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○総括表１
　　避難場所等総括表

避難場所
総面積 避難有効面積 避難計画人口 1人当たり面積
（㎡） （㎡） （人） （㎡／人）

第９回 221 55,153,317 30,687,299 9,874,975 3.11

第８回 213 57,731,162 32,558,526 9,726,055 3.35

第７回 197 58,143,812 30,523,447 9,644,916 3.16

地区内残留地区
総面積 避難計画人口
（㎡） （人）

第９回 40 115,836,836 3,315,581

第８回 37 111,615,127 3,197,094

第７回 34 100,441,900 3,073,387

避難道路
総延長
（㎞）

第９回 11 13 49.6

第８回 12 14 54.1

第７回 12 14 54.1

避難場所数

地区内残留地区数

対象避難場所数 系統

1 



○総括表２
　　各区別の避難場所及び地区内残留地区

利用箇所数① 自区内箇所数
千代田 0 0 1 1
中央 4 4 5 9
港 8 8 10 18

新宿 11 10 2 13
文京 7 7 0 7
台東 3 3 1 4
墨田 10 9 1 11
江東 12 12 8 20
品川 10 9 5 15
目黒 8 8 1 9
大田 13 14 7 21

世田谷 25 24 0 25
渋谷 9 9 1 10
中野 13 10 0 13
杉並 20 19 0 20
豊島 8 6 1 9
北 21 21 0 21

荒川 7 4 1 8
板橋 12 12 1 13
練馬 14 11 0 14
足立 32 32 1 33
葛飾 13 13 0 13

江戸川 14 12 1 13
計 273 258 47 320

・複数の区にまたがる避難場所及び地区内残留地区については、それぞれの区ごと
に計上している。したがって、数は重複を含んでいる。
・利用箇所数：当該区民が避難する避難場所数（区外避難も含む）
・自区内箇所数：当該区にある避難場所数
・区別地区内残留地区数：当該地区にある地区内残留地区数
・練馬区は、区外の武蔵野市に避難場所の指定がある（120 グリーンパーク）
・大田区は、区内にある38大井ふ頭一帯を利用しない

区名
区別避難場所 区別地区内残留地区

②
合　計
①＋②
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区 町丁 町丁数

6 晴海地区 中央区晴海 1,054,773 594,107 中央区

勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁
目、勝どき四丁目、月島一丁目、月島二丁
目、月島三丁目、月島四丁目、晴海一丁目、
晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目及び晴
海五丁目

13 53,513 11.10 0.8

7 迎賓館一帯
港区元赤坂
新宿区南元町、
四谷、若葉

89,472 64,386 新宿区
市谷本村町の一部、南元町の一部、四谷一丁
目、四谷本塩町及び若葉一丁目

5 13,526 4.76 1.0

8 芝公園・慶応大学一帯
港区芝公園、三
田

610,205 323,566 港区
芝三丁目、芝五丁目、三田一丁目、三田二丁
目、三田三丁目、三田四丁目及び三田五丁目

7 96,854 3.34 0.9

港区
白金台二丁目、高輪一丁目、高輪二丁目、高
輪三丁目及び高輪四丁目

5

品川区    
北品川四丁目の一部、北品川五丁目の一部、
北品川六丁目、東五反田一丁目の一部及び東
五反田三丁目の一部

5

港区

白金一丁目、白金二丁目、白金三丁目、白金
四丁目、白金五丁目、白金六丁目、白金台一
丁目、白金台三丁目、白金台四丁目及び白金
台五丁目

10

品川区    
上大崎一丁目、上大崎二丁目、上大崎三丁
目、上大崎四丁目、東五反田一丁目の一部、
東五反田三丁目の一部及び東五反田四丁目

7

14 有栖川宮記念公園一帯 港区南麻布 91,609 46,322 港区

麻布十番二丁目、麻布十番三丁目、麻布十番
四丁目、南麻布一丁目、南麻布二丁目、南麻
布三丁目、南麻布四丁目、南麻布五丁目、元
麻布一丁目及び元麻布二丁目

10 30,940 1.50 0.9

15 青山墓地一帯
港区南青山、六
本木

372,800 247,235 港区
西麻布二丁目、南青山四丁目の一部及び南青
山六丁目

3 7,920 31.22 0.8

16 戸山公園一帯
新宿区大久保、
戸山

722,814 410,219 新宿区

市谷加賀町一丁目、市谷加賀町二丁目、市谷
甲良町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏
町、大久保一丁目、大久保二丁目、大久保三
丁目、喜久井町、北山伏町、新宿六丁目の一
部、新宿七丁目、高田馬場一丁目、高田馬場
二丁目、戸山一丁目、戸山二丁目、戸山三丁
目、西早稲田二丁目の一部、馬場下町の一
部、原町一丁目、原町二丁目、原町三丁目、
百人町一丁目の一部、百人町二丁目の一部、
弁天町、南榎町、南山伏町、若松町及び早稲
田南町

30 106,513 3.85 1.6

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

12
高輪三丁目・四丁目・
御殿山地区

港区高輪
品川区北品川

235,437 90,983 53,721 1.69 1.4

13
自然教育園・聖心女子
学院一帯

港区白金、白金
台
品川区上大崎

337,028 178,490 63,982 2.79 1.2
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区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

港区
北青山一丁目、北青山二丁目、北青山三丁目
及び元赤坂二丁目の一部

4

新宿区    

荒木町、市谷本村町の一部、霞ヶ丘町、片
町、左門町、信濃町、須賀町、大京町、南元
町の一部、四谷二丁目、四谷三丁目、四谷坂
町、四谷三栄町、若葉二丁目及び若葉三丁目

15

渋谷区    
神宮前二丁目の一部、神宮前三丁目の一部、
千駄ケ谷一丁目の一部及び千駄ケ谷二丁目の
一部

4

新宿区

愛住町、市谷台町、市谷仲之町、歌舞伎町一
丁目、歌舞伎町二丁目、河田町、新宿一丁
目、新宿二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、
新宿五丁目、新宿六丁目の一部、住吉町、富
久町、内藤町、舟町、余丁町及び四谷四丁目

18

渋谷区    千駄ケ谷五丁目及び千駄ケ谷六丁目 2

新宿区
西新宿三丁目の一部、西新宿四丁目、西新宿
五丁目及び西新宿八丁目

4

渋谷区    本町三丁目 1

中野区    
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目及び弥
生町一丁目

4

新宿区    

北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁
目、北新宿四丁目、高田馬場三丁目、高田馬
場四丁目、百人町一丁目の一部、百人町二丁
目の一部、百人町三丁目及び百人町四丁目

10

中野区    
中央一丁目、中央二丁目、東中野一丁目及び
東中野二丁目

4

21 六義園 文京区本駒込 100,865 56,458 文京区    
千駄木四丁目、千駄木五丁目の一部、本駒込
一丁目、本駒込二丁目、本駒込三丁目、本駒
込四丁目、本駒込五丁目及び本駒込六丁目

8 33,375 1.69 1.2

22 東京大学
文京区本郷、弥
生

418,882 205,156 文京区    

千駄木一丁目、千駄木二丁目、千駄木三丁
目、千駄木五丁目の一部、西片一丁目の一
部、西片二丁目、根津一丁目、根津二丁目、
本郷二丁目の一部、本郷三丁目、本郷四丁目
の一部、本郷五丁目の一部、本郷六丁目、本
郷七丁目、向丘一丁目、向丘二丁目、弥生一
丁目、弥生二丁目、湯島一丁目、湯島二丁
目、湯島三丁目及び湯島四丁目

22 116,677 1.76 1.3

17 明治神宮外苑地区

港区北青山
新宿区霞ヶ丘町
渋谷区神宮前、
千駄ケ谷

700,961 354,235 80,983 4.37 2.0

18 新宿御苑
新宿区内藤町
渋谷区千駄ケ谷

578,533 383,193 151,124 2.54 1.3

19
新宿中央公園・高層ビ
ル群一帯

新宿区西新宿 352,047 181,081 74,180 2.44 1.4

20 百人町三・四丁目地区 新宿区百人町 245,255 130,697 86,608 1.51 1.9
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区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

新宿区    

赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷砂土原町
一丁目、市谷砂土原町二丁目、市谷砂土原町
三丁目、市谷左内町、市谷鷹匠町、市谷田町
一丁目、市谷田町二丁目、市谷田町三丁目、
市谷長延寺町、市谷八幡町、市谷船河原町、
岩戸町、改代町、神楽河岸、神楽坂一丁目、
神楽坂二丁目、神楽坂三丁目、神楽坂四丁
目、神楽坂五丁目、神楽坂六丁目、北町、細
工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道
町、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡
町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、払
方町、東五軒町、袋町、南町、矢来町、横寺
町及び若宮町

44

文京区    

春日一丁目、春日二丁目、小石川一丁目の一
部、小石川二丁目、小石川三丁目の一部、後
楽一丁目、後楽二丁目、小日向一丁目の一
部、小日向二丁目の一部、小日向四丁目の一
部、水道一丁目、水道二丁目、関口一丁目の
一部、西片一丁目の一部、本郷一丁目、本郷
二丁目の一部、本郷四丁目の一部及び本郷五
丁目の一部

18

文京区    

大塚一丁目、大塚二丁目の一部、大塚三丁
目、大塚四丁目の一部、音羽一丁目の一部、
小石川四丁目、小石川五丁目、小日向一丁目
の一部、小日向二丁目の一部、小日向三丁
目、小日向四丁目の一部、千石一丁目の一
部、千石二丁目の一部、千石三丁目及び千石
四丁目

15

豊島区    
南大塚一丁目の一部、南大塚二丁目及び南大
塚三丁目の一部

3

26 護国寺一帯 文京区大塚 168,809 148,947 文京区    
大塚二丁目の一部、大塚四丁目の一部、大塚
五丁目、大塚六丁目及び音羽二丁目

5 13,146 11.33 0.4

台東区    

上野桜木一丁目の一部、上野桜木二丁目、谷
中一丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四
丁目、谷中五丁目、谷中六丁目及び谷中七丁
目

9

荒川区    
西日暮里二丁目、西日暮里三丁目、西日暮里
四丁目、西日暮里五丁目、東日暮里五丁目の
一部及び東日暮里六丁目の一部

6

23 後楽園一帯
文京区春日、後
楽

397,532 166,062 130,055 1.28 1.7

24
お茶の水女子大学一
帯・教育の森公園一帯

文京区大塚 334,059 185,888 67,317 2.76 1.2

27 谷中墓地
台東区上野桜
木、谷中

143,653 60,587 34,438 1.76 0.9
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区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

台東区    

浅草二丁目の一部、浅草三丁目の一部、浅草
四丁目の一部、浅草五丁目の一部、浅草橋一
丁目、浅草橋二丁目、浅草橋三丁目、浅草橋
四丁目、浅草橋五丁目、池之端一丁目、池之
端二丁目、池之端三丁目、池之端四丁目、入
谷一丁目、入谷二丁目、上野七丁目、上野公
園、上野桜木一丁目の一部、北上野一丁目、
北上野二丁目、蔵前一丁目、蔵前二丁目、蔵
前三丁目、蔵前四丁目、小島一丁目、小島二
丁目、寿一丁目、寿二丁目、下谷一丁目、下
谷二丁目、下谷三丁目、千束一丁目、千束二
丁目、千束三丁目、千束四丁目の一部、台東
一丁目、台東二丁目、台東三丁目、台東四丁
目、鳥越一丁目、鳥越二丁目、西浅草一丁
目、西浅草二丁目、西浅草三丁目、日本堤二
丁目の一部、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸
三丁目、根岸四丁目、根岸五丁目、東上野一
丁目、東上野二丁目、東上野三丁目、東上野
四丁目、東上野五丁目、東上野六丁目、松が
谷一丁目、松が谷二丁目、松が谷三丁目、松
が谷四丁目、三筋一丁目、三筋二丁目、三ノ
輪一丁目、三ノ輪二丁目、元浅草一丁目、元
浅草二丁目、元浅草三丁目、元浅草四丁目、
柳橋一丁目、柳橋二丁目、竜泉一丁目、竜泉
二丁目及び竜泉三丁目

73

荒川区    

東日暮里一丁目の一部、東日暮里二丁目の一
部、東日暮里三丁目の一部、東日暮里四丁
目、東日暮里五丁目の一部及び東日暮里六丁
目の一部

6

29 大島・北砂団地一帯
江東区大島、北
砂

428,714 206,370 江東区    
大島三丁目、大島四丁目、大島五丁目、大島
六丁目、亀戸六丁目、北砂三丁目、北砂四丁
目、北砂五丁目、北砂六丁目及び北砂七丁目

10 72,215 2.86 0.6

32
公社南砂二丁目団地一
帯

江東区南砂 154,904 87,443 江東区    
北砂一丁目、北砂二丁目、南砂一丁目及び南
砂二丁目

4 33,795 2.59 1.3

33
辰巳団地・潮見運動公
園一帯

江東区潮見、辰
巳

734,760 369,216 江東区    枝川一丁目 1 5,514 66.96 1.2

墨田区    菊川三丁目、江東橋五丁目及び立川四丁目 3

江東区    
大島一丁目、大島二丁目、亀戸一丁目、猿江
一丁目、猿江二丁目、住吉一丁目、住吉二丁
目、毛利一丁目及び毛利二丁目

9

28 上野公園一帯
台東区池之端、
上野公園、上野
桜木

703,457 405,190 212,412 1.91 2.2

36 猿江恩賜公園一帯
江東区猿江、住
吉、毛利

185,322 113,675 47,872 2.37 1.0

6



区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

37 品川区役所一帯 品川区広町 85,728 25,833 品川区    
大井一丁目、大井二丁目、西品川一丁目の一
部、広町二丁目及び二葉一丁目

5 21,286 1.21 0.6

38 大井ふ頭一帯
品川区八潮
大田区東海、城
南島

3,768,025 1,744,421 品川区    

北品川二丁目の一部、広町一丁目の一部、南
品川一丁目、南品川二丁目、南品川三丁目、
南品川四丁目の一部、南品川五丁目及び南品
川六丁目

8 19,619 88.91 1.7

39
大井競馬場・しながわ
区民公園

品川区勝島 504,330 347,536 品川区    

大井三丁目、大井四丁目、大井五丁目、大井
六丁目、大井七丁目、戸越六丁目、中延四丁
目の一部、中延五丁目の一部、中延六丁目、
西大井一丁目、西大井二丁目、西大井三丁
目、西大井四丁目、西大井五丁目、西大井六
丁目、東大井一丁目、東大井二丁目、東大井
三丁目、東大井四丁目、東大井五丁目、東大
井六丁目、東中延二丁目、二葉二丁目、二葉
三丁目、二葉四丁目、南大井一丁目、南大井
四丁目、南大井五丁目、豊町四丁目、豊町五
丁目及び豊町六丁目

31 108,176 3.21 2.9

目黒区    駒場三丁目及び駒場四丁目 2

世田谷区  
大原一丁目、北沢一丁目の一部、北沢二丁目
の一部、北沢三丁目、北沢四丁目、北沢五丁
目、代沢二丁目の一部及び代田六丁目

8

渋谷区    上原二丁目、上原三丁目及び富ケ谷二丁目 3

41 中目黒公園一帯
目黒区三田、中
目黒
渋谷区恵比寿南

197,428 104,368 目黒区    

上目黒二丁目、下目黒一丁目、下目黒二丁
目、下目黒三丁目の一部、下目黒四丁目の一
部、下目黒五丁目の一部、下目黒六丁目の一
部、中町一丁目、中町二丁目、中目黒三丁
目、中目黒四丁目、中目黒五丁目、三田二丁
目、目黒一丁目、目黒二丁目、目黒三丁目、
目黒四丁目、祐天寺一丁目及び祐天寺二丁目

19 70,886 1.47 1.4

目黒区    

上目黒三丁目、上目黒四丁目、上目黒五丁
目、五本木一丁目、五本木二丁目、五本木三
丁目、東山一丁目、東山二丁目及び東山三丁
目

9

世田谷区  池尻一丁目、池尻二丁目及び池尻三丁目 3

40 駒場東大一帯

目黒区駒場
世田谷区北沢
渋谷区松濤、富
ケ谷

394,096 222,874 42,653 5.23 1.6

42 世田谷公園一帯
目黒区東山
世田谷区池尻

286,870 165,906 49,185 3.37 1.4

7



区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
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品川区    

荏原六丁目の一部、荏原七丁目、小山六丁
目、小山七丁目、中延二丁目の一部、中延三
丁目、中延四丁目の一部、中延五丁目の一
部、西中延二丁目、西中延三丁目、旗の台一
丁目、旗の台二丁目、旗の台三丁目、旗の台
四丁目、旗の台五丁目及び旗の台六丁目

16

目黒区    

大岡山一丁目、大岡山二丁目、洗足一丁目、
洗足二丁目、原町一丁目、原町二丁目、緑が
丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、南
一丁目、南二丁目及び南三丁目

12

大田区    
石川町一丁目、石川町二丁目の一部、北千束
一丁目、北千束二丁目及び北千束三丁目の一
部

5

44 平和島地区
大田区大森東、
平和島、平和の
森公園

1,114,366 499,891 大田区    

大森北三丁目、大森北四丁目、大森北五丁目
の一部、大森北六丁目、大森中一丁目の一
部、大森西二丁目の一部、大森西四丁目の一
部、大森西五丁目の一部、大森西六丁目、大
森西七丁目の一部、大森東一丁目の一部、大
森東二丁目の一部、大森本町二丁目、北馬込
二丁目の一部、山王一丁目、山王二丁目、山
王三丁目の一部、山王四丁目、中央一丁目の
一部、中馬込二丁目の一部、中馬込三丁目の
一部、東馬込一丁目、東馬込二丁目、南馬込
一丁目、南馬込二丁目及び南馬込三丁目の一
部

26 78,793 6.34 2.9

45 昭和島野球場一帯 大田区昭和島 49,179 36,797 大田区    

大森中一丁目の一部、大森中二丁目、大森中
三丁目、大森西五丁目の一部、大森東二丁目
の一部、大森東三丁目、大森東四丁目及び大
森東五丁目

8 21,038 1.75 1.5

46 森ケ崎公園 大田区大森南 38,606 35,857 大田区    
大森南一丁目、大森南二丁目、大森南三丁
目、大森南四丁目、大森南五丁目、北糀谷一
丁目及び北糀谷二丁目

7 18,433 1.95 1.7

47
東京国際空港天空橋周
辺

大田区羽田空港 325,880 224,998 大田区    

萩中三丁目の一部、羽田一丁目、羽田二丁
目、羽田三丁目、羽田四丁目、羽田五丁目、
羽田六丁目、羽田旭町、東糀谷一丁目、東糀
谷二丁目、東糀谷三丁目、東糀谷四丁目、東
糀谷五丁目及び東糀谷六丁目

14 32,439 6.94 1.9

43 東京工業大学

目黒区大岡山、
緑が丘
大田区石川町、
北千束

259,195 109,739 94,529 1.16 2.5
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48 萩中公園
大田区萩中、本
羽田

175,576 121,454 大田区    

西糀谷一丁目、西糀谷二丁目、西糀谷三丁
目、西糀谷四丁目、萩中一丁目、萩中二丁
目、萩中三丁目の一部、東六郷一丁目、本羽
田一丁目、本羽田二丁目、本羽田三丁目、南
蒲田二丁目、南蒲田三丁目、南六郷一丁目及
び南六郷二丁目

15 70,819 1.71 1.6

49 旧蒲田電車区周辺一帯
大田区蒲田本
町、新蒲田、仲
六郷、西六郷

169,293 69,228 大田区    

大森西七丁目の一部、蒲田一丁目、蒲田二丁
目、蒲田三丁目、蒲田本町一丁目、蒲田本町
二丁目、新蒲田一丁目、仲六郷一丁目、仲六
郷二丁目、西六郷一丁目、西六郷二丁目、西
六郷三丁目、西六郷四丁目、東蒲田一丁目、
東蒲田二丁目及び南蒲田一丁目

16 65,271 1.06 1.7

50 池上本門寺一帯
大田区池上、西
馬込

205,794 97,534 大田区    

池上一丁目、池上二丁目、池上三丁目の一
部、池上四丁目、池上五丁目の一部、池上六
丁目の一部、池上七丁目の一部、池上八丁目
の一部、大森北五丁目の一部、大森西一丁目
の一部、上池台三丁目の一部、上池台五丁
目、山王三丁目の一部、中央一丁目の一部、
中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央
五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁
目、仲池上一丁目の一部、仲池上二丁目、中
馬込一丁目、中馬込二丁目の一部、中馬込三
丁目の一部、西馬込一丁目、西馬込二丁目、
東雪谷五丁目の一部、南馬込三丁目の一部、
南馬込四丁目、南馬込五丁目及び南馬込六丁
目

33 91,608 1.06 1.6
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52
多摩川河川敷・ガス橋
一帯

大田区鵜の木、
下丸子、多摩
川、田園調布本
町、田園調布
南、矢口

372,391 344,414 大田区    

池上三丁目の一部、池上五丁目の一部、池上
六丁目の一部、池上七丁目の一部、池上八丁
目の一部、鵜の木一丁目、鵜の木二丁目、鵜
の木三丁目、北嶺町、久が原一丁目、久が原
二丁目、久が原三丁目、久が原四丁目、久が
原五丁目、久が原六丁目、下丸子一丁目、下
丸子二丁目、下丸子三丁目、下丸子四丁目、
新蒲田二丁目、新蒲田三丁目、多摩川一丁
目、多摩川二丁目、千鳥一丁目、千鳥二丁
目、千鳥三丁目、田園調布本町の一部、田園
調布南、仲池上一丁目の一部、西蒲田一丁
目、西蒲田二丁目、西蒲田三丁目、西蒲田四
丁目、西蒲田五丁目の一部、西蒲田六丁目、
西嶺町、東嶺町、東矢口一丁目、東矢口二丁
目、東矢口三丁目、東雪谷一丁目の一部、東
雪谷二丁目の一部、東雪谷三丁目、東雪谷四
丁目の一部、東雪谷五丁目の一部、南久が原
一丁目、南久が原二丁目、南雪谷一丁目、南
雪谷二丁目の一部、南雪谷三丁目、南雪谷四
丁目、南雪谷五丁目、矢口一丁目、矢口二丁
目、矢口三丁目及び雪谷大塚町の一部

56 216,927 1.59 2.5

54 日本大学文理学部一帯 世田谷区桜上水 245,523 134,021 世田谷区  

赤堤一丁目、赤堤二丁目、赤堤三丁目、赤堤
四丁目、赤堤五丁目、上北沢一丁目、上北沢
三丁目、上北沢四丁目、桜上水一丁目、桜上
水二丁目、桜上水三丁目、桜上水四丁目、桜
上水五丁目、松原三丁目、松原四丁目及び宮
坂三丁目の一部

16 57,744 2.32 1.5

55 羽根木公園一帯
世田谷区代田、
松原

93,049 47,691 世田谷区  
梅丘一丁目、代田一丁目、代田二丁目、代田
三丁目、代田四丁目、代田五丁目、松原五丁
目の一部及び松原六丁目

8 33,518 1.42 1.1

56 昭和女子大学一帯
世田谷区下馬、
太子堂

238,137 128,487 世田谷区  

上馬一丁目、三軒茶屋一丁目、三軒茶屋二丁
目、下馬一丁目、下馬二丁目、下馬三丁目の
一部、太子堂一丁目、太子堂四丁目、太子堂
五丁目、野沢一丁目の一部、若林一丁目及び
若林二丁目

12 58,865 2.18 1.4
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目黒区    

柿の木坂一丁目、柿の木坂二丁目、柿の木坂
三丁目、自由が丘一丁目、自由が丘二丁目、
自由が丘三丁目、平町一丁目、平町二丁目、
鷹番一丁目、鷹番二丁目、鷹番三丁目、中央
町一丁目、中央町二丁目、中根一丁目、中根
二丁目、東が丘一丁目、東が丘二丁目、碑文
谷一丁目、碑文谷二丁目、碑文谷三丁目、碑
文谷四丁目、碑文谷五丁目、碑文谷六丁目、
目黒本町二丁目、八雲一丁目、八雲二丁目、
八雲三丁目、八雲四丁目及び八雲五丁目

29

世田谷区  

上馬二丁目、上馬三丁目、上馬四丁目、上馬
五丁目、駒沢一丁目、駒沢二丁目、駒沢三丁
目、駒沢四丁目、駒沢五丁目、駒沢公園、新
町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、弦巻二
丁目、野沢四丁目、深沢一丁目、深沢二丁目
及び深沢六丁目

18

58 都立園芸高校 世田谷区深沢 94,926 44,299 世田谷区  

上野毛一丁目の一部、上野毛四丁目、瀬田三
丁目、等々力三丁目、等々力八丁目、中町二
丁目、中町三丁目、中町四丁目、中町五丁
目、深沢五丁目、深沢七丁目、深沢八丁目及
び用賀一丁目

13 39,177 1.13 1.3

59
砧公園・大蔵運動公園
一帯

世田谷区大蔵、
砧公園

747,086 448,421 世田谷区  

大蔵一丁目、大蔵二丁目、大蔵三丁目、大蔵
四丁目、大蔵五丁目、大蔵六丁目、岡本一丁
目、岡本三丁目、上用賀五丁目、上用賀六丁
目、喜多見五丁目の一部、喜多見六丁目、砧
一丁目、砧二丁目、砧三丁目、砧四丁目、砧
五丁目、砧六丁目、砧七丁目、砧八丁目、砧
公園、桜丘四丁目、桜丘五丁目、成城一丁
目、成城二丁目、成城三丁目、瀬田四丁目、
瀬田五丁目、玉川台一丁目、玉川台二丁目及
び用賀四丁目

31 80,250 5.59 1.6

60
馬事公苑・東京農業大
学一帯

世田谷区上用
賀、桜、桜丘

500,060 269,565 世田谷区  

上用賀一丁目、上用賀二丁目、上用賀三丁
目、上用賀四丁目、経堂一丁目、経堂二丁
目、経堂三丁目、経堂四丁目、経堂五丁目、
桜一丁目、桜二丁目、桜三丁目、桜丘一丁
目、桜丘二丁目、桜丘三丁目、桜新町一丁
目、桜新町二丁目、世田谷一丁目、世田谷二
丁目、弦巻一丁目、弦巻三丁目、弦巻四丁
目、弦巻五丁目、宮坂一丁目、宮坂二丁目、
宮坂三丁目の一部、用賀二丁目及び用賀三丁
目

28 107,491 2.51 1.6

57
駒沢オリンピック公園
一帯

目黒区東が丘、
八雲
世田谷区駒沢、
駒沢公園、深沢

492,406 314,497 155,128 2.03 2.8
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61
祖師谷公園・総合工科
高校一帯

世田谷区上祖師
谷、成城

147,228 67,792 世田谷区  
上祖師谷三丁目、上祖師谷四丁目、成城四丁
目、成城五丁目、成城八丁目、成城九丁目、
祖師谷五丁目及び祖師谷六丁目

8 23,095 2.94 1.4

62 第一生命グランド一帯
世田谷区上祖師
谷、給田

143,984 43,498 世田谷区  

上祖師谷一丁目、上祖師谷二丁目、上祖師谷
五丁目、上祖師谷六丁目、上祖師谷七丁目、
給田一丁目、給田二丁目、給田三丁目、給田
四丁目、給田五丁目及び南烏山六丁目

11 33,560 1.30 1.4

世田谷区  

粕谷一丁目、粕谷二丁目、粕谷三丁目、粕谷
四丁目、上北沢二丁目、上北沢五丁目、千歳
台二丁目、千歳台三丁目、千歳台四丁目、千
歳台五丁目、千歳台六丁目、八幡山一丁目、
八幡山二丁目、八幡山三丁目、船橋一丁目、
船橋二丁目、船橋三丁目、船橋四丁目、船橋
五丁目、船橋六丁目、船橋七丁目、南烏山一
丁目、南烏山二丁目、南烏山三丁目、南烏山
四丁目及び南烏山五丁目

