
自主防災組織一覧

地区別  自主防災会名 対象区域(事務区)

1 上尾東 緑丘自主防災会 緑丘１～４丁目

2 上尾東 緑丘五丁目自主防災会 緑丘五丁目

3 上尾東 上町自主防災会 上町

4 上尾東 二ツ宮一区自主防災会 二ツ宮一区

5 上尾東 二ツ宮二区自主防災会 二ツ宮二区

6 上尾東 向原吉田自主防災会 向原吉田

7 上尾東 本町１・２丁目自主防災会 本町一・二丁目

8 上尾東 本町三－四丁目自主防災会 本町三・四丁目

9 上尾東 本町５・６丁目自主防災会 本町五・六丁目

10 上尾東 原新町自主防災会 原新町

11 上尾東 根貝戸団地自主防災会 根貝戸団地

12 上尾東 上尾東団地自主防災会 上尾東団地

13 上尾東 レック上尾自主防災会 レック上尾

14 上尾東 エージオタウン自主防災会 エージオタウン

15 上尾東 ビレッジハウス上尾向原自主防災会 向原宿舎

16 上尾西 春日町内自主防災会 春日

17 上尾西 柏座一丁目自主防災会 柏座一丁目

18 上尾西 柏座２丁目自主防災会 柏座二丁目

19 上尾西 柏座三丁目自主防災会 柏座三丁目

20 上尾西 柏座４丁目自主防災会 柏座四丁目

21 上尾西 谷津一丁目・二丁目自主防災会 谷津一・二丁目

22 上尾西 富士見一丁目自主防災会 富士見一丁目

23 上尾西 富士見団地事務区自主防災会 富士見団地

24 上尾西 ソフィア上尾自主防災会 ソフィア上尾

25 上尾西 パーク上尾団地自主防災会 パーク上尾

26 上尾西 フィーリア上尾自主防災会 フィーリア上尾

27 上尾南 宮本町自主防災会 宮本町

28 上尾南 仲町自主防災会 仲町一・二丁目

29 上尾南 愛宕一丁目自主防災会 愛宕一丁目

30 上尾南 愛宕二丁目自主防災会 愛宕二丁目

31 上尾南 愛宕３丁目自主防災会 愛宕三丁目

32 上尾南 栄町自主防災会 栄町

33 上尾南 日の出自主防災会 日の出

34 上尾南 東町自主防災会 東町

35 上尾南 陣屋自主防災会 陣屋

36 平方 平方南自主防災会 南
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37 平方 平方下宿自主防災会 下宿

38 平方 上宿自主防災会 上宿

39 平方 平方新田自主防災会 新田

40 平方 上野自主防災会 上野

41 平方 平方領々家自主防災会 平方領々家

42 平方 上野本郷自主防災会 上野本郷

43 平方 西貝塚自主防災会 西貝塚

44 平方 上尾丸山団地自主防災会 丸山団地

45 原市 原市１区自主防災会 原市第一区

46 原市 原市二区・三区自主防災会 原市第二区、三区

47 原市 原市四区自主防災会 原市四区

48 原市 原市五区自主防災会 原市五区

49 原市 原市第六区自主防災会 原市第六区

50 原市 原市第七区自主防災会 原市第七区

51 原市 原市八区自主防災会 原市第八区

52 原市 原市九区自主防災会 原市第九区

53 原市 はらいち台自主防災会 原市第十区

54 原市 柳通り北区自主防災会 柳通り北区

55 大石 小泉区自主防災会 小泉

56 大石 下芝区自主防災会 下芝

57 大石 中分自治会自主防災会 中分

58 大石 藤波区自主防災会 藤波

59 大石 井戸木区自主防災会 井戸木

60 大石 中妻区自主防災会 中妻

61 大石 浅間台区自主防災会 浅間台

62 大石 弁財区自主防災会 弁財 

63 大石 小敷谷東部区自主防災会 小敷谷東部

64 大石 小敷谷西部区自主防災会 小敷谷西部

65 大石 畔吉東部区自主防災会 畔吉東部

66 大石 畔吉前原自主防災会 畔吉前原

67 大石 畔吉新田区自主防災会 畔吉新田

68 大石 畔吉雲雀区自主防災会 畔吉雲雀

69 大石 領家東部区自主防災会 領家東部

70 大石 領家西部区自主防災会 領家西部

71 大石 三井区自主防災会 三井

72 大石 サニータウン区自主防災会 サニータウン
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73 大石 泉台自主防災会 泉台

74 上平 町谷自主防災会 町谷

75 上平 宮の下自主防災会 宮の下 

76 上平 上郷自主防災会 上郷　

77 上平 箕の木区自主防災会 箕の木 

78 上平 上新梨子自主防災会 上新梨子

79 上平 久保自主防災会 久保

80 上平 西門前自主防災会 西門前 

81 上平 南区自主防災会 南

82 上平 南新梨子区自主防災会 南新梨子

83 上平 下組区自主防災会 下組

84 上平 北中地自主防災会 北中地 

85 上平 新田区自主防災会 新田　

86 上平 上組区自主防災会 上組　

87 上平 須ヶ谷区自主防災会 須ヶ谷 

88 上平 上平塚自主防災会 上平塚

89 上平 中平塚自主防災会 中平塚 

90 上平 下平塚区自主防災会 下平塚 

91 上平 ビレッジハウス上尾区自主防災会 平塚団地

92 上平 上尾第一団地自主防災会 上尾第一団地

93 上平 シラコバト団地自主防災会 シラコバト団地

94 上平 錦町自主防災会 錦町

95 大谷 地頭方自主防災会 地頭方

96 大谷 壱丁目自主防災会 壱丁目

97 大谷 今泉自主防災会 今泉

98 大谷 東今泉町会自主防災会 東今泉

99 大谷 向山自主防災会 向山

100 大谷 大谷本郷自主防災会 大谷本郷

101 大谷 堤崎自主防災会 堤崎

102 大谷 中新井自主防災会 中新井

103 大谷 戸崎自主防災会 戸崎

104 大谷 西宮下一区自主防災会 西宮下一・二・四丁目

105 大谷 西宮下二区自主防災会 西宮下二区

106 大谷 川自治会自主防災会 川

107 大谷 戸崎団地自主防災会   戸崎団地
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108 団地地区 原市団地1～2街区自主防災会 原市団地１～２街区

109 団地地区 原市団地3～5街区自主防災会 原市団地３～５街区

110 団地地区 尾山台団地1～4街区自主防災会 ※尾山台団地1～4街区

111 団地地区 尾山台団地5街区自主防災会 ※尾山台団地5街区

112 団地地区 西上尾第一団地一街区自主防災会 西上尾第一団地１街区

113 団地地区 西上尾第一団地二街区自主防災会 西上尾第一団地２街区

114 団地地区 西上尾第一団地三街区自主防災会 西上尾第一団地３街区

115 団地地区 西上尾第二団地1街区自主防災会 西上尾第二団地1街区

116 団地地区 西上尾第二団地2街区自主防災会 西上尾第二団地2街区

117 団地地区 西上尾第二団地3街区自主防災会 西上尾第二団地3街区
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