
 

福祉避難室一覧                                                             

 

№ 地区名 区分 施設名 住所 電話番号 福祉避難室（所）として利用可能な部屋 物資保管場所 備考 

 1 千手 福祉避難室 南中学校 南町 2-1-1 32-1577 通級指導教室 事務室 多目的ｽﾍﾟｰｽ(2F)  物置 ○地○指○緊  

 2 四郎丸 福祉避難室 四郎丸小学校 四郎丸 1-2-25 32-0055 第 2音楽室（児童館分室） ふれあいﾙｰﾑ(2F)   体育館脇外物置 ○地○指○緊  

 3 豊田 福祉避難室 豊田小学校 豊田町 4-1 34-2200 会議室 相談室 学習室(2F)  体育館床下 ○地○指○緊  

 4 阪之上 福祉避難室 阪之上小学校 今朝白 1-11-21 32-2134 視聴覚室(2F) 生活科室(3F) 音楽室(3F)  体育館下倉庫 ○地○指○緊㋓ 

 5 表町 福祉避難室 表町小学校 中島 5-7-7 32-0073 多目的ｽﾍﾟｰｽ(2F)    学習室（2F） ○地○指○緊  

 6 表町 福祉避難室 表町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 中島 5-7-7 38-0208 会議室(2F) 和室(2F)   小学校学習室（2F） ○指○緊  

 7 表町 福祉避難室 社会福祉ｾﾝﾀｰﾄﾓｼｱ 表町 2-2-21 32-5200 和室 1 和室 2   和室 2内収納 ○緊㋓ 

 8 中島 福祉避難室 中島小学校 中島 3-9-33 32-1854 生活科室 PC室(2F)   物置 ○地○指○緊  

9 神田 福祉避難室 神田小学校 西神田町 2-3 32-1034 多目的室 特別支援教室 相談室  ｽﾀｼﾞｵ ○地○指○緊  

10 川崎 福祉避難室 川崎小学校 干場 1-1-24 32-0056 ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 休憩室 大会議室(2F)  ｽﾃｰｼﾞ脇 ○地○指○緊㋓ 

11 川崎 福祉避難室 川崎東小学校 川崎町 671-1 33-2300 会議室 相談室   物置 ○地○指○緊  

12 新町 福祉避難室 北中学校 東蔵王 2-8-37 24-2059 ｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ 支援室 会議室(2F)  機械室 ○地○指○緊  

13 大島 福祉避難室 大島小学校 大島新町 5-甲 1000 27-1477 ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 多目的室 会議室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F) 男子休憩室 ○地○指○緊㋓ 

14 希望が丘 福祉避難室 希望が丘小学校 西津町 2204-2 28-0800 会議室 多目的室(和室) 児童会室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F) ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ○地○指○緊㋓ 

15 宮内 福祉避難室 宮内中学校 宮栄 2-3-50 32-3808 多目的ﾎｰﾙ 会議室 美術室 理科講義室(2F) 防災倉庫及び電気室 ○地○指○緊㋓ 

16 宮内 福祉避難室 上組小学校 豊詰町 227 22-0959 家庭科室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(3F)   児童ｸﾗﾌﾞ 1F倉庫 ○地○指○緊㋓ 

17 宮内 福祉避難室 石坂小学校 村松町 2735 22-1724 児童ｸﾗﾌﾞ 食堂 図書室(2F) 会議室(2F) 物置 ○地○指○緊  

18 宮内 福祉避難室 前川小学校 前島町 75 23-1266 食堂 会議室(PTA室) 児童ｸﾗﾌﾞ(2F)  体育館控室 ○地○指○緊  

19 十日町 福祉避難室 十日町小学校 十日町 1220 22-2250 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F) 図書室(2F)   ｽﾃｰｼﾞ脇の 2F部分 ○地○指○緊  

20 六日市 福祉避難室 岡南小学校 滝谷町 143 22-2050 食堂 多目的ｽﾍﾟｰｽ(2F) 図書室(2F)  体育館脇の階段下 ○地○指○緊  

21 山通 福祉避難室 柿小学校 柿町 650-1 32-4896 休憩室(2部屋) 会議室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(3F)  体育館更衣室 ○地○指○緊  

22 栖吉 福祉避難室 栖吉小学校 悠久町 3-232 32-3215 第 2音楽室 図画・工作室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F)  機械室 ○地○指○緊  

23 富曽亀 福祉避難室 富曽亀小学校 永田町 555 24-3669 学習室 会議室(2F) 多目的ｽﾍﾟｰｽ  ｽﾀｼﾞｵ ○地○指○緊㋓ 

24 山本 福祉避難室 浦瀬小学校 浦瀬町 301 44-8032 食堂 図書室(2F) 図工室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(3F) 体育館外倉庫 ○地○指○緊  

25 新組 福祉避難室 新組小学校 福井町 125 24-1023 会議室 家庭科室 図書室(2F)  児童会室 ○地○指○緊  

 

※○地地区防災センター（指定避難所のうち拠点避難所）、○指指定避難所、○緊指定緊急避難場所（災害の種別や状況により開設しない場合あり）、㋓エレベーターあり



 

 

    

№ 地区名 区分 施設名 住所 電話番号 福祉避難室（所）として利用可能な部屋 物資保管場所 備考 

26 黒条 福祉避難室 黒条小学校 高見町 400 24-8701 学習室 図工室 図書室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ準備室 ○地○指○緊  

