
自主防災組織を結成しているコミュニティ地区及び町内会等  （令和５年３月１日時点）

地区名 組織名 災害時の活動拠点

青山 西青山二丁目町内会自主防災隊 西青山公二丁目公民館、西青山二丁目児童公園

青山 月が丘一丁目町内会自主防災隊 月が丘東幼児公園

青山 青山一丁目親和会自主防災隊 青山地区活動ｾﾝﾀ－、児童公園

青山 西青山三丁目町内会自主防災隊 西青山三丁目公民館、西青山三丁目児童公園

青山 南青山町町内会自主防災隊 南青山公民館、大新遊園

青山 青山四丁目自治会自主防災隊 青山地区活動ｾﾝﾀ－、児童公園

青山 月が丘三丁目町内会自主防災隊

青山 西青山一丁目自治会自主防災隊 青山地区活動ｾﾝﾀ－、青山小学校校庭

青山 青山三丁目自治会自主防災隊 青山三丁目公民館、姫ｹ丘児童公園

青山 中堤町自治会自主防災隊 中堤町公民館、中堤幼児公園

青山 青山二丁目自治会自主防災隊 青山二丁目公民館、青山児童公園

青山 月が丘二丁目町内会自主防災隊 青山地区活動ｾﾝﾀ－、児童公園

青山 青山地区自主防災会 青山地区活動ｾﾝﾀ－

飯岡 河北町内会自主防災隊 河北公民館、県工業技術ｾﾝﾀ－

飯岡 河南自治会自主防災隊 自治公民館

飯岡 下羽場自治会自主防災隊 下羽場公民館

飯岡 下永井自治会自主防災隊 下永井公民館、多賀集会所

飯岡 中永井自治会自主防災隊 中永井公民館、第1分館、第2分館、第3分館、児童公園

飯岡 上永井自治公民館自主防災隊 上永井自治公民館、児童公園

飯岡 上湯沢自治会自主防災隊 上湯沢公民館

飯岡 油田町内会自主防災隊 油田地区自治公民館

飯岡 田中自治会自主防災隊 田中自治公民館

飯岡 二又自治公民館自主防災隊 二又自治公民館

飯岡 藤島町内会自主防災隊 藤島公民館

飯岡 湯沢団地自治会自主防災隊 湯沢団地集会所又は湯沢緑地

飯岡 上飯岡町内会自主防災隊 上飯岡公民館

飯岡 下湯沢自治会自主防災隊 下湯沢公民館

飯岡 内村自治会自主防災隊 内村公民館

飯岡 下久根町内会自主防災隊 下久根自治公民館又は飯岡地区公民館

飯岡 前野町内会自主防災隊 前野公民館

上田 上田四丁目町内会自主防災隊 上田児童館・老人福祉ｾﾝﾀ－、上田児童公園

上田 上田堤町内会自主防災隊 上田堤公民館、上田堤児童公園

上田 富士見町町内会自主防災隊 上田小学校体育館

上田 上田第二町内会自主防災隊

上田 高松三丁目町内会自主防災隊 盛岡第三高等学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

上田 高松第一町内会自主防災隊 高松公民館、岩手県社会福祉研修所広場

上田 上田三小路町内会自主防災隊 三小路公民館

上田 上田第一町内会自主防災隊 正覚寺前、杜陵高校グランド

上田 高松二丁目町内会自主防災隊 高松二丁目ふれあいセンター、高松西児童公園

上田 上田茶屋自治会自主防災隊 元農協会議室

上田 館向町町内会自主防災隊 上田児童・老人福祉センター

上田 高松団地自治会自主防災隊 高松小学校

太田 下太田自治会自主防災隊 下太田公民館又は下太田老人福祉センター

太田 西太田第一自治会自主防災隊 西太田第一公民館、太田小学校

太田 上鹿妻自治会自主防災隊 上鹿妻公民館

太田 下川原町内会自主防災隊 町内会会議所、児童公園

太田 中新田町内会自主防災隊 中新田公民館、中太田新田児童公園

