
 

 

 

 

 

 

 

 

大和市ではこれまで、社会状況や市民のニーズを読み取り、先を見据えた条例を制定してき
ました。近年制定した主なものを紹介します。 
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大和市の 

時代を捉える眼と寄り添う心 

こもりびと支援条例 

大和市では「ひきこもり」という

言葉に代えて「こもりびと」という、

より温かみのある呼称を使ってい

ます。この条例は、全国初となるひ

きこもりの支援に関する総合的な

施策の推進のための条例です。 

ここがポイント こもりびとやその家族

等が、孤立することなく安
心して生活し、望んだとき
に必要な支援につながる
ことのできるまちを目指
します。 
（令和４年９月施行） 

終活支援条例 

６５歳以上を含む世帯のう

ち、一人暮らし世帯の割合が全

国平均より高い大和市。地域の

特徴を踏まえた同条例を制定

して、「おひとりさま政策課」が

継続的な支援をしています。 

ここがポイント 人生のエンディングに向

けた準備をしておく終活に

取り組み、最後まで自分ら

しく生きられるよう支援し

ます。 

（令和３年７月施行） 

歩きスマホの防止に関する条例 

全国初となる歩きスマホに特

化した条例です。この取り組み

への関心は高く、国内はもちろ

ん、イギリス、フランス、ドイツ、

スイス、中国のメディアでも紹

介されました。 

ここがポイント 歩きスマホによる交通

事故などを防止するた

め、道路など公共の場所

での歩きスマホを禁止し

ます。 

（令和２年７月施行） 

子どもの外遊びに関する基本条例 

子どもが外で遊ぶことの必

要性や重要性を、市民等にも

理解を求め、その環境づくりを

一体となって推進しています。 

ここがポイント 子どもの成長過程にお

ける外遊びの必要性と重

要性を皆で認識し、子ど

もが外遊びできる環境づ

くりを進めます。 

（平成２９年４月施行） 

おひとりさま支援条例 

全国初となる一人暮らしの高

齢のかたの支援を健康の観点

から捉えた条例です。外出促進

や社会とのつながりを持てるよ

う普及啓発しています。 

ここがポイント 高齢で一人暮らしの「お
ひとりさま」が増えていま
す。「一人になってもひと
りぼっちにさせないまち」
の実現に向けた取り組み
を進めます。 
（令和４年６月施行） 

