
番号 区市町村名 申請団体名 事業名

1 新宿区 北新宿四丁目町会 交流型イベントにおける節電啓発事業

2 天一町会
避難所運営協議会からの要請に応え町会自主防災組織の強化を図る
事業

3 天二町会 大地震を想定した町会の自主防災の強化

4 天三町会 大地震を想定した災害備蓄品や資機材を使った町会住民による訓練

5 文京区白山前町町会 パノラマ画像を活用した地域の情報化モデル事業

6 本郷二丁目元一会 避難所運営訓練

7 同朋町会 町会自主防災組織の備品、資機材の補充と住民による防災力の向上

8 関口1丁目南部会 町会防災活動への理解と新旧住民の交流と町会加入促進

9 小島二丁目西町会 防災訓練実施と地域防災フォーラム開催を通した市民活動事業

10 谷中初四町会 「谷中初四町会　触れ合いを通して防災意識の向上」

11 元蔵前三丁目町会 地域での炊き出し訓練と防災センター見学会を通した市民活動事業

12 下車坂町会 防災訓練を通して安全・安心の街づくり

13 隅田中央町会 防災運動会

14 墨田区立花南町会 防火・防災・防犯活動を通じた住民連係強化事業

15 東向島町会 災害時自助のための啓発活動

16 両国二丁目町会 無線機を利用した防災整備計画事業

17 江東区 都営塩浜２丁目第４団地自治会 地域合同運動会による安心・安全のまちづくり推進事業

18 品川区 八潮パークタウン第７号棟自治会 集中的訓練による防災組織の再構築事業

19 目黒区 八雲町会 動物ふれあいイベントを通じた地域交流促進事業

20 大田区自治会連合会 「地域の魅力再発見ガイドブック」の作成

21 大森東地区自治会連合会 「第一回いつつのわふれあい祭り」～交通公園オープンを祝して～

22 道塚自治会 コンサートを通じた地域交流・地域力向上事業

23 矢口地区自治会連合会 ”21世紀桜まつり”を通じた伝統文化事業

24 上池上自治会 地域の災害時要援護者を対象とした避難所誘導訓練

25 蒲田三丁目町会 防災訓練の実施及び防災連絡名簿・災害時要援護者名簿の作成

26 蒲田四丁目町会 防災訓練とミニ運動会を通した地域交流による、地域力向上事業

27 田園調布地区自治会連合会 田園調布グリーンフェスタを通じた防災力向上啓発事業

28 大田区糀谷地区自治会連合会 糀谷地区一斉合同防災訓練の実施

29 西六郷一丁目町会 西六郷一丁目町会防災訓練

30 西六郷二丁目町会 矢口消防第７分団との防災訓練

31 南六郷二丁目町会 災害時倒壊家屋による被害を最小限に留めるための防災訓練

文京区

台東区

墨田区

大田区
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32 仲六郷三丁目町会 仲六郷三丁目会防災訓練

33 笹丸自治会 自治会と小学校ＰＴＡとの合同避難所訓練

34 多摩川ハイム自治会 多摩川ハイム防災訓練

35 豊恵町会 地域連携で開催する夏休み家族夕涼み会を通じた防災意識向上事業

36 渋谷区新橋地区町会連合会 恵比寿東公園芝生化による環境整備活動及び地域防災事業

37 中野区丸山町会 中野区／丸山・野方地区防災訓練

38 弥生地区町会連合会 「中野新橋完成記念イベント」を通じた地域交流事業

39 中野駅前南口町会 防災訓練を通した地域国際交流事業

40 鷺宮六丁目南部町会 防災訓練を通じた災害に強い地域作り事業

41 和田地区町会連合会
伝統文化イベント事業　ノベンバー・フェスタ２０１１　<　和田地区　安全
安心街づくり　>

42 天沼地区連合会 情報の共有・発信　天沼８町会「つながる」ホームページ作成事業

43 高円寺北地区町会連合会
新しい魅力を発信する街「高円寺に行こう！」プロジェクト地域の伝統芸
能イベントを通じた地域国際交流事業～「高円寺演芸まつり」～

44 西池袋四丁目自治会 災害時等のための居住者把握と救急活動補助事業

