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１. 序 

南街・桜が丘地域防災協議会は平成２０年(２００８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１３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。本年度も例年通りの事業計画を立案しましたが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴い、殆どの事業を中止せざるを得ない状況になりました。特に

１１月２８日に開催を予定しておりました総合防災訓練(新型コロナウイルス対応の避難

所開設訓練)も、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止せざるを得なかった事は大

変残念な事態でした。又加盟の２１団体も活動の減少が見られましたが、来年度は早い

機会に新型コロナウイルス感染症を克服し、今まで通りの活動に復帰したいものです。 

 以下に本年度の活動状況を報告致します。 

 

２． ２０２０年度実施事業報告／発行報告書 

 2.1 事業報告／発行報告書 

    当防災協議会の２０２０年度の事業報告及び発行報告書(※印)は下記の通りです。 

 

  

２０２０年度南街･桜が丘地域防災協議会事業報告 

及び発行報告書(※印) 
               

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

                             ２０２１年０３月３１日 

 

当防災協議会の２０２０年度の事業報告及び発行報告書(※印；表示)は以下の通りです。

２０２０年度は各団体が計画した事業の多くは開催中止となりましたが、実施された事業

もあり、この点も含め報告しております。 

 

１．本防災協議会関連事項 

1.1 防災協議会本部事業関連 

  (1)  ２０２０年度防災協議会初度総会       ；０６月２７日(中止) 

 (2) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練        ；０７月０９日(中止)  

  (3) 防災機器操作訓練              ；０７月１８日(中止） 

(4)  家庭用火災警報器設置後１０ヶ年経過後の交換のお勧め；０７月２１日；※ 

  (5) 可搬ポンプ／スタンド パイプセット操作訓練；０８月０８日(中止) 

(6) 上半期総会                 ；１１月０１日；※ 

 (7) 総合防災訓練                ；１１月２８日(中止) 

  (8)  東京防災学習セミナー            ；XX月 XX日(中止) 

 (9) 東大和市消防団第七分団出初式へ参加       ；０１月１０日；※ 

  (10) 普通救命技能認定講習会          ；０２月０６日(中止) 

  (11) 防災機器操作訓練             ；０２月２１日；※ 

 (12) 放射線量測定 

(12)1 地域の空間放射線量の測定 

     (a) ０６月１０日測定；※    

     (b) ０９月０９日測定；※ 

     (c) １２月０９日測定；※ 

     (d) ０３月１０日測定；※ 

     (e) 平成２３年度(２０１１年度)から２０２０年度迄の測定変化グラフ 
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   (12)2 食品の含有放射線量測定 

     (a) ０９月０８日測定；※      

     (b) ０３月０９日測定；※ 

 