太田 猪去自治会自主防災隊 猪去振興センター又は農村公園

太田 東太田自治会自主防災隊 東太田公民館

太田 中太田新田町内会自主防災隊 中太田新田公民館

太田 下太田新田町内会自主防災隊 下太田老人福祉センター

太田 西太田第二自治会自主防災隊 地区公民館



自主防災組織を結成しているコミュニティ地区及び町内会等  （令和５年３月１日時点）

地区名 組織名 災害時の活動拠点

太田 中太田自治会自主防災隊 中太田公民館

太田 太田地区自主防災会 太田地区活動センター

乙部 滝村町内会自主防災隊 滝村自治公民館

乙部 手代森ニュータウン町内会自主防災隊 手代森ﾆｭ－ﾀｳﾝ自治公民館、盛岡市立地域福祉ｾﾝﾀ－、手代森第1号公園

乙部 石倉自治公民館自主防災隊 石倉自治公民館

乙部 上乙部町内会自主防災隊

乙部 新山自治会自主防災隊 新山公民館又は多目的広場

乙部 峰崎地区町内会自主防災隊 峰崎地区町内会公民館

乙部 黒川町内会自治公民館自主防災会 黒川町内会自治公民館

乙部 黒川南町内会自主防災隊 黒川南自治公民館

乙部 乙部ニュータウン自治会自主防災隊 乙部ニュータウン集会所

乙部 黒川団地自治会自主防災隊 黒川団地自治会集会所

乙部 法松自治公民館自主防災隊 法松自治公民館

乙部 ハウディ黒川自治会自主防災隊 ハウディ黒川自治公民館

乙部 乙部ニューランド親和会自主防災隊 乙部ニューランド親和会集会場

乙部 盛岡南ニュータウン町内会自主防災隊 乙部中学校グラウンド

乙部 花園団地自治会自主防災隊 乙部公民館又は乙部中学校

加賀野 加賀野四丁目町内会自主防災隊 加賀野公民館、加賀野地区活動ｾﾝﾀ－

加賀野 加賀野二丁目会自主防災隊 加賀野児童・老人福祉ｾﾝﾀ－又は付属小学校・加賀二丁目公園

加賀野 加賀野一丁目町内会自主防災隊 「舞妓の藤」グリーンプロット（仮設）

加賀野 つつじが丘自治会自主防災隊 つつじが丘会館

加賀野 東桜山町内会自主防災隊 浅岸地区コミュニティ消防センター

上米内 庄ヶ畑町内会自主防災隊 庄ヶ畑地区振興センター

上米内 松ノ木平町内会自主防災隊 松ノ木平公民館

上米内 桜台自治会自主防災隊 桜台自治会館、しらかば会館

上米内 上米内地区活動推進協議会自主防災会 米内中学校

上米内 上米内親交会自主防災隊 上米内地区振興センター

上米内 白石町内会自主防災隊 白石町内会集会所

北厨川 北厨川地区自主防災会 北厨川児童・老人福祉ｾﾝﾀ－

北厨川 緑町自治会自主防災隊 緑町ふれあい公園、谷地頭集会所

北厨川 西厨川自治会自主防災隊 北厨川児童・老人福祉センター、児童公園

北厨川 厨川一丁目第一自治会自主防災隊 北厨川幼児公園

北厨川 厨川二丁目第一自治会自主防災隊 北厨川小学校、市営北厨川住宅集会室、児童公園

好摩 芋田向2自治会自主防災隊 芋田向2コミニテイセンター

好摩 大台自治会自主防災隊 大台地区コミニテイセンター

好摩 好摩東自治会自主防災隊 好摩東地区コミュニティセンター

好摩 好摩一自治会自主防災隊 仮設拠点を設置した場合は、仮設拠点

好摩 松内自治会自主防災隊 松内地区コミセン

好摩 芋田自治会自主防災隊 芋田地区コミセン

桜城 御厩橋親交会自主防災隊

桜城 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ開運橋町内会自主防災隊 桜城児童・老人福祉ｾﾝﾀ－、児童公園

