様、濱辺様)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及び第二小学校に設置されているマントール

トイレ組立訓練を実施しました。猛暑の中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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

第二中学校設置備蓄倉庫の開錠訓練 
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1.5(25) 南街・桜が丘地域防災協議会女性班「たんぽぽ」 

第三回スマイルセミナー 

 

 

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

                            平成２８年０７月１２日 

 

平成２８年０７月１２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女性

班「たんぽぽ」による第三回スマイルセミナーとして今回は東大和市市役所「多摩湖塾」

として本年１０月０１日に開所予定の東大和市総合福祉センター「はーとふる」に関して、

担当部門の福祉推進課／みのり福祉園の担当の職員にご説明をして戴き、当該施設の概要

を知ることが出来ました。本セミナーには東大和市社会福祉協議会、ほっと支援センター

及び市内の福祉関係にご支援を戴いている約３０名が参加しました。猛暑の中ご参加戴き

誠に有難う御座いました。御礼申し上げます。 

 尚セミナーに使用した主要説明資料は本紙後半に添付しておりますのでご高覧下さい。 

 

             説明して戴いた皆様 

   嶋田様      石川様         小川様     北野様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者受講状況 
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1.5(33) 可搬ポンプ／スタンドパイプ操作訓練 

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

                          平成２８年０８月１３日 

 ０８月１３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を使

用）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。 

当日は猛暑の中、第二小学校ＰＴＡ及び当協議会から２３名の皆様の参加があり、参加

者が２班に分かれ、丁寧な操作説明をして戴き、全員所定の訓練を無事終了する事が出来

ました。暑い中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    副分団長；斉藤様 

 

                            東大和市議；押本様 

 

 

 

 

 

 

 

      講習会に参加して戴いた皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタンドパイプ操作訓練 
 

  消火栓の蓋が閉じた状態   蓋を開けた状態      先ず錆びた水を流しだす 

        

                          

 

 

 

 

可搬ポンプ／スタンドパイプ操作訓練報告書  
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 1.5(47) 防災機器の操作訓練 

     所有防災機器の点検／操作訓練報告 
 

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

                           平成２８年０９月２４日 

 

０９月２４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、操作確認作業を実施しましたので、下記に報告

致します。この操作訓練には協議会役員の他、各団体から約２６名の方の参加がありまし

た。 

             参加して戴いた皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      開会式の状況 

 高田さん／大月さんより訓練内容の説明 

 

 

 

 

 

  

 

                   訓練に参加者の皆様  

 

 

 

 

 

 

 

 

無線機操作方法の説明 

際１０月０１日に開催予定の総合防災訓練で使用する為に、当日使用予定の関係

者に、実際の取り扱い方法の説明及び室外での操作実験を行いました。 

 

 

 

 



16 

 

 1.5(48) 平成２８年度総合防災訓練 

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２８年１０月０１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２８年度総合防災訓練を１０月０１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／女性消防

団「なでしこ」、東大和市防災安全課／市民生活課、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。尚本訓練には東大和市議員の皆様のご参加もあり本紙にて改めて

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点検する目的で実施する訓練で、昨年度から第一部の訓練は

第二中学校及び第二小学校を同日／同時刻に実地する事になり、 

● 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 

の皆様が集合し、復旧班による学校内の各校舎及び校舎外全体の破損状況（現状 

の改善必要事項）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。訓練終了後反省会を開催し、今後 

の活動に向けての改善点の意見交換を実施しました。 

（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           窪田会長から訓練主旨説明 

 

 

 

 

 

   開錠する体育館のドアの開錠方法説明      説明を聞く参加者 

 

 

 

平成 2８年度南街・桜が丘地域防災協議会

総合防災訓練 
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1.5(63) 災害時のプールの水利用の給水訓練 

 

 

 

                        

 南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                         第一光ヶ丘自治会 

                          平成２８年１１月３０日 

 

 １１月３０日に南街・桜が丘防災協議会及び第一光ヶ丘自治会の共催で標題の「災害時

のプールの水利用の給水訓練」を東大和市第二中学校で、東大和市防災安全課澤田様／池

田様、日本フィルコン(株)社員；２名様にご指導戴き、第二中学校／PTA、第二小学校／PTA,

東大和市社会福祉協議会及び南街・桜が丘地域防災協議会参加団体の会員約２０名の参加

者があり飲料用濾過装置浄水装置の操作方法説明の受講及び実際に浄化されたプールの水

の飲料水に適合しているかのデータ確認を行いました。災害時の水の確保は最重要事項で、

日本フィルコン(株)／東大和市職員の熱心なご指導に本紙にて改めて御礼申し上げます。 

 「 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       」 

日本フィルコン(株)の社員の方     

  機器の説明をして戴きました                  飲料用濾過装置 

       フィルター部分 

 

 

 

 

 

主要仕様；濾過給水能力；3.8 ㎥／時 

エンジン；２サイクル(混合ガソリン) 

                     

     説明を受ける参加者              ２サイクルエンジン 

                            及びポンプ 
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1.5(65) 平成２８年度「東京防災」学習セミナー 
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1.5(85) 所有防災機器点検及び操作訓練 

 防災資機材の操作訓練参加報告 
                           

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

                           平成２９年０２月２５日 

 

 ０２月２５日に当防災協議会所有の防災資機材の操作訓練を開催した所、東大和市社会

福祉協議会、第二小学校ＰＴＡ及び協議会各団体の合計３０名強が参加し実施しました。 

 第一部；所有の無線機が地域内でどの程度の到達距離があるかの実験を行った所、当該

防災協議会地域内ではほぼ電波が到達する事が判明しました。 

 第二部；発電機、投光器、チェーンソー及びジャッキ操作訓練を行いました。 

 

 本部 

(訓練説明) 

               参加の皆様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               確認地域地図 

使用した無線機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チャーンソーの操作訓練 

                               ジャッキ操作訓練  

 

 

 

 

 

 

 

 

投光機／発電機の操作訓練 

 

 

1 
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1.5(88) 救急救命講習会 

平成２８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２８年０３月１１日 

 平成２９年０３月１１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２２名の参加があり、東大和市消防団(並木様他５名の団員)、

に心肺蘇生、AED の操作についてご指導をして戴きました。ご指導の団員の皆様に質問を

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

は救急救命の技術を地域住民の皆様へ拡大を図る為に、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。 

 

         ご指導戴いた皆様団員の皆様             椎野本部長 

                                挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              受講中の参加者の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義に使用した資料類               救急救命の基本動作説明状況 

 

 

 

 

 

 

 