認知症１万人時代条例 

誰もが認知症の人に関わる

ようになった時代のニーズを捉

え、認知症の人やその家族等

介護者の視点で、正しい認知

症の理解の啓発や相談支援な

どに取り組んでいます。 

ここがポイント 認知症は誰もがなり得

るものです。認知症の人

や家族等が、希望と尊厳

を持って暮らしていける

共生のまちを目指します。 

（令和３年９月施行） 

おもいやりマスク着用条例 

国内で初めて緊急事態宣言が

発出された直後に条例を制定。

マスクの着用は強制ではなく、

市民の皆さまに、思いやりの心

を大切にしながら、感染を予防

することへの協力を求めました。 
 

ここがポイント 新型コロナウイルス感
染症等に対して、周囲の
人を思いやる心を大切に
しながら、必要によりマス

クを着用し、感染の予防や
拡大防止に努めます。 
（令和２年４月施行） 

歩く健康づくり推進条例 

条例制定後、健康づくり推進

課に「健康施策・歩こう係」を設

置。ウォーキンピック開催など歩

く健康づくりを推進しています。 

ここがポイント 歩くことを通じて日常

生活に根付いた身近な健

康づくりに取り組めるよ

う、歩く健康づくりに関す

る施策を推進します。 

（平成３０年１０月施行） 
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楽しく踊ろう！盆踊り 

民謡や演歌に合わせ皆で一緒に踊る【日】３/２２、４/５

いずれも水曜日１１：００～１２：３０【場】シリウス６階生涯

学習センター【対】中高年の女性【費】各５００円【持】洋

服可【申】花翠会・西田☎０９０-１２０２-４９２６へ 

地域交流さわやかダンスパーティ 

ミキシング、トライアル、抽選会【日】３/２２（水）・４/２０

（木）いずれも１３：２０～１６：１０【場】シリウス内サブホー

ル【定】各１００人【費】各７００円【持】ダンスシューズ【申】

不要【問】さわやかダンスクラブ・山口☎０９０-８９４０-４

９２０ 

楽しくできる３Ｂ体操 

脂肪燃焼。健康で若さを維持【日】３/２２～４/２６の毎

週水曜日１５：３０～１６：３０（期間中に２回参加）【場】鶴

間コミセンまたは西鶴間コミセン（予定）【対】成人女性

【費】１，０００円【持】室内シューズ、タオル【申】さんびぃ・

木下☎０９０-８６４１-７７０７へ 

はじめよう！心と身体の健康体操 

懐メロや童謡で簡単リズム運動と脳トレ【日】①３/２３

（木）１４：００～１５：００・②２４（金）、③４/３（月）いずれも 

１１：３０～１２：３０【場】①②シリウス６階生涯学習センタ

ー、③渋谷学習センター【対】中高年の女性【費】各５００

円【持】動きやすい服装【申】ミュージック健康体操・かす

い☎０８０-６６６１-９３３９へ 

「大美展」大和美術協会 

会員展、洋・日本画、水彩画、パステル【日】３/２４（金）

～２９（水）１０：００～１７：００【場】イオンモール大和３階イ

オンホール（下鶴間１-２-１）【申】不要【問】大和美術協

会・田宮☎０９０-５５４３-４５５１ 

桜丘中国語サークル・教室開放 

中国語に興味のある人の授業参観【日】３/２４（金）１９：

３０～２１：００【場】桜丘学習センター【対】高校生以上の

市民【定】先着５人【持】筆記用具【申】３/２３（木）までに

桜丘中国語サークル・鈴木☎０４６-２７６-２１９３へ 

活動発表会―見て聞いて生涯学習 

①絵画などの展示、②舞踊や琴など公演【日】①３/２５

（土）・２６（日）・２８（火）１０：００～１６：００、②３/２６（日）

１１：００～１６：００【場】いずれも渋谷学習センター【定】②

１００人【申】不要【問】ボランティア講師の会・棟長☎０９

０-２６６４-８９８７ 

太極拳無料体験 

全身運動で心身ともにリラックス【日】３/２５、４/１・１５い