桜城 菜園一丁目町内会自主防災隊 衛生道具置場（菜園一丁目57-25に設置）

桜城 菜園二丁目町内会自主防災隊 桜城児童・老人センター、桜城小学校校庭、菜園高宮駐車場

桜城 盛岡駅前北通地区自主防災隊 盛岡駅前公民館、桜城児童老人福祉センター

桜城 中央通自治会自主防災隊 中央児童公園

桜城 西下台町内会自主防災隊 西下台町公民館

桜城 大沢川原一丁目町内会自主防災隊 岩手女子高校、盛岡城跡公園

桜城 大通三丁目第二町内会自主防災隊 桜城児童・老人福祉センター

桜城 中川町町内会自主防災隊 中川町公民館

桜城 梨木町町内会自主防災隊 桜城児童・老人福祉センター

桜城 材木町町内会自主防災隊 桜城児童・老人福祉センター

桜城 長田町第一町内会自主防災隊 長田町公民館又は仮設の本隊拠点
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桜城 開運橋通町内会自主防災隊 桜城老人福祉センター

桜城 梨木町第一町内会自主防災隊 白ゆりビルに設置する仮設の本隊拠点

桜城 桜城地区福祉推進会防災部会 桜城児童老人福祉センター

渋民 生出三自治会自主防災隊 生出三コミュニティセンターあづまーる

渋民 柴沢自治会緊急時連絡支援体制自主防災隊 柴沢農事集会所

渋民 山田自治会自主防災隊 山田地区コミセン

渋民 山屋沢目自治会自主防災隊 山屋沢目地区集会センター

渋民 生出2自治会自主防災隊 盛岡市農民研修センター

渋民 下田川崎地区自主防災隊 下田川崎地区コミセン

渋民 舟田2自治会自主防災隊 舟田2地区コミセン

渋民 門前寺自治会自主防災隊 門前寺コミュニティーセンター

渋民 渋民２自治会自主防災隊 渋民地区コミュニティセンター

渋民 武道自治会自主防災隊 渋民公民館

渋民 渋民１自治会自主防災隊 渋民地区コミュニティセンター

城南 八幡地区自主防災隊

城南 与の字橋4町内会自主防災隊 紺屋町地区コミュニティ消防センター

城南 小杉山町内会自主防災隊 小杉山集会所

城南 住吉町自治会自主防災隊 盛岡市武道館

城南 山王町町内会自主防災隊 山王児童・老人福祉センター

城南 東新庄一丁目町内会自主防災隊 隊長宅

城南 天神町自治会自主防災隊 城南小学校

城南 東新庄二丁目町内会自主防災隊 カサブランカ公園

城南 新庄町内会自主防災組織 新庄観音会館

城南 志家町内会自主防災隊 城南小学校に設置した仮設拠点

仙北 南仙北二・三丁目町内会自主防災隊 小鷹公民館

仙北 仙北一丁目第一町内会自主防災隊 青物町公民館

仙北 仙北二丁目自治会自主防災隊 仙北二丁目公民館、仙北きた児童公園

仙北 西仙北二丁目町内会自主防災隊 西二児童公園、ふれあい広場、公民館

仙北 駒形自治会自主防災隊 駒形公民館、児童公園

仙北 仙北三丁目組町自治会自主防災隊 仙北三丁目公民館

仙北 仙北三丁目町内会自主防災隊 仙北三丁目公民館

仙北 仙北ー丁目第二町内会自主防災隊 仙睦公民館

仙北 東仙北一丁目自治会自主防災隊 東仙北一丁目公民館

仙北 南仙北一丁目町内会自主防災隊 南仙北一丁目公民館

仙北 東仙北二丁目自治会自主防災隊 東仙北二丁目公民館

仙北 仙北地区自主防災会 仙北地区活動センター

仙北 仙北三丁目小中島自治会自主防災隊 県営仙北アパート集会室

大慈寺 神子田町町内会自主防災隊 神子田町公民館、さくら公園

大慈寺 茶畑町内会自主防災隊 大慈寺児童老人福祉センター

大慈寺 茶畑第二町内会自主防災隊 河南公民館、茶畑児童公園

玉山藪川 外山自治会自主防災隊 藪川公民館、旧外山小学校跡地

玉山藪川 白沢自治会自主防災隊 白沢コミセン

玉山藪川 川又自治会自主防災隊 川又コミセン

玉山藪川 日戸自治会自主防災隊 日戸コミセン

玉山藪川 釘の平自治会自主防災隊 釘の平コミュニティ消防センター

玉山藪川 山谷川目自治会自主防災隊 山谷川目コミセン

玉山藪川 城内自治会自主防災隊 城内地区コミュニティー消防センター

土淵 前潟自治会自主防災隊 前潟自治会館

土淵 長橋町自治会自主防災隊 ヴァンベール北公園

土淵 上厨川自治会自主防災隊 上厨川自治会館

土淵 谷地上自治会自主防災隊 谷地上コミュニティー消防センター

土淵 土淵自治会自主防災隊 土淵公民館又は児童公園
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土淵 平賀振興会自主防災隊 平賀公民館

