
No.区市町村名 申請団体名 事業名

1 千代田区 神田大和町会 町会小冊子製作による、住民間と企業町会員との絆作り事業

2 シーリアお台場５番街６号棟自治会 青少年健全育成のための昔遊び学習交流会事業

3 赤坂見附会 夜間災害発生時の行動指針及び避難誘導訓練による地域力向上事業

4 愛宕一之部連合町会 震災対策勉強会及び防災訓練による地域防災力の向上

5 天神東町会 防災訓練を通じた地域防災意識と防災力の向上

6 高田馬場町会 「地震災害時の手引き」の作成による防災力強化事業

7 榎町特別出張所地区町会連合会 「防災黄色旗」による管内一斉訓練と成果発表会

8 関口町会 スタンドパイプを活用した自助・共助による早期消火訓練

9 大塚坂下北町会 木造密集地域におけるスタンドパイプを活用した自助・共助による消火訓練

10 豊島ヶ岡町会 木造密集地域の火災危険を軽減するための初期消火訓練

11 表町町会 地域の初期消火能力向上対策事業

12 上千駄木町会 森鷗外生誕150周年記念市民交流事業

13 地縁法人　茗荷谷町会 茗荷谷町会恒例行事を通した防災・青少年健全育成ストラテジー

14 阿部川町会 木造密集地域におけるスタンドパイプを活用した自助・共助による早期消火体制の確保

15 長者町貳丁目町会 地域防災力の高い街づくり推進事業

16 今戸二丁目町会 防災講習会、防災マニﾕアル作成を通じた地域防災力の向上事業

17 谷中地区町会連合会 谷中地区青少年のための交通安全教室～地域で守ろう！子どもの命～

18 亀戸ビューフォート自治会 全世帯参加の冬期特別防犯・防火パトロール

19 京一旭町会 高齢者・要介護者のマップ作りとみまもり活動

20 コーシャハイム白鬚東自治会 災害停電時、高齢者等のケアのための防災力の向上

21 京島南町会 地域の活性化と防犯力の向上事業

22 隅田西町会 消火器材の訓練による防火行動力の向上事業

23 江東区 江東塩浜社宅自治会 地域の交流イベントを通じた共助による地域防災力の強化

24 品川区 大井三丁目町会 地域の伝統文化を通じた、地域の絆を育む交流会

25 八雲町会 動物ふれあいイベントと防災訓練体験実施事業

26 平町会 平町会初期消火活動訓練

27 馬込三本松町会 「防災を意識した年とするために」　青少年を対象とした防災のつどいと夜間防災訓練

28 新井宿六丁目町会 災害に強いまちをつくるための防災訓練実施

29 羽田旭町町会 災害時に向けた地域防災事業

30 西六郷二丁目町会 西六郷二丁目町会　広域防災対策事業

31 蒲田二丁目自治会 高齢者見守り活動

32 田園調布東久自治会 『想い出冊子』の配布を通した、地域の歴史と文化の継承事業

33 千鳥南町会 「もちつき大会」を通じた地域コミュニティ醸成事業

34 蒲田五丁目南町会 総合防災訓練

35 南六郷二丁目町会 災害時に消火器による初期消火で火災の発生を最小限に留めるための防災訓練

36 蒲田公団自治会 緊急時通信訓練

37 鵜の木三丁目町会 「伝統イベントを通じた、地域子育て・子ども見守り力向上事業」
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目黒区

