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６６－－１１  市市内内地地区区別別自自主主防防災災組組織織数数  

令和３年４月１日現在  

地区名 組織数 地区名 組織数 

生 地 ７ 東布施 １２ 

石 田 ８ 宇奈月 １ 

田 家 ９ 内 山 ４ 

村 椿 ７ 音 沢 １ 

大布施 １０ 愛 本 ９ 

三日市 １１ 下 立 ５ 

前 沢 ８ 浦 山 １０ 

荻 生 ５   

若 栗 １１ 合 計 １１８ 

 

組織内訳 116 組織（町内会単位にて結成） 

      ２ 組織（自治振興会単位にて結成：宇奈月温泉、音沢） 
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６６－－２２　　市市内内自自主主防防災災組組織織一一覧覧表表

番号 地区名 組　　織　　名 本　部・事務所 構成地区 結成日

1 生地 神明町防災会 神明町公民館 神明町 H17.12.1
2 上町地区防災会 上町公民館 上町 H17.12.7
3 四十物町防災会 四十物町公民館 四十物町 H17.12.1
4 大町防災会 大町公民館 大町 H17.12.1
5 宮川町防災会 宮川町公民館 宮川町 H10.4.1
6 阿弥陀堂防災班 阿弥陀堂公民館 阿弥陀堂 H10.5.2
7 芦崎防災会 芦崎公民館 芦崎 H17.12.1
8 石田 犬山自主防災会 犬山公民館 犬山 H13.3.15
9 浜石田防災会 浜石田公民館 浜石田 H19.1.1
10 新町防災会 新町公民館 新町 H19.3.30
11 岡自主防災会 岡公民館 岡 H11.12.13
12 立野自主防災会 立野公民館 立野 H19.4.1
13 町堀切自主防災委員会 町堀切公民館 町堀切 H18.12.11
14 北堀切自主防災会 北堀切公民館 北堀切 H18.7.30
15 天神新自主防災会 天神新公民館 天神新 H18.9.1
16 田家 荒町防災会 会長宅 荒町 H9.1.1
17 北田家新自主防災会 田家公民館 北田家新 H10.5.19
18 南田家新自主防災会 田家公民館 南田家新 H10.4.1
19 山田防災会 山田公民館 山田 H10.1.1
20 阿窪自治防災会 阿窪公民館 阿古屋野、窪野 H10.1.16
21 神谷防災会 神谷公民館 神谷 H10.1.16
22 上田家野防災会 上田家野公民館 上田家野 H10.5.19
23 田家野自主防災会 田家公民館 田家野 H9.12.15
24 鏡野自主防災会 町内会長宅 鏡野 H10.2.20
25 村椿 飯沢町内防災会 飯沢公民館 飯沢 H12.3.1
26 吉田町内防災会 吉田公民館 吉田 H11.9.1
27 出島町内防災会 出島公民館 出島 H12.2.1
28 六天自主防災会 六天構造改善センター 六天 H12.1.10
29 荒俣町内防災会 荒俣公民館 荒俣 H9.9.1
30 飛騨町内防災会 飛騨公民館 飛騨 H11.9.1
31 大開自主防災会 大開公民館 大開 H16.1.1
32 大布施 中新町内会自主防災会 中新公民館 中新 H10.4.1
33 堀高町内会自主防災会 堀高公民館 堀高 H11.1.17
34 新堀高町内会自主防災会 新堀高公民館 新堀高 H11.4.1
35 植木町内会自主防災会 植木集落センター 植木 H10.1.15
36 沓掛町内会自主防災会 沓掛集落センター 沓掛 H9.4.1
37 金屋町内会自主防災会 金屋集落センター 金屋 H10.4.1
38 北野町内会自主防災会 北野集落センター 北野 H10.4.1
39 古御堂町内会自主防災会 古御堂公民館 古御堂 H11.1.1
40 栃沢町内会自主防災会 栃沢集落センター 栃沢 H10.4.1
41 堀切新町内会自主防災会 会長宅 堀切新 H26.4.1