土淵 土淵地域活動推進協議会自主防災会 土淵地区活動センター

繋 つなぎ町内会自主防災隊 盛岡市消防団第20分団

杜陵 南大通二丁目町内会自主防災隊 社陵老人福祉センター

杜陵 清水町第一町内会自主防災隊 杜陵老人福祉センター

杜陵 下ノ橋町町内会自主防災隊 杜陵老人福祉センター

杜陵 馬場町町内会自主防災隊 下ノ橋中学校

中野 見石町内会自主防災隊 見石公民館、児童公園

中野 東安庭町内会自主防災隊 東安庭公民館、東安庭（西）児童公園

中野 仁反田町内会自主防災隊 仁反田公民館、子供広場

中野 柳下町内会自主防災隊 中野公民館、中野児童公園

中野 門町内会自主防災隊 門公民館

中野 滝の下町内会自主防災隊 中野小学校、川目児童館、滝の下南児童公園

中野 小山町内会防災部 中野小学校又は川目児童センター

中野 砂溜町内会自主防災隊 川目児童・老人福祉センター

中野 簗川町内会自主防災隊 簗川町公民館

中野 中野町内会自主防災隊 中野公民館又は茶畑児童公園

仁王 三ツ割自治会自主防災隊 三ツ割住民センター、三ツ割公民館

仁王 名須川町町内会自主防災隊 仁王児童・老人福祉センター

仁王 八日町町内会自主防災隊 仁王児童・老人福祉センター

仁王 花屋町町内会自主防災隊 仁王児童・老人福祉センター

仁王 四ツ家町町内会自主防災隊 仁王児童・老人福祉センター

仁王 北山自治会自主防災隊 上田中学校

仁王 三ツ割鉢の皮振興会自主防災隊 鉢の皮センター・幼児公園

仁王 三戸町町内会自主防災隊 三戸町公民館、仁王小学校

仁王 本町第一町内会自主防災隊 本町地区コミュニテイ消防センター

仁王 油町町内会自主防災隊 本町地区コミュニテイ消防センター、下小路中校庭グランド

仁王 仁王新町町内会自主防災隊 仁王新町公民館

西厨川 中屋敷町町内会自主防災隊 中屋敷町自治公民館

西厨川 稲荷町内会自主防災隊 稲荷町公民館、盛岡自動車学校

西厨川 大新町内会自主防災隊 大新町公民館、大新小学校、大新町児童公園、西部公民館

西厨川 境田町町内会自主防災隊 境田町公民館

西厨川 城西町町内会自主防災隊 城西町公民館

西厨川 大館町町内会自主防災隊 大館町公民館、大館児童公園

西厨川 天昌寺町内会自主防災隊 天昌寺公民館

西厨川 北天昌寺町内会自主防災隊 北天昌寺町公民館　西厨川老人福祉センターほか

西厨川 新田町町内会自主防災隊 新田町公民館

東厨川 北夕顔瀬町第一町内会自主防災隊 北夕顔瀬町第一公民館、厨川小学校

東厨川 前九年親交会自主防災隊 厨川児童・老人ｾﾝﾀ－、前九年公園

東厨川 上堂自治会自主防災隊 上堂公民館、上堂児童・老人福祉センター、東児童公園

東厨川 夕顔瀬町第二町内会自主防災隊 児童公園

東厨川 安倍館自治会自主防災隊 安倍館公民館

