
1 千代田区 飯田橋町会 いい町、むかし、飯田橋プロジェクト

2 中央区 新富町会 地域の伝統芸能を通しての青少年健全育成事業

3 新宿区 若松地区町会連合会 地域連携による防犯パトロール

4 小日向台町町会 実践的な初期消火訓練による地域防災力向上事業

5 音羽三和会 地域の防災力向上へ向けた体制づくり

6 指ヶ谷町会 地域の消火能力向上事業

7 東青柳町会 もちつき大会の開催による地域活性化事業

8 関口一丁目南部会 地域の防災力強化事業

9 大塚窪町町会 災害に強い町づくり事業

10 駕籠町会 消火体制構築のための防災事業

11 古川松ヶ枝町会 防災行動力を高めるための体制づくり事業

12 林町町会 地域の防火防災活動事業

13 水道端町会 消火資器材の整備による防災力向上事業

14 西原町会 地域で発生する火災に備えた防火防災力向上事業

15 音八会 消火活動対応能力向上のための地域防災事業

16 大塚四丁目協力会 地域の災害危険を克服するための取り組み

17 白山指ヶ谷町会 自分たちの町を火災から守る防災事業

18 白山前町町会 高齢化社会における地域連携の絆づくり事業

19 丸山町会 大災害に備えて震災マップ作成事業

20 文京区大塚坂下南町会 町会内で発生する火災に対する不安の低下を図る事業

21 文京中央町会 大震災に備えた防災力向上事業

22 春日二丁目町会 地域で取り組む防災力向上事業

23 日本堤１丁目中央町会 防災注意喚起ポスター、防災マップ作成を通じた地域防災力の向上事業

24 東桜木町会 防災活動～となり組意識の拡張～

25 柳橋町会 情報化の強化による地域活性化と安心・安全な町づくり

26 浅草橋地区町会連合会 イベントを通した地域活性化事業

27 元浅草三丁目町会 防災訓練及び炊き出し訓練

28 石原四丁目町会 町会消火隊を中心とした消火資器材による訓練を通じた地域防災力の向上

29 八広町会 消火資器材の訓練による防災行動力の強化

30 隅田町東町会 消火機材を活用した地域防災力の向上事業

31 立川三丁目町会 地域防災力強化事業
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32 梅若町会 スタンドパイプを活用した地域防災力の向上事業

33 隅田中睦町会 消火器材の取扱訓練を通じた防災活動の強化

34 東向島二丁目睦町会 消火器材の使用による地域防災力の向上

35 玉の井町会 消火資器材の訓練による防災行動力の強化

36 横川五丁目南部町会 震災に備えた町内互助防災計画整備

37 北砂5・6丁目町会 運河を用いた防災活動講習会、地域の歴史の記憶の掘り起しを通じた防災力の向上

38 都営亀戸9丁目2号棟自治会 大地震による津波避難者の救済対策事業

39 東雲都橋公社自治会 東京マラソン応援イベントを通じた地域の絆づくりの促進

40 目黒区 大岡山町会 木造密集地域における自助・共助による早期消火体制の確立

41 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

42 田園調布南町会 「５町会をまわろう！レッツ５★スタンプラリー」を通じて地域交流する市民活動事業

43 南蒲田二丁目町内会 防災無線講習会　～自助・共助の心を育む～

44 南六郷一丁目町会 南六郷一丁目町会　初期消火講習会

45 東六郷一丁目町会 学校避難所訓練の実施

46 萩中町会 １２オータム　フェスティバル・イン萩中　（萩中文化祭）及び新春餅つき大会

47 交和会
スタンドパイプを活用した震災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

48 深友会 スタンドパイプを活用した初期消火訓練と地域防災力向上事業

49 渋谷区 本町東町会 防災講演会と防災訓練による地域防災力向上事業

50 中野区 新中野町会 もちつき大会を通じた地域力の向上促進事業

51 仲宿睦町会 仲宿睦町会救援隊

52 桜川町会 桜川町会安心まちづくり強化事業

53 小豆沢北町会 小豆沢北町会親子炊き出し訓練

54 大泉北泉町会 共助による防災力を強める北泉町会地域合同防災訓練

55 早宮３･４丁目町会 早宮３･４丁目町会　地域防災力向上事業

56 コーシャハイム光が丘第三自治会 災害時における昼夜の生活力・防災力向上事業

57 大泉町四丁目町会 地域の連帯を強化し防火、防犯力を高める事業

58 栄町町会 地域で取り組む「防災意識」の醸成と「防災体制」の強化・連携事業

59 むつみ台団地自治会 防災講習会、防災マニュアル作成を通じた防災意識の強い団地づくり

60 富士見台町会 地域の安全を守る年末特別防犯パトロール事業

61 足立区 鷲宿町会 災害時要援護者リスト・支援者リストの作成及び要援護者救助訓練

62 細田三丁目町会 地域防犯力を高める青パト隊による安全・安心見守り活動

63 細田一丁目町会 細田ふれあいまつり絆 in ２０１３
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64 めじろ台一丁目町会 めじろ台地区防災まつり（防災訓練）

65 寺田町町会 防災力強化と防災訓練

66 片倉台自治会 地域防災力構築に向けた防災訓練

67 子安町西四丁目町会 災害時における防災マップの作成・配布等を通じた地域の防災意識向上事業

68 立川市自治会連合会 ホームページ作成による地域の情報発信力強化事業

69 東栄会自治会 ホームページ活用による自治会情報伝達の迅速化と情報の一元管理

70 富士見町住宅自治会 高齢者のための交流サロン事業

71 府中市 本宿町一丁目自治会 災害発生時に電話に代わるトランシーバー利用の情報システム構築

72 郷地東町連合自治会 郷地東町連合自治会　自主防災力強化事業

73 拝島町東自治会 防災訓練を通じた自主防災力の向上

74 真光寺町内会 防災対策事業

75 南成瀬中央町内会 高齢者の健康生活の支援事業

76 成瀬台自治会連合会 地域拠点の避難施設化による地域総合防災力強化事業

77 忠生中央町内会 忠生中央町内会自主防災訓練

78 小平市 鷹の台団地小平自治会 自主防災力向上を基にした地域住民交流事業

79 平山一丁目自治会 地域防災力の向上事業

80 グランループ自治会 大規模地震が発生した時の安心の友のガイドライン作成

81 東村山市 南青葉自治会 青葉町地域震災訓練

82 国分寺市 高木町自治会 髙木町防災小冊子を通じた地域防災力向上事業

83 福生市 福生市鍋ヶ谷戸第二町内会 防災マップによる地域の安全・安心まちづくり事業

84 南街栄一丁目自治会 災害時要援護者支援のための「防犯ふれあい小組」で活性化

85 南街二丁目協和三自治会 初期消火訓練で地域の防災力の向上を図る事業

86 清瀬市 都営清瀬野塩東アパート自治会 主に高齢者を対象とした自助・共助による早期救出訓練

87 武蔵村山市 学園自治会 地域の「防火・安全・安心町づくり」

88 あきる野市 小川町内会 災害時における誘導・連絡手段および障害者・救援物資等の運搬手段の確立

89 瑞穂町 箱根ヶ崎八丁目町内会 演奏会開催により青少年と地域との交流、活性化を図る
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