45 北大塚伸和町会 災害時、消火・救助・救出体制づくり事業

46 池袋御嶽町会 防災ネットワークの構築と防災要員の育成

47 北大塚上池袋宮新町会 災害時の消火体制整備事業

48 上池袋昭和町会 道路狭隘区域内の消火体制づくり事業

49 巣鴨５丁目大親町会 中高年男性会員拡大のための地域シルバーカルチャー発表会

50 十条地区町会連合会 十条地区防災力アップ事業～避難所開設（夜間）訓練を重点に

51 上十条三丁目町会 初期消火体制の充実と器材の購入

52 上十条四丁目町会 震災訓練の更なる充実と器材の整備について

53 志茂町会自治会連合会 秋のフェスティバルを通した地域活性化事業

54 中台若木町会 中台若木町会防災マニュアル作成事業

55 板橋区熊野町町会 熊野町町会夏祭りを通じた節電ＰＲ事業

56 板橋区町会連合会仲町支部 仲町地区防災マップ作成事業

57 常盤台三丁目町会
ー知りたい　学びたい　ためになるー第１回「常三・コミニュティカレッジ」
（他団体との協働事業）

58 板橋区弥生町南町会 防災まちづくりイベント２０１１

59 幸町町会 幸町ふれあいまつりを通じた防災訓練

60 蓮沼東町会 「外国人と共に行う、被災地復興フェア」を通じた国際交流事業

61 蓮沼西町会 「防災ホームページ作成と防災訓練」を通じた防災対策事業

62 板橋区町会連合会富士見支部 防災タウンミーティング＆避難所宿泊訓練

大田区

渋谷区

中野区

杉並区

板橋区

豊島区

北区
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63 北町二丁目町会 まちの歴史文化再生事業

64 光が丘第一自治会 災害時における自治会と地域住民の連携強化

65 光が丘第３アパート自治会 災害時の高齢者等救出訓練を通じた地域連携強化事業

66 桜台一丁目町会 防災訓練等を通じた人材育成・地域防災力向上事業

67 桜台親和町会 地域の放射線量を知るための防災事業

68 桜台四丁目南町会 防災訓練を通じた地域の親睦事業

69 南大泉一丁目町会 防災に関する視察研修を通して地域活動の向上を図る事業

70 豊玉西町会 世代間交流・町会加入促進を目的とした夏まつり事業

71 伊興中央町会 「長寿を祝う敬老会」支え合い絆を深める集い

72 北加平町会
子供から大人までが参加できる自転車安全講習会と秋祭り（餅つき大
会）

73 弘道地区町会・自治会連絡協議会
落語で地域の連帯の大切さを学ぶ地域活性化事業～笑いの中に見出
す地域の連帯とその力～

74 鹿浜押部町会 防災用品の購入と足立区立第八中学校避難所運営訓練

75 堺田町会 花畑小避難所管理運営訓練

76 隅田自治会 防災型運動会及び災害訓練等による自治会活性化事業

77 第十四中学校近隣自治会連合会 避難所を起点とした災害に強い街づくり事業

78 中央本町三丁目町会
住民防災訓練を通じた地域力向上事業
～住民の災害に対する危機管理意識の啓発と地域の結束力の更なる
向上～

79 千寿本町五町会連絡会 千寿本町五町会連絡会　災害対策強化事業

80 葛飾区 小菅西自治会
自治会地図を拡充し、地図を利用した自治会事業や自主的行動を推進
する事業

81 浅川地区町会連合会 「梅の木お助け隊」を通じた地域活性化事業

82 大谷町町会
八王子大谷町安心カード活用事業＝地域の触れ合いと絆の向上を目
指して＝

83 加住町会 加住町会自主防災力強化事業

84 横山南町会自治会連合会 防災訓練及び防災力強化事業＝地域でつなごう防災の輪＝

85 鑓水尾根協議会 地域の「自助・共助・公助」意識を高める防犯防災事業

86 紙谷町会 コミュニティ防災拠点の整備を通じた地域力向上事業

87 立川市 立川市自治会連合会西砂支部 西砂地区防災訓練＆避難所運営シミュレーション

88 サンヴァリエ桜堤自治会 夏まつりを通じた地域防災意識向上事業