26

杉並区    上高井戸一丁目及び上高井戸三丁目 2

64
明治神宮・代々木公園
一帯

渋谷区神南、
代々木神園町

1,467,918 811,210 渋谷区    

上原一丁目、笹塚二丁目、笹塚三丁目、神宮
前一丁目、神宮前二丁目の一部、神宮前三丁
目の一部、神宮前四丁目、千駄ケ谷一丁目の
一部、千駄ケ谷二丁目の一部、千駄ケ谷三丁
目、千駄ケ谷四丁目、富ケ谷一丁目、西原一
丁目、幡ケ谷二丁目、幡ケ谷三丁目、初台一
丁目、初台二丁目、本町一丁目、本町二丁
目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、
元代々木町、代々木一丁目、代々木二丁目、
代々木三丁目、代々木四丁目、代々木五丁目
及び代々木神園町

29 157,998 5.13 2.7

港区      南青山五丁目 1

渋谷区    
渋谷四丁目、東一丁目、東二丁目、東三丁目
及び東四丁目

5

港区      西麻布四丁目及び南青山七丁目 2

渋谷区    
広尾一丁目、広尾二丁目、広尾三丁目、広尾
四丁目及び広尾五丁目

5

63
芦花公園・明大八幡山
グランド一帯

世田谷区粕谷、
八幡山、船橋

461,113 235,722 95,939 2.46 1.1

65
青山学院・実践女子学
園一帯

渋谷区渋谷、東 158,299 75,230 50,255 1.50 0.9

66 聖心女子大学一帯 渋谷区広尾 142,644 69,727 29,161 2.39 0.7

12



区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
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(㎡)
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/人)

最遠距離
(km)

中野区    

江古田二丁目、江古田三丁目、江古田四丁
目、江原町一丁目、江原町二丁目、江原町三
丁目、沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋四丁
目、野方四丁目、野方六丁目、丸山一丁目及
び丸山二丁目

13

練馬区    

豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、豊玉中一丁
目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四
丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目及び豊玉
南三丁目

9

新宿区    

上落合三丁目、中井一丁目、中井二丁目、中
落合三丁目、中落合四丁目、西落合一丁目、
西落合二丁目、西落合三丁目及び西落合四丁
目

9

中野区    

新井五丁目、江古田一丁目、上高田一丁目、
上高田二丁目、上高田三丁目、上高田四丁
目、上高田五丁目、中野六丁目、東中野三丁
目、松が丘一丁目及び松が丘二丁目

11

豊島区    
南長崎四丁目、南長崎五丁目及び南長崎六丁
目

3

中野区    
南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目及び弥
生町六丁目

4

杉並区    方南二丁目、和田一丁目及び和田二丁目 3

中野区    

新井一丁目、新井二丁目、中央三丁目、中央
四丁目、中央五丁目、中野一丁目、中野二丁
目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目及
び野方一丁目

11

杉並区    高円寺北一丁目及び高円寺南五丁目 2

中野区    鷺宮四丁目、白鷺二丁目及び白鷺三丁目 3

杉並区    
下井草一丁目、下井草二丁目、本天沼一丁目
及び本天沼二丁目

4

世田谷区  
大原二丁目、羽根木一丁目、羽根木二丁目、
松原一丁目、松原二丁目及び松原五丁目の一
部

6

杉並区    
和泉一丁目、和泉二丁目、和泉四丁目の一
部、永福一丁目、永福二丁目、下高井戸一丁
目の一部、下高井戸二丁目及び方南一丁目

8

67 江古田の森公園一帯 中野区江古田 141,817 70,349 67,385 1.04 1.5

68 哲学堂公園一帯

新宿区中井、中
落合、西落合
中野区上高田、
松が丘

208,453 98,466 83,150 1.18 1.1

69
コーシャハイム中野弥
生町・立正佼成会大聖
堂一帯

中野区弥生町
杉並区和田

144,359 74,078 34,313 2.16 0.8

70 中野区役所一帯
中野区中野
杉並区高円寺北

214,735 91,638 87,174 1.05 1.3

71 公社鷺宮西住宅一帯 中野区白鷺 75,831 29,301 26,243 1.12 1.3

73 明大和泉校舎一帯
杉並区永福、下
高井戸

188,379 99,493 60,771 1.64 1.6

13
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74
和田堀公園（東地区）
一帯

杉並区大宮、堀
ノ内

119,707 51,683 杉並区    
和泉三丁目、和泉四丁目の一部、大宮一丁目
の一部、堀ノ内一丁目及び堀ノ内二丁目

5 25,365 2.04 1.1

75
善福寺川緑地･和田堀公
園（西地区）一帯

杉並区大宮、成
田西、成田東、
松ノ木

710,468 310,342 杉並区    

阿佐谷北一丁目、阿佐谷北二丁目、阿佐谷北
三丁目、阿佐谷北四丁目、阿佐谷北五丁目、
阿佐谷南一丁目、阿佐谷南二丁目、阿佐谷南
三丁目、天沼一丁目、天沼二丁目、天沼三丁
目、梅里二丁目、永福四丁目、大宮一丁目の
一部、大宮二丁目、荻窪一丁目、荻窪二丁目
の一部、荻窪三丁目の一部、荻窪四丁目の一
部、荻窪五丁目の一部、上荻一丁目、高円寺
北二丁目、高円寺北三丁目、高円寺北四丁
目、高円寺南三丁目、成田西一丁目、成田西
二丁目、成田西三丁目、成田西四丁目、成田
東一丁目、成田東二丁目、成田東三丁目、成
田東四丁目、成田東五丁目、浜田山四丁目、
松ノ木一丁目、松ノ木二丁目及び松ノ木三丁
目

38 145,599 2.13 2.3

77 シャレール荻窪一帯 杉並区荻窪 61,005 18,640 杉並区    
荻窪二丁目の一部、荻窪三丁目の一部、荻窪
四丁目の一部及び荻窪五丁目の一部

4 16,095 1.16 1.0

78 柏の宮公園一帯
杉並区高井戸
東、浜田山

172,475 69,124 杉並区    
永福三丁目、高井戸東一丁目の一部、浜田山
一丁目、浜田山二丁目及び浜田山三丁目

5 17,508 3.95 1.2

79 高井戸駅一帯
杉並区高井戸
西、高井戸東

128,740 57,200 杉並区    

高井戸西一丁目の一部、高井戸西二丁目、高
井戸西三丁目、高井戸東二丁目の一部、高井
戸東三丁目、高井戸東四丁目、西荻南三丁
目、西荻南四丁目、南荻窪一丁目、南荻窪二
丁目、南荻窪三丁目、南荻窪四丁目、宮前一
丁目、宮前二丁目及び宮前三丁目

15 48,811 1.17 2.4

80 高井戸公園一帯 杉並区久我山 143,960 57,935 杉並区    

上高井戸二丁目、久我山一丁目、久我山二丁
目、久我山三丁目、久我山四丁目、久我山五
丁目、松庵一丁目、松庵二丁目、松庵三丁
目、高井戸西一丁目の一部、西荻南一丁目、
西荻南二丁目、宮前四丁目及び宮前五丁目

14 54,208 1.07 2.0

杉並区    

今川一丁目、今川二丁目、今川三丁目、今川
四丁目、上井草一丁目、上井草二丁目、上井
草三丁目、上井草四丁目、清水一丁目、清水
二丁目及び清水三丁目

11

練馬区    
上石神井南町、下石神井四丁目の一部及び関
町南一丁目

3

82
上井草スポーツセン
ター一帯

杉並区今川、上
井草
練馬区下石神井

172,295 73,088 39,399 1.86 1.4
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豊島区    

上池袋四丁目、北大塚一丁目、北大塚二丁
目、駒込一丁目、駒込二丁目、駒込三丁目、
駒込四丁目、駒込五丁目、駒込六丁目、駒込
七丁目、巣鴨一丁目、巣鴨二丁目、巣鴨三丁
目、巣鴨四丁目、巣鴨五丁目、西巣鴨一丁
目、西巣鴨二丁目、西巣鴨三丁目、西巣鴨四
丁目及び南大塚一丁目の一部

20

北区      西ケ原四丁目 1

84 雑司ヶ谷墓地 豊島区南池袋 105,729 58,793 豊島区    
雑司が谷一丁目、雑司が谷二丁目の一部、雑
司が谷三丁目の一部、南池袋二丁目の一部、
南池袋三丁目及び南池袋四丁目

6 19,808 2.97 0.6

85
豊島区立総合体育場一
帯

豊島区東池袋 189,494 67,617 豊島区    

池袋一丁目の一部、池袋二丁目の一部、池袋
四丁目の一部、池袋本町一丁目、池袋本町二
丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、上
池袋一丁目、上池袋二丁目の一部、上池袋三
丁目、北大塚三丁目、東池袋二丁目、東池袋
四丁目の一部、東池袋五丁目、南池袋二丁目
の一部及び南大塚三丁目の一部

16 60,955 1.11 1.7

86 学習院大学 豊島区目白 229,865 131,450 豊島区    

雑司が谷二丁目の一部、雑司が谷三丁目の一
部、高田一丁目、高田二丁目、高田三丁目、
千早一丁目、千早二丁目、千早三丁目、長崎
一丁目、長崎二丁目、長崎三丁目、長崎四丁
目、長崎五丁目、西池袋二丁目、南池袋一丁
目の一部、南長崎一丁目、南長崎二丁目、南
長崎三丁目、目白一丁目、目白二丁目、目白
三丁目、目白四丁目及び目白五丁目

23 80,793 1.63 2.7

87 立教大学 豊島区西池袋 114,255 58,689 豊島区    
池袋二丁目の一部、池袋三丁目、要町一丁
目、高松一丁目、西池袋三丁目、西池袋四丁
目及び西池袋五丁目

7 47,894 1.23 0.8

88 荒川河川敷一帯
北区赤羽、赤羽
北、岩淵町、志
茂

225,915 154,450 北区      
赤羽一丁目、赤羽二丁目、赤羽三丁目、岩淵
町、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目及
び志茂五丁目

8 31,710 4.87 1.4

83
染井墓地・駒込中学校
一帯

豊島区駒込、巣
鴨
北区西ケ原

271,830 127,592 70,687 1.81 1.5
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北区      

赤羽北三丁目、赤羽台一丁目、赤羽台二丁
目、赤羽台三丁目、赤羽台四丁目、赤羽西一
丁目、赤羽西二丁目、赤羽西三丁目、赤羽西
四丁目、赤羽西五丁目、赤羽西六丁目、上十
条五丁目、桐ケ丘一丁目、桐ケ丘二丁目、西
が丘一丁目、西が丘二丁目及び西が丘三丁目

17

板橋区    

小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、小豆沢三丁
目、小豆沢四丁目、泉町、稲荷台、大原町、
大山東町、栄町、清水町、志村一丁目、蓮沼
町、氷川町、富士見町、双葉町、本町、前野
町一丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前
野町四丁目、宮本町及び大和町

22

90 豊島五丁目団地一帯 北区豊島 210,281 142,911 北区      豊島四丁目、豊島五丁目及び豊島六丁目 3 14,284 10.00 0.4

91
王子六・飛鳥高校・駿
台学園一帯

北区王子 197,790 106,956 北区      

王子一丁目の一部、王子二丁目、王子三丁
目、王子四丁目、王子六丁目、豊島一丁目、
豊島二丁目、豊島三丁目及び豊島七丁目の一
部

9 24,241 4.41 0.9

93
北区防災センター・旧
古河庭園一帯

北区上中里、西
ケ原

85,592 42,339 北区      

上中里一丁目、田端一丁目、田端二丁目、田
端三丁目、田端四丁目、田端五丁目、田端六
丁目、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁
目、西ケ原一丁目、西ケ原二丁目の一部、西
ケ原三丁目の一部、東田端一丁目及び東田端
二丁目

15 37,212 1.14 1.7

94
都営滝野川三丁目団地
一帯

北区滝野川 120,716 35,959 北区      
滝野川一丁目の一部、滝野川二丁目の一部、
滝野川三丁目、滝野川四丁目、滝野川五丁
目、滝野川六丁目及び滝野川七丁目

7 29,361 1.22 0.9

95
十条台・北区中央公園
一帯

北区王子本町、
十条台

244,138 127,818 北区      

王子本町一丁目、王子本町二丁目、王子本町
三丁目、上十条一丁目、岸町一丁目、岸町二
丁目、十条台一丁目、中十条一丁目、中十条
二丁目及び中十条三丁目

10 25,451 5.02 0.9

96 荒川自然公園一帯 荒川区荒川 63,124 47,354 荒川区    

荒川一丁目の一部、荒川二丁目、荒川三丁
目、荒川四丁目、荒川五丁目の一部、荒川七
丁目、荒川八丁目、西日暮里一丁目の一部、
東日暮里一丁目の一部、東日暮里二丁目の一
部、東日暮里三丁目の一部、町屋一丁目の一
部、町屋七丁目の一部及び町屋八丁目の一部

14 41,871 1.13 1.2

89
桐ケ丘・赤羽台・西が
丘地区

北区赤羽北、赤
羽台、赤羽西、
桐ケ丘、西が丘
板橋区清水町

1,151,137 596,797 161,111 3.70 1.8
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北区      浮間二丁目 1

板橋区    舟渡二丁目及び舟渡三丁目 2

98 高島平二・三丁目地区 板橋区高島平 684,262 434,589 板橋区    

大門、高島平一丁目、高島平二丁目、高島平
三丁目、高島平四丁目、高島平五丁目、徳丸
一丁目、徳丸二丁目、徳丸三丁目、徳丸四丁
目、徳丸五丁目、徳丸六丁目、徳丸七丁目、
徳丸八丁目、西台一丁目、西台二丁目、西台
三丁目、西台四丁目、四葉一丁目及び四葉二
丁目

20 92,237 4.71 1.7

北区      
上十条二丁目、上十条三丁目、上十条四丁
目、十条台二丁目及び十条仲原一丁目

5

板橋区    
板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋
四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目及び仲宿

7

豊島区    
要町二丁目、要町三丁目、千川一丁目、千川
二丁目、高松二丁目、高松三丁目、千早四丁
目及び長崎六丁目

8

板橋区    
大谷口一丁目、大谷口二丁目、小茂根一丁
目、小茂根二丁目、向原一丁目、向原二丁目
及び向原三丁目

7

練馬区    旭丘二丁目、小竹町一丁目及び小竹町二丁目 3

板橋区    

大谷口上町、大谷口北町、上板橋一丁目、上
板橋二丁目、上板橋三丁目、小茂根三丁目、
小茂根四丁目、小茂根五丁目、桜川一丁目、
桜川二丁目、桜川三丁目、東新町一丁目、東
新町二丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、
常盤台三丁目、常盤台四丁目、中板橋、仲
町、東山町、南常盤台一丁目、南常盤台二丁
目及び弥生町

23

練馬区    

北町一丁目、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台
三丁目、桜台六丁目、錦一丁目、錦二丁目、
羽沢一丁目、羽沢二丁目、羽沢三丁目、氷川
台一丁目、氷川台二丁目、氷川台三丁目、氷
川台四丁目、平和台一丁目、平和台二丁目、
平和台三丁目及び平和台四丁目

18

97
浮間公園・荒川河川敷
緑地一帯

北区浮間
板橋区新河岸、
舟渡

863,474 614,485 11,743 52.33 0.5

99
東京家政大学・加賀中
学校一帯

北区上十条、十
条台
板橋区加賀

184,663 89,673 71,997 1.25 1.3

100 公社向原住宅一帯
板橋区小茂根、
向原

151,465 61,822 57,763 1.07 1.7

101 城北中央公園一帯

板橋区小茂根、
桜川、東新町
練馬区羽沢、氷
川台

421,165 304,390 146,620 2.08 1.9
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区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

板橋区    
赤塚一丁目、赤塚二丁目、赤塚六丁目、赤塚
七丁目、赤塚新町一丁目、赤塚新町二丁目、
赤塚新町三丁目、成増一丁目及び成増二丁目

9

練馬区    

旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、春日
町一丁目の一部、春日町二丁目、春日町三丁
目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六
丁目、北町二丁目、北町三丁目、北町四丁
目、北町五丁目、北町六丁目、北町七丁目、
北町八丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松
三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁
目、田柄一丁目、田柄二丁目、田柄三丁目、
田柄四丁目、田柄五丁目、土支田一丁目、土
支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、
早宮二丁目、早宮四丁目、光が丘一丁目、光
が丘二丁目、光が丘三丁目、光が丘四丁目、
光が丘五丁目、光が丘六丁目、光が丘七丁
目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三
丁目、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁
目、谷原四丁目、谷原五丁目及び谷原六丁目

49

103 石神井公園一帯
練馬区石神井
台、石神井町

388,349 187,680 練馬区    

下石神井一丁目、下石神井二丁目、下石神井
三丁目、下石神井四丁目の一部、下石神井五
丁目、下石神井六丁目、石神井台一丁目、石
神井台二丁目、石神井台三丁目、石神井町二
丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石
神井町五丁目、石神井町六丁目、石神井町七
丁目及び石神井町八丁目

16 53,881 3.48 0.9

104 上石神井アパート一帯
練馬区上石神
井、石神井台、
関町東

173,763 71,176 練馬区    

上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井
三丁目、上石神井四丁目、石神井台四丁目、
石神井台五丁目、石神井台六丁目、石神井台
七丁目、石神井台八丁目、関町東一丁目、関
町東二丁目、東大泉七丁目、南大泉一丁目、
南大泉二丁目、南大泉三丁目及び南大泉四丁
目

16 69,588 1.02 2.2

102
光が丘団地・光が丘公
園一帯

板橋区赤塚新町
練馬区旭町、光
が丘

1,715,036 995,100 218,574 4.55 2.4
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区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
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105 大泉中央公園一帯
練馬区大泉学園
町

282,503 191,957 練馬区    

大泉学園町一丁目、大泉学園町二丁目、大泉
学園町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園
町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七
丁目、大泉学園町八丁目、大泉学園町九丁
目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三
丁目、大泉町四丁目、大泉町五丁目、大泉町
六丁目、西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大
泉三丁目、西大泉四丁目、西大泉五丁目、西
大泉六丁目、西大泉町、東大泉二丁目、東大
泉三丁目、南大泉五丁目及び南大泉六丁目

26 97,335 1.97 3.5

106 舎人公園一帯

足立区入谷町、
古千谷、皿沼、
舎人公園、舎人
町、西伊興、西
伊興町

697,336 504,608 足立区    

伊興四丁目、伊興五丁目、伊興本町一丁目、
伊興本町二丁目、入谷一丁目、入谷五丁目、
入谷町、加賀二丁目の一部、古千谷一丁目、
古千谷二丁目、古千谷本町一丁目、古千谷本
町二丁目、古千谷本町三丁目、古千谷本町四
丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁
目、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、
舎人公園、舎人町、西伊興一丁目、西伊興二
丁目、西伊興三丁目、西伊興四丁目、西伊興
町、東伊興一丁目、東伊興二丁目、東伊興三
丁目及び東伊興四丁目

31 44,431 11.36 1.7

109 東綾瀬団地一帯 足立区東綾瀬 276,835 204,734 足立区    

綾瀬一丁目、綾瀬二丁目、綾瀬三丁目、綾瀬
四丁目、綾瀬五丁目、綾瀬六丁目、綾瀬七丁
目、加平一丁目、東和一丁目、東和三丁目、
東和五丁目、東綾瀬一丁目、東綾瀬二丁目、
東綾瀬三丁目、谷中一丁目及び谷中二丁目

16 53,775 3.81 1.0

110
荒川北岸・河川敷緑地
一帯

足立区足立、梅
田、扇、江北、
鹿浜、関原、堀
之内、本木、本
木西、本木南

783,913 542,232 足立区    

足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、足立
四丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁
目、梅田四丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、
梅田七丁目、扇一丁目、扇二丁目、興野一丁
目、江北一丁目、江北二丁目、鹿浜一丁目、
鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜五丁目の一
部、関原一丁目、関原二丁目、西綾瀬一丁
目、堀之内一丁目、堀之内二丁目、本木一丁
目、本木二丁目、本木北町、本木西町、本木
東町及び本木南町

31 77,003 7.04 1.2

111
荒川南岸・河川敷緑地
一帯

足立区小台、千
住、千住大川
町、千住桜木、
千住元町

415,625 272,018 足立区    

小台一丁目、小台二丁目、千住一丁目、千住
二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁
目、千住大川町、千住寿町、千住桜木一丁
目、千住桜木二丁目、千住龍田町、千住中居
町、千住元町及び千住柳町

15 42,295 6.43 1.1
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112 水元公園
葛飾区東金町、
水元公園

1,029,087 592,781 葛飾区    

西水元二丁目、西水元三丁目、西水元四丁
目、西水元五丁目、西水元六丁目、東金町四
丁目、東金町五丁目、東金町六丁目、東金町
七丁目、東金町八丁目、東水元二丁目、東水
元三丁目、東水元四丁目、東水元五丁目、東
水元六丁目、水元二丁目、水元三丁目、水元
四丁目、水元五丁目及び水元公園

20 39,710 14.93 2.0

葛飾区    

金町一丁目、金町二丁目、金町三丁目、金町
浄水場、鎌倉三丁目、鎌倉四丁目、柴又一丁
目、柴又二丁目、柴又三丁目、柴又四丁目、
柴又五丁目、柴又六丁目、柴又七丁目、高砂
五丁目、高砂六丁目、高砂七丁目、高砂八丁
目、新宿一丁目及び新宿三丁目

19

江戸川区  
北小岩四丁目、北小岩五丁目、北小岩六丁
目、北小岩七丁目及び北小岩八丁目

5

葛飾区    
奥戸九丁目、鎌倉一丁目、鎌倉二丁目、高砂
二丁目、高砂三丁目、高砂四丁目、細田一丁
目、細田三丁目、細田四丁目及び細田五丁目

10

江戸川区  
北小岩一丁目、北小岩二丁目、北小岩三丁
目、西小岩一丁目、西小岩二丁目、西小岩三
丁目、西小岩四丁目及び西小岩五丁目

8

115 奥戸運動場
葛飾区奥戸、高
砂

110,859 70,896 葛飾区    
奥戸一丁目、奥戸二丁目、奥戸三丁目、奥戸
四丁目、奥戸五丁目、奥戸六丁目、奥戸七丁
目、奥戸八丁目、高砂一丁目及び細田二丁目

10 21,820 3.25 1.1

116 新四ツ木橋地区東岸
葛飾区小菅、東
四つ木、堀切、
四つ木

327,518 286,765 葛飾区    

小菅一丁目、宝町一丁目、宝町二丁目、東立
石一丁目、東立石二丁目、東立石三丁目、東
立石四丁目、東四つ木一丁目、東四つ木二丁
目、東四つ木三丁目、東四つ木四丁目、堀切
一丁目、堀切二丁目、堀切三丁目、四つ木一
丁目、四つ木二丁目、四つ木三丁目及び四つ
木四丁目

18 60,611 4.73 1.8

113
柴又野球場・江戸川緑
地一帯

葛飾区金町浄水
場、柴又

130,137 93,473 69,755 1.34 2.5

114 都営高砂団地一帯
葛飾区鎌倉、高
砂

158,378 76,254 54,298 1.40 2.6
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117 篠崎公園
江戸川区上篠
崎、西篠崎

181,956 78,585 江戸川区  

上篠崎一丁目、上篠崎二丁目、上篠崎三丁
目、北篠崎一丁目、北篠崎二丁目、鹿骨一丁
目、鹿骨三丁目、鹿骨四丁目、鹿骨五丁目、
鹿骨六丁目、鹿骨町、西篠崎一丁目、西篠崎
二丁目、東小岩一丁目、東小岩二丁目、東小
岩三丁目、東小岩四丁目、東小岩五丁目、東
小岩六丁目、東松本一丁目、東松本二丁目、
南小岩一丁目、南小岩二丁目、南小岩三丁
目、南小岩四丁目、南小岩五丁目、南小岩六
丁目、南小岩七丁目及び南小岩八丁目

29 75,542 1.04 2.0

118 江戸川南部一帯
江戸川区清新
町、西葛西、南
葛西、臨海町

2,836,318 1,553,883 江戸川区  

清新町一丁目、清新町二丁目、中葛西五丁
目、中葛西六丁目、中葛西七丁目、中葛西八
丁目、西葛西六丁目、西葛西七丁目、西葛西
八丁目、東葛西一丁目、東葛西二丁目、東葛
西三丁目、東葛西四丁目、東葛西五丁目、東
葛西六丁目、東葛西七丁目、東葛西八丁目、
東葛西九丁目、堀江町、南葛西一丁目、南葛
西二丁目、南葛西三丁目、南葛西四丁目、南
葛西五丁目、南葛西六丁目、南葛西七丁目、
臨海町一丁目、臨海町二丁目、臨海町三丁
目、臨海町四丁目、臨海町五丁目及び臨海町
六丁目

32 134,657 11.54 2.4

江東区    大島七丁目、大島八丁目及び大島九丁目 3

江戸川区  

小松川一丁目、小松川二丁目、小松川三丁
目、小松川四丁目、平井一丁目、平井四丁
目、平井五丁目の一部、平井六丁目の一部及
び平井七丁目

9

120 グリーンパーク
武蔵野市吉祥寺
北町、緑町、八
幡町

537,475 337,029 練馬区    

関町北一丁目、関町北二丁目、関町北三丁
目、関町北四丁目、関町北五丁目、関町南二
丁目、関町南三丁目、関町南四丁目及び立野
町

9 41,684 8.09 2.1

122 白鬚東地区 墨田区堤通 252,938 163,949 墨田区    

墨田一丁目、墨田二丁目、墨田三丁目の一
部、墨田五丁目の一部、堤通一丁目、堤通二
丁目、東向島一丁目、東向島三丁目、東向島
四丁目、東向島五丁目の一部、東向島六丁目
の一部及び向島五丁目の一部

12 33,002 4.97 1.1

119
亀戸・大島・小松川地
区

江東区大島
江戸川区小松
川、平井

494,664 323,970 63,062 5.14 0.8
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123
都営文花一丁目住宅一
帯

墨田区文花 128,877 70,630 墨田区    

押上一丁目の一部、押上二丁目の一部、押上
三丁目、京島一丁目の一部、京島二丁目の一
部、京島三丁目、文花一丁目、文花二丁目及
び文花三丁目の一部

9 23,901 2.96 0.9

124 清澄庭園 江東区清澄 88,641 50,476 江東区    

清澄一丁目、清澄二丁目、清澄三丁目、佐賀
一丁目、佐賀二丁目、白河一丁目、新大橋一
丁目、新大橋二丁目、新大橋三丁目、常盤一
丁目、常盤二丁目、平野一丁目、深川一丁
目、深川二丁目、福住一丁目、福住二丁目、
三好一丁目及び森下一丁目

18 29,769 1.70 1.0

125 東京海洋大学一帯 江東区越中島 200,645 122,667 江東区    

永代一丁目、永代二丁目、越中島一丁目、越
中島二丁目、古石場一丁目、古石場二丁目、
古石場三丁目、牡丹一丁目、牡丹二丁目、牡
丹三丁目、門前仲町一丁目及び門前仲町二丁
目

12 22,041 5.57 0.6

126 亀戸中央公園 江東区亀戸 123,023 67,472 江東区    
亀戸四丁目、亀戸五丁目、亀戸七丁目、亀戸
八丁目及び亀戸九丁目

5 35,147 1.92 0.9

127
都営東砂二丁目住宅一
帯

江東区東砂 81,481 39,473 江東区    
東砂一丁目、東砂二丁目、東砂三丁目及び東
砂四丁目

4 22,836 1.73 0.9

128 玉川野毛町公園一帯 世田谷区野毛 78,434 34,440 世田谷区  
上野毛一丁目の一部、中町一丁目及び野毛一
丁目の一部

3 4,521 7.62 0.7

129 王子五丁目団地一帯 北区王子 90,365 44,522 北区      
王子五丁目の一部、神谷一丁目の一部、東十
条一丁目、東十条二丁目、東十条三丁目及び
東十条四丁目

6 18,176 2.45 0.7

130 中台三丁目地区 板橋区中台 185,797 81,867 板橋区    

相生町、志村二丁目、志村三丁目、中台一丁
目、中台二丁目、中台三丁目、前野町五丁
目、前野町六丁目、若木一丁目、若木二丁目
及び若木三丁目

11 50,169 1.63 1.0

131 江北六丁目団地一帯 足立区江北 161,494 86,435 足立区    

江北六丁目、江北七丁目、鹿浜四丁目、鹿浜
七丁目、鹿浜八丁目、椿一丁目、椿二丁目、
西新井七丁目、谷在家一丁目、谷在家二丁目
及び谷在家三丁目

11 20,514 4.21 0.9
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132 花畑団地一帯 足立区花畑 291,238 182,801 足立区    
花畑二丁目、花畑三丁目、花畑四丁目、花畑
五丁目、花畑六丁目、花畑七丁目及び保木間
五丁目