大田区
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No.区市町村名 申請団体名 事業名

38 馬込東三丁目町会 地域力を結集して防災力・防犯力を高める事業

39 大森東地区自治会連合会 「第2回いつつのわふれあい祭り」による防災力強化事業

40 蒲田東地区自治会連合会 蒲田東フェスティバル

41 羽田地区町会連合会 「第一回　ふれあいまつり　萩中・羽田」

42 大田区矢口地区自治会連合会 “二十一世紀桜まつり”を通じた地域活性化事業

43 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高齢者の見守り事業

44 駒沢町会 震災時における地域延焼拡大危険の軽減事業

45 桜新町親和会
スタンドパイプを活用した災害時における地域延焼拡大危険の軽減並びに地域防災力の
向上事業

46 駒沢三丁目町会 地震火災発生時の火災拡大防止及び地域防災力の向上事業

47 上馬北部町会 防災・地域活動の人材発掘・育成事業

48 上馬東町会 地域力を向上させるための町会加入促進事業

49 駒沢親和会 地域の活性化を図るための町会活動広報事業

50 渋谷区本町氷川町会 地域による安心まちづくり事業

51 豊恵町会 イベントによる地域交流を活用した子どもの健全育成事業

52 渋谷円山町会 「渋谷円山の芸能と落語会」の開催による交流促進事業

53 渋谷区新橋地区町会連合会 地域コミュニティ連携による初期消火活動の体制確立と防災意識の向上事業

54 鷺宮六丁目南部町会 災害に備えた地域住民の防災意識、能力の向上促進事業

55 丸山町会 年末/特別パトロールを通じて地域の防犯・防災力の向上

56 弥生地区町会連合会 弥生地区町会連合会「海の森」育苗事業

57 野方地区町会連合会 年忘れチャリティ寄席

58 高円寺南一丁目西町会 “昔遊びと餅つき”を通した文化伝承・地域交流事業

59 下高井戸二・三丁目町会 木造密集地域におけるスタンドパイプを活用した早期消火体制の確保

60 方南二丁目町会
大規模地震発生時におけるスタンドパイプを活用した自助・共助による早期消火体制の確
保

61 上荻窪地区町会連合会 子供とつくる伝統行事「寒中もちつき大会」

62 巣鴨5丁目大親町会 災害時狭隘道路による「広域避難地」への避難誘導事業

63 池袋本町一丁目町会 クリスマスイルミネーションイベントを通じた地域活性と防犯活動

64 池袋本町親和町会 災害時の情報収集・連絡体制づくり事業

65 滝野川新西自治会 スタンドパイプを活用した地域防災力向上事業

66 田端新町一丁目睦会 スタンドパイプを配備し自助・共助による初期消火体制の充実と防災行動力の向上

67 志茂町会自治会連合会 河川周辺の清掃による青少年健全育成活動

68 荒川区 荒川区町屋町会連合会 町屋100年の森防災事業計画

69 志村城山町会 「地域の防災意識底上げ」で災害に強い町作り（Part 2)

70 蓮沼仲町会 顔の見える地域防災体制整備のための防災講演会・防災訓練

71 板橋区弥生町南町会 防災まちづくりイベント　２０１２

72 大山西町町会 大山西町町会の自主防災力強化事業

73 板橋区町会連合会富士見支部 富士見支部防災マップ作成及び防災まち歩き

74 南大泉2丁目町会 「絆を太く」南大泉２丁目防災交流会

75 東大泉団地自治会 独自の避難場所を開設し、地域の防災力を向上する事業

76 石神井ハイツ自治会 石神井ハイツ自治会「ふれあい　ほっと　サロン」

練馬区
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中野区
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No.区市町村名 申請団体名 事業名

