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要援護者支援（町会・自治会） 

〔資料協定第147〕避難行動要支援者の支援に関する協定書（標準協定書） 

【鎌田南睦会、八幡山町会、北沢４丁目町会、奥沢交和会、尾山台

三丁目町会、北沢２丁目協和会、下馬二丁目北町会、桜丘一丁目町

会、下馬五丁目町会、千駄山町会、公社・祖師谷住宅自治会、世田

谷二丁目町会、下代田西町会、桜上水５丁目自治会、上馬・駒沢明

和会、大蔵住宅自治会、野沢三丁目町会、宮坂一・二丁目町会、等々

力三和会、祖師谷橋自治会、上祖師谷自治会、成城団地自治会、北

沢５丁目町会、豪徳寺１丁目山下自治会、松原２丁目町会、玉川田

園調布会、協和会、玉堤町会、上野毛町会、桜新町親和会、祖師谷

３丁目南町会、藤自治会、フレール西経堂自治会、上馬北部町会、

野沢2丁目町会、赤堤１丁目町会、大原北町会、根津山会、代田自治

会、宮坂三丁目町会、等々力６丁目町会、太子堂本町会、宇奈根町

会、太子堂下ノ谷町会、上北沢町会、尾山台町会、親和会、梅丘１

丁目町会、太子堂4丁目西山町会、若林町会、深友会、下代田東町

会、豪徳寺１丁目町会、祖師谷住宅自治会、玉川町会、梅丘２・３

丁目町会、喜多見中部町会、太子堂二丁目大塚町会、太子堂三軒茶

屋町会、豪徳寺二丁目町会、代沢中町会、希望ヶ丘団地自治会、代

沢２丁目北町会、池尻団地自治会、祖師谷第２自治会、祖師谷千歳

台自治会、上馬東町会、世田谷東町会、千歳台睦町会、代沢五丁目

町会、代沢５丁目東町会、代沢４丁目西町会、三軒茶屋町会、船橋

四丁目住宅自治会、上北沢１丁目自治会、都営八幡山アパート自治

会、馬事公苑ハイム、松原１丁目町会、松原５・６丁目自治会、桜

上水２丁目町会、石井戸会、北沢２丁目南町会、北沢３・４丁目西

町会、北沢１丁目町会、松原三・四丁目自治会、代田南町会、あや
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め会、パークアベニュー芦花公園自治会、児ヶ谷会、烏山松葉通住

宅自治会、喜多見北部町会、烏山北住宅自治会、池尻西町会、千歳

台南会、北沢中央自治会、給田西住宅管理組合、桜上水１丁目町会、

下馬6丁目町会、都営桜上水3丁目アパート自治会、下馬新生自治会、

野沢1丁目明朗会】 ········································· 715 
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