ずれも土曜日１７：３０～１９：３０【場】桜丘学習センター

【持】室内シューズ、飲み物【申】大和孔拳会・天野☎０９

０-６１２４-９３３９へ 

第３０９回大和正論の会講演会 

田中英道氏講演「関東の古代史」【日】３/２６（日）１４： 

００～１６：３０【場】シリウス６階生涯学習センター【定】先

着１４０人【費】１，０００円（学生５００円）【申】大和正論の

会・清水☎０８０-３４６６-５０９２へ 

県央ウォーキング協会 

いずれも【費】各５００円【持】軽食、雨具、飲み物【申】不

要【問】県央ウォーキング協会・三浦☎０４６-２６３-５１５

４／恩田川の桜１４㎞▶【日】３/２８（火）９：００～１２：３０

頃【場】すずかけ台駅前集合、町田駅解散／四季の森・

里山ガーデン１０㎞▶【日】４/６（木）９：００～１２：００頃

【場】中山駅北第一公園（横浜市緑区中山町３２１-２０）

集合、中山駅解散／八重桜の道１２㎞▶【日】４/１８（火）

９：００～１２：００頃【場】東林間駅前公園（相模原市南区

上鶴間７-８）集合、大和駅解散 

スマホなんでも相談 

１時間マンツーマンで丁寧な対応【日】３/２８・４/４いず

れも火曜日１０：００～１５：００【場】ベテルギウス内大和

市民活動センター【対】市内在住・在勤・在学者【定】各

先着２０人【費】１時間１，２００円【持】スマートフォンなど

【申】大和市シルバー人材センター・鈴木☎０４６-２６３-

８６００へ 

マンション管理無料相談会 

管理組合の運営に関する疑問など【日】３/２９（水）１３：

３０～１５：３０【場】シリウス６階生涯学習センター【対】理

事会役員やマンション居住者【定】先着２組【持】管理規

約など【申】Eメール tanaba0707@s8.spaaqs.ne.j 

p で神奈川県マンション管理士会・平塚へ【問】平塚☎ 

０９０-１４０５-２０２４ 

春のミニコンサート 

楽しく素敵な歌を届ける【日】３/３１（金）１３：００～１４：３

０【場】渋谷学習センター【定】先着１８０人【申】不要【問】

生涯教育研究会ＬIE・山西☎０８０-３４７７-３５２５ 

入門スペイン語会話 

旅行会話などやさしいスペイン語を学ぶ【日】４/２・１６い

ずれも日曜日１１：３０～１２：３０【場】ベテルギウス内大和

市民活動センター【対】小学５年生以上【定】１２人【費】

初回５００円、２回目以降１，０００円、コピー代各回２０円

程度【持】ノート、筆記用具【申】E メール jayjay.glori 

a@icloud.com でグロリアのスペイン語・ヴェラスケス

へ【問】ヴェラスケス☎０９０-６４７９-１５５２ 

第３回桜ヶ丘落語演芸会 

桜咲く演芸会【日】４/２（日）１３：００～１５：３０【場】桜丘

学習センター【定】先着１００人【申】不要【問】大和落語

演芸倶楽部・藤井☎０８０-６７８４-７３８１ 

ベーシックヨガ 

呼吸と基本的なポーズで心身を整える【日】４/４～６/２

７の毎週火曜日いずれも１０：００～１１：３０（４/１１を除く）

【場】大和スポーツセンター【定】各１５人程度【費】各   

１，０００円【持】ヨガマットまたはバスタオル、動きやすい

服装【申】スマイルヨガ・髙橋☎０８０-６５９０-２２９９へ 

「歌声」の歌遊び会 

元ともしび司会者と歌声を楽しむ【日】４/４（火）１３：３０

～１６：００【場】渋谷学習センター【対】市内在住・在勤者

【定】先着１００人【費】１，０００円【申】歌遊び会・藤原☎ 

０９０-５７９３-４２５２へ 

太極拳無料体験講座 

誰でもできる体に優しい運動【日】４/５（水）１０：００～  

１２：００【場】深見北コミセン（予定）【対】初心者歓迎【定】

５人【持】室内シューズ、運動ができる服装【申】不要【問】

深見ゆりクラブ・山岡☎０９０-９９６４-９６４０ 

第２０回裂画展 

布を使用して作る絵画の作品展示【日】４/５（水）～   