東厨川 夕顔瀬第一町内会自主防災隊 夕顔瀬地区コミュニティーセンター、児童公園

東厨川 北夕顔瀬町第二町内会自主防災隊 北夕顔瀬町第二町内会公民館、児童公園

東厨川 東厨川地区自主防災会 前九年公園に設置する仮設の本隊拠点

巻堀姫神 巻堀自治会自主防災隊 巻堀コミュニティセンター

巻堀姫神 永井自治会自主防災隊 永井コミュニティセンター

巻堀姫神 馬場状小屋自治会自主防災隊 馬場状小屋地区コミセン

巻堀姫神 寺林自治会自主防災隊 寺林公民館又は寺林消防屯所

巻堀姫神 大平自治会自主防災隊 大平公民館・桑畑公民館

巻堀姫神 前田自治会自主防災隊 前田地区コミュニティセンター

巻堀姫神 元好摩自治会自主防災隊 元好摩地区多目的集会センター



自主防災組織を結成しているコミュニティ地区及び町内会等  （令和５年３月１日時点）

地区名 組織名 災害時の活動拠点

松園 松園二丁目町内会自主防災隊 松園小学校、松園中学校

松園 小鳥沢一・二丁目町内会自主防災隊 北松園児童ｾﾝﾀ－小鳥沢分室、駒鳥公園

松園 北松園町内会自主防災隊 北松園児童・老人福祉ｾﾝﾀ－、児童公園

松園 東松園二・三丁目町内会自主防災隊 東松園小学校

松園 松園中央町内会自主防災隊 松園児童・老人センター、松園地区活動センター

松園 東黒石野町内会自主防災隊 東黒石野中央公民館、ふれあい広場

松園 東松園四丁目町内会自主防災隊 東松園小学校、松園北アパートコミュニティセンター

松園 松園一丁目町内会自主防災隊 松園一丁目公民館、松園南児童公園

松園 西松園町内会自主防災隊 西松園町内会第一、第二公民館

松園 松園地区自主防災会 松園地区活動センター

松園 松園三丁目町内会自主防災隊

みたけ みたけ地区自主防災会 みたけ地区活動ｾﾝﾀ－

緑ヶ丘 緑が丘一丁目北区町内会自主防災隊 緑が丘児童ｾﾝﾀ－･老人福祉ｾﾝﾀ－、黄金児童公園

緑ヶ丘 黒石野平地区町内会自主防災隊 緑が丘公民館、黒石野平児童公園

緑ヶ丘 緑が丘一丁目町内会自主防災隊 緑が丘児童ｾﾝﾀ－･緑が丘老人福祉ｾﾝﾀ－黄金児童公園

緑ヶ丘 緑が丘二丁目町内会自主防災隊 緑が丘二丁目公民館又は緑が丘二丁目北公園広場

緑ヶ丘 緑が丘四丁目町内会自主防災隊 別途仮設の本拠点

緑ヶ丘 高松四丁目町内会自主防災隊 高松四丁目公民館

緑ヶ丘 黒石野町内会自主防災隊 黒石野公民館

緑ヶ丘 箱清水町内会自主防災隊 箱清水公民館

緑ヶ丘 岩脇町町内会自主防災隊 岩脇町第二集会所

緑ヶ丘 上田グリーンハイツ町内会自主防災隊 児童公園

緑ヶ丘 東緑が丘団地町内会自主防災隊

見前 三本柳西・北両自治会自主防災隊 三本柳自治公民館

見前 野田自治会自主防災隊 高松小学校

見前 三本柳南町内会自主防災隊 明戸自治公民館