  1.2 加盟各団体の実施事業関連 

   (1) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃 ；０５月２３日；※ 

 (2) ２０２０年度親和自治会映画サロン／交流会 

      (a) 蜘蛛巣城            ；０４月１９日 

      (b) 死刑台のエレベータ      ；０６月２１日 

(c) 帰らざる河         ；０８月０２日 

(d) 終着駅           ；１０月１８日 

(e)  シェルブールの雨傘      ；１２月２０日 

      (f)  Ｓｈａｌｌ ｗｅ ダンス？；０２月２１日 

 (3) 栄二丁目自治会広報誌 

     (a)  にっこり広場第２９号      ；０４月２５日発行；※ 

     (b)  にっこり広場第３０号      ；０５月２５日発行；※ 

     (c)  にっこり広場第３１号      ；０６月２５日発行；※ 

     (d)  にっこり広場第３２号      ；０７月２５日発行；※ 

      (e)  にっこり広場第３３号      ；０８月２５日発行；※ 

     (f)  にっこり広場第３４号      ；０９月２５日発行；※ 

     (g)  にっこり広場第３５号      ；１０月３０日発行；※ 

     (h)  にっこり広場第３６号      ；１２月１５日発行；※ 

     (i)  にっこり広場第３７号      ；０１月２５日発行；※ 

     (j)  にっこり広場第３８号      ；０２月２５日発行；※ 

     (k) にっこり広場第３９号      ；０３月２５日発行；※ 

(4) 東大和音頭のプロモーションビデオの撮影    ；１０月０３日；※ 

(5) 栄三丁目自治会のパンダ公園清掃／防災訓練   ；１０月０４日；※ 

(6) 公園花壇の秋の花苗植替え実施(栄二丁目／栄三丁目／新海道自治会；１１月０９日；；※ 

(7) 栄一丁目自治会防災訓練            ；１１月１４日；※ 

(8) 東大和南公園探検クイズ（第一光ヶ丘自治会）  ；１１月１５日 ；※ 

(9) プラウド地区自治会防災訓練          ；１１月２１日；※ 

(10) 東京消防庁「２０２０年度地域の防火防災功労賞」；０１月１８日；※ 

           ● 優秀賞；栄三丁目自治会 

(11) 親和自治会防災訓練(防災組織結成)       ；０３月２７日；※ 

   (12) 新型コロナウイルス感染症拡大防止普及啓発事業助成金への参加 

      参加自治会(第一光ヶ丘/新海道/末広二/協和二/協和三/栄一/栄二/栄三) 

 

２．東大和市関連 

 2.1 市役所関連 

   (1) 第９回うまかんべー祭りの開催 ；０４月２５日／２６日(中止) 

   (2) 自治会長会議          ；０５月２２日(中止)(資料送付) 

   (3) 環境市民の集い         ；０６月０７日(中止) 

   (4) 水防訓練            ；０６月１４日(中止) 

 (5)  日頃から風水害への備えを   ；０７月０１日；※  

   (6) 東大和市総合防災訓練         ；０９月０６日(中止) 

   (7) 市民運動会           ；０９月２７日(中止) 

 (8) 東大和市避難所体験訓練        ；１０月０３日(中止) 

 

https://higashiyamato.net/thinking/2020/10/10/%e6%9d%b1%e5%a4%a7%e5%92%8c%e5%b8%82%e7%ab%8b%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%a0%a1%e5%ba%ad%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8c%e6%9d%b1%e5%a4%a7%e5%92%8c%e9%9f%b3%e9%a0%ad%e3%80%8d-%e3%83%97/
https://higashiyamato.net/thinking/2020/10/05/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%80%e5%85%ac%e5%9c%92%e6%b8%85%e6%8e%83%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%ab%8b%e6%9c%a8%e4%bc%90%e6%8e%a1%ef%bc%8f%e8%8d%89%e5%8f%96%e3%82%8a%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%80%89%e5%ba%ab%e6%95%b4/
https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/5bab3ead3e1beefed0fa56be10d196a9.pdf
https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/b8e49a99e47c86044fcae001bc336430.pdf
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   (9) 災害時の給水訓練          

    (a) 東大和給水所                ；１０月０８日；※ 

    (b) 上北台浄水所                   ；１０月０８日；※  

   (10) 第５１回 東やまと産業まつり     ；１０月３１日／１１月０１日(中止) 

   (11) 東大和市消防団出初式              ；０１月１０日；※  

   (12) 災害時のプールの水利用の給水訓練  ；０１月ＸＸ日(中止) 

   (13) 防災フェスタ                      ；０３月１４日(中止） 

(14) 令和２年度地域の写真展      ；０３月２６日；※ 

 

2.2 南街公民館 

   (1) 街づくり懇談会 

    (ｲ) １１月２６日(木)；都立東大和南公園見学；※ 

(ﾛ) １２月０３日(木)；東大和市の新型コロナウイルス対策；※ 

 (2) 地域のクリーン作戦 ；０３月ＸＸ日；中止 

 

３． 関連組織関連 

3.1  北多摩西部消防署 

  (1) 危険物安全週間；０６月０１日～０７日 ；※  

  (2) 防火防災会    ；０６月ＸＸ日 (中止) ；資料のみ添付；※ 

  (3) 住宅用火災警報器の交換目安(１０ヶ年） ；０７月０６日；※ 

(4) 防火防災会  ；１１月ＸＸ日(中止) 

  (5) 東京消防庁「２０２０年度地域の防火防災功労賞」;０１月１８日；※ 

           ● 優秀賞；栄三丁目自治会 

(6) 住宅用火災警報器の町会・自治会での共同購入；０３月２６日；※ 

 

3.2  東大和市社会福祉協議会 

  (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２０日(月) (中止) 

   (b) 第１回 ；０７月２０日(月) 

   (c) 新型コロナウィルス下における避難所での感染対策勉強会；０７月２７日(月) 

    （Zoom会議、東京都災害ボランティアセンター） 

   (d) 第２回 ；０９月１４日(月) 

   (e) 第３回 ；１１月１６日(月)  

   (f)  第４回 ；０２月１５日(月)（Zoom会議） 

   (g) 災害ボランティアセンター設置訓練 ；０３月１０(水)；※  

  (2) 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；０６月１７日；※  

   (b) 夏！体験ボランティア(石けん作り)；０８月０４日(中止) 