９（日）１０：００～１５：００【場】桜丘学習センター【申】  

不要【問】裂画の会・加藤☎０９０-１５４８-７７５８ 

趣味を作ろう！麻雀を楽しむ会 

初めてのかたも楽しみながら麻雀を【日】４/６（木）・１９

（水）いずれも１３：３０～１６：３０【場】シリウス３階マルチ

スペース【定】各５０人【申】各開催日の前日までに趣味

を作ろう！麻雀を楽しむ会・中山☎０４６-２６２-８１００

へ（１２：００～２０：００） 

うたごえサロンやまと 

愛唱歌、平和の歌、山の歌など【日】４/７・１４いずれも金

曜日１６：００～１８：４０【場】桜丘学習センター【対】市民

【定】各先着２００人【費】各５００円【申】不要【問】音楽サ

ークル・石掛☎０９０-３２３０-２１８５ 

小学生卓球教室 

【日】５/４（木）、４/８、６/３、７/１、８/５、９/１６、１０/７、  

１１/１８、１２/２、来年１/１３、２/１７、３/２の土曜日９：００

～１２：００（全１２回）【場】大和スポーツセンター【対】  

小学生【持】体育館シューズ【申】不要【問】大和市卓球

協会・小原☎０８０-６５８７-０２３８ 

大和おやこ劇場第３０８回高例会 

ハイ、ゑびすホテルです・劇団鳥獣戯画【日】４/９（日）  

１９：００～２０：２０【場】シリウス内メインホール【対】小学

４年生～中学生の子と親、高校生以上【費】入会金２００

円、月会費１，４００円【申】４/７（金）までに大和おやこ劇

場・杉本☎０９０-６１１６-０３８９へ 

男のお茶 

裏千家お茶教室【日】４/１２（水）９：３０～１２：３０【場】シ

リウス６階生涯学習センター【対】初心者（女性も可）【定】

先着１０人【費】１，５００円【持】白い靴下【申】立翠会・岩

瀬☎０４６-２６７-４６５５へ 

たのしく健康ストレッチ 

姿勢改善、脳トレダンス【日】４/１２（水）１０：００～１０：４５

【場】ポラリス【定】先着２０人【費】５００円【持】ヨガマット、

動きやすい服装【申】電話でバイレストレッチ・サークル・

岡田☎０８０-５０５４-８３５７へ 

第１４回大和市書道連盟展 

会員および公募の作品約１００点の展示【日】４/１４（金）

～１７（月）１０：００～１７：００（１７日は１６：００まで）【場】シ

リウス１階ギャラリー【申】不要【問】大和市書道連盟・三

好☎０４６-２６７-９１５６ 

簡単！親子で歌って楽しい英語歌 

英語教育の保護者向けセミナー【日】４/１５（土）・１９（水）

いずれも１０：００～１１：３０【場】オンライン（Zoom）【対】

小学２年生以下の子を持つ親、妊婦【定】各先着５０人

【申】各開催日の２日前までにＳМＳ☎０８０-４６６１-１５３

９で（一社）国際英語音メンタリング振興会・佐野へ 

成年後見専門相談 

行政書士が応対【日】４/１８（火）１３：３０～・１４：１０～・ 

１４：５０～（各回３０分以内）【場】保健福祉センター【定】

各先着１組【申】大和市社会福祉協議会・酒井☎０４６-２

６０-５６３４へ 

フォーク＆素敵な歌の会 

フォークソング、ポップス、ＧＳなど【日】４/２１・２８いず

れも金曜日１６：００～１８：４０【場】渋谷学習センター【対】

市民【定】各先着６０人【費】各５００円【申】不要【問】音

楽クラブ・名取☎０８０-６６３６-０７２９ 

大和市春季吟詠大会 

大和市詩吟連盟主催。会員の吟詠発表会【日】４/２２

（土）１０：００～１６：３０【場】桜丘学習センター【定】先着

３０人【申】不要【問】大和市詩吟連盟・小須田☎０４６-２

７５-５７５２ 

やまと子どもミュージカル公演 

第１７回公演『ロンの花園』【日】４/２２（土）１２：３０～１４：

３０・１６：３０～１８：３０【場】いずれもシリウス内メインホ

ール【定】各先着６８０人【費】Ｓ席２，０００円、Ａ席１，５０

０円【申】やまと子どもミュージカル・矢口☎０８０-４９４４

