
大 田 原 市 自 主 防 災 組 織 一 覧（ 地 区 別 ）
平成３０年１２月２８日現在

0 地区名 自 主 防 災 組 織 名 結 成 自 治 会 結 成 年 度
1 寺町自主防災会 寺町 平成１０年度

2 元町自主防災会 元町 平成１４年度

3 神明町自主防災会 神明町 平成１６年度

4 浅野自主防災会 浅野 平成１８年度

5 赤堀西自主防災会 赤堀西 平成１９年度

6 西原自主防災会 西原 平成２０年度

7 深川自主防災会 深川 平成２１年度

8 新富ニュータウン自主防災会 新富ニュータウン 平成２３年度

9 加治屋自主防災会 加治屋 平成２４年度

10 原町自主防災会 原町 平成２４年度

11 紫塚自主防災会 紫塚 平成２５年度

12 沼の袋自主防災会 沼の袋 平成２５年度

13 栄町自主防災会 栄町 平成２７年度

14 成田町自主防災会 成田町 平成２７年度

15 富士見ハイツ自主防災会 富士見ハイツ 平成２７年度

16 赤堀東自主防災会 赤堀東 平成２８年度

17 大久保町自主防災会 大久保町 平成２９年度

18 紫塚ニュータウン自主防災会 紫塚ニュータウン 平成３０年度

19 上町クラブ自主防災会 上町（大田原） 平成３０年度

20 小滝苑自主防災会 小滝苑 平成１７年度

21 羽田自主防災会 羽田 平成２４年度

22 練貫自主防災会 練貫 平成２７年度

23 南金丸自主防災会 南金丸 平成２８年度

24 乙連沢自主防災会 乙連沢 平成２９年度

25 鹿畑地区自主防災会 鹿畑 平成２９年度

26 倉骨自主防災会 倉骨 平成２９年度

27 赤瀬・北大和久自主防災会 赤瀬・北大和久 平成３０年度

28 北金丸自主防災会 北金丸 平成３０年度

29 小滝自主防災会 小滝 平成３０年度

30 花園自主防災会 花園 平成１９年度

31 荻野目自主防災会 荻野目 平成２７年度

32 宇田川自主防災会 宇田川 平成２８年度

33 滝岡自主防災会 滝岡 平成２８年度

34 親園北区自主防災会 親園北区 平成２９年度

35 薄葉第２団地自主防災会 薄葉第２団地 平成１５年度

36 中薄葉自主防災会 中薄葉 平成１８年度

37 野崎東町自主防災会 野崎東町 平成１９年度

38 野崎自主防災会 野崎 平成２０年度

39 上薄葉自主防災会 上薄葉 平成２０年度

40 下石上自主防災会 下石上 平成２２年度

41 上石上自主防災会 上石上 平成２４年度

42 野崎ニュータウン自主防災会 野崎ニュータウン 平成２６年度

43 平沢自主防災会 平沢 平成２７年度

44 琵琶池自主防災会 琵琶池 平成２８年度

45 福原自主防災会 福原 平成２８年度

46 桜町自主防災会 桜町 平成２８年度

47 岩井町自主防災会 岩井町 平成２８年度

荒町

松原

親　園

野　崎

佐久山

金　田

大田原

荒町・松原自主防災会 平成２９年度48



大 田 原 市 自 主 防 災 組 織 一 覧（ 地 区 別 ）
平成３０年１２月２８日現在

0 地区名 自 主 防 災 組 織 名 結 成 自 治 会 結 成 年 度
佐良土(二輪～銀内)

佐良土(仲宿～田宿)

佐良土西

50 小船渡自主防災会 小船渡 平成２７年度

51 湯津上（下）自主防災会 湯津上（下） 平成２９年度

52 狭原自主防災会 狭原 平成３０年度

53 北滝自主防災会 北滝 平成２１年度

54 八塩自主防災会 八塩 平成２２年度

55 黒羽田町自主防災会 黒羽田町 平成２３年度

56 亀久自主防災会 亀久 平成２６年度

57 北区自主防災会 北区 平成２８年度

南区西 平成２８年度

南区東 平成２８年度

59 矢倉自主防災会 矢倉 平成２９年度

60 片田自主防災会 片田 平成２９年度

前田１区 平成３０年度

前田２区 平成３０年度

前田３区 平成３０年度

62 桧木沢自主防災会 桧木沢 平成２０年度

63 桧木沢サイプレス自主防災会 桧木沢サイプレス 平成２３年度

64 下町１区自主防災会 下町１区 平成２７年度

65 寒井本郷自主防災会 寒井本郷 平成２７年度

66 大豆田自主防災会 大豆田 平成２８年度

67 蜂巣自主防災会 蜂巣 平成２９年度

68 上町自主防災会 上町 平成２９年度

露久保

川上

南方１区

南方２区

70 雲岩寺自主防災会 雲岩寺 平成２２年度

71 須佐木下自主防災会 須佐木下 平成２２年度

72 須賀川上自主防災会 須賀川上 平成２４年度

73 須賀川中自主防災会 須賀川中 平成２５年度

74 須賀川下自主防災会 須賀川下 平成２６年度

75 須佐木中組自主防災会 須佐木中 平成２９年度

76 大久保自主防災会 大久保 平成１８年度

77 大輪下自主防災会 大輪下 平成２３年度

78 大輪上自主防災会 大輪上 平成２４年度

79 寺宿自主防災会 寺宿 平成２５年度

中野内上

中野内下

河原上

河原下

82 久野又自主防災会 久野又 平成２７年度

83 両郷自主防災会 両郷 平成２８年度

84 木佐美自主防災会 木佐美 平成２８年度

85 川田自主防災会 川田 平成２８年度

85組織 96自治会

56.5%

49 佐良土地区自主防災会 平成２６年度

湯津上

58 南区自主防災会

川　西

69

須賀川

川上地域自主防災会

黒　羽

61 前田地区自主防災会

両　郷

80 中野内自主防災会 平成２７年度

平成２１年度

計

　　組織率（自治会数１７０に対し）

81 河原自主防災会 平成２７年度