(c)  夏！体験ボランティア(狭山緑地)  ；０８月０５日 

(d)  夏！体験ボランティア(車いす体験)；０８月１２日；※ 

   (e) 合同会議；０９月１１日；※（Zoom会議） 

   (f) 第２回；０９月２９日；※  

   (g)  第３回；１１月２４日；※ 

(h) 福祉教育(車いす体験)(東大和市第二小学校)；１１月２６日 

(i) ボランティア登録者研修会；１２月１０日（Zoomの基礎）；※ 

   (j)  第４回；０１月２６日；※（Zoom会議） 

   (k) 第５回；０３月２６日；※ 

   (l) ボランティア登録者研修会；０３月２９日（Zoomの応用）；※ 

https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/079b0c47b13505d456b48e625fad1c95.pdf
https://higashiyamato.net/thinking/2020/10/15/%e7%81%bd%e5%ae%b3%e6%99%82%e3%81%ae%e7%b5%a6%e6%b0%b4%e6%8b%a0%e7%82%b9%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%bf%9c%e6%80%a5%e7%b5%a6%e6%b0%b4%e8%a8%93%e7%b7%b4%e4%b8%8a%e5%8c%97%e5%8f%b0%e6%b5%84/
https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2021/01/92bce389de1f63c9aedd23fd57137e30.pdf
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  (3) 自治会長会議 

   (a) 第一回；０７月２0日(資料送付)     

   (b) 第二回；０９月 xx日；中止 

 (4) ふれあい歩こう会 

   (a) ふれあい歩こう会(春)；０５月２５日(中止) 

    (b) ふれあい歩こう会(秋)；１０月１５日(中止) 

  (5) 第４３回福祉祭    ；１１月０８日 (中止) 

  (6) てとてとての発行 

    (a) てとてとて第４号；０６月１０日；※ 

   (b) てとてとて第５号；０９月１０日；※ 

   (c) てとてとて第６号；０１月１０日；※ 

 

3.3 学校関連 

(1) 第二小学校 

    (a) 入学式   ；０４月０７日；※ 

    (b)  運動会   ；１０月２４日(中止) 

    (c) 学習発表会 ；１１月２０／２１日(中止) 

      (d) 卒業式   ；０３月２５日；※ 

(2)  第二中学校 

     (a) 入学式   ；０４月０６日 

      (b) 体育大会  ；０５月３１日(中止) 

      (c) 卒業式     ；０３月１９日 

(3)  都立東大和南高校 

     (a) 宿泊防災訓練  ；０６月２１／２２日 (中止) 

     (b) 文化祭      ；０９月０７／０８日(中止) 

     (c) 吹奏楽定期演奏会；０３月２６日(中止) 

(4)  都立東大和高校 

     (a) 宿泊防災訓練  ；０８月２３／２４日(中止) 

     (b) 文化祭      ；０９月１４／１５日(中止) 

     (c) 吹奏楽定期演奏会；０３月２７日(「中止)  

 

3.4  東大和病院 

(1) 健康フェア   ；０５月ＸＸ日 (中止)   

   (2) トリアージ   ；１１月ＸＸ日(中止) 

 

3.5  東大和警察署 

   (1) 新型コロナウイルス感染症便乗詐欺に注意；０５月２０日；※ 

   (2) ふれあい連絡協議会(南街交番） 

    (a)  第一回打ち合わせ；０８月２２日 

(3) 「110番／＃9110番」の適正利用宣言；※ 

(4)  見守りカメラ撤去説明会；２０２１年０４月１７日予定 

 

3.6  都立東大和南公園 

   (1) ２０２０年度防災会議    ；０９月ＸＸ日(中止) 

   (2) 防災訓練          ；１０月１１日(中止) 

     

 

 

https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/e4985e4b74fb5039cadd4fba82af62ef.pdf
https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/e4985e4b74fb5039cadd4fba82af62ef.pdf
https://higashiyamato.net/thinking/2020/09/19/%e3%80%8c110%e7%95%aa%ef%bc%8f%ef%bc%839110%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%81%a9%e6%ad%a3%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%ae%a3%e8%a8%80/
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3,7  南街地区自治会集会所委員会 

  (1) 敷地内清掃(草取り) 

   (a) ０６月２０日(土)；※ 

   (b) １１月０７日(土)； 

  (2) ２０２０年度総会；０６月２１日(日) 

  (3) 役員会；０９月２７日 

        ；１２月２０日 

        ；０３月２１日 

 

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(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；https://higashiyamato.net/    