-６２６０へ 

大和民謡舞踊連盟 春季発表大会 

市内多数の団体が華麗な演目を披露【日】４/２３（日） 

１０：３０～１６：００【場】シリウス内メインホール【定】先着

５００人【申】不要【問】大和民謡舞踊連盟・土屋☎０４６-

２７４-００１８ 

やまとサロンコンサートシリーズ 

ショパンとシャンソン【日】４/２９（祝）１５：００～１６：００

【場】シリウス３階マルチスペース【定】先着７０人【費】  

１，５００円（４～１２歳は１，０００円、３歳以下無料）【申】大

和市音楽家協会・河村☎０７０-３５２３-７０６８へ要問合せ 

グラウンド・ゴルフ教室 

講義、実技【日】５/１１（木）・１８（木）・２５（木）・３１（水）９：

００～１２：００（全４回・予備日６/９（金））【場】大和スポー

ツセンター【対】市民、大和市グラウンド・ゴルフ協会員

【定】先着４８人【費】２，０００円【持】筆記用具、ゴルフク

ラブ（貸し出しあり）【申】４/１０（月）（必着）までに往復は

がきで〒２４２-０００６南林間６-８-８大和市グラウンド・

ゴルフ協会事務局・奥住へ【問】奥住☎０９０-１６５４-４８

７０ 

オペラ「合唱団」男声パート 

歌劇「ドン・カルロ」に合唱で参加【日】公演▶来年１/２１

（日）、練習▶月３回程度土・日曜日のどちらか【場】学習

センターなど【対】合唱経験者（オペラ初心者可）【定】先

着１０人程度【費】月３，０００円（公演参加費別途）【申】 

５/８（月）までにやまと国際オペラ協会事務局・長谷部

☎０４６-２７２-１８８５へ要問合せ 

ファクス、はがき、メールで申し込む催しは「イベント名、

希望日、住所、氏名、電話番号」を記載してください。 

掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止になる場合があります。 

民の掲示 市 板  
Message Board 

掲載申込の締切（１７：１５まで） 

掲載号 
掲載申込の 

締切 

掲載イベントの 

開催・申込締切 

５/１５発行号 ３/31（金） ５/２４（水）以降 

６/１２発行号 ４/２８（金） ６/２１（水）以降 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークル 
会員募集 

草柳体操会 

健康体操、リズム体操、フォークダンス【日】月３回水

曜日１３：００～１５：００【場】草柳コミセン【対】６０歳以

上【講】渡邊たえ子氏【費】入会金７００円、月会費１，０

００円、年会費７００円【問】山口☎０４６-２６３-０６３９ 

漢詩サークル「李太白」 

漢詩・漢文を声に出して読み味わう【日】毎月第１・３

木曜日１０：００～１２：００【場】シリウス６階生涯学習セ

ンター【講】伏見重夫氏【費】月会費１，０００円【問】上

野☎090-5392-1606 

ストロベリィキャンドルサークル 

生け花【日】毎月第２土曜日１１：００～１３：００【場】シリ

ウス６階生涯学習センター【対】初心者歓迎【講】吉澤

博子氏【費】入会金１，０００円、月会費２，０００円、花

材費２，０００円【問】吉澤☎０４６-２６７-３８３２ 

碁朋会 

仲間と囲碁を楽しむ【日】毎週月・金曜日（４/１２以降

は毎週水・土曜日）１３：３０～１７：３０【場】ポラリス（４/

１２以降はつきみ野学習センター）【対】初心者・級位

者・有段者歓迎【費】入会金１，０００円、月会費５００円

（３月までは２５０円）【問】中野☎０９０-１０４２-６２７６ 

中央林間一輪車クラブ 

一輪車演技【日】毎週月・木曜日１８：００～２０：００・土

曜日１３：００～１７：００・日曜日９：００～１３：００（練習

日は週１回から応相談）【場】中央林間小学校ほか

【対】年長児～小学３年生くらい【費】月会費２，５００

円【問】和田☎０９０-４０１７-８０１５ 

 

