
総務部　危機管理室

平成31年（2019年）3月31日現在

名称 結成年月日 組織構成 活動内容

連合自治会、青少年対策委員会 防災訓練、防災講習会
公民館運営審議会、防犯協議会 資機材点検、家庭内点検
体育振興会、小中幼ＰＴＡ、子ども会 意識調査、防災セミナー参加
福祉委員会、民生児童委員会、高齢クラブほか 資機材備蓄
連合自治会、防犯協議会、福祉委員会 防災意識啓発、予防活動、防災訓練
公民館、青少年対策委員会、体育振興協議会 情報収集・伝達・初期消火
民生児童委員、高齢クラブ、子ども会育成協議会 救出・救護・避難誘導
済生会吹田病院 資機材備蓄、防災セミナー参加
連合自治会、防犯協議会、子ども会育成協議会 防災意識啓発、防災訓練
福祉委員会、体育振興協議会、青少年対策委員会 情報収集・伝達・初期消火
青少年指導員、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ育成会、小中幼ＰＴＡ 救出・救護・避難誘導
高齢クラブ、商店会、民生児童委員ほか 資機材備蓄、防災セミナー参加
自治会協議会、日赤奉仕団、防火クラブ 防災意識啓発、予防活動
福祉委員会、防犯協議会、高齢クラブ 防災訓練
体育振興会、青少年対策委員会 情報収集・伝達・初期消火
民生児童委員、小学校 救出・救護・避難誘導
自治団体協議会、体育振興会、 防災意識啓発、予防活動、防災訓練
青少年対策委員会、地域教育協議会 情報収集・伝達・初期消火
青少年指導委員会、防犯協議会 救出・救護・避難誘導
福祉委員会、市民ホール運営委員会 資機材備蓄
高齢クラブ、小中学校、ＰＴＡ、民生児童委員
連合自治協議会、市民ホール運営委員会 防災意識啓発
防犯協議会、体育振興協議会、高齢クラブ 予防活動
青少年対策委員会、子ども会 防災訓練
小中幼ＰＴＡ、福祉委員会、 情報収集・伝達・初期消火
バイオ対策委員会ほか 救出・救護・避難誘導
自治会連合協議会、民生児童委員、体育振興会 防災意識啓発、予防活動、防災訓練
福祉委員会、青少年育成委員会 情報収集・伝達・初期消火
防犯協議会、婦人会、子ども会育成者協議会 救出・救護・避難誘導
高齢クラブ、母子会、母子福祉会 資機材備蓄
小中学校、公民館運営審議会
集会所運営委員会
自治連合協議会、防犯協議会、体育振興会 防災意識啓発、予防活動、防災訓練
民生児童委員、福祉委員会、母子会、子ども会 情報収集・伝達・初期消火
青少年対策委員会、高齢クラブ 救出・救護・避難誘導
人権協議会、小学校・幼稚園、保育園、小中ＰＴＡ 資機材備蓄
公民館、コミュニティセンター
児童センター、いのこの里
連合自治会、防犯協議会、体育振興会 防災意識啓発、予防活動、防災訓練
福祉委員会、公民館、高齢者クラブ、婦人部 情報収集・伝達・初期消火
青少年対策委員会、青少年指導委員会、 救出・救護・避難誘導
家庭防火クラブほか 資機材備蓄
千里丘連合町会、民生児童委員、体育振興会 防災意識啓発、予防活動、防災訓練
福祉委員会、公民館、高齢クラブ 情報収集・伝達・初期消火
青少年対策委員会、青少年指導委員会 救出・救護・避難誘導
山二小ＰＴＡほか 資機材備蓄