42 三日市 椚町町内自主防災会
（平常時）稲荷社
（非常時）黒部警察署練成館

椚町 H18.6.1

43 新天町内自主防災会
（平常時）新天公民館
（非常時）桜井中学校

新天 H15.12.1

44 桜町町内自主防災会
（平常時）琴平社境内
（非常時）黒部市民会館
（水害時）三日市保育所

桜町 H18.4.1

45 大黒町町内自主防災会
（平常時）大黒町公民館
（非常時）黒部市民会館

大黒町 H18.7.1

46 東三日市町内自主防災会
（平常時）東三日市公民館
（非常時）黒部市民会館
（水害時）桜井小学校

東三日市 H10.4.1

47 大町町内自主防災会
（平常時）三日市公民館
（非常時）桜井小学校

大町 H18.5.1

48 寺町町内自主防災会
（平常時）寺町公民館
（非常時）寺町公民館、桜井高校体育

寺町 H18.4.1

49 三島町自主防災会
（平常時）三島公民館
（非常時）桜井高校

三島町 H18.5.1

50 栄町自主防災会 栄町公民館 栄町 H18.4.9

51 牧野町内自主防災委員会
（平常時）牧野公民館
（非常時）桜井小学校

牧野 H18.9.1

52 堂田町内自主防災会
（平常時）堂田公園
（非常時）勤労青少年ホーム

堂田 H20.4.1

53 前沢 下組町内会自主防災会 下組公民館 前沢下組 H11.8.1
54 前山町内自主防災会 前山公民館 前沢前山 H12.1.1
55 山田新町内会自主防災会 山田新公民館 山田新、前沢幅坪 H13.1.1
56 吉宮町内会自主防災会 吉宮公民館 吉城寺、宮野 H12.1.1
57 栗寺町内自主防災会 栗寺公民館 栗寺 H17.4.1
58 黒瀬町内会自主防災会 黒瀬公民館 前沢黒瀬 H13.4.1
59 中部町内会自主防災会 中部町内会 前沢中部 H17.4.1
60 布施山町内会自主防災会 布施山会館 本野、石田野、枕野、宮沢、中山 H13.4.1

令和３年４月１日現在
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番号 地区名 組　　織　　名 本　部・事務所 構成地区 結成日