77 光が丘第三アパート自治会 都営団地の犯罪抑止を目的とする防犯パトロール運動

78 石神井台沼辺町会 災害用資器材の活用とスタンドパイプ導入による地域防災力の向上

79
都営関町南四丁目第2アパート自治
会

つどい場を活用した高齢者とのつながりを強める事業

80 豊玉第一町会 豊玉第一町会　高齢者健康ラケットテニス大会

81 春日町町会 地域の連携強化と地域防災力向上を図る町会総合防災訓練

82 東大泉中村町会 防災委員の意識向上と、地域防災力を高める防災訓練事業

83 綾瀬東町会 防災冊子作成事業

84 扇南町会 扇南町会　防犯強化事業

85 梅田通町会 地域の絆　地域が支える、高齢者みまもり事業

86 青井三丁目中央自治会
住民手づくりの「団地寄席」と「防災講演会」の実施に伴う高齢者の見守り活動による地域
力向上事業

87 西新小岩リバーハイツ団地自治会 防災マニュアル作成を通じた居住者の防災力の向上

88 東金町五丁目大下町会 女性による災害時の活動・支援チームの創設及び地域防災力の向上

89 堀切自治町会連合会 平成24年度　堀切地域防災訓練

90 中散田町会 中散田文化祭による地域交流事業

91 八王子市裏高尾町摺指町会 「地域の環境整備活動」を通じた地域の活性化事業

92 元本郷なごみ会 防災訓練及び防災強化事業＝訓練体験を通して防災対応力を身につける

93 八王子市小比企町一丁目町会 実践的訓練による地域防災力強化事業

94 高尾紅葉台自治会 どんど焼きを通じた「地域力」の向上

95 鑓水町会 鑓水の歴史研究を通じた文化祭の開催

96 馬場谷戸町会 馬場谷戸町会における防災力強化事業

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

98 浅川地区町会連合会 「安全・安心シート」を全戸配布することによる地域の災害時救護体制強化事業

99 富士見町二丁目自治会 富士見町二丁目自治会自主防災組織の活性化事業

100 西砂自治会 災害時初期対策訓練を通じた地域防災力強化事業

101 青梅市 今井城の腰自治会 「餅つき大会」を通した地域の絆強化事業

102 府中市 四谷第一住宅自治会 自治会の再生と地域力向上大作戦

103 調布市 国領自治連合会 災害時緊急防災無線設置地域の防犯防災力の向上

104 成瀬町内会 避難所開設訓練

105 野津田町内会 野津田町内会大運動会

106 玉川学園第一住宅自治会 防災拠点づくりによる住民交流促進事業

107 馬駈自治会 災害弱者支援意識高揚と技術の養成事業

108 都営森野四丁目アパート自治会 木曽森野地域のイベントを通じた世代間交流

109 森野５丁目友隣自治会 防災訓練及び防災課外授業による災害意識向上事業

110 成瀬が丘自治会 地域をつなぐ“防犯防災提灯
ちょうちん

”設置作戦

111 鞍掛台自治会 地域の伝統芸能を通じて世代間交流事業

112 成瀬台三丁目自治会 成瀬台三丁目自治会　自主防災隊による地域防災訓練

113 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

114 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

115 小平市 富士見住宅自治会 防災訓練・節電推進と地域交流フェスタ

町田市

八王子市

立川市

練馬区

足立区

葛飾区
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116 小平市 鈴の木台自治会 災害時における地域の自主防災対策の向上

117 平山二丁目自治会 災害時　安否確認「黄色いハンカチ」作戦

118 七ツ塚自治会 食育と植育を通じた親子と地域の健全化の推進

119 廻田町下自治会 廻田町下地域防災訓練

120 富士見町西自治会 富士見町西地区防災対策事業

121 国分寺市 本多連合町会 防災ひろばを通じ地域防災力の向上と互助・共助力の強化

122 下宿自治会 木造密集地域におけるスタンドパイプを活用した自助・共助による早期消火体制の確保

123 竹丘一丁目・二丁目自治会連合会 竹丘一丁目・二丁目地域の防災交流会を通じて地域の連携を図る事業

124 野火止親和会 2012年度（平成24年度）野火止親和会防災強化・訓練事業

125 氷川台自治会 高齢者見守りネットワークの構築

126 多摩市 あたご地区自治連合協議会 「僕達立派な救助隊」大人に負けない子供の防災・節電教育

127 軍道自治会 防災訓練と地域防災力の向上

128 雨間町内会 災害時、避難所間の連絡手段の確立

129 あきる野市羽ヶ田町内会 地域の防災力向上をはかり安心できる町づくり

130 秋川ハイツ自治会 高齢者・若手一体となった全員参加型自主防災活動の強化／展開

131 二宮町内会 二宮町内会防災力強化事業

132 二宮団地自治会 災害時を想定した「避難訓練と安否確認及び防災訓練」実施事業

133 富士見台自治会 地域力向上防災訓練実施事業

134 山田中分自治会 コミュニケーションサロン開催と高齢者相互の見守り活動支援

135 西ケ谷戸町内会 地域の見守りパトロール事業

136 あきる野市増戸地区自治会長会 地域と小学校・中学校が連携した防災体制の確立事業

137 五日市地区自治会連合会 災害時および緊急時に備えた地域防災力の強化事業

138 あきる野市町内会・自治会連合会 町内会・自治会連合会のPR活動による加入促進事業

139 西東京市 荒屋敷自治会 防犯・防災活動を通じた地域力回復事業

あきる野市

日野市

東村山市

清瀬市

東久留米市
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