吹二地区防災対策委員会
平成19年（2007年）

10月18日

自主防災組織結成状況（連合単位）NO.１

1 五月が丘地区防災委員会
平成8年（1996年）

3月23日

3 青山台地区防災対策委員会
平成15年（2003年）

2月1日

2 東地区防災対策委員会

平成14年（2002年）
 5月1日

【平成24年（2012年）
4月1日名称変更】

10

8 山三地区防災委員会
平成19年（2007年）

10月20日

6 古江台地区防災対策委員会

9 南山田地区防災対策委員会

平成18年（2006年）
3月12日

7

山二地区防災対策委員会
平成20年（2008年）

4月1日

5 竹見台地区防災対策委員会
平成17年（2005年）

12月15日

4 高野台地区防災委員会
平成16年（2004年）

9月1日

平成20年（2008年）
4月1日



総務部　危機管理室

平成31年（2019年）3月31日現在

名称 結成年月日 組織構成 活動内容

連合自治会、防犯協議会、体育振興会 防災意識啓発、防災訓練
民生児童委員、福祉委員会 情報収集・伝達・初期消火
青少年対策委員会、青少年指導委員会、高齢クラブ 救出・救護・避難誘導
人権啓発推進委員会、小中ＰＴＡ、子ども会 資機材備蓄
公民館、母子会ほか 給食給水
連合自治会、防犯協議会、体育振興会 防災意識啓発、防災訓練
民生児童委員、福祉委員会、家庭防火クラブ 情報収集・伝達・初期消火
青少年指導委員会、高齢クラブ 救出・救護・避難誘導
山一小ＰＴＡ、子ども会ほか 給食・給水、福祉、防犯
自治会連絡協議会、防犯協議会、体育振興協議会 防災意識啓発、防災訓練
青少年対策委員会、福祉委員会、民生児童委員、 情報収集・伝達・初期消火
青少年指導員委員会、社会福祉協議会、ＰＴＡ 救出・救護・避難誘導
高齢者クラブ、人権啓発推進協議会ほか 給食・給水、
連合自治会、体育振興協議会、青少年指導員委員会、 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
福祉委員会、民生児童委員会、高齢クラブ、 情報収集・伝達・初期消火
岸一小ＰＴＡ、岸二小ＰＴＡ、岸一公民館、 救出・救護・避難誘導等の応急対策
岸二公民館、釈迦が池土地改良区ほか 防災資機材の備蓄等
自治団体連合会、小・中学校、体育振興会 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
防犯協議会、青少年対策委員会、福祉委員会、 情報収集・伝達・初期消火
公民館、集会所運営委員会ほか 救出・救護・避難誘導等の応急対策

防災資機材の備蓄、給食・給水
自治団体協議会、体育振興協会、 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
防犯協議会、青少年対策委員会、福祉委員会、 情報収集・伝達・出火予防・初期消火
子ども会育成協議会ほか 救出・救護・避難誘導等

防災資機材等の備蓄
連合自治会、防犯協議会、福祉委員会 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
老人クラブ連合会、人権啓発推進委員会 情報収集・伝達・出火予防・初期消火
体育振興会、佐竹台小ＰＴＡ、青少年対策委員会 救出・救護・避難誘導等
医療関係者、市民ホール 防災資機材等の備蓄
連合自治会、防犯協議会、福祉委員会 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
高齢クラブ連合会、体育振興協議会、 情報収集・伝達・出火予防・初期消火
民生児童委員 救出・救護・避難誘導等

防災資機材等の備蓄
連合自治会、まちづくり協議会、民生・児童委員会 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
青少年対策委員会、青少年指導員、福祉委員会 情報収集・伝達・出火予防・初期消火
人権啓発推進協議会、体育振興会、日本赤十字奉仕団 救出・救護・避難誘導・介助等
防犯協議会、公民館、児童センター　ほか 防災資機材等の備蓄
連合自治会、防犯対策協議会、体育振興協議会 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
青少年対策委員会、福祉委員会　ほか 情報収集・伝達・出火予防・初期消火

救出・救護・避難誘導等
防災資機材等の備蓄

自主防災組織結成状況（連合単位）NO.2

11 千一地区自主防災協議会
平成20年（2008年）

6月15日

12 山一地区連合自治会防災対策委員会
平成20年（2008年）

8月8日

13 東山田地区自主防災対策委員会
平成21年（2009年）

4月1日

14 岸部地域自主防災対策委員会
平成22年（2010年）

3月27日

15 北山田地区防災対策委員会
平成22年（2010年）

4月1日

16 桃山台地区防災対策委員会
平成22年（2010年）

7月1日

17 佐竹台地区防災対策委員会
平成23年（2011年）

1月16日

18 山五地区防災対策委員会
平成23年（2011年）

11月1日

19 千里新田地域災害対策本部
平成24年（2012年）

12月15日

20 豊一地区自主防災組織
平成25年（2013年）

4月1日



総務部　危機管理室

平成31年（2019年）3月31日現在

名称 結成年月日 組織構成 活動内容

自治団体連絡協議会、防犯協議会、体育振興協議会 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
青少年対策委員会、青少年指導委員会、福祉委員会 情報収集・伝達・出火予防・初期消火
民生児童委員、日赤奉仕団、人権啓発推進委員会 救出・救護・避難誘導等
ほか 防災資機材等の備蓄
連合自治会、自治団体連絡協議会、防犯委員会 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
体育振興会、青少年対策委員会、青少年指導委員会 情報収集・伝達・出火予防・初期消火
福祉委員会、民生児童委員会、人権推進協議会 救出・救護・避難誘導等
千二小ＰＴＡ、第一中ＰＴＡ、公民館、母子会、ほか 防災資機材等の備蓄
連合自治会、福祉委員会、民生児童委員会 防災意識啓発、災害予防、防災訓練
青少年対策委員会、体育振興会、高齢者クラブ茜会 物資調達、配給衛生、避難救護
公民館、防犯委員会、人権啓発推進協議会 警備（生活安全・社会秩序）
西山田小ＰＴＡ、西山田中ＰＴＡほか 消火（初期消火・火災予防）
連合自治会、福祉委員会、民生児童委員会、防犯委員会 防災知識啓発、災害予防、防災訓練
青少年対策委員会、体育振興会、高齢クラブ 情報収集伝達、初期消火、救出救護
公民館、青少年指導委員会、南こ連、人権啓発推進協議会 避難誘導、避難所運営
ほか 防災資機材等の整備・点検、食材等の備蓄
連合自治会 防災知識啓発、災害予防、防災訓練

情報収集伝達、初期消火、救出救護
避難誘導、避難所運営
防災資機材等の整備・点検、食材等の備蓄

自主防災組織結成状況（連合単位）NO.3

21 津雲台地区防災対策委員会
平成25年（2013年）

6月1日

22 千二地区自主防災協議会
平成27年（2015年）

12月5日

25 山手地区連合自治会防災部
平成31年（2019年）

3月25日

23 西山田地区防災委員会
平成28年（2016年）

11月5日

24 吹南地区防災対策委員会
平成30年（2018年）

1月20日


