
No. 名称 活動地域 担当避難所
※避難所運営組織のみ記載

1 災害助け合いの会　光和会 境２丁目

2 西久保三谷会自主防災部 西久保２丁目

3 緑ヶ丘親睦会 境南町４丁目

4 西久保一丁目町会　自主防災組織 西久保１丁目

5 プラネ武蔵境管理組合 境南町３-２４-１４

6 緑町三丁目町会 緑町３丁目

7
緑町パークタウン自治会
自主防災組織委員会

緑町２丁目３番

8 中央通り西祥防災会 中町３丁目中央通り周辺

9 光和会防災の部 吉祥寺東町4丁目地区

10
吉祥寺南町コミュニティセンター
自主防災組織

吉祥寺南町

11 西久保城山会 西久保2丁目･3丁目･城山通り周辺

★ 12 境南地域防災懇談会 境南町全域 ・境南小学校

13 サンヴァリエ桜堤自主防災委員会 サンヴァリエ桜堤（旧桜堤団地）全域

14 境南コミセン　自主防災特別委員会 境南町地区

15 サンサン会 関前4丁目8番

16 りんりんの会 中町2丁目5・7・8番

17
デライトシティ団地
自主防災消防組織

境5丁目13番

18 桜堤3丁目自主防災会 桜堤３丁目全域

19
井の頭公園パークハウス吉祥寺南町
自主防災会

吉祥寺南町３-４-３

★ 20 大野田地域防災の会

大野田小学校学区内　　緑町1、3丁目
全域、2丁目[1,3番]、北町4、5丁目全
域、3丁目[5～9番、16、17番、10番
（13号～46号）、15番（4号～19号）]

・大野田小学校
・第四中学校

★ 21 一小地域防災ネットワーク 吉祥寺本町２丁目・４丁目 ・第一小学校

★ 22 吉祥寺南町防災ネットワーク 吉祥寺南町全域 ・第三小学校

23 仲三二会 中町３－２の一部

★ 24 東部防災会 吉祥寺東町全域・吉祥寺本町1丁目
・本宿小学校
・第三中学校

25 武蔵野コーポラス 中町３－７－１

26
イトーピア武蔵野マンション
自主防災組織

中町３－５－５

27 興栄マンションむさしの防災会 境１－１７－６

28 中町３丁目はなみずき会 中町３丁目１８～２３番地

★ 29 関前防災会 関前全地域
・関前南小学校
・第五中学校

★ 30 四小地域防災会
吉祥寺北町１・２・３丁目、吉祥寺東
町１・２丁目

・第四小学校

31 中町３丁目「愛の会」 中町３丁目１２～１６番地

32 武蔵野ガレリア防災会 緑町２丁目
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33
ロイヤルアーク武蔵野
自主防災委員会

桜堤２－９－１２

34 ルネ吉祥寺防災会 吉祥寺南町１－６－１８

35 武蔵野ビューハイツ自主防災組織 中町３－４－４

★ 36 千川地域防災会 千川小学校学区域
・千川小学校
・武蔵野北高校

★ 37 武蔵境自主防災会
第二小学校学区域（第六中学校区域含
む）

・第二小学校
・第六中学校
・武蔵高校

★ 38 一中地域防災会 中町2.3丁目 ・第一中学校

39 武蔵野レジデンシア 中町3丁目

40 はなみずき防災・防犯会
武蔵野市吉祥寺北町１丁目６・７・８
番地の一部

41 武蔵野タワーズ団地管理組合防災会 武蔵野タワーズ

42 エリカ通り会 中町３－２の一部・３－６の一部

43 中町２丁目東防災会 中町２－17から中町２-32まで

44
ライオンズマンション吉祥寺
第６管理組合

中町２－29－14

45 東海ミタカマンション防災会 中町２－20－１

★ 46 井之頭小学校避難所運営協議会 井之頭小学校学区域 ・井之頭小学校

47 中町２丁目西防災会 中町2丁目5・6・7番

48 中町２丁目中央防災会 中町2丁目13～16番

49
ライオンズガーデン三鷹
自主防災組織

中町３丁目

50 シーアイ武蔵野 シーアイマンション武蔵野

★ 51 桜野地域防災ネットワーク 境5丁目、桜堤１～３丁目
・桜野小学校
・第二中学校

52 フドウ吉祥寺ハイツ自主防災隊 フドウ吉祥寺ハイツ

53 武蔵野中央防災会 中町3丁目4番・5番

★ 54 第五小学校避難所運営協議会 西久保１丁目～３丁目 ・第五小学校

55
パークホームズ吉祥寺
ウエスト・コート防災会

パークホームズ吉祥寺ウエスト・コー
ト

56 パークシティ武蔵野桜堤管理組合 パークシティ武蔵野桜堤

57 パークシティ武蔵野桜堤桜景邸 パークシティ武蔵野桜堤桜景邸

58 境西交会 境５丁目

59 境五丁目アパート自治会 境５丁目

60 パークスクエア吉祥寺本町防災組織 パークスクエア吉祥寺本町管内

61 ニューミタカマンション自主防災の会 ニューミタカマンション管内

62
ザ・パークハウス武蔵野中町
自主防災会

ザ・パークハウス武蔵野中町

63 中央コミュニティ協議会 中町３丁目周辺

64 けやきコミュニティ協議会 吉祥寺北町３，４，５丁目区域

65 西部コミュニティ協議会 桜堤・境全域

66 御殿山コミュニティ協議会 御殿山１丁目、吉祥寺南町１丁目地域

67 桜堤コミュニティ協議会自主防災組織 桜堤地区
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68
関前コミュニティ協議会防火・防災組
織

関前地区

69 八幡町コミュニティ協議会 千川小学校区

70 吉祥寺北コミュニティ協議会
吉祥寺北町１・２丁目、３丁目（東
側）東町２丁目（一部）

71 本町コミュニティセンター協議会 東部地区

72 西久保コミュニティ協議会 西久保

73 本宿コミュニティ協議会 本宿地区

74 吉祥寺東コミュニティ協議会 吉祥寺東町１～４丁目
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