7 17,149 10.66 0.8

葛飾区    

新小岩一丁目、西新小岩一丁目、西新小岩二
丁目、西新小岩三丁目、西新小岩四丁目、西
新小岩五丁目、東新小岩五丁目、東新小岩六
丁目、東新小岩七丁目及び東新小岩八丁目

10

江戸川区  
松島二丁目の一部、松島三丁目及び松島四丁
目

3

135 木場公園一帯
江東区木場、千
石、東陽、平
野、三好

353,119 241,017 江東区    

石島、海辺、扇橋一丁目、扇橋二丁目、扇橋
三丁目、木場二丁目、木場三丁目、木場四丁
目、木場五丁目、白河二丁目、白河三丁目、
白河四丁目、千石一丁目、千石二丁目、千石
三丁目、千田、高橋、東陽一丁目、東陽二丁
目、東陽三丁目、東陽四丁目、東陽五丁目、
東陽六丁目、東陽七丁目、富岡一丁目、富岡
二丁目、平野二丁目、平野三丁目、平野四丁
目、冬木、三好二丁目、三好三丁目、三好四
丁目、森下二丁目、森下三丁目、森下四丁目
及び森下五丁目

37 117,710 2.05 1.2

北区      
田端新町一丁目、田端新町二丁目及び田端新
町三丁目

3

荒川区    

荒川五丁目の一部、荒川六丁目、西尾久一丁
目、西尾久二丁目、西尾久三丁目、西尾久四
丁目、西尾久五丁目、西尾久六丁目、西日暮
里一丁目の一部、西日暮里六丁目、東尾久一
丁目、東尾久二丁目、東尾久三丁目、東尾久
四丁目、東尾久五丁目、東尾久六丁目、東尾
久七丁目、東尾久八丁目、町屋一丁目の一
部、町屋二丁目、町屋三丁目、町屋四丁目、
町屋五丁目、町屋六丁目、町屋七丁目の一部
及び町屋八丁目の一部

26

足立区    

大谷田一丁目、大谷田二丁目、大谷田三丁
目、大谷田四丁目、東和二丁目、東和四丁
目、中川一丁目、中川二丁目、中川三丁目、
中川四丁目及び中川五丁目

11

葛飾区    亀有五丁目 1

133
新小岩公園・平井大橋
地区

葛飾区西新小岩 232,808 134,607 46,378 2.90 1.3

136 都立尾久の原公園一帯
荒川区東尾久、
町屋

148,219 97,856 90,066 1.09 2.0

137
中川公園一帯・大谷田
団地一帯

足立区大谷田、
中川

313,360 177,906 37,405 4.76 0.9
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138 新川ツインビル地区 中央区新川 65,266 34,773 中央区    
入船一丁目、入船二丁目、入船三丁目、湊一
丁目、湊二丁目及び湊三丁目

6 11,777 2.95 0.8

139 佃リバーシティ地区 中央区佃 154,164 87,213 中央区    佃一丁目、佃二丁目及び佃三丁目 3 17,106 5.10 0.4

140 両国地区 墨田区横網 190,766 90,540 墨田区    

石原一丁目、石原二丁目、石原三丁目、石原
四丁目、亀沢一丁目、亀沢二丁目、亀沢三丁
目、亀沢四丁目、菊川一丁目、菊川二丁目、
立川一丁目、立川二丁目、立川三丁目、千歳
一丁目、千歳二丁目、千歳三丁目、本所一丁
目、本所二丁目、本所三丁目、緑一丁目、緑
二丁目、緑三丁目、緑四丁目、横網一丁目、
横網二丁目、両国一丁目、両国二丁目、両国
三丁目及び両国四丁目

29 68,538 1.32 1.2

141 亀戸二丁目団地一帯 江東区亀戸 61,377 26,722 江東区    亀戸二丁目及び亀戸三丁目 2 16,829 1.59 0.7

142 成城学園一帯
世田谷区成城、
祖師谷

134,494 55,357 世田谷区  
成城六丁目、成城七丁目、祖師谷一丁目、祖
師谷二丁目、祖師谷三丁目、祖師谷四丁目及
び千歳台一丁目

7 27,164 2.04 1.1

143 蚕糸の森公園一帯 杉並区和田 48,725 22,193 杉並区    高円寺南一丁目及び和田三丁目 2 13,545 1.64 0.4

144 飛鳥山公園
北区王子、西ケ
原

71,698 33,013 北区      
王子一丁目の一部、滝野川一丁目の一部、滝
野川二丁目の一部、西ケ原二丁目の一部及び
西ケ原三丁目の一部

5 9,526 3.47 0.7

145 北運動公園一帯 北区神谷、志茂 120,502 51,053 北区      
赤羽南一丁目、赤羽南二丁目、神谷二丁目、
神谷三丁目、志茂一丁目、東十条五丁目及び
東十条六丁目

7 21,718 2.35 0.6

146 都立汐入公園一帯 荒川区南千住 436,066 254,252 荒川区    
南千住二丁目、南千住三丁目の一部、南千住
五丁目及び南千住七丁目

4 19,031 13.36 1.3

147 武蔵大学 練馬区豊玉上 77,702 40,700 練馬区    
旭丘一丁目、栄町、豊玉上一丁目、豊玉上二
丁目、豊玉北一丁目、豊玉北二丁目、豊玉北
三丁目及び豊玉北四丁目

8 31,956 1.27 1.0

148 豊島園
練馬区向山、春
日町

233,881 93,223 練馬区    

春日町一丁目の一部、向山一丁目、向山二丁
目、向山三丁目、向山四丁目、中村一丁目、
中村二丁目、中村三丁目、中村北一丁目、中
村北二丁目、中村北三丁目、中村北四丁目、
中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁
目、貫井一丁目、貫井二丁目、貫井三丁目、
貫井四丁目及び貫井五丁目

20 64,702 1.44 1.9
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149 上千葉砂原公園一帯 葛飾区西亀有 81,840 47,957 葛飾区    
亀有四丁目、西亀有一丁目、西亀有二丁目、
西亀有三丁目、西亀有四丁目及び堀切八丁目

6 19,971 2.40 1.0

151 小石川植物園 文京区白山 179,226 85,207 文京区    

小石川一丁目の一部、小石川三丁目の一部、
千石一丁目の一部、千石二丁目の一部、西片
一丁目の一部、白山一丁目、白山二丁目、白
山三丁目、白山四丁目及び白山五丁目

10 33,901 2.51 0.6

152 荒川・四ツ木橋緑地
墨田区墨田、東
墨田、八広

193,771 106,763 墨田区    

墨田三丁目の一部、墨田四丁目、墨田五丁目
の一部、立花五丁目、立花六丁目、東墨田一
丁目、東墨田二丁目、東墨田三丁目、東向島
五丁目の一部、東向島六丁目の一部、文花三
丁目の一部、八広一丁目、八広二丁目、八広
三丁目、八広四丁目、八広五丁目及び八広六
丁目

17 41,950 2.55 1.3

153
墨田区役所・隅田公園
広場一帯

墨田区吾妻橋、
向島

90,807 42,453 墨田区    

吾妻橋一丁目、吾妻橋二丁目、押上一丁目の
一部、押上二丁目の一部、東駒形一丁目、東
駒形二丁目、東駒形三丁目、向島一丁目、向
島二丁目、向島三丁目、向島四丁目の一部及
び向島五丁目の一部

12 25,699 1.65 0.9

154 錦糸公園 墨田区錦糸 56,516 44,716 墨田区    
太平一丁目、太平二丁目、太平三丁目、太平
四丁目、業平四丁目、業平五丁目、横川四丁
目及び横川五丁目

8 21,300 2.10 1.1

155 立花一丁目団地一帯 墨田区立花 91,223 44,882 墨田区    
立花一丁目、立花二丁目、立花三丁目、立花
四丁目及び文花三丁目の一部

5 14,919 3.01 0.5

品川区    

荏原一丁目、荏原二丁目、荏原三丁目、荏原
四丁目、荏原五丁目、荏原六丁目の一部、小
山一丁目、小山二丁目、小山三丁目、小山四
丁目、小山五丁目、小山台一丁目、小山台二
丁目、戸越五丁目の一部、中延一丁目、中延
二丁目の一部、西五反田四丁目の一部、西五
反田五丁目の一部、西五反田六丁目の一部、
西中延一丁目、東中延一丁目、平塚一丁目、
平塚二丁目及び平塚三丁目

24

目黒区    

下目黒三丁目の一部、下目黒四丁目の一部、
下目黒五丁目の一部、下目黒六丁目の一部、
目黒本町一丁目、目黒本町三丁目、目黒本町
四丁目、目黒本町五丁目及び目黒本町六丁目

9

156 林試の森公園
品川区小山台
目黒区下目黒

181,033 106,136 98,859 1.07 1.6
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157 戸越公園一帯 品川区豊町 62,691 20,762 品川区    

戸越二丁目、戸越三丁目の一部、戸越四丁
目、戸越五丁目の一部、西品川一丁目の一
部、西品川二丁目の一部、豊町一丁目の一
部、豊町二丁目及び豊町三丁目

9 18,761 1.11 0.5

目黒区    三田一丁目 1

渋谷区    
恵比寿一丁目、恵比寿二丁目、恵比寿三丁目
及び恵比寿四丁目

4

159 国士舘大学一帯
世田谷区梅丘、
世田谷、若林

96,297 41,519 世田谷区  
梅丘二丁目、梅丘三丁目、豪徳寺一丁目、豪
徳寺二丁目、世田谷三丁目、世田谷四丁目、
若林三丁目、若林四丁目及び若林五丁目

9 38,519 1.08 0.9

160
きたみふれあい広場一
帯

世田谷区喜多見 44,984 25,948 世田谷区  
喜多見七丁目、喜多見八丁目及び喜多見九丁
目

3 8,581 3.02 1.6

161 学芸大学附属高校一帯 世田谷区下馬 66,150 31,828 世田谷区  
下馬三丁目の一部、下馬四丁目、下馬五丁
目、下馬六丁目、野沢一丁目の一部、野沢二
丁目及び野沢三丁目

7 27,930 1.14 1.0

162
烏山北住宅・日本女子
体育大学一帯

世田谷区北烏山 110,875 56,349 世田谷区  

北烏山一丁目、北烏山二丁目、北烏山三丁
目、北烏山四丁目、北烏山五丁目、北烏山六
丁目、北烏山七丁目、北烏山八丁目及び北烏
山九丁目

9 28,040 2.01 1.2

163 井草森公園一帯 杉並区井草 63,974 34,691 杉並区    
井草一丁目、井草二丁目、井草三丁目、井草
四丁目、井草五丁目、下井草三丁目、下井草
四丁目、下井草五丁目及び本天沼三丁目

9 31,771 1.09 1.8

164 平和の森公園一帯 中野区新井 68,092 41,252 中野区    
新井三丁目、新井四丁目、沼袋三丁目、野方
二丁目、野方三丁目、野方五丁目、大和町一
丁目、大和町二丁目及び若宮一丁目

9 32,745 1.26 1.3

165
東京大学附属中等教育
学校一帯

中野区南台 48,612 22,523 中野区    南台一丁目、南台二丁目及び弥生町三丁目 3 9,990 2.25 0.4

158
恵比寿ガーデンプレイ
ス

目黒区三田
渋谷区恵比寿

107,943 54,245 36,924 1.47 0.8
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166 隅田公園一帯
台東区浅草、今
戸、花川戸

101,988 70,935 台東区    

浅草一丁目、浅草二丁目の一部、浅草三丁目
の一部、浅草四丁目の一部、浅草五丁目の一
部、浅草六丁目、浅草七丁目、今戸一丁目、
今戸二丁目、雷門一丁目、雷門二丁目、清川
一丁目、清川二丁目、寿三丁目、寿四丁目、
駒形一丁目、駒形二丁目、千束四丁目の一
部、日本堤一丁目、日本堤二丁目の一部、橋
場一丁目、橋場二丁目、花川戸一丁目、花川
戸二丁目、東浅草一丁目及び東浅草二丁目

26 56,786 1.25 1.3

167 清水坂公園一帯
北区十条仲原、
中十条

54,250 10,954 北区      
十条仲原二丁目、十条仲原三丁目、十条仲原
四丁目及び中十条四丁目

4 5,310 2.06 0.4

168 船堀一丁目住宅一帯
江戸川区東小松
川、船堀、松江

159,165 76,928 江戸川区  

西一之江一丁目、西一之江三丁目、西一之江
四丁目、西小松川町、東小松川一丁目、東小
松川二丁目、東小松川三丁目、東小松川四丁
目、船堀一丁目、船堀二丁目、船堀三丁目、
船堀四丁目、船堀五丁目、船堀六丁目、松江
一丁目、松江二丁目、松江三丁目、松江四丁
目、松江五丁目、松江六丁目及び松江七丁目

21 65,783 1.17 1.8

169
都立葛西工業高校・西
瑞江住宅一帯

江戸川区西瑞
江、春江町

125,086 61,373 江戸川区  

一之江一丁目、一之江二丁目、一之江三丁
目、一之江四丁目、一之江五丁目、一之江六
丁目、一之江七丁目、一之江八丁目、一之江
町、江戸川四丁目の一部、江戸川五丁目、江
戸川六丁目、西一之江二丁目、西瑞江四丁目
の一部、西瑞江五丁目、二之江町、春江町四
丁目、春江町五丁目及び船堀七丁目

19 48,234 1.27 2.0

170
行船公園・宇喜田住宅
一帯

江戸川区北葛西 157,384 108,276 江戸川区  

宇喜田町、北葛西一丁目、北葛西二丁目、北
葛西三丁目、北葛西四丁目、北葛西五丁目、
中葛西一丁目、中葛西二丁目及び西葛西一丁
目

9 37,019 2.92 1.3

174 天王洲アイル周辺 品川区東品川 230,337 127,736 品川区    
北品川一丁目、北品川二丁目の一部、北品川
三丁目、北品川四丁目の一部、東品川一丁目
及び南品川四丁目の一部

6 24,633 5.19 1.2

175 都立武蔵丘高校一帯 中野区上鷺宮 57,145 24,625 中野区    
上鷺宮一丁目、上鷺宮二丁目、上鷺宮三丁
目、上鷺宮四丁目、上鷺宮五丁目、鷺宮五丁
目及び鷺宮六丁目

7 20,636 1.19 0.7
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中野区    
鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、白鷺
一丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、若宮
二丁目及び若宮三丁目

8

杉並区    阿佐谷北六丁目 1

177 都営幸町アパート一帯
板橋区大山西
町、幸町

76,915 37,995 板橋区    
大山金井町、大山町、大山西町、熊野町、幸
町、中丸町及び南町

7 36,934 1.03 1.1

178 千寿第八小学校一帯
足立区千住曙
町、千住関屋町

121,602 73,059 足立区    千住曙町、千住東一丁目及び千住関屋町 3 12,301 5.94 0.7

179 都立江北高校一帯
足立区弘道、西
綾瀬

156,713 106,659 足立区    
弘道一丁目、弘道二丁目、西綾瀬二丁目、西
綾瀬三丁目及び西綾瀬四丁目

5 14,208 7.51 0.6

180 竹の塚第一団地一帯 足立区竹の塚 133,376 90,628 足立区    
島根一丁目、島根二丁目、竹の塚二丁目の一
部、竹の塚三丁目、竹の塚四丁目、西保木間
一丁目及び六月一丁目

7 16,462 5.51 1.2

181
都営西保木間四丁目ア
パート一帯

足立区竹の塚、
西保木間

189,501 107,415 足立区    
竹の塚七丁目、西保木間二丁目、西保木間三
丁目及び西保木間四丁目

4 10,766 9.98 0.5

182
フレール西新井中央公
園一帯

足立区西新井 147,164 84,087 足立区    
伊興二丁目、栗原三丁目、栗原四丁目、西新
井一丁目、西新井二丁目、西新井三丁目、西
新井四丁目、西新井五丁目及び西新井六丁目

9 27,809 3.02 1.2

183 江北平成公園一帯 足立区江北 173,514 75,319 足立区    江北三丁目、江北四丁目及び江北五丁目 3 8,405 8.96 0.3

184 区役所・青戸団地一帯
葛飾区青戸、立
石

200,478 100,895 葛飾区    

青戸一丁目、青戸二丁目、青戸三丁目、青戸
四丁目、青戸五丁目、青戸六丁目、青戸七丁
目、お花茶屋一丁目、お花茶屋二丁目、お花
茶屋三丁目、白鳥一丁目、白鳥二丁目、白鳥
三丁目、白鳥四丁目、立石一丁目、立石二丁
目、立石三丁目、立石四丁目、立石五丁目、
立石六丁目、立石七丁目、立石八丁目及び四
つ木五丁目

23 66,583 1.52 1.1

185 江戸川清掃工場一帯 江戸川区江戸川 89,896 33,484 江戸川区  

江戸川二丁目、江戸川三丁目、江戸川四丁目
の一部、西瑞江三丁目、西瑞江四丁目の一
部、春江町三丁目、東瑞江二丁目及び東瑞江
三丁目の一部

8 27,825 1.20 1.9

176 白鷺一丁目地区
中野区白鷺、若
宮

99,714 36,190 32,581 1.11 1.4
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186
多摩川河川敷・二子橋
一帯

世田谷区宇奈
根、鎌田、喜多
見、玉川

589,124 482,267 世田谷区  

宇奈根一丁目、宇奈根二丁目、宇奈根三丁
目、岡本二丁目、鎌田一丁目、鎌田二丁目、
鎌田三丁目、鎌田四丁目、喜多見一丁目、喜
多見二丁目、喜多見三丁目、喜多見四丁目、
喜多見五丁目の一部、玉川三丁目及び玉川四
丁目

15 34,303 14.06 1.3

大田区    

田園調布一丁目、田園調布二丁目、田園調布
三丁目、田園調布四丁目、田園調布五丁目、
田園調布本町の一部、南雪谷二丁目の一部及
び雪谷大塚町の一部

8

世田谷区  

奥沢一丁目、奥沢二丁目、奥沢三丁目、奥沢
四丁目、奥沢五丁目、奥沢六丁目、奥沢七丁
目、奥沢八丁目、尾山台一丁目、尾山台二丁
目、尾山台三丁目、玉川田園調布一丁目、玉
川田園調布二丁目、玉堤一丁目、玉堤二丁
目、等々力一丁目、等々力二丁目、等々力四
丁目、等々力五丁目、野毛一丁目の一部、野
毛二丁目、東玉川一丁目及び東玉川二丁目

23

188
善福寺公園・東京女子
大学一帯

杉並区善福寺 179,578 45,886 杉並区    
善福寺二丁目、善福寺三丁目の一部、善福寺
四丁目の一部、西荻北三丁目及び西荻北四丁
目

5 17,138 2.68 2.0

189 井草八幡宮一帯 杉並区善福寺 58,939 21,752 杉並区    
上荻四丁目、善福寺一丁目、善福寺三丁目の
一部、善福寺四丁目の一部、西荻北二丁目及
び西荻北五丁目

6 14,608 1.49 0.9

190
都営保木間第５アパー
ト一帯

足立区南花畑 190,121 123,133 足立区    
花畑一丁目、保木間三丁目、保木間四丁目、
南花畑三丁目、南花畑四丁目及び南花畑五丁
目

6 17,115 7.19 0.8

191
総合スポーツセンター
一帯

足立区東保木間 137,846 98,082 足立区    

西加平一丁目、西加平二丁目、東保木間一丁
目、東保木間二丁目、東六月町、一ツ家一丁
目、一ツ家二丁目、一ツ家三丁目、一ツ家四
丁目、平野一丁目、平野二丁目、平野三丁
目、保木間一丁目、保木間二丁目、保塚町、
南花畑一丁目、南花畑二丁目、六町一丁目、
六町二丁目、六町三丁目及び六町四丁目

21 42,021 2.33 1.5

187
多摩川河川敷・田園調
布先一帯

大田区田園調布
世田谷区玉堤、
野毛

403,899 229,196 90,789 2.52 2.0

29



区 町丁 町丁数

①避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

192
区立中川北小学校・都
営六ツ木町アパート一
帯

足立区六木 68,788 40,194 足立区    
佐野一丁目、佐野二丁目、神明一丁目、神明
二丁目、神明三丁目、辰沼二丁目、六木一丁
目、六木二丁目、六木三丁目及び六木四丁目

10 21,015 1.91 0.9

193
区立辰沼小学校・都営
辰沼町アパート一帯

足立区辰沼、谷
中

58,977 40,538 足立区    

大谷田五丁目、加平二丁目、加平三丁目、北
加平町、神明南一丁目、神明南二丁目、辰沼
一丁目、谷中三丁目、谷中四丁目及び谷中五
丁目

10 19,973 2.03 1.0

194
セシオン杉並・妙法寺
一帯

杉並区梅里、堀
ノ内

108,906 47,529 杉並区    
梅里一丁目、高円寺南二丁目、高円寺南四丁
目及び堀ノ内三丁目

4 26,277 1.81 0.9

195
目白台運動公園付近一
帯

文京区関口、目
白台

161,815 72,776 文京区    
音羽一丁目の一部、関口一丁目の一部、関口
二丁目、関口三丁目、目白台一丁目、目白台
二丁目及び目白台三丁目

7 27,456 2.65 0.6

196
区立青井小中学校・都
営青井三丁目アパート
一帯

足立区青井 68,265 39,138 足立区    
青井一丁目、青井二丁目、青井三丁目、青井
四丁目、青井五丁目及び青井六丁目

6 17,465 2.24 0.8

197 栗原団地一帯 足立区栗原 67,661 41,365 足立区    
梅島三丁目、栗原一丁目、栗原二丁目、島根
三丁目及び島根四丁目

5 15,815 2.62 1.2

198 竹の塚小学校一帯
足立区竹の塚、
六月

90,884 60,548 足立区    
竹の塚一丁目の一部、竹の塚二丁目の一部、
六月二丁目及び六月三丁目

4 8,524 7.10 0.6

199
竹ノ塚駅東口・竹の塚
センター一帯

足立区竹の塚 73,541 43,826 足立区    
竹の塚一丁目の一部、竹の塚二丁目の一部、
竹の塚五丁目及び竹の塚六丁目

4 9,487 4.62 0.6

200 区立第十四中学校一帯 足立区西竹の塚 55,319 33,826 足立区    
伊興一丁目、伊興三丁目、西竹の塚一丁目及
び西竹の塚二丁目

4 8,198 4.13 0.4

201
区立舎人第一小学校・
都営舎人町アパート一
帯

足立区舎人 88,870 57,075 足立区    
入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、舎人
四丁目、舎人五丁目及び舎人六丁目

6 11,188 5.10 0.8

202 区立北鹿浜小学校一帯 足立区鹿浜 56,526 28,882 足立区    
加賀一丁目、加賀二丁目の一部、鹿浜五丁目
の一部及び鹿浜六丁目

4 6,395 4.52 0.6

203
都営花畑第４アパート
一帯

足立区花畑 87,785 57,906 足立区    花畑八丁目 1 2,513 23.04 0.1
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204
宮城ファミリー公園・
江南中学校一帯

足立区宮城 52,540 32,706 足立区    宮城一丁目及び宮城二丁目 2 4,320 7.57 0.8

205
ハートアイランド新田
一帯

足立区新田 195,281 119,974 足立区    新田一丁目、新田二丁目及び新田三丁目 3 15,890 7.55 1.1

206 西新井駅西口地区一帯
足立区関原、西
新井栄町

113,347 40,510 足立区    
梅田八丁目、関原三丁目、西新井栄町一丁
目、西新井栄町二丁目、西新井栄町三丁目及
び西新井本町五丁目

6 20,600 1.97 0.6

207 都営南田中アパート
練馬区石神井
町、高野台、南
田中

160,763 80,834 練馬区    

石神井町一丁目、高野台一丁目、高野台二丁
目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五
丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富
士見台三丁目、富士見台四丁目、南田中一丁
目、南田中二丁目、南田中三丁目、南田中四
丁目及び南田中五丁目

15 45,831 1.76 1.9

208
練馬総合運動場公園一
帯

練馬区練馬 105,217 35,170 練馬区    
桜台四丁目、桜台五丁目、練馬一丁目、練馬
二丁目、練馬三丁目、練馬四丁目、早宮一丁
目及び早宮三丁目

8 32,545 1.08 0.9

209
東京学芸大学附属世田
谷小･中学校一帯

世田谷区深沢 62,587 33,974 世田谷区  
等々力六丁目、等々力七丁目、深沢三丁目及
び深沢四丁目

4 15,025 2.26 0.9

210 都立足立高校一帯 足立区中央本町 69,306 39,650 足立区    
梅島一丁目、梅島二丁目、中央本町一丁目、
中央本町二丁目、中央本町三丁目、中央本町
四丁目及び中央本町五丁目

7 22,536 1.76 0.8

211
早稲田大学早稲田キャ
ンパス一帯

新宿区戸塚町、
西早稲田、早稲
田鶴巻町

206,350 86,282 新宿区    

榎町、天神町、戸塚町一丁目、中里町、西早
稲田一丁目、西早稲田二丁目の一部、西早稲
田三丁目、馬場下町の一部、東榎町、山吹
町、早稲田鶴巻町及び早稲田町

12 67,483 1.28 0.9

新宿区    
上落合一丁目、上落合二丁目及び中落合一丁
目

3

中野区    東中野四丁目及び東中野五丁目 2

213 本五ふれあい公園一帯
中野区本町、弥
生町

69,069 32,762 中野区    
本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、弥生
町二丁目、弥生町四丁目及び弥生町五丁目

6 28,152 1.16 0.9

214
太子堂円泉ヶ丘公園・
三宿の森緑地一帯

世田谷区太子
堂、三宿

54,020 22,745 世田谷区  
代沢四丁目、太子堂二丁目、太子堂三丁目、
三宿一丁目及び三宿二丁目

5 21,948 1.04 0.7

215 おとめ山公園地区一帯 新宿区下落合 45,232 30,764 新宿区    
下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁
目、下落合四丁目及び中落合二丁目

5 22,665 1.36 0.9

216 桃井原っぱ公園一帯 杉並区桃井 65,614 40,633 杉並区    
上荻二丁目、上荻三丁目、西荻北一丁目、桃
井一丁目、桃井二丁目、桃井三丁目及び桃井
四丁目

7 22,735 1.79 1.2

212 落合中央公園一帯 新宿区上落合 28,182 26,908 23,445 1.15 1.0
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217 東京理科大学一帯
葛飾区新宿、南
水元

320,266 181,388 葛飾区    

金町四丁目、金町五丁目、金町六丁目、新宿
二丁目、新宿四丁目、新宿五丁目、新宿六丁
目、西水元一丁目、東金町一丁目、東金町二
丁目、東金町三丁目、東水元一丁目、水元一
丁目、南水元一丁目、南水元二丁目、南水元
三丁目及び南水元四丁目

17 47,817 3.79 1.3

218 大崎駅西口地区一帯
品川区大崎、西
品川

112,948 56,663 品川区    

大崎二丁目、大崎三丁目、大崎四丁目の一
部、戸越一丁目、戸越三丁目の一部、西品川
一丁目の一部、西品川二丁目の一部、西品川
三丁目及び豊町一丁目の一部

9 33,355 1.70 1.0

219 洗足池公園一帯 大田区南千束 100,544 39,706 大田区    

石川町二丁目の一部、上池台一丁目、上池台
二丁目、上池台三丁目の一部、上池台四丁
目、北千束三丁目の一部、北馬込一丁目、北
馬込二丁目の一部、東雪谷一丁目の一部、東
雪谷二丁目の一部、東雪谷四丁目の一部、南
千束一丁目、南千束二丁目及び南千束三丁目