27 下川西 福祉避難室 下川西小学校 花井町 1019 27-0519 学習室 図書室(2F) 図工室(2F)  体育館控室 ○地○指○緊  

28 上川西 福祉避難室 上川西小学校 下柳 2-8-46 27-0560 多目的ｽﾍﾟｰｽ 多目的ｽﾍﾟｰｽ(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F)  体育館女子厚生室 ○地○指○緊㋓ 

29 福戸 福祉避難室 福戸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 福戸町 2606-1 27-1000 大会議室 小会議室   旧福戸保育園医務室 ○指○緊  

30 王寺川 福祉避難室 王寺川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 寺宝町 38-4 27-5766 和室 会議室   男子厚生室 ○指○緊  

31 日越 福祉避難室 日越小学校 宝地町 197-1 27-0441 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 図書室(2F) 多目的ｽﾍﾟｰｽ(2F)  物置 ○地○指○緊㋓ 

32 深才 福祉避難室 深沢小学校 深沢町 3081 46-3665 図工室 図書室(2F) 多目的室(2F)  体育館ｷﾞｬﾗﾘｰ ○地○指○緊  

33 太田 福祉避難室 太田小・中学校 濁沢町 485 23-2016 学習室 相談室 図書室(2F)  ﾎﾞｲﾗｰ室 ○地○指○緊  

34 関原 福祉避難室 関原小学校 関原町 2-110 46-2061 学習室(2F) 図書室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(3F)  体育館外倉庫 ○地○指○緊  

35 宮本 福祉避難室 宮本小学校 宮本町 1-甲 67-1 46-2143 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 図書室(2F)   外物置 ○地○指○緊  

36 青葉台 福祉避難室 青葉台小学校 青葉台 4-15 47-0250 図書室 集会室(2F) 図工室(2F)  体育館脇倉庫 ○地○指○緊  

37 大積 福祉避難室 大積小学校 大積町 1-甲 1021 46-2202 会議室 食堂 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F)  玄関脇倉庫 ○地○指○緊  

38 中之島 福祉避難室 中之島中央小学校 鶴ケ曾根 1162 66-2123 応接室 第 2音楽室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F)  体育館 WC隣倉庫 ○地○指○緊㋓ 

39 越路 福祉避難室 越路体育館 来迎寺甲 885 92-4826 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 柔道場   機械室 B ○地○指○緊  

40 越路 福祉避難室 越路西小学校 不動沢 210-2 92-5424 会議室 多目的ルーム 図書室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 防災倉庫（体育館） ○地○指○緊㋓ 

41 三島 福祉避難室 日吉小学校 鳥越甲 420 46-2077 児童ｸﾗﾌﾞ 図書室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(3F) 音楽室(3F) 体育館ステージ下 ○地○指○緊㋓ 

42 三島 福祉避難室 みしまｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 上岩井 1261 番地 1 42-2242 和室 1 和室 2 和室 3  三島支所車庫棟 2F倉庫 ○緊㋓ 

43 山古志 福祉避難室 山古志体育館 山古志竹沢甲 2837-1 59-2339 休憩室 第 1会議室 第 2会議室  小ｱﾘｰﾅ用具室 ○地○指○緊㋓ 

44 小国 福祉避難室 小国会館 小国町新町 176-1 95-4771 控室 談話コーナー 婦人事務室(2F) 視聴覚室(2F) 倉庫（2F） ○地○指○緊  

45 和島 福祉避難室 和島保健ｾﾝﾀｰ 小島谷 3434-4 74-3113 健診ﾎｰﾙ 問診診察室 (子育ての駅)  ﾛﾋﾞｰ倉庫 ○地○指○緊㋓  

46 寺泊 福祉避難室 寺泊中学校 寺泊吉 1681 75-2112 多目的ﾎｰﾙ 視聴覚室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F)  倉庫 4（体育館 2F） ○地○指○緊  

47 栃尾 福祉避難室 栃尾体育館 中央公園 1-34 52-5571 体力・保健相談室 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 男子厚生室 女子厚生室 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾙｰﾑ ○地○指○緊㋓ 

48 栃尾 福祉避難室 上塩小学校 上塩 878-1 52-2693 会議室 多目的室(食堂) 音楽室(2F)  体育館ｷﾞｬﾗﾘｰ ○地○指○緊  

49 栃尾 福祉避難室 荷頃地区ｾﾝﾀｰ 北荷頃 2439 甲 52-4405 第 3会議室(2F) 第 2会議室(2F) 第 4会議室(2F)  旧浴室 ○地○指○緊  

50 栃尾 福祉避難室 下塩小学校 吉水 1720 52-2496 図書室(2F) 特別支援教室(2F) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室(2F)  物置 ○地○指○緊  

51 栃尾 福祉避難室 栃尾産業交流ｾﾝﾀｰ 栃尾宮沢 1765 51-1331 ﾎｰﾙ控室 市民学芸員室(2F) 会議室 5(3F)  ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰ ○地○指○緊㋓ 

52 与板 福祉避難室 与板体育館 与板町与板乙 2430-1 72-3993 第 1会議室 第 2会議室(2F) 第 3会議室(2F)  男子ﾛｯｶｰ室 ○地○指○緊  

53 川口 福祉避難室 川口公民館 東川口 1979-130 89-3120 大会議室 小会議室   印刷室 ○地○指○緊㋓ 

54 川口 福祉避難室 川口中学校 西川口 951 89-3101 会議室 相談室 食堂  ｽﾃｰｼﾞ脇物置 ○地○指○緊  

 

※○地地区防災センター（指定避難所のうち拠点避難所）、○指指定避難所、○緊指定緊急避難場所（災害の種別や状況により開設しない場合あり）、㋓エレベーターあり 