見前 都南第4区町内会自主防災隊 都南第六ニュータウン自治会集会所

見前 盛岡市都南第二区町内会自主防災隊 見前南小学校、町内児童公園

見前 津志田町内連絡協議会自主防災隊 津志田町内会館

見前 都南第三町内会自主防災隊 見前町自治公民館、隊長宅、町内に設置する仮設本部

見前 三本柳東自治会自主防災隊 三本柳東公民館

見前 都南五区町内会自主防災隊 都南第5区農業構造改善センター

見前 見前第一町内会自主防災隊 見前町自治公民館

見前 都南ニュータウン町内会自主防災隊 都南ニュータウン自治公民館

見前 第三都南ニュータウン自治会自主防災隊 自治集会所又は高屋敷児童公園

見前 和野町内会自主防災隊 見前南小学校又は第5都南団地集会所

見前 上通町内会自主防災隊 見前小学校

見前 西見前第2ニュータウン自治会自主防災隊 西見前第2ニュータウン自治集会所・菖蒲田児童公園

見前 見前ニュータウン自治会自主防災隊 見前ニュータウン集会所

本宮 大宮町内会自主防災隊 大宮町内会公民館、大宮神社境内

本宮 鶴子町内会自主防災隊 鶴子公民館

本宮 向中野町内会自主防災隊 向中野公民館、台太郎公園

本宮 本宮一丁目町内会自主防災隊 本五公民館又は盛南公園

本宮 本宮二丁目町内会自主防災隊 本宮二丁目公民館、児童公園

本宮 仙北西団地自治会自主防災隊 西団地自治会集会室

本宮 本宮第四町内会自主防災隊 本四公民館又は隊長が指定した場所

本宮 向中野南町内会自主防災隊 防災隊長が指定する場所

本宮 道明町内会自主防災隊 道明公民館又は隊長が指定する場所

本宮 下鹿妻町内会自主防災隊 下鹿妻公民館又は下鹿妻消防屯所

本宮 越場町内会自主防災隊 越場公民館

本宮 本宮三丁目町内会自主防犯・防災隊 本宮公民館、本宮児童老人センター、本宮小学校

本宮 本宮七丁目町内会自主防災隊 防災隊長の指定する場所



自主防災組織を結成しているコミュニティ地区及び町内会等  （令和５年３月１日時点）

地区名 組織名 災害時の活動拠点

本宮 本宮第一町内会自主防災隊 本宮第一公民館

本宮 向中野三丁目町内会自主防災隊

簗川 福名湯親和会自主防災隊 生活改善センター

簗川 鑪山町内会自主防災隊 鑪山公民館

簗川 川目上躍進会自主防災隊 川目上学習センター

簗川 宇津野町内会自主防災隊 宇津野公民館

山岸 名乗町内会自主防災隊 名乗町内会公民館

山岸 下米内町内会自主防災隊 山岸児童・老人福祉センター、児童公園

山岸 下小路町会自主防災隊 下小路中学校体育館

山岸 御弓町町内会自主防災隊 隊長宅・山岸小学校

山岸 洞清水町内会自主防災隊 盛岡市立老人憩いの家又は洞清水中央児童公園

山岸 山岸三丁目町内会自主防災隊 隊長宅又は山岸三丁目公民館

山岸 山岸町内会自主防災隊 山岸小学校