14 35,661 1.11 1.8

220 東京電機大学一帯
足立区千住旭
町、日ノ出町

87,783 28,628 足立区    
千住旭町、千住東二丁目、日ノ出町、柳原一
丁目及び柳原二丁目

5 24,741 1.16 0.8

221 あかつき公園一帯
中央区明石町、
築地

31,285 16,215 中央区    
築地四丁目の一部、築地六丁目の一部及び築
地七丁目

3 8,048 2.01 0.5

222
江戸川スポーツランド
周辺一帯

江戸川区下篠崎
町、東篠崎、南
篠崎町

224,912 109,836 江戸川区  

江戸川一丁目、上篠崎四丁目、鹿骨二丁目、
篠崎町一丁目、篠崎町二丁目、篠崎町三丁
目、篠崎町四丁目、篠崎町五丁目、篠崎町六
丁目、篠崎町七丁目、篠崎町八丁目、下篠崎
町、新堀一丁目、新堀二丁目、春江町一丁
目、春江町二丁目、東篠崎一丁目、東篠崎二
丁目、東篠崎町、東瑞江一丁目、東瑞江三丁
目の一部、瑞江一丁目、瑞江二丁目、瑞江三
丁目、瑞江四丁目、南篠崎町一丁目、南篠崎
町二丁目、南篠崎町三丁目、南篠崎町四丁
目、南篠崎町五丁目、谷河内一丁目及び谷河
内二丁目

32 88,333 1.24 2.8

223 亀有一丁目一帯 葛飾区亀有 92,064 56,289 葛飾区    
青戸八丁目、亀有一丁目、亀有二丁目及び亀
有三丁目

4 22,571 2.49 1.1

224 千住大橋駅地区一帯
足立区千住河原
町、千住橋戸
町、千住緑町

55,559 35,976 足立区    
千住河原町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑
町一丁目、千住緑町二丁目、千住緑町三丁目
及び千住宮元町

7 17,698 2.03 0.8
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葛飾区    
新小岩二丁目、新小岩三丁目、新小岩四丁
目、東新小岩一丁目、東新小岩二丁目、東新
小岩三丁目及び東新小岩四丁目

7

江戸川区  
興宮町、上一色一丁目、上一色二丁目、上一
色三丁目、本一色一丁目、本一色二丁目、本
一色三丁目、松本一丁目及び松本二丁目

9

226 小菅東スポーツ公園 葛飾区小菅 33,547 30,756 葛飾区    

小菅二丁目、小菅三丁目、小菅四丁目、東堀
切一丁目、東堀切二丁目、東堀切三丁目、堀
切四丁目、堀切五丁目、堀切六丁目及び堀切
七丁目

10 26,404 1.16 1.7

227 都立江戸川高校一帯
江戸川区中央、
松島

75,629 39,637 江戸川区  

大杉一丁目、大杉二丁目、大杉三丁目、大杉
四丁目、大杉五丁目、中央一丁目、中央二丁
目、中央三丁目、中央四丁目、松島一丁目及
び松島二丁目の一部

11 30,432 1.30 1.4

228 南砂三丁目公園一帯 江東区南砂 74,222 53,869 江東区    
東砂五丁目、東砂六丁目、東砂七丁目、東砂
八丁目、南砂三丁目、南砂四丁目、南砂五丁
目、南砂六丁目及び南砂七丁目

9 38,075 1.41 1.4

北区      浮間四丁目及び浮間五丁目 2

板橋区    舟渡一丁目 1

230
東京成徳学園・神谷堀
公園一帯

北区王子、神
谷、豊島

52,225 33,316 北区      
王子五丁目の一部、神谷一丁目の一部、豊島
七丁目の一部及び豊島八丁目

4 13,861 2.40 0.5

北区      

上中里二丁目、上中里三丁目、栄町、昭和町
一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、堀船
一丁目、堀船二丁目、堀船三丁目及び堀船四
丁目

10

荒川区    西尾久七丁目及び西尾久八丁目 2

232 赤羽北地区一帯 北区赤羽北 42,084 29,180 北区      赤羽北一丁目の一部及び赤羽北二丁目 2 8,061 3.62 1.0

233 浮間一丁目地区 北区浮間 45,046 32,688 北区      赤羽北一丁目の一部及び浮間一丁目 2 5,536 5.90 0.8

234
浮間小学校・浮間三丁
目団地地区

北区浮間 92,063 62,369 北区      浮間三丁目 1 8,999 6.93 0.5

235 城北公園一帯 板橋区坂下 59,627 40,791 板橋区    
坂下一丁目、坂下二丁目、坂下三丁目、蓮根
一丁目、蓮根二丁目、東坂下一丁目及び東坂
下二丁目

7 35,546 1.15 1.2

236 都営平井アパート一帯 江戸川区平井 67,806 46,380 江戸川区  
平井二丁目、平井三丁目、平井五丁目の一部
及び平井六丁目の一部

4 15,419 3.01 0.8

225 私学事業団総合運動場 葛飾区東新小岩 64,473 49,533 46,011 1.08 1.9

229 新河岸東公園一帯
北区浮間
板橋区舟渡

71,692 61,955 11,465 5.40 0.8

231 堀船地区一帯 北区堀船 57,921 34,220 28,212 1.21 1.6
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237 荒川工業高校一帯 荒川区南千住 31,629 20,051 荒川区    
荒川一丁目の一部、東日暮里一丁目の一部、
南千住一丁目及び南千住六丁目

4 13,802 1.45 0.9

目黒区    
大橋一丁目、大橋二丁目、駒場一丁目及び駒
場二丁目

4

世田谷区  
池尻四丁目、北沢一丁目の一部、北沢二丁目
の一部、代沢一丁目、代沢二丁目の一部、代
沢三丁目及び代沢五丁目

7

239
都営成増五丁目第２ア
パート一帯

板橋区成増 86,435 56,860 板橋区    
赤塚三丁目、赤塚四丁目、赤塚五丁目、赤塚
八丁目、成増三丁目、成増四丁目、成増五丁
目及び三園一丁目

8 38,766 1.47 1.4

240
日本郵政・高井戸東小
学校一帯

杉並区高井戸東 57,472 26,758 杉並区
下高井戸一丁目の一部、下高井戸三丁目、下
高井戸四丁目、下高井戸五丁目、高井戸東一
丁目の一部及び高井戸東二丁目の一部

6 20,219 1.32 1.3

241 南六郷中学校周辺一帯
大田区東六郷、
南六郷

65,603 22,260 大田区
仲六郷三丁目、仲六郷四丁目、東六郷二丁
目、東六郷三丁目及び南六郷三丁目

5 19,046 1.17 1.2

242
大森第八中学校・マチ
ノマ大森周辺一帯

大田区大森西 59,748 22,599 大田区
大森北五丁目の一部、大森西一丁目の一部、
大森西二丁目の一部、大森西三丁目及び大森
西四丁目の一部

5 21,072 1.07 0.6

243
東京学芸大学附属大泉
小学校一帯

練馬区東大泉 57,861 24,498 練馬区
東大泉一丁目、東大泉四丁目、東大泉五丁目
及び東大泉六丁目

4 20,517 1.19 1.2

244 区立二子玉川公園
世田谷区上野
毛、玉川、野毛

90,167 80,966
世田谷
区

上野毛二丁目、上野毛三丁目、瀬田一丁目、
瀬田二丁目、玉川一丁目、玉川二丁目及び野
毛三丁目

7 23,417 3.46 1.2

245
都営扇三丁目第２ア
パート一帯

足立区扇 52,576 37,384 足立区
扇三丁目、興野二丁目、西新井本町一丁目、
西新井本町二丁目、西新井本町三丁目及び西
新井本町四丁目

6 19,567 1.91 0.8

246 曳舟駅周辺一帯 墨田区京島 62,027 28,563 墨田区
押上二丁目の一部、京島一丁目の一部、京島
二丁目の一部、東向島二丁目及び向島四丁目
の一部

5 12,048 2.37 0.4

247 JT周辺一帯
墨田区業平、東
駒形、本所、横
川

93,512 43,729 墨田区
吾妻橋三丁目、業平一丁目、業平二丁目、業
平三丁目、東駒形四丁目、本所四丁目、横川
一丁目、横川二丁目及び横川三丁目

9 16,296 2.68 0.4

248
区立代々木大山公園・
製品評価技術基盤機構
一帯

渋谷区西原 46,944 29,830 渋谷区
大山町、笹塚一丁目、西原二丁目、西原三丁
目及び幡ケ谷一丁目

5 23,018 1.30 1.2

238 駒場地区
目黒区大橋、駒
場
世田谷区池尻

192,063 109,951 34,393 3.20 1.3

34



番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

千代田区  

飯田橋一丁目、飯田橋二丁目、飯田橋三丁目、飯田橋四丁目、一番町、岩本町一
丁目、岩本町二丁目、岩本町三丁目、内神田一丁目、内神田二丁目、内神田三丁
目、内幸町一丁目、内幸町二丁目、大手町一丁目、大手町二丁目、鍛冶町一丁
目、鍛冶町二丁目、霞が関一丁目、霞が関二丁目、霞が関三丁目、神田相生町、
神田淡路町一丁目、神田淡路町二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一
丁目、神田小川町二丁目、神田小川町三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物
町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町一丁目、神田佐久間町二丁目、
神田佐久間町三丁目、神田佐久間町四丁目、神田猿楽町一丁目、神田猿楽町二丁
目、神田神保町一丁目、神田神保町二丁目、神田神保町三丁目、神田須田町一丁
目、神田須田町二丁目、神田駿河台一丁目、神田駿河台二丁目、神田駿河台三丁
目、神田駿河台四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦
町一丁目、神田錦町二丁目、神田錦町三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田
花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、
神田三崎町一丁目、神田三崎町二丁目、神田三崎町三丁目、神田美土代町、紀尾
井町、北の丸公園、九段北一丁目、九段北二丁目、九段北三丁目、九段北四丁
目、九段南一丁目、九段南二丁目、九段南三丁目、九段南四丁目、皇居外苑、麴
町一丁目、麴町二丁目、麴町三丁目、麴町四丁目、麴町五丁目、麴町六丁目、五
番町、三番町、外神田一丁目、外神田二丁目、外神田三丁目、外神田四丁目、外
神田五丁目、外神田六丁目、千代田、永田町一丁目、永田町二丁目、西神田一丁
目、西神田二丁目、西神田三丁目、二番町、隼町、東神田一丁目、東神田二丁
目、東神田三丁目、一ツ橋一丁目、一ツ橋二丁目、日比谷公園、平河町一丁目、
平河町二丁目、富士見一丁目、富士見二丁目、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸
の内三丁目、有楽町一丁目、有楽町二丁目、四番町及び六番町

台東区    
秋葉原、上野一丁目、上野二丁目、上野三丁目、上野四丁目、上野五丁目及び上
野六丁目

302 西新宿地区 新宿区    
西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目の一部、西新宿六丁目及び西新宿七
丁目

111 178,924

303 池袋地区 豊島区    
池袋一丁目の一部、池袋二丁目の一部、池袋四丁目の一部、上池袋二丁目の一
部、西池袋一丁目、東池袋一丁目、東池袋三丁目、東池袋四丁目の一部及び南池
袋一丁目の一部

100 92,331

304 渋谷地区 渋谷区    

鶯谷町、宇田川町、恵比寿西一丁目、恵比寿西二丁目、恵比寿南一丁目、恵比寿
南二丁目、恵比寿南三丁目、神山町、桜丘町、猿楽町、渋谷一丁目、渋谷二丁
目、渋谷三丁目、松濤一丁目、松濤二丁目、神宮前五丁目、神宮前六丁目、神泉
町、神南一丁目、神南二丁目、代官山町、道玄坂一丁目、道玄坂二丁目、南平台
町、鉢山町及び円山町

375 191,122

305 五反田地区 品川区

大崎一丁目、大崎四丁目の一部、大崎五丁目、北品川五丁目の一部、西五反田一
丁目、西五反田二丁目、西五反田三丁目、西五反田四丁目の一部、西五反田五丁
目の一部、西五反田六丁目の一部、西五反田七丁目、西五反田八丁目、東五反田
一丁目の一部、東五反田二丁目、東五反田五丁目、広町一丁目の一部及び南品川
四丁目の一部

171 125,031

②地区内残留地区

301
千代田区、秋葉原、上野地
区

868,4941,174

35
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②地区内残留地区

306 銀座、日本橋周辺地区 中央区    

京橋一丁目、京橋二丁目、京橋三丁目、銀座一丁目、銀座二丁目、銀座三丁目、
銀座四丁目、銀座五丁目、銀座六丁目、銀座七丁目、銀座八丁目、日本橋一丁
目、日本橋二丁目、日本橋三丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町一丁目、日本
橋蛎殻町二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、日本橋茅場町二丁目、日本
橋茅場町三丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢
町、日本橋人形町一丁目、日本橋人形町三丁目、日本橋馬喰町一丁目、日本橋馬
喰町二丁目、日本橋浜町一丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町一丁目、日本橋堀
留町二丁目、日本橋本石町一丁目、日本橋本石町二丁目、日本橋本石町三丁目、
日本橋本石町四丁目、日本橋本町一丁目、日本橋本町二丁目、日本橋本町三丁
目、日本橋本町四丁目、日本橋室町一丁目、日本橋室町二丁目、日本橋室町三丁
目、日本橋室町四丁目、日本橋横山町、八丁堀一丁目、八丁堀二丁目、八丁堀三
丁目、八丁堀四丁目、東日本橋一丁目、東日本橋二丁目、東日本橋三丁目、八重
洲一丁目及び八重洲二丁目

376 376,509

307 東新橋、海岸地区 港区      海岸一丁目及び東新橋一丁目 63 57,057

308 芝浦地区 港区      芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目及び芝浦四丁目 124 66,109

309 港南地区 港区      港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目及び港南四丁目 185 82,631

310 若洲地区 江東区    若洲一丁目、若洲二丁目及び若洲三丁目 190 1,085

港区      港南五丁目

品川区    東品川五丁目

312 海岸地区 港区      海岸二丁目及び海岸三丁目 98 13,132

港区      台場一丁目及び台場二丁目

江東区    青海一丁目、青海二丁目、青海三丁目及び青海四丁目

品川区    東八潮

314 新木場、夢の島地区 江東区    
新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目、新木場四丁目、夢の島一丁目、夢
の島二丁目及び夢の島三丁目

434 20,758

315 新砂地区 江東区    新砂一丁目、新砂二丁目及び新砂三丁目 326 32,933

316 豊洲地区 江東区    豊洲一丁目、豊洲二丁目、豊洲三丁目、豊洲四丁目、豊洲五丁目及び豊洲六丁目 300 65,902

317 有明、東雲地区 江東区 有明一丁目、有明二丁目、有明三丁目、有明四丁目、東雲一丁目及び東雲二丁目 509 48,909

318 赤坂、六本木地区 港区

赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、赤坂四丁目、赤坂五丁目、赤坂六丁目、
赤坂七丁目、赤坂八丁目、赤坂九丁目、麻布台一丁目、麻布台二丁目、麻布台三
丁目、麻布永坂町、麻布狸穴町、愛宕一丁目、愛宕二丁目、芝公園三丁目の一
部、虎ノ門一丁目、虎ノ門二丁目、虎ノ門三丁目、虎ノ門四丁目、虎ノ門五丁
目、西新橋一丁目、西新橋二丁目、西新橋三丁目、六本木一丁目、六本木二丁
目、六本木三丁目、六本木四丁目、六本木五丁目、六本木六丁目及び六本木七丁
目

385 244,521

29,154340青海、東八潮、台場地区313

港南、東品川地区311 103 3,231
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

②地区内残留地区

319 新橋、芝地区 港区

芝一丁目、芝二丁目、芝四丁目、芝公園一丁目、芝公園二丁目、芝公園三丁目の
一部、芝公園四丁目の一部、芝大門一丁目、芝大門二丁目、新橋一丁目、新橋二
丁目、新橋三丁目、新橋四丁目、新橋五丁目、新橋六丁目、浜松町一丁目、浜松
町二丁目及び東新橋二丁目

181 134,536

320 新富町、築地地区 中央区
明石町、新富一丁目、新富二丁目、築地一丁目、築地二丁目、築地三丁目、築地
四丁目の一部、築地五丁目、築地六丁目の一部及び浜離宮庭園

140 59,350

321 日本橋浜町、箱崎地区 中央区
日本橋中洲、日本橋人形町二丁目、日本橋箱崎町、日本橋浜町二丁目及び日本橋
浜町三丁目

78 37,737

品川区
東品川二丁目、東品川三丁目、東品川四丁目、八潮一丁目、八潮二丁目、八潮三
丁目、八潮四丁目及び八潮五丁目

大田区
城南島一丁目、城南島二丁目、城南島三丁目、城南島四丁目、城南島五丁目、城
南島六丁目、城南島七丁目、東海一丁目、東海二丁目、東海三丁目、東海四丁
目、東海五丁目及び東海六丁目

323 昭和島地区 大田区 昭和島一丁目及び昭和島二丁目 93 2,109

324 京浜島地区 大田区 京浜島一丁目、京浜島二丁目及び京浜島三丁目 136 4,754

325 羽田空港地区 大田区 羽田空港一丁目、羽田空港二丁目及び羽田空港三丁目 1,733 47,100

326 錦糸町地区 墨田区
錦糸一丁目、錦糸二丁目、錦糸三丁目、錦糸四丁目、江東橋一丁目、江東橋二丁
目、江東橋三丁目及び江東橋四丁目

72 38,782

327 辰巳、潮見、枝川地区 江東区
枝川二丁目、枝川三丁目、越中島三丁目、木場一丁目、木場六丁目、塩浜一丁
目、塩浜二丁目、潮見一丁目、潮見二丁目、辰巳一丁目、辰巳二丁目及び辰巳三
丁目

461 55,267

328 西葛西地区 江戸川区
中葛西三丁目、中葛西四丁目、西葛西二丁目、西葛西三丁目、西葛西四丁目及び
西葛西五丁目

139 34,966

329 入谷地区 足立区 入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目及び入谷九丁目 115 9,829

330 高島平地区 板橋区
新河岸一丁目、新河岸二丁目、新河岸三丁目、高島平六丁目、高島平七丁目、高
島平八丁目、高島平九丁目、蓮根三丁目、舟渡四丁目及び三園二丁目

415 33,676

331 勝島地区 品川区
勝島一丁目、勝島二丁目、勝島三丁目、南大井二丁目、南大井三丁目及び南大井
六丁目

150 39,251

332 平和島地区 大田区
大森北一丁目、大森北二丁目、大森東一丁目の一部、大森本町一丁目、ふるさと
の浜辺公園、平和島一丁目、平和島二丁目、平和島三丁目、平和島四丁目、平和
島五丁目、平和島六丁目及び平和の森公園

236 39,774

333 南千住地区 荒川区 南千住三丁目の一部、南千住四丁目及び南千住八丁目 112 16,729

334 蒲田地区 大田区 蒲田四丁目、蒲田五丁目、西蒲田五丁目の一部、西蒲田七丁目及び西蒲田八丁目 73 39,587

81,061972322 八潮、東海、城南島地区
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

②地区内残留地区

港区 元赤坂一丁目及び元赤坂二丁目の一部

新宿区 南元町の一部

江東区 海の森一丁目、海の森二丁目及び海の森三丁目

大田区 令和島一丁目及び令和島二丁目

中央防波堤埋立地

337 青山、麻布地区 港区
麻布十番一丁目、芝公園四丁目の一部、西麻布一丁目、西麻布三丁目、東麻布一
丁目、東麻布二丁目、東麻布三丁目、南青山一丁目、南青山二丁目、南青山三丁
目、南青山四丁目の一部及び元麻布三丁目

170 56,298

338
勝どき5～6丁目、豊海町地
区

中央区 勝どき五丁目、勝どき六丁目及び豊海町 43 15,507

339 青葉台、目黒地区 目黒区
青葉台一丁目、青葉台二丁目、青葉台三丁目、青葉台四丁目、上目黒一丁目、中
目黒一丁目及び中目黒二丁目

106 29,401

340 新川地区 中央区 新川一丁目及び新川二丁目 47 28,919

336 中央防波堤埋立地地区 669 0

335 元赤坂地区 13,11581
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

千代田区  

飯田橋一丁目、飯田橋二丁目、飯田橋三丁目、飯田橋四丁目、一番町、岩本町一
丁目、岩本町二丁目、岩本町三丁目、内神田一丁目、内神田二丁目、内神田三丁
目、内幸町一丁目、内幸町二丁目、大手町一丁目、大手町二丁目、鍛冶町一丁
目、鍛冶町二丁目、霞が関一丁目、霞が関二丁目、霞が関三丁目、神田相生町、
神田淡路町一丁目、神田淡路町二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一
丁目、神田小川町二丁目、神田小川町三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物
町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町一丁目、神田佐久間町二丁目、
神田佐久間町三丁目、神田佐久間町四丁目、神田猿楽町一丁目、神田猿楽町二丁
目、神田神保町一丁目、神田神保町二丁目、神田神保町三丁目、神田須田町一丁
目、神田須田町二丁目、神田駿河台一丁目、神田駿河台二丁目、神田駿河台三丁
目、神田駿河台四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦
町一丁目、神田錦町二丁目、神田錦町三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田
花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、
神田三崎町一丁目、神田三崎町二丁目、神田三崎町三丁目、神田美土代町、紀尾
井町、北の丸公園、九段北一丁目、九段北二丁目、九段北三丁目、九段北四丁
目、九段南一丁目、九段南二丁目、九段南三丁目、九段南四丁目、皇居外苑、麴
町一丁目、麴町二丁目、麴町三丁目、麴町四丁目、麴町五丁目、麴町六丁目、五
番町、三番町、外神田一丁目、外神田二丁目、外神田三丁目、外神田四丁目、外
神田五丁目、外神田六丁目、千代田、永田町一丁目、永田町二丁目、西神田一丁
目、西神田二丁目、西神田三丁目、二番町、隼町、東神田一丁目、東神田二丁
目、東神田三丁目、一ツ橋一丁目、一ツ橋二丁目、日比谷公園、平河町一丁目、
平河町二丁目、富士見一丁目、富士見二丁目、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸
の内三丁目、有楽町一丁目、有楽町二丁目、四番町及び六番町

台東区    
秋葉原、上野一丁目、上野二丁目、上野三丁目、上野四丁目、上野五丁目及び上
野六丁目

③区別の避難場所、地区内残留地区
１．千代田区
■地区内残留地区

868,4941,174
千代田区、秋葉原、上野地
区

301
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■避難場所

区 町丁 町丁数

6 晴海地区 中央区晴海 1,054,773 594,107 中央区    

勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝
どき四丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁
目、月島四丁目、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海
三丁目、晴海四丁目及び晴海五丁目

13 53,513 11.10 0.8

138 新川ツインビル地区 中央区新川 65,266 34,773 中央区    
入船一丁目、入船二丁目、入船三丁目、湊一丁
目、湊二丁目及び湊三丁目

6 11,777 2.95 0.8

139 佃リバーシティ地区 中央区佃 154,164 87,213 中央区    佃一丁目、佃二丁目及び佃三丁目 3 17,106 5.10 0.4

221 あかつき公園一帯
中央区明石町、
築地

31,285 16,215 中央区    
築地四丁目の一部、築地六丁目の一部及び築地七
丁目

3 8,048 2.01 0.5

２.　中央区

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

306 銀座、日本橋周辺地区 中央区    

京橋一丁目、京橋二丁目、京橋三丁目、銀座一丁目、銀座二丁目、銀座三丁目、
銀座四丁目、銀座五丁目、銀座六丁目、銀座七丁目、銀座八丁目、日本橋一丁
目、日本橋二丁目、日本橋三丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町一丁目、日本
橋蛎殻町二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、日本橋茅場町二丁目、日本
橋茅場町三丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢
町、日本橋人形町一丁目、日本橋人形町三丁目、日本橋馬喰町一丁目、日本橋馬
喰町二丁目、日本橋浜町一丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町一丁目、日本橋堀
留町二丁目、日本橋本石町一丁目、日本橋本石町二丁目、日本橋本石町三丁目、
日本橋本石町四丁目、日本橋本町一丁目、日本橋本町二丁目、日本橋本町三丁
目、日本橋本町四丁目、日本橋室町一丁目、日本橋室町二丁目、日本橋室町三丁
目、日本橋室町四丁目、日本橋横山町、八丁堀一丁目、八丁堀二丁目、八丁堀三
丁目、八丁堀四丁目、東日本橋一丁目、東日本橋二丁目、東日本橋三丁目、八重
洲一丁目及び八重洲二丁目

376 376,509

320 新富町、築地地区 中央区
明石町、新富一丁目、新富二丁目、築地一丁目、築地二丁目、築地三丁目、築地
四丁目の一部、築地五丁目、築地六丁目の一部及び浜離宮庭園

140 59,350

321 日本橋浜町、箱崎地区 中央区
日本橋中洲、日本橋人形町二丁目、日本橋箱崎町、日本橋浜町二丁目及び日本橋
浜町三丁目

78 37,737

338
勝どき5～6丁目、豊海町地
区

中央区 勝どき五丁目、勝どき六丁目及び豊海町 43 15,507

340 新川地区 中央区 新川一丁目及び新川二丁目 47 28,919

２．中央区
■地区内残留地区
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区 町丁 町丁数

8 芝公園・慶応大学一帯
港区芝公園、三
田

610,205 323,566 港区      
芝三丁目、芝五丁目、三田一丁目、三田二丁
目、三田三丁目、三田四丁目及び三田五丁目

7 96,854 3.34 0.9

港区      
白金台二丁目、高輪一丁目、高輪二丁目、高
輪三丁目及び高輪四丁目

5

品川区    
北品川四丁目の一部、北品川五丁目の一部、
北品川六丁目、東五反田一丁目の一部及び東
五反田三丁目の一部

5

港区      

白金一丁目、白金二丁目、白金三丁目、白金
四丁目、白金五丁目、白金六丁目、白金台一
丁目、白金台三丁目、白金台四丁目及び白金
台五丁目

10

品川区    
上大崎一丁目、上大崎二丁目、上大崎三丁
目、上大崎四丁目、東五反田一丁目の一部、
東五反田三丁目の一部及び東五反田四丁目

7

14 有栖川宮記念公園一帯 港区南麻布 91,609 46,322 港区      

麻布十番二丁目、麻布十番三丁目、麻布十番
四丁目、南麻布一丁目、南麻布二丁目、南麻
布三丁目、南麻布四丁目、南麻布五丁目、元
麻布一丁目及び元麻布二丁目

10 30,940 1.50 0.9

15 青山墓地一帯
港区南青山、六
本木

372,800 247,235 港区      
西麻布二丁目、南青山四丁目の一部及び南青
山六丁目

3 7,920 31.22 0.8

港区      
北青山一丁目、北青山二丁目、北青山三丁目
及び元赤坂二丁目の一部

4

新宿区    

荒木町、市谷本村町の一部、霞ヶ丘町、片
町、左門町、信濃町、須賀町、大京町、南元
町の一部、四谷二丁目、四谷三丁目、四谷坂
町、四谷三栄町、若葉二丁目及び若葉三丁目

15

渋谷区    
神宮前二丁目の一部、神宮前三丁目の一部、
千駄ケ谷一丁目の一部及び千駄ケ谷二丁目の
一部

4

80,983 4.37 2.0

13
自然教育園・聖心女子学
院一帯

港区白金、白金
台
品川区上大崎

337,028 178,490 63,982

17 明治神宮外苑地区

港区北青山
新宿区霞ヶ丘町
渋谷区神宮前、
千駄ケ谷

700,961 354,235

53,721 1.69 1.4

2.79 1.2

12
高輪三丁目・四丁目・御
殿山地区

港区高輪
品川区北品川

235,437 90,983

３．港区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

３．港区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

港区      南青山五丁目 1

渋谷区    
渋谷四丁目、東一丁目、東二丁目、東三丁目
及び東四丁目

5

港区      西麻布四丁目及び南青山七丁目 2

渋谷区    
広尾一丁目、広尾二丁目、広尾三丁目、広尾
四丁目及び広尾五丁目

5

1.50 0.9

66 聖心女子大学一帯 渋谷区広尾 142,644 69,727 29,161 2.39 0.7

65
青山学院・実践女子学園
一帯

渋谷区渋谷、東 158,299 75,230 50,255
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

307 東新橋、海岸地区 港区      海岸一丁目及び東新橋一丁目 63 57,057

308 芝浦地区 港区      芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目及び芝浦四丁目 124 66,109

309 港南地区 港区      港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目及び港南四丁目 185 82,631