TRINITY バスケスクール 

バスケットボールスクール【日】毎週木曜日１９：００～

２１：００【場】渋谷中学校【対】小・中学生。未経験者歓

迎【講】志岐昭学氏【費】月会費４，０００円【問】志岐☎

０９０-３６９７-５８６１ 

シリウス健康体操 

【日】毎月第３月曜日１３：３０～１５：３０【場】シリウス６

階生涯学習センター【対】市内在住・在勤者【講】久野

秀隆氏【費】１回５００円【問】田平☎０９０-９８０３-３４６

７ 

アップルポリシャー 

英会話【日】毎月第１・３金曜日１３：３０～１５：００、第４

金曜日１０：３０～１２：００【場】老人福祉センター【対】

成人【費】要問い合わせ【問】菅原☎０４６-２６４-１５７１ 

市シニアクラブ連合会囲碁将棋部 

和気あいあい対局を楽しむ【日】毎週水・木曜日１３：

００～１６：００【場】老人福祉センター【対】初級から高

段者まで。初級者・女性歓迎【費】月会費５００円【問】

五木田☎０４６-２７７-８３５７ 

シニア英語クラブ 

高校生レベル英語読解と文法、初級会話【日】毎月第

２・４火曜日 １３：３０～１５：３０【場】シリウス６階生涯

学習センター【対】６０歳以上【講】浜屋徳郎氏【費】月

会費１，５００円【問】加藤☎０９０-６１２２-０１１６ 

大和釣友会 

四季を通して旬の魚を求め船釣りを楽しむ【日】毎月

第４日曜日【場】東京湾ほか【対】市内在住者。初心

者・女性歓迎【費】月会費１，０００円【問】井上☎０８０-

１３６２-７７８７ 

第二文化会 

書道練習。希望者は資格取得も可能【日】毎月第２・４

水曜日９：００～１１：００【場】シリウス６階生涯学習セン

ター【対】初心者歓迎【講】百瀬薫氏【費】入会金１，００

０円、月会費２，０００円【問】寺土☎０４６-２７４-３８７１ 

 

カラオケ大会 
対 象 １８歳以上の市民 

定 員 各先着８０組 
（１組２人まで） 

会 場 シリウス内メインホール 

費 用 １組１，０００円 
（観覧は無料） 

曲 １曲・５分以内 

申し込みは、次の２か所で受け付け 

当日 

申込 各開催日の１０：００～１３：００ 

シリウス内メインホール受付 

※枠が空いている場合に限ります。 

４/１８（火）分   ３/２７（月）～４/７（金） 

５/３０（火）分   ５/１６（火）～２３（火） 

６/３０（金）分   ６/５（月）～１６（金） 
９：００～１７：００（土曜・休日を除く） 

事前 

申込 

市役所イベント観光課 窓口 

【問】市役所イベント観光課 ☎０４６-２６０-５１６７ 

健康都市 
大学 四季学祭 に変わります。 

【問】シリウス内図書・学び交流課 健康都市大学係  ☎０４６-２５９-６９１７     ０４６-２６３-６６８０ FAX 

あじさい会 

健康体操リズムに乗ってワンツースリー【日】毎週金曜

日１０：００～１２：００【場】下福田コミセン【対】市内在

住・在勤・在学者【講】八木征子氏【費】月会費１，０００

円【問】石川☎０４６-２６９-１５１６ 

南林間太極拳クラブ 

太極拳は生涯スポーツゆっくり気持ちよく【日】毎週金

曜日１３：００～１５：００【場】南林間コミセンほか【講】田

波浩子氏【費】入会金１，０００円、月会費２，０００円

【問】川原林☎０４６-２７２-８７８２ 

虹の会 

中国語の学習（基礎と会話）【日】月３回土曜日１３：３

０～１５：３０【場】渋谷学習センター【講】永田光子氏

【費】月会費２，５００円【問】須藤☎０４６-２６８-２５２２ 

上和田グラウンド・ゴルフクラブ 

【日】毎週土・日曜日９：００～１２：００【場】上和田小学

校【対】市内在住者【費】入会金１，０００円、月会費３０

０円【問】木野☎０９０-５７９７-３８３２ 

サンデーイングリッシュクラブ 

楽しみながらの日常英会話。先着８人【日】毎月第１～

３日曜日１５：３０～１７：３０【場】シリウス６階生涯学習

センター【対】６０歳以上、初級レベル【講】ＤEＯ氏

【費】月会費２，５００円【問】本阿弥☎０９０-８１１２-１１

３６（１５:００～１９：００） 

神高体同好会 

ストレッチなどのリズムに合わせた体操【日】毎週金曜

日１０:00～１２：００【場】鶴間コミセン【対】６０歳以上

【費】入会金７００円、月会費１，０００円【問】北沢☎０９

０-９９６４-２４８４ 

オル ホア 

フラダンス。体験、見学可【日】毎月第１・３火曜日１９：

３０～２１：３０（４月からは午前の部も）【場】渋谷学習

センター【対】女性【講】井上美菜氏【費】月会費３，５０

０円【問】渡辺☎０９０-４１６９-０２２８ 

 