    ● 考えよう街創り 

    アドレス；https://higashiyamato.net/thinking 

    

以上 

 

2.2 防災協議会加盟団体の防災関連事業報告明細 

     上記事業報告書の内、下記に防災協議会参加団体の防災関連実施事業 

      について最初の１ページのみ掲載を致します。  

  

◎ 栄一丁目自治会防災訓練           ；１１月１４日；※ 

 ◎ プラウド地区自治会防災訓練         ；１１月２１日；※  

◎ 東京消防庁「２０２０年度地域の防火防災功労賞」０１月１８日；※ 

           ● 優秀賞；栄三丁目自治会 

◎ 親和自治会防災訓練(防災組織結成)      ；０３月２7日；※ 

 

上記４件を含め全て発行資料は、本紙４項（３７～４０ページ参

照）に示す３件の無料ホームページ／ブログ／ポータルサイトでご

覧戴く事が出来ます。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。 
 

 

 

 

 

 

 

https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/5bab3ead3e1beefed0fa56be10d196a9.pdf
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15(7) 栄一丁目自治会防災訓練；１１月１４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ２０２０年１１月１４日 

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

 

 栄一丁目自治会第９回自主防災訓練は、「令和２年東京都地域の底力発展事業助成」の支

援を受け、１１月１４日に同自治会地域内の参加会員宅及び四つ公園にて実施されました。  

 本防災訓練は当初本年６月に実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大で中止さ

れ、その後「密にならない訓練内容」を検討しその結果として、以下の訓練を、 

  ● 各会員の安否確認作業及び「黄色い旗」の各参加会員自宅に掲示確認 

  ● スタンドパイプを使用した、緊急用簡易給水栓訓練 

  ● 発電機起動、投光器点灯、和式便器展示 

東大和市消防団第七分団の団員の皆様のご指導して戴き実施致しました。当日は天候にも 

恵まれ自治会員約４０名の参加があり、南街・桜が丘地域防災協議会本部から２名が参加 

して訓練の取材を行いました。 

 開会式の状況 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 第七分団の団員の皆様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/5bab3ead3e1beefed0fa56be10d196a9.pdf
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15(9) プラウド地区自治会防災訓練；１１月２１日 

 

プラウド地区自治会 2020 年度防災訓練の開催 
 

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

                             ２０２０年１１月２１日 

 

 プラウド地区自治会の２０２０年度防災訓練が１１月２１日午前１０時より同自治会内

公園で、北多摩西消防署隊員のご指導により約３０名の自治会員が参加して開催されまし

た。幸いに天候にも恵まれ初冬の公園内で、 

● 消火器を用いた消火訓練 

● 心肺蘇生／ＡＥＤ操作訓練 

●  

を実施し、訓練には下記２点の資料を使用し防災の意識を高める事が出来ました。 

     ● 命を救う応急手当 

     ● 地震に備える(地震だ！まず身の安全) 

尚同上２件の資料は本紙５頁以降に添付しております。 

 南街・桜が丘地域防災協議会本部からも２名参加致しました。 

 

開会式の状況 
                           北多摩西部消防署消防車 

北多摩西部消防署隊員から訓練説明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          訓練に参加のプラウド地区自治会会員 
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15(10) 東京消防庁「２０２０年度地域の防火防災功労賞」０１月１８日；※ 

           ● 優秀賞；栄三丁目自治会 
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15(11) 親和自治会防災訓練(防災組織結成)；０３月２7 日 

 

 

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

                             ２０２１年０３月２７日 

 

 親和自治会は南街・桜が丘地域防災協議会に加盟の団体で、本年度防災組織を発足し、

２０２１年０３月２７日に第一回防災訓練を実施しました。親和自治会では防災組織を発

足するに当たり、防災活動検討チーム(自治会内有志及び外部アドバイザー)を結成し検討を

進め、関連資料作成及び防災機器整備費の一部は、東大和市からの防災機器の貸与、およ

び東京都の令和２年度「地域の底力発展事業助成金」の活用も致しました。今回の訓練を

スタートとして今後の防災組織の一層の強化を期待しております。 

 本防災訓練には「南街・桜が丘地域防災協議会本部」からも見学をさせて戴きましたの

で、以下その参加報告を致します。 

  北多摩西部消防署車両           北多摩西部消防署  

                          須藤様 

 

 

 

 

 

 

 

自治会会長の大村様から本日の防災訓練の主旨及び訓練内容／タイムテーブールの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北多摩西部消防署；山西様から防災講話 

 

 

 

 

 

 

 