港区      港南五丁目

品川区    東品川五丁目

312 海岸地区 港区      海岸二丁目及び海岸三丁目 98 13,132

港区      台場一丁目及び台場二丁目

江東区    青海一丁目、青海二丁目、青海三丁目及び青海四丁目

品川区    東八潮

318 赤坂、六本木地区 港区      

赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、赤坂四丁目、赤坂五丁目、赤坂六丁目、
赤坂七丁目、赤坂八丁目、赤坂九丁目、麻布台一丁目、麻布台二丁目、麻布台三
丁目、麻布永坂町、麻布狸穴町、愛宕一丁目、愛宕二丁目、芝公園三丁目の一
部、虎ノ門一丁目、虎ノ門二丁目、虎ノ門三丁目、虎ノ門四丁目、虎ノ門五丁
目、西新橋一丁目、西新橋二丁目、西新橋三丁目、六本木一丁目、六本木二丁
目、六本木三丁目、六本木四丁目、六本木五丁目、六本木六丁目及び六本木七丁
目

385 244,521

319 新橋、芝地区 港区      

芝一丁目、芝二丁目、芝四丁目、芝公園一丁目、芝公園二丁目、芝公園三丁目の
一部、芝公園四丁目の一部、芝大門一丁目、芝大門二丁目、新橋一丁目、新橋二
丁目、新橋三丁目、新橋四丁目、新橋五丁目、新橋六丁目、浜松町一丁目、浜松
町二丁目及び東新橋二丁目

181 134,536

港区 元赤坂一丁目及び元赤坂二丁目の一部

新宿区 南元町の一部

337 青山、麻布地区 港区
麻布十番一丁目、芝公園四丁目の一部、西麻布一丁目、西麻布三丁目、東麻布一
丁目、東麻布二丁目、東麻布三丁目、南青山一丁目、南青山二丁目、南青山三丁
目、南青山四丁目の一部及び元麻布三丁目

170 56,298

335 元赤坂地区

103 3,231

29,154340

13,11581

３．港区
■地区内残留地区

港南、東品川地区311

青海、東八潮、台場地区313
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区 町丁 町丁数

7 迎賓館一帯
港区元赤坂
新宿区南元町、
四谷、若葉

89,472 64,386 新宿区    
市谷本村町の一部、南元町の一部、四谷一丁
目、四谷本塩町及び若葉一丁目

5 13,526 4.76 1.0

16 戸山公園一帯
新宿区大久保、
戸山

722,814 410,219 新宿区    

市谷加賀町一丁目、市谷加賀町二丁目、市谷
甲良町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏
町、大久保一丁目、大久保二丁目、大久保三
丁目、喜久井町、北山伏町、新宿六丁目の一
部、新宿七丁目、高田馬場一丁目、高田馬場
二丁目、戸山一丁目、戸山二丁目、戸山三丁
目、西早稲田二丁目の一部、馬場下町の一
部、原町一丁目、原町二丁目、原町三丁目、
百人町一丁目の一部、百人町二丁目の一部、
弁天町、南榎町、南山伏町、若松町及び早稲
田南町

30 106,513 3.85 1.6

港区      
北青山一丁目、北青山二丁目、北青山三丁目
及び元赤坂二丁目の一部

4

新宿区    

荒木町、市谷本村町の一部、霞ヶ丘町、片
町、左門町、信濃町、須賀町、大京町、南元
町の一部、四谷二丁目、四谷三丁目、四谷坂
町、四谷三栄町、若葉二丁目及び若葉三丁目

15

渋谷区    
神宮前二丁目の一部、神宮前三丁目の一部、
千駄ケ谷一丁目の一部及び千駄ケ谷二丁目の
一部

4

新宿区    

愛住町、市谷台町、市谷仲之町、歌舞伎町一
丁目、歌舞伎町二丁目、河田町、新宿一丁
目、新宿二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、
新宿五丁目、新宿六丁目の一部、住吉町、富
久町、内藤町、舟町、余丁町及び四谷四丁目

18

渋谷区    千駄ケ谷五丁目及び千駄ケ谷六丁目 2

18 新宿御苑
新宿区内藤町
渋谷区千駄ケ谷

578,533 383,193 151,124

80,983 4.37 2.0

2.54 1.3

17 明治神宮外苑地区

港区北青山
新宿区霞ヶ丘町
渋谷区神宮前、
千駄ケ谷

700,961 354,235

４．新宿区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

４．新宿区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

新宿区    
西新宿三丁目の一部、西新宿四丁目、西新宿
五丁目及び西新宿八丁目

4

渋谷区    本町三丁目 1

中野区    
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目及び弥
生町一丁目

4

新宿区    

北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁
目、北新宿四丁目、高田馬場三丁目、高田馬
場四丁目、百人町一丁目の一部、百人町二丁
目の一部、百人町三丁目及び百人町四丁目

10

中野区    
中央一丁目、中央二丁目、東中野一丁目及び
東中野二丁目

4

新宿区    

赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷砂土原町
一丁目、市谷砂土原町二丁目、市谷砂土原町
三丁目、市谷左内町、市谷鷹匠町、市谷田町
一丁目、市谷田町二丁目、市谷田町三丁目、
市谷長延寺町、市谷八幡町、市谷船河原町、
岩戸町、改代町、神楽河岸、神楽坂一丁目、
神楽坂二丁目、神楽坂三丁目、神楽坂四丁
目、神楽坂五丁目、神楽坂六丁目、北町、細
工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道
町、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡
町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、払
方町、東五軒町、袋町、南町、矢来町、横寺
町及び若宮町

44

文京区    

春日一丁目、春日二丁目、小石川一丁目の一
部、小石川二丁目、小石川三丁目の一部、後
楽一丁目、後楽二丁目、小日向一丁目の一
部、小日向二丁目の一部、小日向四丁目の一
部、水道一丁目、水道二丁目、関口一丁目の
一部、西片一丁目の一部、本郷一丁目、本郷
二丁目の一部、本郷四丁目の一部及び本郷五
丁目の一部

18

1.51 1.9

23 後楽園一帯
文京区春日、後
楽

397,532 166,062 130,055 1.28 1.7

20 百人町三・四丁目地区 新宿区百人町 245,255 130,697 86,608

74,180 2.44 1.419
新宿中央公園・高層ビル
群一帯

新宿区西新宿 352,047 181,081

46



区 町丁 町丁数

４．新宿区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

新宿区    

上落合三丁目、中井一丁目、中井二丁目、中
落合三丁目、中落合四丁目、西落合一丁目、
西落合二丁目、西落合三丁目及び西落合四丁
目

9

中野区    

新井五丁目、江古田一丁目、上高田一丁目、
上高田二丁目、上高田三丁目、上高田四丁
目、上高田五丁目、中野六丁目、東中野三丁
目、松が丘一丁目及び松が丘二丁目

11

豊島区    
南長崎四丁目、南長崎五丁目及び南長崎六丁
目

3

211
早稲田大学早稲田キャン
パス一帯

新宿区戸塚町、
西早稲田、早稲
田鶴巻町

206,350 86,282 新宿区    

榎町、天神町、戸塚町一丁目、中里町、西早
稲田一丁目、西早稲田二丁目の一部、西早稲
田三丁目、馬場下町の一部、東榎町、山吹
町、早稲田鶴巻町及び早稲田町

12 67,483 1.28 0.9

新宿区    
上落合一丁目、上落合二丁目及び中落合一丁
目

3

中野区    東中野四丁目及び東中野五丁目 2

215 おとめ山公園地区一帯 新宿区下落合 45,232 30,764 新宿区    
下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁
目、下落合四丁目及び中落合二丁目

5 22,665 1.36 0.9

1.18 1.1

212 落合中央公園一帯 新宿区上落合 28,182 26,908 23,445 1.15 1.0

68 哲学堂公園一帯

新宿区中井、中
落合、西落合
中野区上高田、
松が丘

208,453 98,466 83,150
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

302 西新宿地区 新宿区    
西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目の一部、西新宿六丁目及び西新宿七
丁目

111 178,924

港区 元赤坂一丁目及び元赤坂二丁目の一部

新宿区 南元町の一部

４．　　新宿区
■地区内残留地区

元赤坂地区335 13,11581
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区 町丁 町丁数

21 六義園 文京区本駒込 100,865 56,458 文京区    
千駄木四丁目、千駄木五丁目の一部、本駒込
一丁目、本駒込二丁目、本駒込三丁目、本駒
込四丁目、本駒込五丁目及び本駒込六丁目

8 33,375 1.69 1.2

22 東京大学
文京区本郷、弥
生

418,882 205,156 文京区    

千駄木一丁目、千駄木二丁目、千駄木三丁
目、千駄木五丁目の一部、西片一丁目の一
部、西片二丁目、根津一丁目、根津二丁目、
本郷二丁目の一部、本郷三丁目、本郷四丁目
の一部、本郷五丁目の一部、本郷六丁目、本
郷七丁目、向丘一丁目、向丘二丁目、弥生一
丁目、弥生二丁目、湯島一丁目、湯島二丁
目、湯島三丁目及び湯島四丁目

22 116,677 1.76 1.3

新宿区    

赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷砂土原町
一丁目、市谷砂土原町二丁目、市谷砂土原町
三丁目、市谷左内町、市谷鷹匠町、市谷田町
一丁目、市谷田町二丁目、市谷田町三丁目、
市谷長延寺町、市谷八幡町、市谷船河原町、
岩戸町、改代町、神楽河岸、神楽坂一丁目、
神楽坂二丁目、神楽坂三丁目、神楽坂四丁
目、神楽坂五丁目、神楽坂六丁目、北町、細
工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道
町、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡
町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、払
方町、東五軒町、袋町、南町、矢来町、横寺
町及び若宮町

44

文京区    

春日一丁目、春日二丁目、小石川一丁目の一
部、小石川二丁目、小石川三丁目の一部、後
楽一丁目、後楽二丁目、小日向一丁目の一
部、小日向二丁目の一部、小日向四丁目の一
部、水道一丁目、水道二丁目、関口一丁目の
一部、西片一丁目の一部、本郷一丁目、本郷
二丁目の一部、本郷四丁目の一部及び本郷五
丁目の一部

18

130,055 1.28 1.723 後楽園一帯
文京区春日、後
楽

397,532 166,062

５． 文京区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

５． 文京区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

文京区    

大塚一丁目、大塚二丁目の一部、大塚三丁
目、大塚四丁目の一部、音羽一丁目の一部、
小石川四丁目、小石川五丁目、小日向一丁目
の一部、小日向二丁目の一部、小日向三丁
目、小日向四丁目の一部、千石一丁目の一
部、千石二丁目の一部、千石三丁目及び千石
四丁目

15

豊島区    
南大塚一丁目の一部、南大塚二丁目及び南大
塚三丁目の一部

3

26 護国寺一帯 文京区大塚 168,809 148,947 文京区    
大塚二丁目の一部、大塚四丁目の一部、大塚
五丁目、大塚六丁目及び音羽二丁目

5 13,146 11.33 0.4

151 小石川植物園 文京区白山 179,226 85,207 文京区    

小石川一丁目の一部、小石川三丁目の一部、
千石一丁目の一部、千石二丁目の一部、西片
一丁目の一部、白山一丁目、白山二丁目、白
山三丁目、白山四丁目及び白山五丁目

10 33,901 2.51 0.6

195 目白台運動公園付近一帯
文京区関口、目
白台

161,815 72,776 文京区    
音羽一丁目の一部、関口一丁目の一部、関口
二丁目、関口三丁目、目白台一丁目、目白台
二丁目及び目白台三丁目

7 27,456 2.65 0.6

24
お茶の水女子大学一帯・
教育の森公園一帯

文京区大塚 334,059 185,888 2.76 1.267,317
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区 町丁 町丁数

台東区    

上野桜木一丁目の一部、上野桜木二丁目、谷
中一丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四
丁目、谷中五丁目、谷中六丁目及び谷中七丁
目

9

荒川区    
西日暮里二丁目、西日暮里三丁目、西日暮里
四丁目、西日暮里五丁目、東日暮里五丁目の
一部及び東日暮里六丁目の一部

6

台東区    

浅草二丁目の一部、浅草三丁目の一部、浅草
四丁目の一部、浅草五丁目の一部、浅草橋一
丁目、浅草橋二丁目、浅草橋三丁目、浅草橋
四丁目、浅草橋五丁目、池之端一丁目、池之
端二丁目、池之端三丁目、池之端四丁目、入
谷一丁目、入谷二丁目、上野七丁目、上野公
園、上野桜木一丁目の一部、北上野一丁目、
北上野二丁目、蔵前一丁目、蔵前二丁目、蔵
前三丁目、蔵前四丁目、小島一丁目、小島二
丁目、寿一丁目、寿二丁目、下谷一丁目、下
谷二丁目、下谷三丁目、千束一丁目、千束二
丁目、千束三丁目、千束四丁目の一部、台東
一丁目、台東二丁目、台東三丁目、台東四丁
目、鳥越一丁目、鳥越二丁目、西浅草一丁
目、西浅草二丁目、西浅草三丁目、日本堤二
丁目の一部、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸
三丁目、根岸四丁目、根岸五丁目、東上野一
丁目、東上野二丁目、東上野三丁目、東上野
四丁目、東上野五丁目、東上野六丁目、松が
谷一丁目、松が谷二丁目、松が谷三丁目、松
が谷四丁目、三筋一丁目、三筋二丁目、三ノ
輪一丁目、三ノ輪二丁目、元浅草一丁目、元
浅草二丁目、元浅草三丁目、元浅草四丁目、
柳橋一丁目、柳橋二丁目、竜泉一丁目、竜泉
二丁目及び竜泉三丁目

73

荒川区    

東日暮里一丁目の一部、東日暮里二丁目の一
部、東日暮里三丁目の一部、東日暮里四丁
目、東日暮里五丁目の一部及び東日暮里六丁
目の一部

6

28 上野公園一帯
台東区池之端、
上野公園、上野
桜木

703,457 405,190

34,438 1.76 0.9

1.91 2.2212,412

27 谷中墓地
台東区上野桜
木、谷中

143,653 60,587

６．　台東区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

６．　台東区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

166 隅田公園一帯
台東区浅草、今
戸、花川戸

101,988 70,935 台東区    

浅草一丁目、浅草二丁目の一部、浅草三丁目
の一部、浅草四丁目の一部、浅草五丁目の一
部、浅草六丁目、浅草七丁目、今戸一丁目、
今戸二丁目、雷門一丁目、雷門二丁目、清川
一丁目、清川二丁目、寿三丁目、寿四丁目、
駒形一丁目、駒形二丁目、千束四丁目の一
部、日本堤一丁目、日本堤二丁目の一部、橋
場一丁目、橋場二丁目、花川戸一丁目、花川
戸二丁目、東浅草一丁目及び東浅草二丁目

26 56,786 1.25 1.3
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

千代田区  

飯田橋一丁目、飯田橋二丁目、飯田橋三丁目、飯田橋四丁目、一番町、岩本町一
丁目、岩本町二丁目、岩本町三丁目、内神田一丁目、内神田二丁目、内神田三丁
目、内幸町一丁目、内幸町二丁目、大手町一丁目、大手町二丁目、鍛冶町一丁
目、鍛冶町二丁目、霞が関一丁目、霞が関二丁目、霞が関三丁目、神田相生町、
神田淡路町一丁目、神田淡路町二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一
丁目、神田小川町二丁目、神田小川町三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物
町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町一丁目、神田佐久間町二丁目、
神田佐久間町三丁目、神田佐久間町四丁目、神田猿楽町一丁目、神田猿楽町二丁
目、神田神保町一丁目、神田神保町二丁目、神田神保町三丁目、神田須田町一丁
目、神田須田町二丁目、神田駿河台一丁目、神田駿河台二丁目、神田駿河台三丁
目、神田駿河台四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦
町一丁目、神田錦町二丁目、神田錦町三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田
花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、
神田三崎町一丁目、神田三崎町二丁目、神田三崎町三丁目、神田美土代町、紀尾
井町、北の丸公園、九段北一丁目、九段北二丁目、九段北三丁目、九段北四丁
目、九段南一丁目、九段南二丁目、九段南三丁目、九段南四丁目、皇居外苑、麴
町一丁目、麴町二丁目、麴町三丁目、麴町四丁目、麴町五丁目、麴町六丁目、五
番町、三番町、外神田一丁目、外神田二丁目、外神田三丁目、外神田四丁目、外
神田五丁目、外神田六丁目、千代田、永田町一丁目、永田町二丁目、西神田一丁
目、西神田二丁目、西神田三丁目、二番町、隼町、東神田一丁目、東神田二丁
目、東神田三丁目、一ツ橋一丁目、一ツ橋二丁目、日比谷公園、平河町一丁目、
平河町二丁目、富士見一丁目、富士見二丁目、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸
の内三丁目、有楽町一丁目、有楽町二丁目、四番町及び六番町

台東区    
秋葉原、上野一丁目、上野二丁目、上野三丁目、上野四丁目、上野五丁目及び上
野六丁目

６．　台東区
■地区内残留地区

千代田区、秋葉原、上野地
区

301 868,4941,174
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区 町丁 町丁数

墨田区    菊川三丁目、江東橋五丁目及び立川四丁目 3

江東区    
大島一丁目、大島二丁目、亀戸一丁目、猿江
一丁目、猿江二丁目、住吉一丁目、住吉二丁
目、毛利一丁目及び毛利二丁目

9

122 白鬚東地区 墨田区堤通 252,938 163,949 墨田区    

墨田一丁目、墨田二丁目、墨田三丁目の一
部、墨田五丁目の一部、堤通一丁目、堤通二
丁目、東向島一丁目、東向島三丁目、東向島
四丁目、東向島五丁目の一部、東向島六丁目
の一部及び向島五丁目の一部

12 33,002 4.97 1.1

123 都営文花一丁目住宅一帯 墨田区文花 128,877 70,630 墨田区    

押上一丁目の一部、押上二丁目の一部、押上
三丁目、京島一丁目の一部、京島二丁目の一
部、京島三丁目、文花一丁目、文花二丁目及
び文花三丁目の一部

9 23,901 2.96 0.9

140 両国地区 墨田区横網 190,766 90,540 墨田区    

石原一丁目、石原二丁目、石原三丁目、石原
四丁目、亀沢一丁目、亀沢二丁目、亀沢三丁
目、亀沢四丁目、菊川一丁目、菊川二丁目、
立川一丁目、立川二丁目、立川三丁目、千歳
一丁目、千歳二丁目、千歳三丁目、本所一丁
目、本所二丁目、本所三丁目、緑一丁目、緑
二丁目、緑三丁目、緑四丁目、横網一丁目、
横網二丁目、両国一丁目、両国二丁目、両国
三丁目及び両国四丁目

29 68,538 1.32 1.2

152 荒川・四ツ木橋緑地
墨田区墨田、東
墨田、八広

193,771 106,763 墨田区    

墨田三丁目の一部、墨田四丁目、墨田五丁目
の一部、立花五丁目、立花六丁目、東墨田一
丁目、東墨田二丁目、東墨田三丁目、東向島
五丁目の一部、東向島六丁目の一部、文花三
丁目の一部、八広一丁目、八広二丁目、八広
三丁目、八広四丁目、八広五丁目及び八広六
丁目

17 41,950 2.55 1.3

47,872 2.37 1.036 猿江恩賜公園一帯
江東区猿江、住
吉、毛利

185,322 113,675

７．　墨田区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

７．　墨田区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

153
墨田区役所・隅田公園広
場一帯

墨田区吾妻橋、
向島

90,807 42,453 墨田区    

吾妻橋一丁目、吾妻橋二丁目、押上一丁目の
一部、押上二丁目の一部、東駒形一丁目、東
駒形二丁目、東駒形三丁目、向島一丁目、向
島二丁目、向島三丁目、向島四丁目の一部及
び向島五丁目の一部

12 25,699 1.65 0.9

154 錦糸公園 墨田区錦糸 56,516 44,716 墨田区    
太平一丁目、太平二丁目、太平三丁目、太平
四丁目、業平四丁目、業平五丁目、横川四丁
目及び横川五丁目

8 21,300 2.10 1.1

155 立花一丁目団地一帯 墨田区立花 91,223 44,882 墨田区    
立花一丁目、立花二丁目、立花三丁目、立花
四丁目及び文花三丁目の一部

5 14,919 3.01 0.5

246 曳舟駅周辺一帯 墨田区京島 62,027 28,563 墨田区
押上二丁目の一部、京島一丁目の一部、京島
二丁目の一部、東向島二丁目及び向島四丁目
の一部

5 12,048 2.37 0.4

247 JT周辺一帯
墨田区業平、東
駒形、本所、横
川

93,512 43,729 墨田区
吾妻橋三丁目、業平一丁目、業平二丁目、業
平三丁目、東駒形四丁目、本所四丁目、横川
一丁目、横川二丁目及び横川三丁目

9 16,296 2.68 0.4
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

326 錦糸町地区 墨田区    
錦糸一丁目、錦糸二丁目、錦糸三丁目、錦糸四丁目、江東橋一丁目、江東橋二丁
目、江東橋三丁目及び江東橋四丁目

72 38,782

７．  墨田区
■地区内残留地区
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区 町丁 町丁数

29 大島・北砂団地一帯
江東区大島、北
砂

428,714 206,370 江東区    
大島三丁目、大島四丁目、大島五丁目、大島
六丁目、亀戸六丁目、北砂三丁目、北砂四丁
目、北砂五丁目、北砂六丁目及び北砂七丁目

10 72,215 2.86 0.6

32 公社南砂二丁目団地一帯 江東区南砂 154,904 87,443 江東区    
北砂一丁目、北砂二丁目、南砂一丁目及び南
砂二丁目

4 33,795 2.59 1.3

33
辰巳団地・潮見運動公園
一帯

江東区潮見、辰
巳

734,760 369,216 江東区    枝川一丁目 1 5,514 66.96 1.2

墨田区    菊川三丁目、江東橋五丁目及び立川四丁目 3

江東区    
大島一丁目、大島二丁目、亀戸一丁目、猿江
一丁目、猿江二丁目、住吉一丁目、住吉二丁
目、毛利一丁目及び毛利二丁目

9

江東区    大島七丁目、大島八丁目及び大島九丁目 3

江戸川区  

小松川一丁目、小松川二丁目、小松川三丁
目、小松川四丁目、平井一丁目、平井四丁
目、平井五丁目の一部、平井六丁目の一部及
び平井七丁目

9

124 清澄庭園 江東区清澄 88,641 50,476 江東区    

清澄一丁目、清澄二丁目、清澄三丁目、佐賀
一丁目、佐賀二丁目、白河一丁目、新大橋一
丁目、新大橋二丁目、新大橋三丁目、常盤一
丁目、常盤二丁目、平野一丁目、深川一丁
目、深川二丁目、福住一丁目、福住二丁目、
三好一丁目及び森下一丁目

18 29,769 1.70 1.0

125 東京海洋大学一帯 江東区越中島 200,645 122,667 江東区    

永代一丁目、永代二丁目、越中島一丁目、越
中島二丁目、古石場一丁目、古石場二丁目、
古石場三丁目、牡丹一丁目、牡丹二丁目、牡
丹三丁目、門前仲町一丁目及び門前仲町二丁
目

12 22,041 5.57 0.6

119 亀戸・大島・小松川地区
江東区大島
江戸川区小松
川、平井

494,664 323,970

47,872 2.37 1.0

5.14 0.863,062

36 猿江恩賜公園一帯
江東区猿江、住
吉、毛利

185,322 113,675

８．　　江東区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

８．　　江東区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

126 亀戸中央公園 江東区亀戸 123,023 67,472 江東区    
亀戸四丁目、亀戸五丁目、亀戸七丁目、亀戸
八丁目及び亀戸九丁目

5 35,147 1.92 0.9

127 都営東砂二丁目住宅一帯 江東区東砂 81,481 39,473 江東区    
東砂一丁目、東砂二丁目、東砂三丁目及び東
砂四丁目

4 22,836 1.73 0.9

135 木場公園一帯
江東区木場、千
石、東陽、平
野、三好

353,119 241,017 江東区    

石島、海辺、扇橋一丁目、扇橋二丁目、扇橋
三丁目、木場二丁目、木場三丁目、木場四丁
目、木場五丁目、白河二丁目、白河三丁目、
白河四丁目、千石一丁目、千石二丁目、千石
三丁目、千田、高橋、東陽一丁目、東陽二丁
目、東陽三丁目、東陽四丁目、東陽五丁目、
東陽六丁目、東陽七丁目、富岡一丁目、富岡
二丁目、平野二丁目、平野三丁目、平野四丁
目、冬木、三好二丁目、三好三丁目、三好四
丁目、森下二丁目、森下三丁目、森下四丁目
及び森下五丁目

37 117,710 2.05 1.2

141 亀戸二丁目団地一帯 江東区亀戸 61,377 26,722 江東区    亀戸二丁目及び亀戸三丁目 2 16,829 1.59 0.7

228 南砂三丁目公園一帯 江東区南砂 74,222 53,869 江東区    
東砂五丁目、東砂六丁目、東砂七丁目、東砂
八丁目、南砂三丁目、南砂四丁目、南砂五丁
目、南砂六丁目及び南砂七丁目

9 38,075 1.41 1.4
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

310 若洲地区 江東区    若洲一丁目、若洲二丁目及び若洲三丁目 190 1,085

港区      台場一丁目及び台場二丁目

江東区    青海一丁目、青海二丁目、青海三丁目及び青海四丁目

品川区    東八潮

314 新木場、夢の島地区 江東区    
新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目、新木場四丁目、夢の島一丁目、夢
の島二丁目及び夢の島三丁目

434 20,758

315 新砂地区 江東区    新砂一丁目、新砂二丁目及び新砂三丁目 326 32,933

316 豊洲地区 江東区    豊洲一丁目、豊洲二丁目、豊洲三丁目、豊洲四丁目、豊洲五丁目及び豊洲六丁目 300 65,902

317 有明、東雲地区 江東区 有明一丁目、有明二丁目、有明三丁目、有明四丁目、東雲一丁目及び東雲二丁目 509 48,909

327 辰巳、潮見、枝川地区 江東区
枝川二丁目、枝川三丁目、越中島三丁目、木場一丁目、木場六丁目、塩浜一丁
目、塩浜二丁目、潮見一丁目、潮見二丁目、辰巳一丁目、辰巳二丁目及び辰巳三
丁目

461 55,267

江東区 海の森一丁目、海の森二丁目及び海の森三丁目

大田区 令和島一丁目及び令和島二丁目

中央防波堤埋立地

8．江東区
■地区内残留地区

青海、東八潮、台場地区313

336 中央防波堤埋立地地区 669 0

29,154340
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区 町丁 町丁数

港区      
白金台二丁目、高輪一丁目、高輪二丁目、高
輪三丁目及び高輪四丁目

5

品川区    
北品川四丁目の一部、北品川五丁目の一部、
北品川六丁目、東五反田一丁目の一部及び東
五反田三丁目の一部

5

港区      

白金一丁目、白金二丁目、白金三丁目、白金
四丁目、白金五丁目、白金六丁目、白金台一
丁目、白金台三丁目、白金台四丁目及び白金
台五丁目

10

品川区    
上大崎一丁目、上大崎二丁目、上大崎三丁
目、上大崎四丁目、東五反田一丁目の一部、
東五反田三丁目の一部及び東五反田四丁目

7

37 品川区役所一帯 品川区広町 85,728 25,833 品川区    
大井一丁目、大井二丁目、西品川一丁目の一
部、広町二丁目及び二葉一丁目

5 21,286 1.21 0.6

38 大井ふ頭一帯
品川区八潮
大田区城南島、
東海

3,768,025 1,744,421 品川区    

北品川二丁目の一部、広町一丁目の一部、南
品川一丁目、南品川二丁目、南品川三丁目、
南品川四丁目の一部、南品川五丁目及び南品
川六丁目

8 19,619 88.91 1.7

39
大井競馬場・しながわ区
民公園

品川区勝島 504,330 347,536 品川区    

大井三丁目、大井四丁目、大井五丁目、大井
六丁目、大井七丁目、戸越六丁目、中延四丁
目の一部、中延五丁目の一部、中延六丁目、
西大井一丁目、西大井二丁目、西大井三丁
目、西大井四丁目、西大井五丁目、西大井六
丁目、東大井一丁目、東大井二丁目、東大井
三丁目、東大井四丁目、東大井五丁目、東大
井六丁目、東中延二丁目、二葉二丁目、二葉
三丁目、二葉四丁目、南大井一丁目、南大井
四丁目、南大井五丁目、豊町四丁目、豊町五
丁目及び豊町六丁目