61 荻生 荻生第１分団自主防災会 上野公民館 上野、新堂 H9.5.1
62 荻生第２自主防災会 長屋公民館 長屋、寺坪、中村 H9.4.1
63 荻生第３自主防災会 西小路集落センター 西小路 H9.4.1
64 荻生第４自主防災会 沖公民館 沖、大橋、荒井野 H9.4.1
65 荻生第５自主防災会 長正寺公民館 長正寺、栗林、愛川 H9.4.1
66 若栗 中坪町内会自主防災会 中坪公民館 中坪 H17.12.17
67 浦川端・若栗台町内会自主防災会 （平常時）浦川端公民館 浦川端、若栗台団地 H17.12.11
68 若栗中村町内会自主防災会 （平常時）若栗中村公民館 中村 H17.5.10
69 舌山町内会自主防災会 舌山公民館 舌山 H13.3.1
70 若栗グリーンタウン自主防災会 会長宅 舌山グリーンタウン H9.4.1
71 東町町内会自主防災会 東町公民館 東町 H12.3.1
72 八社町内会自主防災会 八社公民館 八社 H18.3.20
73 両瀬町内会自主防災会 両瀬公民館 両瀬 H17.7.23
74 若栗大越町内会自主防災会 越野公民館 大越 H19.3.1
75 若栗袖野町内自主防災会 越野公民館 袖野 H18.2.1
76 西町町内会自主防災会 西町公民館 西町 H12.1.1
77 東布施 中陣自主防災会 中陣公民館 中陣 H28.4.1
78 朴谷自主防災会 朴谷公民館 朴谷 H28.4.1
79 尾山自主防災会 尾山公民館 尾山 H28.4.1
80 柳沢自主防災会 柳沢公民館 柳沢 H28.4.1
81 別所自主防災会 尾山公民館 別所 H28.4.1
82 阿弥陀堂自主防災会 阿弥陀堂公民館 阿弥陀堂 H28.4.1
83 釈迦堂自主防災会 阿弥陀堂公民館 釈迦堂 H28.4.1
84 内生谷自主防災会 内生谷公民館 内生谷 H28.4.1
85 笠破自主防災会 笠破公民館 笠破 H28.4.1
86 池尻自主防災会 池尻公民館 池尻 H28.4.1
87 福平自主防災会 福平公民館 福平 H28.4.1
88 田籾自主防災会 東布施トレーニングセンター 田籾 H28.4.1
89 宇奈月 宇奈月温泉防災会 宇奈月公民館 宇奈月１～５区 H18.4.1
90 内山 内山１区防災会 常会長宅 内山１区 H20.4.1
91 内山２区防災会 常会長宅 内山２区 H20.4.1
92 内山３区防災会 常会長宅 内山３区 H20.4.1
93 内山４・５区防災会 常会長宅 内山４、５区 H20.4.1
94 音沢 音沢地区防災会 音沢公民館 音沢１、２区 H18.12.1
95 愛本 栗虫防災会 栗虫公民館 栗虫 H18.7.16
96 中ノ口地区防災会 中ノ口公民館 中ノ口 H18.7.16
97 明日１区防災会 明日コミニケ会館 明日１区 H18.7.16
98 明日２区防災会 明日コミニケ会館 明日２区 H18.7.16
99 明日３区防災会 明日コミニケ会館 明日３区 H18.7.16
100 中谷防災会 明日コミニケ会館 中谷 H18.7.16
101 愛本新１区防災会 愛本新１区公民館 愛本新１区 H18.7.16
102 愛本新２区防災会 愛本新２区公民館 愛本新２区 H18.7.16
103 愛本新３区防災会 愛本新３区公民館 愛本新３区 H18.7.16
104 下立 下立一区防災会 下立一区公民館 下立１区 H18.2.15
105 下立二区防災会 下立二区公民館 下立２区 H17.11.27
106 下立三区防災会 下立三区公民館 下立３区 H18.2.5
107 下立四区防災会 下立四区公民館 下立４区 H18.2.15
108 下立五区防災会 下立五区公民館 下立５区 H18.1.25
109 浦山 浦山６区防災会 ６区平和荘 浦山６区 H26.4.1
110 浦山７区防災会 浦山公民館 浦山７区 H26.4.1
111 浦山８区防災会 浦山公民館 浦山８区 H26.4.1
112 浦山９区防災会 浦山９区集会所 浦山９区 H26.4.1
113 浦山10区防災会 浦山10区公民館 浦山10区 H26.4.1
114 浦山11区防災会 浦山11区公民館 浦山11区 H26.4.1
115 浦山12区防災会 浦山12区公民館 浦山12区 H26.4.1
116 浦山13区防災会 浦山13区公民館 浦山13区 H26.4.1
117 浦山14区防災会 浦山14区公民館 浦山14区 H26.4.1
118 浦山15区防災会 浦山15区集会所 浦山15区 H26.4.1

地区連合組織
番号 地区名 組織名 本部・事務所 備考 結成日
1 生地 生地地区自主防災連絡協議会 生地公民館 H23.12.9
2 石田 石田地区自主防災会 石田公民館 H21.5.1
3 田家 田家地区自主防災会 田家公民館 H25.5.1
4 村椿 村椿地区自主防災連絡協議会 村椿公民館 H21.4.23
5 大布施 大布施地区自主防災連絡協議会 大布施農村研修館 H19.9.1
6 三日市 三日市地区自主防災連絡協議会 三日市公民館 H25.3.1
7 前沢 前沢地区自主防災連絡協議会 前沢公民館 H19.12.17
8 荻生 荻生自主防災会連合会 荻生の館 H19.5.5
9 若栗 若栗自主防災連合会 若栗公民館 H20.2.22
10 東布施 東布施自主防災連絡協議会 東布施公民館 H25.4.1
11 宇奈月 宇奈月温泉防災会 宇奈月公民館 町内会単位組織と同一 H18.4.1
12 内山 内山地区防災会 内山公民館 H18.1.10
13 音沢 音沢地区防災会 音沢公民館 町内会単位組織と同一 H18.12.1
14 愛本 愛本地区防災会 愛本公民館 H18.7.16
15 下立 下立防災会 下立公民館 H18.3.15
16 浦山 浦山地区防災会 浦山公民館 H18.11.30
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