来年度、月イチ学園祭が 

５月２日、８月１日、１１月７日、２月６日 

開催 

時間 
１０：３０～ 

１７：００ 

１０:００～１４:３０ シリウス６階へ ・ご高齢のかたからお子様連れまで 
どなたでも自由に参加できます 

・月イチ学園祭の新たな名称が 
「四季学祭（しきがくさい）」になります 

令和５年度は   回開催 ４ 

※４月の開催はありません。 

詳しくは四季学祭ホームページをごらんください 
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☎046‐260‐5313         046‐261‐4592 市長室 広報広聴課 編  集 FAX 

やまとニュ－スの次回発行日は、４月１７日（月）の予定です。 

このまちに、ずっと住み続けたい。 

●平成２７年度以降、防犯灯を２，２４０灯増設。 

１万３，４５０灯に（令和４年度末予定）。 

●犯罪発生抑止のための街頭防犯カメラ。 

０台から３７５か所・９１１台まで増設。 

防犯灯、防犯カメラを大増設 

●振り込め詐欺などの特殊詐欺対策で、平成３０年度

に補助制度を開始。 

●今年１月までに、１，７００件を超える補助を実施。 

購入費補助を実施 録音機能付 
電話機等 

●平成２５年、火災の初期消火と延焼防止に有効な 

スタンドパイプ消火資機材を初導入。 

●自主防災組織のほか、駅、公共施設やコンビニなど

に計５３７台を配備。 

スタンドパイプを配備 

●消防本部、消防署（５か所）にドローン１３機を配備。

来年度１機増設予定。 

●操縦等の訓練を受けたドローン隊員２００人を編

成。さらに増員予定。 

県内初 消防にドローン隊 

●やまと防災パークに、地下施設として市内最大の雨

水調整池を整備。 

●大和ゆとりの森に、雨水調整池を整備。 

   雨水調整池を整備 風水害 
対策 

●大規模防災備蓄倉庫を、１か所から３か所に増設。 

●ほかに公園、学校等の防災備蓄倉庫が４１か所に。 

防災備蓄倉庫を設置 

●非常食の備蓄を約１６万７，０００食まで拡充。 

●災害時のトイレ問題に対処するため、携帯トイレ 

約２４万３，０００個や簡易便座を備蓄。 

●避難所等での感染症対策として、パーティション

テントなどを備蓄。 

災害に備えた備蓄を推進 

自然災害での死者ゼロ 
大和市では、昭和３４年（１９５９年）の市制施行から６０年以上、

自然災害による死者が出ていません。 

立地、地形などの自然的要素が要因としてあるほか、特に近年

において、市は積極的に災害対策に取り組んできました。その

中の、ごく一部を取り上げます。 

●公用車を青色防犯パトロール車に活用。最近１６年間で

１２台から１０５台まで増やし、そのうち７５台には白黒

塗装を施しました。 

青パト台数を大幅拡充 

刑法犯認知件数は激減 
令和４年中の市内の刑法犯認知件数は１，２１７件（暫定値）。 

ピークとなる平成１５年の６，４２７件の１/５以下に激減しまし

た。市では治安向上のために警察との連携を強化するととも

に、近年では社会問題化している特殊詐欺対策など、市独自の

取り組みを進めています。 

●車道左側の自転車レーンやナビマークを、市内に総

延長５８．４㎞整備。 

自転車通行空間を整備 
交通事故件数も激減 
令和４年の市内の交通事故件数は６６９件。ピークとなる平成 

１３年・２，１３２件の１/３以下に激減しました。 

令和３年には、初めて市内での交通事故死者ゼロを達成。市で

は、交通事故対策に力を入れ、特に自転車事故対策に積極的に

取り組んでいます。 

●平成２８年１１月に全国で初めて、市立小学５年生から

中学３年生と家族が対象の賠償責任保険に市が加入。 

    自転車運転免許証 賠償責任 
保険付き 

※市が実施する自転車交通安全教室を受講した児童・生徒に免許証を交付。 

安全・安心の大和市 