31 108,176 3.21 2.9

13
自然教育園・聖心女子学
院一帯

港区白金、白金
台
品川区上大崎

337,028 178,490 63,982

53,721 1.69 1.4

2.79 1.2

12
高輪三丁目・四丁目・御
殿山地区

港区高輪
品川区北品川

235,437 90,983

９．  品川区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

９．  品川区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

品川区    

荏原六丁目の一部、荏原七丁目、小山六丁
目、小山七丁目、中延二丁目の一部、中延三
丁目、中延四丁目の一部、中延五丁目の一
部、西中延二丁目、西中延三丁目、旗の台一
丁目、旗の台二丁目、旗の台三丁目、旗の台
四丁目、旗の台五丁目及び旗の台六丁目

16

目黒区    

大岡山一丁目、大岡山二丁目、洗足一丁目、
洗足二丁目、原町一丁目、原町二丁目、緑が
丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、南
一丁目、南二丁目及び南三丁目

12

大田区    
石川町一丁目、石川町二丁目の一部、北千束
一丁目、北千束二丁目及び北千束三丁目の一
部

5

品川区    

荏原一丁目、荏原二丁目、荏原三丁目、荏原
四丁目、荏原五丁目、荏原六丁目の一部、小
山一丁目、小山二丁目、小山三丁目、小山四
丁目、小山五丁目、小山台一丁目、小山台二
丁目、戸越五丁目の一部、中延一丁目、中延
二丁目の一部、西五反田四丁目の一部、西五
反田五丁目の一部、西五反田六丁目の一部、
西中延一丁目、東中延一丁目、平塚一丁目、
平塚二丁目及び平塚三丁目

24

目黒区    

下目黒三丁目の一部、下目黒四丁目の一部、
下目黒五丁目の一部、下目黒六丁目の一部、
目黒本町一丁目、目黒本町三丁目、目黒本町
四丁目、目黒本町五丁目及び目黒本町六丁目

9

157 戸越公園一帯 品川区豊町 62,691 20,762 品川区    

戸越二丁目、戸越三丁目の一部、戸越四丁
目、戸越五丁目の一部、西品川一丁目の一
部、西品川二丁目の一部、豊町一丁目の一
部、豊町二丁目及び豊町三丁目

9 18,761 1.11 0.5

174 天王洲アイル周辺 品川区東品川 230,337 127,736 品川区    
北品川一丁目、北品川二丁目の一部、北品川
三丁目、北品川四丁目の一部、東品川一丁目
及び南品川四丁目の一部

6 24,633 5.19 1.2

218 大崎駅西口地区一帯
品川区大崎、西
品川

112,948 56,663 品川区    

大崎二丁目、大崎三丁目、大崎四丁目の一
部、戸越一丁目、戸越三丁目の一部、西品川
一丁目の一部、西品川二丁目の一部、西品川
三丁目及び豊町一丁目の一部

9 33,355 1.70 1.0

1.07 1.6156 林試の森公園
品川区小山台
目黒区下目黒

181,033 106,136 98,859

94,529 1.16 2.543 東京工業大学

目黒区大岡山、
緑が丘
大田区石川町、
北千束

259,195 109,739
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

305 五反田地区 品川区

大崎一丁目、大崎四丁目の一部、大崎五丁目、北品川五丁目の一部、西五反田一
丁目、西五反田二丁目、西五反田三丁目、西五反田四丁目の一部、西五反田五丁
目の一部、西五反田六丁目の一部、西五反田七丁目、西五反田八丁目、東五反田
一丁目の一部、東五反田二丁目、東五反田五丁目、広町一丁目の一部及び南品川
四丁目の一部

171 125,031

港区      港南五丁目

品川区    東品川五丁目

港区      台場一丁目及び台場二丁目

江東区    青海一丁目、青海二丁目、青海三丁目及び青海四丁目

品川区    東八潮

品川区
東品川二丁目、東品川三丁目、東品川四丁目、八潮一丁目、八潮二丁目、八潮三
丁目、八潮四丁目及び八潮五丁目

大田区
城南島一丁目、城南島二丁目、城南島三丁目、城南島四丁目、城南島五丁目、城
南島六丁目、城南島七丁目、東海一丁目、東海二丁目、東海三丁目、東海四丁
目、東海五丁目及び東海六丁目

331 勝島地区 品川区
勝島一丁目、勝島二丁目、勝島三丁目、南大井二丁目、南大井三丁目及び南大井
六丁目

150 39,251

９．  品川区
■地区内残留地区

八潮、東海、城南島地区322

青海、東八潮、台場地区313

港南、東品川地区311

81,061972

340 29,154

3,231103
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区 町丁 町丁数

目黒区    駒場三丁目及び駒場四丁目 2

世田谷区  
大原一丁目、北沢一丁目の一部、北沢二丁目
の一部、北沢三丁目、北沢四丁目、北沢五丁
目、代沢二丁目の一部及び代田六丁目

8

渋谷区    上原二丁目、上原三丁目及び富ケ谷二丁目 3

41 中目黒公園一帯
目黒区中目黒、
三田
渋谷区恵比寿南

197,428 104,368 目黒区    

上目黒二丁目、下目黒一丁目、下目黒二丁
目、下目黒三丁目の一部、下目黒四丁目の一
部、下目黒五丁目の一部、下目黒六丁目の一
部、中町一丁目、中町二丁目、中目黒三丁
目、中目黒四丁目、中目黒五丁目、三田二丁
目、目黒一丁目、目黒二丁目、目黒三丁目、
目黒四丁目、祐天寺一丁目及び祐天寺二丁目

19 70,886 1.47 1.4

目黒区    

上目黒三丁目、上目黒四丁目、上目黒五丁
目、五本木一丁目、五本木二丁目、五本木三
丁目、東山一丁目、東山二丁目及び東山三丁
目

9

世田谷区  池尻一丁目、池尻二丁目及び池尻三丁目 3

品川区    

荏原六丁目の一部、荏原七丁目、小山六丁
目、小山七丁目、中延二丁目の一部、中延三
丁目、中延四丁目の一部、中延五丁目の一
部、西中延二丁目、西中延三丁目、旗の台一
丁目、旗の台二丁目、旗の台三丁目、旗の台
四丁目、旗の台五丁目及び旗の台六丁目

16

目黒区    

大岡山一丁目、大岡山二丁目、洗足一丁目、
洗足二丁目、原町一丁目、原町二丁目、緑が
丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、南
一丁目、南二丁目及び南三丁目

12

大田区    
石川町一丁目、石川町二丁目の一部、北千束
一丁目、北千束二丁目及び北千束三丁目の一
部

5

94,529 1.16 2.5

42 世田谷公園一帯
目黒区東山
世田谷区池尻

286,870 165,906 49,185

43 東京工業大学

目黒区大岡山、
緑が丘
大田区石川町、
北千束

259,195 109,739

42,653 5.23 1.6

3.37 1.4

40 駒場東大一帯

目黒区駒場
世田谷区北沢
渋谷区松濤、富
ケ谷

394,096 222,874

１０． 目黒区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１０． 目黒区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

目黒区    

柿の木坂一丁目、柿の木坂二丁目、柿の木坂
三丁目、自由が丘一丁目、自由が丘二丁目、
自由が丘三丁目、平町一丁目、平町二丁目、
鷹番一丁目、鷹番二丁目、鷹番三丁目、中央
町一丁目、中央町二丁目、中根一丁目、中根
二丁目、東が丘一丁目、東が丘二丁目、碑文
谷一丁目、碑文谷二丁目、碑文谷三丁目、碑
文谷四丁目、碑文谷五丁目、碑文谷六丁目、
目黒本町二丁目、八雲一丁目、八雲二丁目、
八雲三丁目、八雲四丁目及び八雲五丁目

29

世田谷区  

上馬二丁目、上馬三丁目、上馬四丁目、上馬
五丁目、駒沢一丁目、駒沢二丁目、駒沢三丁
目、駒沢四丁目、駒沢五丁目、駒沢公園、新
町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、弦巻二
丁目、野沢四丁目、深沢一丁目、深沢二丁目
及び深沢六丁目

18

品川区    

荏原一丁目、荏原二丁目、荏原三丁目、荏原
四丁目、荏原五丁目、荏原六丁目の一部、小
山一丁目、小山二丁目、小山三丁目、小山四
丁目、小山五丁目、小山台一丁目、小山台二
丁目、戸越五丁目の一部、中延一丁目、中延
二丁目の一部、西五反田四丁目の一部、西五
反田五丁目の一部、西五反田六丁目の一部、
西中延一丁目、東中延一丁目、平塚一丁目、
平塚二丁目及び平塚三丁目

24

目黒区    

下目黒三丁目の一部、下目黒四丁目の一部、
下目黒五丁目の一部、下目黒六丁目の一部、
目黒本町一丁目、目黒本町三丁目、目黒本町
四丁目、目黒本町五丁目及び目黒本町六丁目

9

2.03 2.8

156 林試の森公園
品川区小山台
目黒区下目黒

181,033 106,136 98,859 1.07 1.6

57
駒沢オリンピック公園一
帯

目黒区東が丘、
八雲
世田谷区駒沢、
駒沢公園、深沢

492,406 314,497 155,128
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区 町丁 町丁数

１０． 目黒区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

目黒区    三田一丁目 1

渋谷区    
恵比寿一丁目、恵比寿二丁目、恵比寿三丁目
及び恵比寿四丁目

4

目黒区    
大橋一丁目、大橋二丁目、駒場一丁目及び駒
場二丁目

4

世田谷区  
池尻四丁目、北沢一丁目の一部、北沢二丁目
の一部、代沢一丁目、代沢二丁目の一部、代
沢三丁目及び代沢五丁目

7

1.47 0.8

238 駒場地区
目黒区大橋、駒
場
世田谷区池尻

192,063 109,951 34,393 3.20 1.3

158 恵比寿ガーデンプレイス
目黒区三田
渋谷区恵比寿

107,943 54,245 36,924
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

339 青葉台、目黒地区 目黒区
青葉台一丁目、青葉台二丁目、青葉台三丁目、青葉台四丁目、上目黒一丁目、中
目黒一丁目及び中目黒二丁目

106 29,401

１０．目黒区
■地区内残留地区
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区 町丁 町丁数

品川区    

荏原六丁目の一部、荏原七丁目、小山六丁
目、小山七丁目、中延二丁目の一部、中延三
丁目、中延四丁目の一部、中延五丁目の一
部、西中延二丁目、西中延三丁目、旗の台一
丁目、旗の台二丁目、旗の台三丁目、旗の台
四丁目、旗の台五丁目及び旗の台六丁目

16

目黒区    

大岡山一丁目、大岡山二丁目、洗足一丁目、
洗足二丁目、原町一丁目、原町二丁目、緑が
丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、南
一丁目、南二丁目及び南三丁目

12

大田区    
石川町一丁目、石川町二丁目の一部、北千束
一丁目、北千束二丁目及び北千束三丁目の一
部

5

44 平和島地区
大田区大森東、
平和島、平和の
森公園

1,114,366 499,891 大田区    

大森北三丁目、大森北四丁目、大森北五丁目
の一部、大森北六丁目、大森中一丁目の一
部、大森西二丁目の一部、大森西四丁目の一
部、大森西五丁目の一部、大森西六丁目、大
森西七丁目の一部、大森東一丁目の一部、大
森東二丁目の一部、大森本町二丁目、北馬込
二丁目の一部、山王一丁目、山王二丁目、山
王三丁目の一部、山王四丁目、中央一丁目の
一部、中馬込二丁目の一部、中馬込三丁目の
一部、東馬込一丁目、東馬込二丁目、南馬込
一丁目、南馬込二丁目及び南馬込三丁目の一
部

26 78,793 6.34 2.9

45 昭和島野球場一帯 大田区昭和島 49,179 36,797 大田区    

大森中一丁目の一部、大森中二丁目、大森中
三丁目、大森西五丁目の一部、大森東二丁目
の一部、大森東三丁目、大森東四丁目及び大
森東五丁目

8 21,038 1.75 1.5

46 森ケ崎公園 大田区大森南 38,606 35,857 大田区    
大森南一丁目、大森南二丁目、大森南三丁
目、大森南四丁目、大森南五丁目、北糀谷一
丁目及び北糀谷二丁目

7 18,433 1.95 1.7

47
東京国際空港天空橋周
辺

大田区羽田空港 325,880 224,998 大田区    

萩中三丁目の一部、羽田一丁目、羽田二丁
目、羽田三丁目、羽田四丁目、羽田五丁目、
羽田六丁目、羽田旭町、東糀谷一丁目、東糀
谷二丁目、東糀谷三丁目、東糀谷四丁目、東
糀谷五丁目及び東糀谷六丁目

14 32,439 6.94 1.9

94,529 1.16 2.543 東京工業大学

目黒区大岡山、
緑が丘
大田区石川町、
北千束

259,195 109,739

１１．　　大田区  
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１１．　　大田区  
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

48 萩中公園
大田区萩中、本
羽田

175,576 121,454 大田区    

西糀谷一丁目、西糀谷二丁目、西糀谷三丁
目、西糀谷四丁目、萩中一丁目、萩中二丁
目、萩中三丁目の一部、東六郷一丁目、本羽
田一丁目、本羽田二丁目、本羽田三丁目、南
蒲田二丁目、南蒲田三丁目、南六郷一丁目及
び南六郷二丁目

15 70,819 1.71 1.6

49 旧蒲田電車区周辺一帯
大田区蒲田本
町、新蒲田、仲
六郷、西六郷

169,293 69,228 大田区    

大森西七丁目の一部、蒲田一丁目、蒲田二丁
目、蒲田三丁目、蒲田本町一丁目、蒲田本町
二丁目、新蒲田一丁目、仲六郷一丁目、仲六
郷二丁目、西六郷一丁目、西六郷二丁目、西
六郷三丁目、西六郷四丁目、東蒲田一丁目、
東蒲田二丁目及び南蒲田一丁目

16 65,271 1.06 1.7

50 池上本門寺一帯
大田区池上、西
馬込

205,794 97,534 大田区    

池上一丁目、池上二丁目、池上三丁目の一
部、池上四丁目、池上五丁目の一部、池上六
丁目の一部、池上七丁目の一部、池上八丁目
の一部、大森北五丁目の一部、大森西一丁目
の一部、上池台三丁目の一部、上池台五丁
目、山王三丁目の一部、中央一丁目の一部、
中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央
五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁
目、仲池上一丁目の一部、仲池上二丁目、中
馬込一丁目、中馬込二丁目の一部、中馬込三
丁目の一部、西馬込一丁目、西馬込二丁目、
東雪谷五丁目の一部、南馬込三丁目の一部、
南馬込四丁目、南馬込五丁目及び南馬込六丁
目

33 91,608 1.06 1.6
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区 町丁 町丁数

１１．　　大田区  
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

52
多摩川河川敷・ガス橋
一帯

大田区鵜の木、
下丸子、多摩
川、田園調布本
町、田園調布
南、矢口

372,391 344,414 大田区    

池上三丁目の一部、池上五丁目の一部、池上
六丁目の一部、池上七丁目の一部、池上八丁
目の一部、鵜の木一丁目、鵜の木二丁目、鵜
の木三丁目、北嶺町、久が原一丁目、久が原
二丁目、久が原三丁目、久が原四丁目、久が
原五丁目、久が原六丁目、下丸子一丁目、下
丸子二丁目、下丸子三丁目、下丸子四丁目、
新蒲田二丁目、新蒲田三丁目、多摩川一丁
目、多摩川二丁目、千鳥一丁目、千鳥二丁
目、千鳥三丁目、田園調布本町の一部、田園
調布南、仲池上一丁目の一部、西蒲田一丁
目、西蒲田二丁目、西蒲田三丁目、西蒲田四
丁目、西蒲田五丁目の一部、西蒲田六丁目、
西嶺町、東嶺町、東矢口一丁目、東矢口二丁
目、東矢口三丁目、東雪谷一丁目の一部、東
雪谷二丁目の一部、東雪谷三丁目、東雪谷四
丁目の一部、東雪谷五丁目の一部、南久が原
一丁目、南久が原二丁目、南雪谷一丁目、南
雪谷二丁目の一部、南雪谷三丁目、南雪谷四
丁目、南雪谷五丁目、矢口一丁目、矢口二丁
目、矢口三丁目及び雪谷大塚町の一部

56 216,927 1.59 2.5

大田区    

田園調布一丁目、田園調布二丁目、田園調布
三丁目、田園調布四丁目、田園調布五丁目、
田園調布本町の一部、南雪谷二丁目の一部及
び雪谷大塚町の一部

8

世田谷区  

奥沢一丁目、奥沢二丁目、奥沢三丁目、奥沢
四丁目、奥沢五丁目、奥沢六丁目、奥沢七丁
目、奥沢八丁目、尾山台一丁目、尾山台二丁
目、尾山台三丁目、玉川田園調布一丁目、玉
川田園調布二丁目、玉堤一丁目、玉堤二丁
目、等々力一丁目、等々力二丁目、等々力四
丁目、等々力五丁目、野毛一丁目の一部、野
毛二丁目、東玉川一丁目及び東玉川二丁目

23

219 洗足池公園一帯 大田区南千束 100,544 39,706 大田区    

石川町二丁目の一部、上池台一丁目、上池台
二丁目、上池台三丁目の一部、上池台四丁
目、北千束三丁目の一部、北馬込一丁目、北
馬込二丁目の一部、東雪谷一丁目の一部、東
雪谷二丁目の一部、東雪谷四丁目の一部、南
千束一丁目、南千束二丁目及び南千束三丁目

14 35,661 1.11 1.8

241 南六郷中学校周辺一帯
大田区東六郷、
南六郷

65,603 22,260 大田区    
仲六郷三丁目、仲六郷四丁目、東六郷二丁
目、東六郷三丁目及び南六郷三丁目

5 19,046 1.17 1.2

187
多摩川河川敷・田園調
布先一帯

大田区田園調布
世田谷区玉堤、
野毛

403,899 229,196 2.52 2.090,789
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１１．　　大田区  
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)

避難有効面
積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

242
大森第八中学校・マチ
ノマ大森周辺一帯

大田区大森西 59,748 22,599 大田区    
大森北五丁目の一部、大森西一丁目の一部、
大森西二丁目の一部、大森西三丁目及び大森
西四丁目の一部

5 21,072 1.07 0.6
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

品川区
東品川二丁目、東品川三丁目、東品川四丁目、八潮一丁目、八潮二丁目、八潮三
丁目、八潮四丁目及び八潮五丁目

大田区
城南島一丁目、城南島二丁目、城南島三丁目、城南島四丁目、城南島五丁目、城
南島六丁目、城南島七丁目、東海一丁目、東海二丁目、東海三丁目、東海四丁
目、東海五丁目及び東海六丁目

323 昭和島地区 大田区 昭和島一丁目及び昭和島二丁目 93 2,109

324 京浜島地区 大田区 京浜島一丁目、京浜島二丁目及び京浜島三丁目 136 4,754

325 羽田空港地区 大田区 羽田空港一丁目、羽田空港二丁目及び羽田空港三丁目 1,733 47,100

332 平和島地区 大田区
大森北一丁目、大森北二丁目、大森東一丁目の一部、大森本町一丁目、ふるさと
の浜辺公園、平和島一丁目、平和島二丁目、平和島三丁目、平和島四丁目、平和
島五丁目、平和島六丁目及び平和の森公園

236 39,774

334 蒲田地区 大田区 蒲田四丁目、蒲田五丁目、西蒲田五丁目の一部、西蒲田七丁目及び西蒲田八丁目 73 39,587

江東区 海の森一丁目、海の森二丁目及び海の森三丁目

大田区 令和島一丁目及び令和島二丁目

中央防波堤埋立地

１１．大田区
■地区内残留地区

八潮、東海、城南島地区322

336 中央防波堤埋立地地区 669 0

81,061972
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区 町丁 町丁数

目黒区    駒場三丁目及び駒場四丁目 2

世田谷区  
大原一丁目、北沢一丁目の一部、北沢二丁目
の一部、北沢三丁目、北沢四丁目、北沢五丁
目、代沢二丁目の一部及び代田六丁目

8

渋谷区    上原二丁目、上原三丁目及び富ケ谷二丁目 3

目黒区    

上目黒三丁目、上目黒四丁目、上目黒五丁
目、五本木一丁目、五本木二丁目、五本木三
丁目、東山一丁目、東山二丁目及び東山三丁
目

9

世田谷区  池尻一丁目、池尻二丁目及び池尻三丁目 3

54 日本大学文理学部一帯 世田谷区桜上水 245,523 134,021 世田谷区  

赤堤一丁目、赤堤二丁目、赤堤三丁目、赤堤
四丁目、赤堤五丁目、上北沢一丁目、上北沢
三丁目、上北沢四丁目、桜上水一丁目、桜上
水二丁目、桜上水三丁目、桜上水四丁目、桜
上水五丁目、松原三丁目、松原四丁目及び宮
坂三丁目の一部

16 57,744 2.32 1.5

55 羽根木公園一帯
世田谷区代田、
松原

93,049 47,691 世田谷区  
梅丘一丁目、代田一丁目、代田二丁目、代田
三丁目、代田四丁目、代田五丁目、松原五丁
目の一部及び松原六丁目

8 33,518 1.42 1.1

56 昭和女子大学一帯
世田谷区下馬、
太子堂

238,137 128,487 世田谷区  

上馬一丁目、三軒茶屋一丁目、三軒茶屋二丁
目、下馬一丁目、下馬二丁目、下馬三丁目の
一部、太子堂一丁目、太子堂四丁目、太子堂
五丁目、野沢一丁目の一部、若林一丁目及び
若林二丁目

12 58,865 2.18 1.4

42 世田谷公園一帯
目黒区東山
世田谷区池尻

286,870 165,906 49,185

42,653 5.23 1.6

3.37 1.4

40 駒場東大一帯

目黒区駒場
世田谷区北沢
渋谷区松濤、富
ケ谷

394,096 222,874

１２．  世田谷区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１２．  世田谷区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

目黒区    

柿の木坂一丁目、柿の木坂二丁目、柿の木坂
三丁目、自由が丘一丁目、自由が丘二丁目、
自由が丘三丁目、平町一丁目、平町二丁目、
鷹番一丁目、鷹番二丁目、鷹番三丁目、中央
町一丁目、中央町二丁目、中根一丁目、中根
二丁目、東が丘一丁目、東が丘二丁目、碑文
谷一丁目、碑文谷二丁目、碑文谷三丁目、碑
文谷四丁目、碑文谷五丁目、碑文谷六丁目、
目黒本町二丁目、八雲一丁目、八雲二丁目、
八雲三丁目、八雲四丁目及び八雲五丁目

29

世田谷区  

上馬二丁目、上馬三丁目、上馬四丁目、上馬
五丁目、駒沢一丁目、駒沢二丁目、駒沢三丁
目、駒沢四丁目、駒沢五丁目、駒沢公園、新
町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、弦巻二
丁目、野沢四丁目、深沢一丁目、深沢二丁目
及び深沢六丁目

18

58 都立園芸高校 世田谷区深沢 94,926 44,299 世田谷区  

上野毛一丁目の一部、上野毛四丁目、瀬田三
丁目、等々力三丁目、等々力八丁目、中町二
丁目、中町三丁目、中町四丁目、中町五丁
目、深沢五丁目、深沢七丁目、深沢八丁目及
び用賀一丁目

13 39,177 1.13 1.3

59
砧公園・大蔵運動公園一
帯

世田谷区大蔵、
砧公園

747,086 448,421 世田谷区  

大蔵一丁目、大蔵二丁目、大蔵三丁目、大蔵
四丁目、大蔵五丁目、大蔵六丁目、岡本一丁
目、岡本三丁目、上用賀五丁目、上用賀六丁
目、喜多見五丁目の一部、喜多見六丁目、砧
一丁目、砧二丁目、砧三丁目、砧四丁目、砧
五丁目、砧六丁目、砧七丁目、砧八丁目、砧
公園、桜丘四丁目、桜丘五丁目、成城一丁
目、成城二丁目、成城三丁目、瀬田四丁目、
瀬田五丁目、玉川台一丁目、玉川台二丁目及
び用賀四丁目

31 80,250 5.59 1.6

155,128 2.03 2.857
駒沢オリンピック公園一
帯

目黒区東が丘、
八雲
世田谷区駒沢、
駒沢公園、深沢

492,406 314,497
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１２．  世田谷区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

60
馬事公苑・東京農業大学
一帯

世田谷区上用
賀、桜、桜丘

500,060 269,565 世田谷区  

上用賀一丁目、上用賀二丁目、上用賀三丁
目、上用賀四丁目、経堂一丁目、経堂二丁
目、経堂三丁目、経堂四丁目、経堂五丁目、
桜一丁目、桜二丁目、桜三丁目、桜丘一丁
目、桜丘二丁目、桜丘三丁目、桜新町一丁
目、桜新町二丁目、世田谷一丁目、世田谷二
丁目、弦巻一丁目、弦巻三丁目、弦巻四丁
目、弦巻五丁目、宮坂一丁目、宮坂二丁目、
宮坂三丁目の一部、用賀二丁目及び用賀三丁
目

28 107,491 2.51 1.6

61
祖師谷公園・総合工科高
校一帯

世田谷区上祖師
谷、成城

147,228 67,792 世田谷区  
上祖師谷三丁目、上祖師谷四丁目、成城四丁
目、成城五丁目、成城八丁目、成城九丁目、
祖師谷五丁目及び祖師谷六丁目

8 23,095 2.94 1.4

62 第一生命グランド一帯
世田谷区上祖師
谷、給田

143,984 43,498 世田谷区  

上祖師谷一丁目、上祖師谷二丁目、上祖師谷
五丁目、上祖師谷六丁目、上祖師谷七丁目、
給田一丁目、給田二丁目、給田三丁目、給田
四丁目、給田五丁目及び南烏山六丁目

11 33,560 1.30 1.4

世田谷区  

粕谷一丁目、粕谷二丁目、粕谷三丁目、粕谷
四丁目、上北沢二丁目、上北沢五丁目、千歳
台二丁目、千歳台三丁目、千歳台四丁目、千
歳台五丁目、千歳台六丁目、八幡山一丁目、
八幡山二丁目、八幡山三丁目、船橋一丁目、
船橋二丁目、船橋三丁目、船橋四丁目、船橋
五丁目、船橋六丁目、船橋七丁目、南烏山一
丁目、南烏山二丁目、南烏山三丁目、南烏山
四丁目及び南烏山五丁目

26

杉並区    上高井戸一丁目及び上高井戸三丁目 2

世田谷区  
大原二丁目、羽根木一丁目、羽根木二丁目、
松原一丁目、松原二丁目及び松原五丁目の一
部

6

杉並区    
和泉一丁目、和泉二丁目、和泉四丁目の一
部、永福一丁目、永福二丁目、下高井戸一丁
目の一部、下高井戸二丁目及び方南一丁目

8

2.46 1.1

73 明大和泉校舎一帯
杉並区永福、下
高井戸

188,379 99,493 60,771 1.64 1.6

63
芦花公園・明大八幡山グ
ランド一帯

世田谷区粕谷、
八幡山、船橋

461,113 235,722 95,939
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区 町丁 町丁数

１２．  世田谷区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

128 玉川野毛町公園一帯 世田谷区野毛 78,434 34,440 世田谷区  
上野毛一丁目の一部、中町一丁目及び野毛一
丁目の一部

3 4,521 7.62 0.7

142 成城学園一帯
世田谷区成城、
祖師谷

134,494 55,357 世田谷区  
成城六丁目、成城七丁目、祖師谷一丁目、祖
師谷二丁目、祖師谷三丁目、祖師谷四丁目及
び千歳台一丁目

7 27,164 2.04 1.1

159 国士舘大学一帯
世田谷区梅丘、
世田谷、若林

96,297 41,519 世田谷区  
梅丘二丁目、梅丘三丁目、豪徳寺一丁目、豪
徳寺二丁目、世田谷三丁目、世田谷四丁目、
若林三丁目、若林四丁目及び若林五丁目

9 38,519 1.08 0.9

160 きたみふれあい広場一帯 世田谷区喜多見 44,984 25,948 世田谷区  
喜多見七丁目、喜多見八丁目及び喜多見九丁
目

3 8,581 3.02 1.6

161 学芸大学附属高校一帯 世田谷区下馬 66,150 31,828 世田谷区  
下馬三丁目の一部、下馬四丁目、下馬五丁
目、下馬六丁目、野沢一丁目の一部、野沢二
丁目及び野沢三丁目