89 武蔵野緑町パークタウン自治会 災害発生時に本当に役立つ自主防災のための地域連携事業

90 今井城の腰自治会 地域活性化のための異世代交流と加入者促進事業

91 梅郷3.4.5丁目連合自治会 わが町の防災対策

92 福島連合自治会 地域の防犯を考える事業

93 昭島市自治会連合会 “いざの時”の地域防災リーダーの育成とリーダーの見分け対策

94 昭島市自治会連合会　第１７ブロック 安否確認ステッカー制度の運用で、地域の防災意識の向上と絆づくり！

昭島市

練馬区

足立区

八王子市

武蔵野市

青梅市
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番号 区市町村名 申請団体名 事業名

95 柳会自治会 「安全・安心防犯パトロール隊」を中心とした防災対策事業

96 八雲会自治会 秋祭りを通じた地域交流事業

97 国領自治連合会 安全・安心パトロールの維持と防犯・防災対策事業

98 町田市鶴川四丁目富士見会
地域交流事業「親子で楽しむミニコンサート」及び「スリランカの子供達
のことを知ろう」

99 都営森野四丁目アパート自治会 地域の防災力を立体的に進めて行く事業

100 高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会 高ヶ坂・成瀬地区　防災・節電対策健康促進・地域交流事業

101 玉川学園地区町内会自治会連合会 災害時地域住民連絡網の構築

102 成瀬が丘自治会 地域をつなぐ“防犯防災提灯”設置作戦

103 小平市 富士見住宅自治会 防災訓練を通じた地域交流フェスタ

104 日野多摩川自治会 三世代交流イベントを通じた防犯・防災事業意識の高揚を図る事業

105 豊田団地自治会
高齢者が知識と経験を活かし、目に見える防犯・防災活動等を通した地
域活力増強事業

106 七ツ塚自治会 農ある自治会七ツ塚活性化事業

107 栄町一丁目自治会 フレッシュ！久米川楽市

108 廻田町上自治会 東村山市廻田町地域防災炊き出し訓練

109 東大和市 南街・桜ヶ丘地域防災協議会
東日本大震災による福島原子力発電所事故後の地域放射線量の継続
測定

110 富士ヶ丘自治会 防災訓練の実施で自主防災組織の活動内容の充実

111 神明山自治会 防災運動会（防災をテーマにした運動会）

112 中丸自治会 自主防災活動を通じた地域活性化事業

113 多摩市 あたご地区自治連合協議会 地域ぐるみで「防災･節電・防犯」運動

114 東秋留地区町内会・自治会連合会 東秋留地区災害時連携体制強化事業

115 西秋留地区会長会 災害時を想定した「避難訓練と情報伝達訓練」実施事業

116 あきる野市中平自治会
「隣保共助」による防災訓練及び消防庁立川防災館での体験型防災学
習事業

117 あきる野市増戸地区自治会長会 災害時を想定した「避難訓練と情報伝達訓練」実施事業

118 多西地区町内会・自治会連合会 小型無線機による情報伝達訓練

119 上代継町内会 防災意識の高揚を企る防災訓練

120 緑の里自治会 緑の里防災力強化事業

121 戸倉・小宮地区自治会連合会 緊急時を想定したデジタル簡易無線による情報送受信訓練

122 五日市地区自治会連合会 防災訓練を通した、災害時の地域連携強化を図る事業

123 網代自治会 地域作品展において防災展示コーナー及び防災についての啓発

124 山田中分自治会 山田中分防災の集い・地元チームワークの結集

125 鎮守台自治会 鎮守台自治会防災活動事業

126 三和会 三和会子供まつり～親子で防災を考えよう～

127 日の出町 日の出町自治会長連合会 日の出町郷土芸能発表会を通じた世代交流事業

西東京市

調布市

町田市

日野市

東村山市

東久留米市

あきる野市
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