7 27,930 1.14 1.0

162
烏山北住宅・日本女子体
育大学一帯

世田谷区北烏山 110,875 56,349 世田谷区  

北烏山一丁目、北烏山二丁目、北烏山三丁
目、北烏山四丁目、北烏山五丁目、北烏山六
丁目、北烏山七丁目、北烏山八丁目及び北烏
山九丁目

9 28,040 2.01 1.2

186
多摩川河川敷・二子橋一
帯

世田谷区宇奈
根、鎌田、喜多
見、玉川

589,124 482,267 世田谷区  

宇奈根一丁目、宇奈根二丁目、宇奈根三丁
目、岡本二丁目、鎌田一丁目、鎌田二丁目、
鎌田三丁目、鎌田四丁目、喜多見一丁目、喜
多見二丁目、喜多見三丁目、喜多見四丁目、
喜多見五丁目の一部、玉川三丁目及び玉川四
丁目

15 34,303 14.06 1.3

大田区    

田園調布一丁目、田園調布二丁目、田園調布
三丁目、田園調布四丁目、田園調布五丁目、
田園調布本町の一部、南雪谷二丁目の一部及
び雪谷大塚町の一部

8

世田谷区  

奥沢一丁目、奥沢二丁目、奥沢三丁目、奥沢
四丁目、奥沢五丁目、奥沢六丁目、奥沢七丁
目、奥沢八丁目、尾山台一丁目、尾山台二丁
目、尾山台三丁目、玉川田園調布一丁目、玉
川田園調布二丁目、玉堤一丁目、玉堤二丁
目、等々力一丁目、等々力二丁目、等々力四
丁目、等々力五丁目、野毛一丁目の一部、野
毛二丁目、東玉川一丁目及び東玉川二丁目

23

2.52 2.0187
多摩川河川敷・田園調布
先一帯

大田区田園調布
世田谷区玉堤、
野毛

403,899 229,196 90,789
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区 町丁 町丁数

１２．  世田谷区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

209
東京学芸大学附属世田谷
小･中学校一帯

世田谷区深沢 62,587 33,974 世田谷区  
等々力六丁目、等々力七丁目、深沢三丁目及
び深沢四丁目

4 15,025 2.26 0.9

214
太子堂円泉ヶ丘公園・三
宿の森緑地一帯

世田谷区太子
堂、三宿

54,020 22,745 世田谷区  
代沢四丁目、太子堂二丁目、太子堂三丁目、
三宿一丁目及び三宿二丁目

5 21,948 1.04 0.7

目黒区    
大橋一丁目、大橋二丁目、駒場一丁目及び駒
場二丁目

4

世田谷区  
池尻四丁目、北沢一丁目の一部、北沢二丁目
の一部、代沢一丁目、代沢二丁目の一部、代
沢三丁目及び代沢五丁目

7

244 区立二子玉川公園
世田谷区上野
毛、玉川、野毛

90,167 80,966 世田谷区  
上野毛二丁目、上野毛三丁目、瀬田一丁目、
瀬田二丁目、玉川一丁目、玉川二丁目及び野
毛三丁目

7 23,417 3.46 1.2

238 駒場地区
目黒区大橋、駒
場
世田谷区池尻

192,063 109,951 34,393 3.20 1.3
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区 町丁 町丁数

港区      
北青山一丁目、北青山二丁目、北青山三丁目
及び元赤坂二丁目の一部

4

新宿区    

荒木町、市谷本村町の一部、霞ヶ丘町、片
町、左門町、信濃町、須賀町、大京町、南元
町の一部、四谷二丁目、四谷三丁目、四谷坂
町、四谷三栄町、若葉二丁目及び若葉三丁目

15

渋谷区    
神宮前二丁目の一部、神宮前三丁目の一部、
千駄ケ谷一丁目の一部及び千駄ケ谷二丁目の
一部

4

新宿区    

愛住町、市谷台町、市谷仲之町、歌舞伎町一
丁目、歌舞伎町二丁目、河田町、新宿一丁
目、新宿二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、
新宿五丁目、新宿六丁目の一部、住吉町、富
久町、内藤町、舟町、余丁町及び四谷四丁目

18

渋谷区    千駄ケ谷五丁目及び千駄ケ谷六丁目 2

新宿区    
西新宿三丁目の一部、西新宿四丁目、西新宿
五丁目及び西新宿八丁目

4

渋谷区    本町三丁目 1

中野区    
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目及び弥
生町一丁目

4

目黒区    駒場三丁目及び駒場四丁目 2

世田谷区  
大原一丁目、北沢一丁目の一部、北沢二丁目
の一部、北沢三丁目、北沢四丁目、北沢五丁
目、代沢二丁目の一部及び代田六丁目

8

渋谷区    上原二丁目、上原三丁目及び富ケ谷二丁目 3

5.23 1.640 駒場東大一帯

目黒区駒場
世田谷区北沢
渋谷区松濤、富
ケ谷

394,096 222,874 42,653

74,180 2.44 1.4

18 新宿御苑
新宿区内藤町
渋谷区千駄ケ谷

578,533 383,193 151,124

19
新宿中央公園・高層ビル
群一帯

新宿区西新宿 352,047 181,081

80,983 4.37 2.0

2.54 1.3

17 明治神宮外苑地区

港区北青山
新宿区霞ヶ丘町
渋谷区神宮前、
千駄ケ谷

700,961 354,235

１３． 渋谷区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１３． 渋谷区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

64
明治神宮・代々木公園一
帯

渋谷区神南、
代々木神園町

1,467,918 811,210 渋谷区    

上原一丁目、笹塚二丁目、笹塚三丁目、神宮
前一丁目、神宮前二丁目の一部、神宮前三丁
目の一部、神宮前四丁目、千駄ケ谷一丁目の
一部、千駄ケ谷二丁目の一部、千駄ケ谷三丁
目、千駄ケ谷四丁目、富ケ谷一丁目、西原一
丁目、幡ケ谷二丁目、幡ケ谷三丁目、初台一
丁目、初台二丁目、本町一丁目、本町二丁
目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、
元代々木町、代々木一丁目、代々木二丁目、
代々木三丁目、代々木四丁目、代々木五丁目
及び代々木神園町

29 157,998 5.13 2.7

港区      南青山五丁目 1

渋谷区    
渋谷四丁目、東一丁目、東二丁目、東三丁目
及び東四丁目

5

港区      西麻布四丁目及び南青山七丁目 2

渋谷区    
広尾一丁目、広尾二丁目、広尾三丁目、広尾
四丁目及び広尾五丁目

5

目黒区    三田一丁目 1

渋谷区    
恵比寿一丁目、恵比寿二丁目、恵比寿三丁目
及び恵比寿四丁目

4

248
区立代々木大山公園・製
品評価技術基盤機構一帯

渋谷区西原 46,944 29,830 渋谷区    
大山町、笹塚一丁目、西原二丁目、西原三丁
目及び幡ケ谷一丁目

5 23,018 1.30 1.3

2.39 0.7

158 恵比寿ガーデンプレイス
目黒区三田
渋谷区恵比寿

107,943 54,245 36,924 1.47 0.8

66 聖心女子大学一帯 渋谷区広尾 142,644 69,727 29,161

65
青山学院・実践女子学園
一帯

渋谷区渋谷、東 158,299 75,230 50,255 1.50 0.9
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

304 渋谷地区 渋谷区    

鶯谷町、宇田川町、恵比寿西一丁目、恵比寿西二丁目、恵比寿南一丁目、恵比寿
南二丁目、恵比寿南三丁目、神山町、桜丘町、猿楽町、渋谷一丁目、渋谷二丁
目、渋谷三丁目、松濤一丁目、松濤二丁目、神宮前五丁目、神宮前六丁目、神泉
町、神南一丁目、神南二丁目、代官山町、道玄坂一丁目、道玄坂二丁目、南平台
町、鉢山町及び円山町

375 191,122

１３．　　渋谷区
■地区内残留地区
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区 町丁 町丁数

新宿区    
西新宿三丁目の一部、西新宿四丁目、西新宿
五丁目及び西新宿八丁目

4

渋谷区    本町三丁目 1

中野区    
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目及び弥
生町一丁目

4

新宿区    

北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁
目、北新宿四丁目、高田馬場三丁目、高田馬
場四丁目、百人町一丁目の一部、百人町二丁
目の一部、百人町三丁目及び百人町四丁目

10

中野区    
中央一丁目、中央二丁目、東中野一丁目及び
東中野二丁目

4

中野区    

江古田二丁目、江古田三丁目、江古田四丁
目、江原町一丁目、江原町二丁目、江原町三
丁目、沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋四丁
目、野方四丁目、野方六丁目、丸山一丁目及
び丸山二丁目

13

練馬区    

豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、豊玉中一丁
目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四
丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目及び豊玉
南三丁目

9

新宿区    

上落合三丁目、中井一丁目、中井二丁目、中
落合三丁目、中落合四丁目、西落合一丁目、
西落合二丁目、西落合三丁目及び西落合四丁
目

9

中野区    

新井五丁目、江古田一丁目、上高田一丁目、
上高田二丁目、上高田三丁目、上高田四丁
目、上高田五丁目、中野六丁目、東中野三丁
目、松が丘一丁目及び松が丘二丁目

11

豊島区    
南長崎四丁目、南長崎五丁目及び南長崎六丁
目

3

1.18 1.168 哲学堂公園一帯

新宿区中井、中
落合、西落合
中野区上高田、
松が丘

208,453 98,466 83,150

67,385 1.04 1.5

20 百人町三・四丁目地区 新宿区百人町 245,255 130,697 86,608

67 江古田の森公園一帯 中野区江古田 141,817 70,349

74,180 2.44 1.4

1.51 1.9

19
新宿中央公園・高層ビル
群一帯

新宿区西新宿 352,047 181,081

１４．　中野区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１４．　中野区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

中野区    
南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目及び弥
生町六丁目

4

杉並区    方南二丁目、和田一丁目及び和田二丁目 3

中野区    

新井一丁目、新井二丁目、中央三丁目、中央
四丁目、中央五丁目、中野一丁目、中野二丁
目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目及
び野方一丁目

11

杉並区    高円寺北一丁目及び高円寺南五丁目 2

中野区    鷺宮四丁目、白鷺二丁目及び白鷺三丁目 3

杉並区    
下井草一丁目、下井草二丁目、本天沼一丁目
及び本天沼二丁目

4

164 平和の森公園一帯 中野区新井 68,092 41,252 中野区    
新井三丁目、新井四丁目、沼袋三丁目、野方
二丁目、野方三丁目、野方五丁目、大和町一
丁目、大和町二丁目及び若宮一丁目

9 32,745 1.26 1.3

165
東京大学附属中等教育学
校一帯

中野区南台 48,612 22,523 中野区    南台一丁目、南台二丁目及び弥生町三丁目 3 9,990 2.25 0.4

175 都立武蔵丘高校一帯 中野区上鷺宮 57,145 24,625 中野区    
上鷺宮一丁目、上鷺宮二丁目、上鷺宮三丁
目、上鷺宮四丁目、上鷺宮五丁目、鷺宮五丁
目及び鷺宮六丁目

7 20,636 1.19 0.7

中野区    
鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、白鷺
一丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、若宮
二丁目及び若宮三丁目

8

杉並区    阿佐谷北六丁目 1

新宿区    
上落合一丁目、上落合二丁目及び中落合一丁
目

3

中野区    東中野四丁目及び東中野五丁目 2

213 本五ふれあい公園一帯
中野区本町、弥
生町

69,069 32,762 中野区    
本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、弥生
町二丁目、弥生町四丁目及び弥生町五丁目

6 28,152 1.16 0.9

1.11 1.4

212 落合中央公園一帯 28,182 26,908 23,445 1.15 1.0

176 白鷺一丁目地区
中野区白鷺、若
宮

99,714 36,190 32,581

新宿区上落合

1.05 1.3

71 公社鷺宮西住宅一帯 中野区白鷺 75,831 29,301 26,243 1.12 1.3

70 中野区役所一帯
中野区中野
杉並区高円寺北

214,735 91,638 87,174

69
コーシャハイム中野弥生
町・立正佼成会大聖堂一
帯

中野区弥生町
杉並区和田

144,359 74,078 34,313 2.16 0.8
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区 町丁 町丁数

世田谷区  

粕谷一丁目、粕谷二丁目、粕谷三丁目、粕谷
四丁目、上北沢二丁目、上北沢五丁目、千歳
台二丁目、千歳台三丁目、千歳台四丁目、千
歳台五丁目、千歳台六丁目、八幡山一丁目、
八幡山二丁目、八幡山三丁目、船橋一丁目、
船橋二丁目、船橋三丁目、船橋四丁目、船橋
五丁目、船橋六丁目、船橋七丁目、南烏山一
丁目、南烏山二丁目、南烏山三丁目、南烏山
四丁目及び南烏山五丁目

26

杉並区    上高井戸一丁目及び上高井戸三丁目 2

中野区    
南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目及び弥
生町六丁目

4

杉並区    方南二丁目、和田一丁目及び和田二丁目 3

中野区    

新井一丁目、新井二丁目、中央三丁目、中央
四丁目、中央五丁目、中野一丁目、中野二丁
目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目及
び野方一丁目

11

杉並区    高円寺北一丁目及び高円寺南五丁目 2

中野区    鷺宮四丁目、白鷺二丁目及び白鷺三丁目 3

杉並区    
下井草一丁目、下井草二丁目、本天沼一丁目
及び本天沼二丁目

4

世田谷区  
大原二丁目、羽根木一丁目、羽根木二丁目、
松原一丁目、松原二丁目及び松原五丁目の一
部

6

杉並区    
和泉一丁目、和泉二丁目、和泉四丁目の一
部、永福一丁目、永福二丁目、下高井戸一丁
目の一部、下高井戸二丁目及び方南一丁目

8

1.12 1.3

73 明大和泉校舎一帯
杉並区永福、下
高井戸

188,379 99,493 60,771 1.64 1.6

71 公社鷺宮西住宅一帯 中野区白鷺 75,831 29,301 26,243

87,174 1.05 1.3

69
コーシャハイム中野弥生
町・立正佼成会大聖堂一
帯

中野区弥生町
杉並区和田

144,359 74,078 34,313

70 中野区役所一帯
中野区中野
杉並区高円寺北

214,735 91,638

95,939 2.46 1.1

2.16 0.8

63
芦花公園・明大八幡山グ
ランド一帯

世田谷区粕谷、
八幡山、船橋

461,113 235,722

１５．  杉並区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１５．  杉並区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

74
和田堀公園（東地区）一
帯

杉並区大宮、堀
ノ内

119,707 51,683 杉並区    
和泉三丁目、和泉四丁目の一部、大宮一丁目
の一部、堀ノ内一丁目及び堀ノ内二丁目

5 25,365 2.04 1.1

75
善福寺川緑地･和田堀公
園（西地区）一帯

杉並区大宮、成
田西、成田東、
松ノ木

710,468 310,342 杉並区    

阿佐谷北一丁目、阿佐谷北二丁目、阿佐谷北
三丁目、阿佐谷北四丁目、阿佐谷北五丁目、
阿佐谷南一丁目、阿佐谷南二丁目、阿佐谷南
三丁目、天沼一丁目、天沼二丁目、天沼三丁
目、梅里二丁目、永福四丁目、大宮一丁目の
一部、大宮二丁目、荻窪一丁目、荻窪二丁目
の一部、荻窪三丁目の一部、荻窪四丁目の一
部、荻窪五丁目の一部、上荻一丁目、高円寺
北二丁目、高円寺北三丁目、高円寺北四丁
目、高円寺南三丁目、成田西一丁目、成田西
二丁目、成田西三丁目、成田西四丁目、成田
東一丁目、成田東二丁目、成田東三丁目、成
田東四丁目、成田東五丁目、浜田山四丁目、
松ノ木一丁目、松ノ木二丁目及び松ノ木三丁
目

38 145,599 2.13 2.3

77 シャレール荻窪一帯 杉並区荻窪 61,005 18,640 杉並区    
荻窪二丁目の一部、荻窪三丁目の一部、荻窪
四丁目の一部及び荻窪五丁目の一部

4 16,095 1.16 1.0

78 柏の宮公園一帯
杉並区高井戸
東、浜田山

172,475 69,124 杉並区    
永福三丁目、高井戸東一丁目の一部、浜田山
一丁目、浜田山二丁目及び浜田山三丁目

5 17,508 3.95 1.2

79 高井戸駅一帯
杉並区高井戸
西、高井戸東

128,740 57,200 杉並区    

高井戸西一丁目の一部、高井戸西二丁目、高
井戸西三丁目、高井戸東二丁目の一部、高井
戸東三丁目、高井戸東四丁目、西荻南三丁
目、西荻南四丁目、南荻窪一丁目、南荻窪二
丁目、南荻窪三丁目、南荻窪四丁目、宮前一
丁目、宮前二丁目及び宮前三丁目

15 48,811 1.17 2.4

80 高井戸公園一帯 杉並区久我山 143,960 57,935 杉並区    

上高井戸二丁目、久我山一丁目、久我山二丁
目、久我山三丁目、久我山四丁目、久我山五
丁目、松庵一丁目、松庵二丁目、松庵三丁
目、高井戸西一丁目の一部、西荻南一丁目、
西荻南二丁目、宮前四丁目及び宮前五丁目

14 54,208 1.07 2.0

83



区 町丁 町丁数

１５．  杉並区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

杉並区    

今川一丁目、今川二丁目、今川三丁目、今川
四丁目、上井草一丁目、上井草二丁目、上井
草三丁目、上井草四丁目、清水一丁目、清水
二丁目及び清水三丁目

11

練馬区    
上石神井南町、下石神井四丁目の一部及び関
町南一丁目

3

143 蚕糸の森公園一帯 杉並区和田 48,725 22,193 杉並区    高円寺南一丁目及び和田三丁目 2 13,545 1.64 0.4

163 井草森公園一帯 杉並区井草 63,974 34,691 杉並区    
井草一丁目、井草二丁目、井草三丁目、井草
四丁目、井草五丁目、下井草三丁目、下井草
四丁目、下井草五丁目及び本天沼三丁目

9 31,771 1.09 1.8

中野区    
鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、白鷺
一丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、若宮
二丁目及び若宮三丁目

8

杉並区    阿佐谷北六丁目 1

188
善福寺公園・東京女子大
学一帯

杉並区善福寺 179,578 45,886 杉並区    
善福寺二丁目、善福寺三丁目の一部、善福寺
四丁目の一部、西荻北三丁目及び西荻北四丁
目

5 17,138 2.68 2.0

189 井草八幡宮一帯 杉並区善福寺 58,939 21,752 杉並区    
上荻四丁目、善福寺一丁目、善福寺三丁目の
一部、善福寺四丁目の一部、西荻北二丁目及
び西荻北五丁目

6 14,608 1.49 0.9

194
セシオン杉並・妙法寺一
帯

杉並区梅里、堀
ノ内

108,906 47,529 杉並区    
梅里一丁目、高円寺南二丁目、高円寺南四丁
目及び堀ノ内三丁目

4 26,277 1.81 0.9

216 桃井原っぱ公園一帯 杉並区桃井 65,614 40,633 杉並区    
上荻二丁目、上荻三丁目、西荻北一丁目、桃
井一丁目、桃井二丁目、桃井三丁目及び桃井
四丁目

7 22,735 1.79 1.2

240
日本郵政・高井戸東小学
校一帯

杉並区高井戸東 57,472 26,758 杉並区
下高井戸一丁目の一部、下高井戸三丁目、下
高井戸四丁目、下高井戸五丁目、高井戸東一
丁目の一部及び高井戸東二丁目の一部

6 20,219 1.32 1.3

1.86 1.4

176 白鷺一丁目地区
中野区白鷺、若
宮

99,714 36,190 32,581 1.11 1.4

82
上井草スポーツセンター
一帯

杉並区今川、上
井草
練馬区下石神井

172,295 73,088 39,399

84



区 町丁 町丁数

文京区    

大塚一丁目、大塚二丁目の一部、大塚三丁
目、大塚四丁目の一部、音羽一丁目の一部、
小石川四丁目、小石川五丁目、小日向一丁目
の一部、小日向二丁目の一部、小日向三丁
目、小日向四丁目の一部、千石一丁目の一
部、千石二丁目の一部、千石三丁目及び千石
四丁目

15

豊島区    
南大塚一丁目の一部、南大塚二丁目及び南大
塚三丁目の一部

3

新宿区    

上落合三丁目、中井一丁目、中井二丁目、中
落合三丁目、中落合四丁目、西落合一丁目、
西落合二丁目、西落合三丁目及び西落合四丁
目

9

中野区    

新井五丁目、江古田一丁目、上高田一丁目、
上高田二丁目、上高田三丁目、上高田四丁
目、上高田五丁目、中野六丁目、東中野三丁
目、松が丘一丁目及び松が丘二丁目

11

豊島区    
南長崎四丁目、南長崎五丁目及び南長崎六丁
目

3

豊島区    

上池袋四丁目、北大塚一丁目、北大塚二丁
目、駒込一丁目、駒込二丁目、駒込三丁目、
駒込四丁目、駒込五丁目、駒込六丁目、駒込
七丁目、巣鴨一丁目、巣鴨二丁目、巣鴨三丁
目、巣鴨四丁目、巣鴨五丁目、西巣鴨一丁
目、西巣鴨二丁目、西巣鴨三丁目、西巣鴨四
丁目及び南大塚一丁目の一部

20

北区      西ケ原四丁目 1

84 雑司ヶ谷墓地 豊島区南池袋 105,729 58,793 豊島区    
雑司が谷一丁目、雑司が谷二丁目の一部、雑
司が谷三丁目の一部、南池袋二丁目の一部、
南池袋三丁目及び南池袋四丁目

6 19,808 2.97 0.6

83
染井墓地・駒込中学校一
帯

豊島区駒込、巣
鴨
北区西ケ原

271,830 127,592 70,687

83,150 1.18 1.1

1.81 1.5

68 哲学堂公園一帯

新宿区中井、中
落合、西落合
中野区上高田、
松が丘

208,453 98,466

24
お茶の水女子大学一帯・
教育の森公園一帯

文京区大塚 334,059 185,888 67,317 2.76 1.2

１６．  豊島区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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１６．  豊島区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

85 豊島区立総合体育場一帯 豊島区東池袋 189,494 67,617 豊島区    

池袋一丁目の一部、池袋二丁目の一部、池袋
四丁目の一部、池袋本町一丁目、池袋本町二
丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、上
池袋一丁目、上池袋二丁目の一部、上池袋三
丁目、北大塚三丁目、東池袋二丁目、東池袋
四丁目の一部、東池袋五丁目、南池袋二丁目
の一部及び南大塚三丁目の一部

16 60,955 1.11 1.7

86 学習院大学 豊島区目白 229,865 131,450 豊島区    

雑司が谷二丁目の一部、雑司が谷三丁目の一
部、高田一丁目、高田二丁目、高田三丁目、
千早一丁目、千早二丁目、千早三丁目、長崎
一丁目、長崎二丁目、長崎三丁目、長崎四丁
目、長崎五丁目、西池袋二丁目、南池袋一丁
目の一部、南長崎一丁目、南長崎二丁目、南
長崎三丁目、目白一丁目、目白二丁目、目白
三丁目、目白四丁目及び目白五丁目

23 80,793 1.63 2.7

87 立教大学 豊島区西池袋 114,255 58,689 豊島区    
池袋二丁目の一部、池袋三丁目、要町一丁
目、高松一丁目、西池袋三丁目、西池袋四丁
目及び西池袋五丁目

7 47,894 1.23 0.8

豊島区    
要町二丁目、要町三丁目、千川一丁目、千川
二丁目、高松二丁目、高松三丁目、千早四丁
目及び長崎六丁目

8

板橋区    
大谷口一丁目、大谷口二丁目、小茂根一丁
目、小茂根二丁目、向原一丁目、向原二丁目
及び向原三丁目

7

練馬区    旭丘二丁目、小竹町一丁目及び小竹町二丁目 3

57,763 1.07 1.7100 公社向原住宅一帯
板橋区小茂根、
向原

151,465 61,822
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

303 池袋地区 豊島区    
池袋一丁目の一部、池袋二丁目の一部、池袋四丁目の一部、上池袋二丁目の一
部、西池袋一丁目、東池袋一丁目、東池袋三丁目、東池袋四丁目の一部及び南池
袋一丁目の一部

100 92,331

１６．　　豊島区
■地区内残留地区
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区 町丁 町丁数

豊島区    

上池袋四丁目、北大塚一丁目、北大塚二丁
目、駒込一丁目、駒込二丁目、駒込三丁目、
駒込四丁目、駒込五丁目、駒込六丁目、駒込
七丁目、巣鴨一丁目、巣鴨二丁目、巣鴨三丁
目、巣鴨四丁目、巣鴨五丁目、西巣鴨一丁
目、西巣鴨二丁目、西巣鴨三丁目、西巣鴨四
丁目及び南大塚一丁目の一部

20

北区      西ケ原四丁目 1

88 荒川河川敷一帯
北区赤羽、赤羽
北、岩淵町、志
茂

225,915 154,450 北区      
赤羽一丁目、赤羽二丁目、赤羽三丁目、岩淵
町、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目及
び志茂五丁目

8 31,710 4.87 1.4

北区      

赤羽北三丁目、赤羽台一丁目、赤羽台二丁
目、赤羽台三丁目、赤羽台四丁目、赤羽西一
丁目、赤羽西二丁目、赤羽西三丁目、赤羽西
四丁目、赤羽西五丁目、赤羽西六丁目、上十
条五丁目、桐ケ丘一丁目、桐ケ丘二丁目、西
が丘一丁目、西が丘二丁目及び西が丘三丁目

17

板橋区    

小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、小豆沢三丁
目、小豆沢四丁目、泉町、稲荷台、大原町、
大山東町、栄町、清水町、志村一丁目、蓮沼
町、氷川町、富士見町、双葉町、本町、前野
町一丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前
野町四丁目、宮本町及び大和町

22

90 豊島五丁目団地一帯 北区豊島 210,281 142,911 北区      豊島四丁目、豊島五丁目及び豊島六丁目 3 14,284 10.00 0.4

91
王子六・飛鳥高校・駿台
学園一帯

北区王子 197,790 106,956 北区      

王子一丁目の一部、王子二丁目、王子三丁
目、王子四丁目、王子六丁目、豊島一丁目、
豊島二丁目、豊島三丁目及び豊島七丁目の一
部

9 24,241 4.41 0.9

89
桐ケ丘・赤羽台・西が丘
地区

北区赤羽北、赤
羽台、赤羽西、
桐ケ丘、西が丘
板橋区清水町

1,151,137 596,797 161,111

70,687 1.81 1.5

3.70 1.8

83
染井墓地・駒込中学校一
帯

豊島区駒込、巣
鴨
北区西ケ原

271,830 127,592

１７．  北区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１７．  北区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

93
北区防災センター・旧古
河庭園一帯

北区上中里、西
ケ原

85,592 42,339 北区      

上中里一丁目、田端一丁目、田端二丁目、田
端三丁目、田端四丁目、田端五丁目、田端六
丁目、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁
目、西ケ原一丁目、西ケ原二丁目の一部、西
ケ原三丁目の一部、東田端一丁目及び東田端
二丁目

15 37,212 1.14 1.7

94
都営滝野川三丁目団地一
帯

北区滝野川 120,716 35,959 北区      
滝野川一丁目の一部、滝野川二丁目の一部、
滝野川三丁目、滝野川四丁目、滝野川五丁
目、滝野川六丁目及び滝野川七丁目

7 29,361 1.22 0.9

95
十条台・北区中央公園一
帯

北区王子本町、
十条台

244,138 127,818 北区      

王子本町一丁目、王子本町二丁目、王子本町
三丁目、上十条一丁目、岸町一丁目、岸町二
丁目、十条台一丁目、中十条一丁目、中十条
二丁目及び中十条三丁目

10 25,451 5.02 0.9

北区      浮間二丁目 1

板橋区    舟渡二丁目及び舟渡三丁目 2

北区      
上十条二丁目、上十条三丁目、上十条四丁
目、十条台二丁目及び十条仲原一丁目

5

板橋区    
板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋
四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目及び仲宿

7

129 王子五丁目団地一帯 北区王子 90,365 44,522 北区      
王子五丁目の一部、神谷一丁目の一部、東十
条一丁目、東十条二丁目、東十条三丁目及び
東十条四丁目

6 18,176 2.45 0.7

北区      
田端新町一丁目、田端新町二丁目及び田端新
町三丁目

3

荒川区    

荒川五丁目の一部、荒川六丁目、西尾久一丁
目、西尾久二丁目、西尾久三丁目、西尾久四
丁目、西尾久五丁目、西尾久六丁目、西日暮
里一丁目の一部、西日暮里六丁目、東尾久一
丁目、東尾久二丁目、東尾久三丁目、東尾久
四丁目、東尾久五丁目、東尾久六丁目、東尾
久七丁目、東尾久八丁目、町屋一丁目の一
部、町屋二丁目、町屋三丁目、町屋四丁目、
町屋五丁目、町屋六丁目、町屋七丁目の一部
及び町屋八丁目の一部

26

1.25 1.3

136 都立尾久の原公園一帯
荒川区東尾久、
町屋

148,219 97,856 90,066 1.09 2.0

99
東京家政大学・加賀中学
校一帯

北区上十条、十
条台
板橋区加賀

184,663 89,673 71,997

11,743 52.33 0.597
浮間公園・荒川河川敷緑
地一帯

北区浮間
板橋区新河岸、
舟渡

863,474 614,485
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区 町丁 町丁数

１７．  北区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

144 飛鳥山公園
北区王子、西ケ
原

71,698 33,013 北区      
王子一丁目の一部、滝野川一丁目の一部、滝
野川二丁目の一部、西ケ原二丁目の一部及び
西ケ原三丁目の一部

5 9,526 3.47 0.7

145 北運動公園一帯 北区神谷、志茂 120,502 51,053 北区      
赤羽南一丁目、赤羽南二丁目、神谷二丁目、
神谷三丁目、志茂一丁目、東十条五丁目及び
東十条六丁目

7 21,718 2.35 0.6

167 清水坂公園一帯
北区十条仲原、
中十条

54,250 10,954 北区      
十条仲原二丁目、十条仲原三丁目、十条仲原
四丁目及び中十条四丁目

4 5,310 2.06 0.4

北区      浮間四丁目及び浮間五丁目 2

板橋区    舟渡一丁目 1

230
東京成徳学園・神谷堀公
園一帯

北区王子、神
谷、豊島

52,225 33,316 北区      
王子五丁目の一部、神谷一丁目の一部、豊島
七丁目の一部及び豊島八丁目

4 13,861 2.40 0.5

北区      

上中里二丁目、上中里三丁目、栄町、昭和町
一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、堀船
一丁目、堀船二丁目、堀船三丁目及び堀船四
丁目

10

荒川区    西尾久七丁目及び西尾久八丁目 2

232 赤羽北地区一帯 北区赤羽北 42,084 29,180 北区      赤羽北一丁目の一部及び赤羽北二丁目 2 8,061 3.62 1.0

233 浮間一丁目地区 北区浮間 45,046 32,688 北区      赤羽北一丁目の一部及び浮間一丁目 2 5,536 5.90 0.8

234
浮間小学校・浮間三丁目
団地地区

北区浮間 92,063 62,369 北区      浮間三丁目 1 8,999 6.93 0.5

5.40 0.8

231 堀船地区一帯 北区堀船 57,921 34,220 28,212 1.21 1.6

229 新河岸東公園一帯
北区浮間
板橋区舟渡

71,692 61,955 11,465
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区 町丁 町丁数

台東区    

上野桜木一丁目の一部、上野桜木二丁目、谷
中一丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四
丁目、谷中五丁目、谷中六丁目及び谷中七丁
目

9

荒川区    
西日暮里二丁目、西日暮里三丁目、西日暮里
四丁目、西日暮里五丁目、東日暮里五丁目の
一部及び東日暮里六丁目の一部

6

台東区    

浅草二丁目の一部、浅草三丁目の一部、浅草
四丁目の一部、浅草五丁目の一部、浅草橋一
丁目、浅草橋二丁目、浅草橋三丁目、浅草橋
四丁目、浅草橋五丁目、池之端一丁目、池之
端二丁目、池之端三丁目、池之端四丁目、入
谷一丁目、入谷二丁目、上野七丁目、上野公
園、上野桜木一丁目の一部、北上野一丁目、
北上野二丁目、蔵前一丁目、蔵前二丁目、蔵
前三丁目、蔵前四丁目、小島一丁目、小島二
丁目、寿一丁目、寿二丁目、下谷一丁目、下
谷二丁目、下谷三丁目、千束一丁目、千束二
丁目、千束三丁目、千束四丁目の一部、台東
一丁目、台東二丁目、台東三丁目、台東四丁
目、鳥越一丁目、鳥越二丁目、西浅草一丁
目、西浅草二丁目、西浅草三丁目、日本堤二
丁目の一部、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸
三丁目、根岸四丁目、根岸五丁目、東上野一
丁目、東上野二丁目、東上野三丁目、東上野
四丁目、東上野五丁目、東上野六丁目、松が
谷一丁目、松が谷二丁目、松が谷三丁目、松
が谷四丁目、三筋一丁目、三筋二丁目、三ノ
輪一丁目、三ノ輪二丁目、元浅草一丁目、元
浅草二丁目、元浅草三丁目、元浅草四丁目、
柳橋一丁目、柳橋二丁目、竜泉一丁目、竜泉
二丁目及び竜泉三丁目

73

荒川区    

東日暮里一丁目の一部、東日暮里二丁目の一
部、東日暮里三丁目の一部、東日暮里四丁
目、東日暮里五丁目の一部及び東日暮里六丁
目の一部

6

28 上野公園一帯
台東区池之端、
上野公園、上野
桜木

703,457 405,190 212,412

34,438 1.76 0.9

1.91 2.2

27 谷中墓地
台東区上野桜
木、谷中

143,653 60,587

１８． 荒川区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１８． 荒川区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

96 荒川自然公園一帯 荒川区荒川 63,124 47,354 荒川区    

荒川一丁目の一部、荒川二丁目、荒川三丁
目、荒川四丁目、荒川五丁目の一部、荒川七
丁目、荒川八丁目、西日暮里一丁目の一部、
東日暮里一丁目の一部、東日暮里二丁目の一
部、東日暮里三丁目の一部、町屋一丁目の一
部、町屋七丁目の一部及び町屋八丁目の一部

14 41,871 1.13 1.2

北区      
田端新町一丁目、田端新町二丁目及び田端新
町三丁目

3

荒川区    

荒川五丁目の一部、荒川六丁目、西尾久一丁
目、西尾久二丁目、西尾久三丁目、西尾久四
丁目、西尾久五丁目、西尾久六丁目、西日暮
里一丁目の一部、西日暮里六丁目、東尾久一
丁目、東尾久二丁目、東尾久三丁目、東尾久
四丁目、東尾久五丁目、東尾久六丁目、東尾
久七丁目、東尾久八丁目、町屋一丁目の一
部、町屋二丁目、町屋三丁目、町屋四丁目、
町屋五丁目、町屋六丁目、町屋七丁目の一部
及び町屋八丁目の一部

26

146 都立汐入公園一帯 荒川区南千住 436,066 254,252 荒川区    
南千住二丁目、南千住三丁目の一部、南千住
五丁目及び南千住七丁目

4 19,031 13.36 1.3

北区      

上中里二丁目、上中里三丁目、栄町、昭和町
一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、堀船
一丁目、堀船二丁目、堀船三丁目及び堀船四
丁目

10

荒川区    西尾久七丁目及び西尾久八丁目 2

237 荒川工業高校一帯 荒川区南千住 31,629 20,051 荒川区    
荒川一丁目の一部、東日暮里一丁目の一部、
南千住一丁目及び南千住六丁目

4 13,802 1.45 0.9

1.21 1.6231 堀船地区一帯 北区堀船 57,921 34,220 28,212

90,066 1.09 2.0136 都立尾久の原公園一帯
荒川区東尾久、
町屋

148,219 97,856
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

333 南千住地区 荒川区 南千住三丁目の一部、南千住四丁目及び南千住八丁目 112 16,729

18．荒川区
■地区内残留地区
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区 町丁 町丁数

北区      

赤羽北三丁目、赤羽台一丁目、赤羽台二丁
目、赤羽台三丁目、赤羽台四丁目、赤羽西一
丁目、赤羽西二丁目、赤羽西三丁目、赤羽西
四丁目、赤羽西五丁目、赤羽西六丁目、上十
条五丁目、桐ケ丘一丁目、桐ケ丘二丁目、西
が丘一丁目、西が丘二丁目及び西が丘三丁目

17

板橋区    

小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、小豆沢三丁
目、小豆沢四丁目、泉町、稲荷台、大原町、
大山東町、栄町、清水町、志村一丁目、蓮沼
町、氷川町、富士見町、双葉町、本町、前野
町一丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前
野町四丁目、宮本町及び大和町

22

北区      浮間二丁目 1

板橋区    舟渡二丁目及び舟渡三丁目 2

98 高島平二・三丁目地区 板橋区高島平 684,262 434,589 板橋区    

大門、高島平一丁目、高島平二丁目、高島平
三丁目、高島平四丁目、高島平五丁目、徳丸
一丁目、徳丸二丁目、徳丸三丁目、徳丸四丁
目、徳丸五丁目、徳丸六丁目、徳丸七丁目、
徳丸八丁目、西台一丁目、西台二丁目、西台
三丁目、西台四丁目、四葉一丁目及び四葉二
丁目

20 92,237 4.71 1.7

北区      
上十条二丁目、上十条三丁目、上十条四丁
目、十条台二丁目及び十条仲原一丁目

5

板橋区    
板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋
四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目及び仲宿

7

豊島区    
要町二丁目、要町三丁目、千川一丁目、千川
二丁目、高松二丁目、高松三丁目、千早四丁
目及び長崎六丁目

8

板橋区    
大谷口一丁目、大谷口二丁目、小茂根一丁
目、小茂根二丁目、向原一丁目、向原二丁目
及び向原三丁目

7

練馬区    旭丘二丁目、小竹町一丁目及び小竹町二丁目 3

1.07 1.7100 公社向原住宅一帯
板橋区小茂根、
向原

151,465 61,822 57,763

71,997 1.25 1.3

97
浮間公園・荒川河川敷緑
地一帯

北区浮間
板橋区新河岸、
舟渡

863,474 614,485 11,743

99
東京家政大学・加賀中学
校一帯

北区上十条、十
条台
板橋区加賀

184,663 89,673

161,111 3.70 1.8

52.33 0.5

89
桐ケ丘・赤羽台・西が丘
地区

北区赤羽北、赤
羽台、赤羽西、
桐ケ丘、西が丘
板橋区清水町

1,151,137 596,797

１９．　　板橋区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

１９．　　板橋区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

板橋区    

大谷口上町、大谷口北町、上板橋一丁目、上
板橋二丁目、上板橋三丁目、小茂根三丁目、
小茂根四丁目、小茂根五丁目、桜川一丁目、
桜川二丁目、桜川三丁目、東新町一丁目、東
新町二丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、
常盤台三丁目、常盤台四丁目、中板橋、仲
町、東山町、南常盤台一丁目、南常盤台二丁
目及び弥生町

23

練馬区    

北町一丁目、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台
三丁目、桜台六丁目、錦一丁目、錦二丁目、
羽沢一丁目、羽沢二丁目、羽沢三丁目、氷川
台一丁目、氷川台二丁目、氷川台三丁目、氷
川台四丁目、平和台一丁目、平和台二丁目、
平和台三丁目及び平和台四丁目

18

板橋区    
赤塚一丁目、赤塚二丁目、赤塚六丁目、赤塚
七丁目、赤塚新町一丁目、赤塚新町二丁目、
赤塚新町三丁目、成増一丁目及び成増二丁目

9

練馬区    

旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、春日
町一丁目の一部、春日町二丁目、春日町三丁
目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六
丁目、北町二丁目、北町三丁目、北町四丁
目、北町五丁目、北町六丁目、北町七丁目、
北町八丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松
三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁
目、田柄一丁目、田柄二丁目、田柄三丁目、
田柄四丁目、田柄五丁目、土支田一丁目、土
支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、
早宮二丁目、早宮四丁目、光が丘一丁目、光
が丘二丁目、光が丘三丁目、光が丘四丁目、
光が丘五丁目、光が丘六丁目、光が丘七丁
目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三
丁目、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁
目、谷原四丁目、谷原五丁目及び谷原六丁目

49

4.55 2.4102
光が丘団地・光が丘公園
一帯

板橋区赤塚新町
練馬区旭町、光
が丘

1,715,036 995,100 218,574

101 城北中央公園一帯

板橋区小茂根、
桜川、東新町
練馬区羽沢、氷
川台

421,165 304,390 146,620 2.08 1.9
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区 町丁 町丁数

１９．　　板橋区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

130 中台三丁目地区 板橋区中台 185,797 81,867 板橋区    

相生町、志村二丁目、志村三丁目、中台一丁
目、中台二丁目、中台三丁目、前野町五丁
目、前野町六丁目、若木一丁目、若木二丁目
及び若木三丁目

11 50,169 1.63 1.0

177 都営幸町アパート一帯
板橋区大山西
町、幸町

76,915 37,995 板橋区    
大山金井町、大山町、大山西町、熊野町、幸
町、中丸町及び南町

7 36,934 1.03 1.1

北区      浮間四丁目及び浮間五丁目 2

板橋区    舟渡一丁目 1

235 城北公園一帯 板橋区坂下 59,627 40,791 板橋区    
坂下一丁目、坂下二丁目、坂下三丁目、蓮根
一丁目、蓮根二丁目、東坂下一丁目及び東坂
下二丁目

7 35,546 1.15 1.2

239
都営成増五丁目第２ア
パート一帯

板橋区成増 86,435 56,860 板橋区    
赤塚三丁目、赤塚四丁目、赤塚五丁目、赤塚
八丁目、成増三丁目、成増四丁目、成増五丁
目及び三園一丁目

8 38,766 1.47 1.4

229 新河岸東公園一帯
北区浮間
板橋区舟渡

71,692 61,955 11,465 5.40 0.8
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

330 高島平地区 板橋区    
新河岸一丁目、新河岸二丁目、新河岸三丁目、高島平六丁目、高島平七丁目、高
島平八丁目、高島平九丁目、蓮根三丁目、舟渡四丁目及び三園二丁目

415 33,676

１９．  板橋区
■地区内残留地区
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区 町丁 町丁数

中野区    

江古田二丁目、江古田三丁目、江古田四丁
目、江原町一丁目、江原町二丁目、江原町三
丁目、沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋四丁
目、野方四丁目、野方六丁目、丸山一丁目及
び丸山二丁目

13

練馬区    

豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、豊玉中一丁
目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四
丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目及び豊玉
南三丁目

9

杉並区    

今川一丁目、今川二丁目、今川三丁目、今川
四丁目、上井草一丁目、上井草二丁目、上井
草三丁目、上井草四丁目、清水一丁目、清水
二丁目及び清水三丁目

11

練馬区    
上石神井南町、下石神井四丁目の一部及び関
町南一丁目

3

豊島区    
要町二丁目、要町三丁目、千川一丁目、千川
二丁目、高松二丁目、高松三丁目、千早四丁
目及び長崎六丁目

8

板橋区    
大谷口一丁目、大谷口二丁目、小茂根一丁
目、小茂根二丁目、向原一丁目、向原二丁目
及び向原三丁目

7

練馬区    旭丘二丁目、小竹町一丁目及び小竹町二丁目 3

板橋区    

大谷口上町、大谷口北町、上板橋一丁目、上
板橋二丁目、上板橋三丁目、小茂根三丁目、
小茂根四丁目、小茂根五丁目、桜川一丁目、
桜川二丁目、桜川三丁目、東新町一丁目、東
新町二丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、
常盤台三丁目、常盤台四丁目、中板橋、仲
町、東山町、南常盤台一丁目、南常盤台二丁
目及び弥生町

23

練馬区    

北町一丁目、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台
三丁目、桜台六丁目、錦一丁目、錦二丁目、
羽沢一丁目、羽沢二丁目、羽沢三丁目、氷川
台一丁目、氷川台二丁目、氷川台三丁目、氷
川台四丁目、平和台一丁目、平和台二丁目、
平和台三丁目及び平和台四丁目

18

2.08 1.9101 城北中央公園一帯

板橋区小茂根、
桜川、東新町
練馬区羽沢、氷
川台

421,165 304,390 146,620

57,763 1.07 1.7

82
上井草スポーツセンター
一帯

杉並区今川、上
井草
練馬区下石神井

172,295 73,088 39,399

100 公社向原住宅一帯
板橋区小茂根、
向原

151,465 61,822

67,385 1.04 1.5

1.86 1.4

67 江古田の森公園一帯 中野区江古田 141,817 70,349

２０．  練馬区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

２０．  練馬区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

板橋区    
赤塚一丁目、赤塚二丁目、赤塚六丁目、赤塚
七丁目、赤塚新町一丁目、赤塚新町二丁目、
赤塚新町三丁目、成増一丁目及び成増二丁目

9

練馬区    

旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、春日
町一丁目の一部、春日町二丁目、春日町三丁
目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六
丁目、北町二丁目、北町三丁目、北町四丁
目、北町五丁目、北町六丁目、北町七丁目、
北町八丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松
三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁
目、田柄一丁目、田柄二丁目、田柄三丁目、
田柄四丁目、田柄五丁目、土支田一丁目、土
支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、
早宮二丁目、早宮四丁目、光が丘一丁目、光
が丘二丁目、光が丘三丁目、光が丘四丁目、
光が丘五丁目、光が丘六丁目、光が丘七丁
目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三
丁目、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁
目、谷原四丁目、谷原五丁目及び谷原六丁目

49

103 石神井公園一帯
練馬区石神井
台、石神井町

388,349 187,680 練馬区    

下石神井一丁目、下石神井二丁目、下石神井
三丁目、下石神井四丁目の一部、下石神井五
丁目、下石神井六丁目、石神井台一丁目、石
神井台二丁目、石神井台三丁目、石神井町二
丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石
神井町五丁目、石神井町六丁目、石神井町七
丁目及び石神井町八丁目

16 53,881 3.48 0.9

104 上石神井アパート一帯
練馬区上石神
井、石神井台、
関町東

173,763 71,176 練馬区    

上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井
三丁目、上石神井四丁目、石神井台四丁目、
石神井台五丁目、石神井台六丁目、石神井台
七丁目、石神井台八丁目、関町東一丁目、関
町東二丁目、東大泉七丁目、南大泉一丁目、
南大泉二丁目、南大泉三丁目及び南大泉四丁
目

16 69,588 1.02 2.2

102
光が丘団地・光が丘公園
一帯

板橋区赤塚新町
練馬区旭町、光
が丘

1,715,036 995,100 218,574 4.55 2.4
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区 町丁 町丁数

２０．  練馬区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

105 大泉中央公園一帯
練馬区大泉学園
町

282,503 191,957 練馬区    

大泉学園町一丁目、大泉学園町二丁目、大泉
学園町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園
町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七
丁目、大泉学園町八丁目、大泉学園町九丁
目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三
丁目、大泉町四丁目、大泉町五丁目、大泉町
六丁目、西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大
泉三丁目、西大泉四丁目、西大泉五丁目、西
大泉六丁目、西大泉町、東大泉二丁目、東大
泉三丁目、南大泉五丁目及び南大泉六丁目

26 97,335 1.97 3.5

120 グリーンパーク
武蔵野市吉祥寺
北町、緑町、八
幡町

537,475 337,029 練馬区    

関町北一丁目、関町北二丁目、関町北三丁
目、関町北四丁目、関町北五丁目、関町南二
丁目、関町南三丁目、関町南四丁目及び立野
町

9 41,684 8.09 2.1

147 武蔵大学 練馬区豊玉上 77,702 40,700 練馬区    
旭丘一丁目、栄町、豊玉上一丁目、豊玉上二
丁目、豊玉北一丁目、豊玉北二丁目、豊玉北
三丁目及び豊玉北四丁目

8 31,956 1.27 1.0

148 豊島園
練馬区向山、春
日町

233,881 93,223 練馬区    

春日町一丁目の一部、向山一丁目、向山二丁
目、向山三丁目、向山四丁目、中村一丁目、
中村二丁目、中村三丁目、中村北一丁目、中
村北二丁目、中村北三丁目、中村北四丁目、
中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁
目、貫井一丁目、貫井二丁目、貫井三丁目、
貫井四丁目及び貫井五丁目

20 64,702 1.44 1.9

207 都営南田中アパート
練馬区石神井
町、高野台、南
田中

160,763 80,834 練馬区    

石神井町一丁目、高野台一丁目、高野台二丁
目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五
丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富
士見台三丁目、富士見台四丁目、南田中一丁
目、南田中二丁目、南田中三丁目、南田中四
丁目及び南田中五丁目

15 45,831 1.76 1.9

208 練馬総合運動場公園一帯 練馬区練馬 105,217 35,170 練馬区    
桜台四丁目、桜台五丁目、練馬一丁目、練馬
二丁目、練馬三丁目、練馬四丁目、早宮一丁
目及び早宮三丁目

8 32,545 1.08 0.9

243
東京学芸大学附属大泉小
学校一帯

練馬区東大泉 57,861 24,498 練馬区    
東大泉一丁目、東大泉四丁目、東大泉五丁目
及び東大泉六丁目

4 20,517 1.19 1.2
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区 町丁 町丁数

106 舎人公園一帯

足立区入谷町、
古千谷、皿沼、
舎人公園、舎人
町、西伊興、西
伊興町

697,336 504,608 足立区    

伊興四丁目、伊興五丁目、伊興本町一丁目、
伊興本町二丁目、入谷一丁目、入谷五丁目、
入谷町、加賀二丁目の一部、古千谷一丁目、
古千谷二丁目、古千谷本町一丁目、古千谷本
町二丁目、古千谷本町三丁目、古千谷本町四
丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁
目、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、
舎人公園、舎人町、西伊興一丁目、西伊興二
丁目、西伊興三丁目、西伊興四丁目、西伊興
町、東伊興一丁目、東伊興二丁目、東伊興三
丁目及び東伊興四丁目

31 44,431 11.36 1.7

109 東綾瀬団地一帯 足立区東綾瀬 276,835 204,734 足立区    

綾瀬一丁目、綾瀬二丁目、綾瀬三丁目、綾瀬
四丁目、綾瀬五丁目、綾瀬六丁目、綾瀬七丁
目、加平一丁目、東和一丁目、東和三丁目、
東和五丁目、東綾瀬一丁目、東綾瀬二丁目、
東綾瀬三丁目、谷中一丁目及び谷中二丁目

16 53,775 3.81 1.0

110
荒川北岸・河川敷緑地一
帯

足立区足立、梅
田、扇、江北、
鹿浜、関原、堀
之内、本木、本
木西、本木南

783,913 542,232 足立区    

足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、足立
四丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁
目、梅田四丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、
梅田七丁目、扇一丁目、扇二丁目、興野一丁
目、江北一丁目、江北二丁目、鹿浜一丁目、
鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜五丁目の一
部、関原一丁目、関原二丁目、西綾瀬一丁
目、堀之内一丁目、堀之内二丁目、本木一丁
目、本木二丁目、本木北町、本木西町、本木
東町及び本木南町

31 77,003 7.04 1.2

111
荒川南岸・河川敷緑地一
帯

足立区小台、千
住、千住大川
町、千住桜木、
千住元町

415,625 272,018 足立区    

小台一丁目、小台二丁目、千住一丁目、千住
二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁
目、千住大川町、千住寿町、千住桜木一丁
目、千住桜木二丁目、千住龍田町、千住中居
町、千住元町及び千住柳町

15 42,295 6.43 1.1

131 江北六丁目団地一帯 足立区江北 161,494 86,435 足立区    

江北六丁目、江北七丁目、鹿浜四丁目、鹿浜
七丁目、鹿浜八丁目、椿一丁目、椿二丁目、
西新井七丁目、谷在家一丁目、谷在家二丁目
及び谷在家三丁目

11 20,514 4.21 0.9

２１.　足立区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当たり
避難有効面
積(㎡/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

２１.　足立区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当たり
避難有効面
積(㎡/人)

最遠距離
(km)

132 花畑団地一帯 足立区花畑 291,238 182,801 足立区    
花畑二丁目、花畑三丁目、花畑四丁目、花畑
五丁目、花畑六丁目、花畑七丁目及び保木間
五丁目

7 17,149 10.66 0.8

足立区    

大谷田一丁目、大谷田二丁目、大谷田三丁
目、大谷田四丁目、東和二丁目、東和四丁
目、中川一丁目、中川二丁目、中川三丁目、
中川四丁目及び中川五丁目

11

葛飾区    亀有五丁目 1

178 千寿第八小学校一帯
足立区千住曙
町、千住関屋町

121,602 73,059 足立区    千住曙町、千住東一丁目及び千住関屋町 3 12,301 5.94 0.7

179 都立江北高校一帯
足立区弘道、西
綾瀬

156,713 106,659 足立区    
弘道一丁目、弘道二丁目、西綾瀬二丁目、西
綾瀬三丁目及び西綾瀬四丁目

5 14,208 7.51 0.6

180 竹の塚第一団地一帯 足立区竹の塚 133,376 90,628 足立区    
島根一丁目、島根二丁目、竹の塚二丁目の一
部、竹の塚三丁目、竹の塚四丁目、西保木間
一丁目及び六月一丁目

7 16,462 5.51 1.2

181
都営西保木間四丁目ア
パート一帯

足立区竹の塚、
西保木間

189,501 107,415 足立区    
竹の塚七丁目、西保木間二丁目、西保木間三
丁目及び西保木間四丁目

4 10,766 9.98 0.5

182
フレール西新井中央公園
一帯

足立区西新井 147,164 84,087 足立区    
伊興二丁目、栗原三丁目、栗原四丁目、西新
井一丁目、西新井二丁目、西新井三丁目、西
新井四丁目、西新井五丁目及び西新井六丁目

9 27,809 3.02 1.2

183 江北平成公園一帯 足立区江北 173,514 75,319 足立区    江北三丁目、江北四丁目及び江北五丁目 3 8,405 8.96 0.3

190
都営保木間第５アパート
一帯

足立区南花畑 190,121 123,133 足立区    
花畑一丁目、保木間三丁目、保木間四丁目、
南花畑三丁目、南花畑四丁目及び南花畑五丁
目

6 17,115 7.19 0.8

191
総合スポーツセンター一
帯

足立区東保木間 137,846 98,082 足立区    

西加平一丁目、西加平二丁目、東保木間一丁
目、東保木間二丁目、東六月町、一ツ家一丁
目、一ツ家二丁目、一ツ家三丁目、一ツ家四
丁目、平野一丁目、平野二丁目、平野三丁
目、保木間一丁目、保木間二丁目、保塚町、
南花畑一丁目、南花畑二丁目、六町一丁目、
六町二丁目、六町三丁目及び六町四丁目

21 42,021 2.33 1.5

192
区立中川北小学校・都営
六ツ木町アパート一帯

足立区六木 68,788 40,194 足立区    
佐野一丁目、佐野二丁目、神明一丁目、神明
二丁目、神明三丁目、辰沼二丁目、六木一丁
目、六木二丁目、六木三丁目及び六木四丁目

10 21,015 1.91 0.9

193
区立辰沼小学校・都営辰
沼町アパート一帯

足立区辰沼、谷
中

58,977 40,538 足立区    

大谷田五丁目、加平二丁目、加平三丁目、北
加平町、神明南一丁目、神明南二丁目、辰沼
一丁目、谷中三丁目、谷中四丁目及び谷中五
丁目

10 19,973 2.03 1.0

37,405 4.76 0.9137
中川公園一帯・大谷田団
地一帯

足立区大谷田、
中川

313,360 177,906
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区 町丁 町丁数

２１.　足立区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当たり
避難有効面
積(㎡/人)

最遠距離
(km)

196
区立青井小中学校・都営
青井三丁目アパート一帯

足立区青井 68,265 39,138 足立区    
青井一丁目、青井二丁目、青井三丁目、青井
四丁目、青井五丁目及び青井六丁目

6 17,465 2.24 0.8

197 栗原団地一帯 足立区栗原 67,661 41,365 足立区    
梅島三丁目、栗原一丁目、栗原二丁目、島根
三丁目及び島根四丁目

5 15,815 2.62 1.2

198 竹の塚小学校一帯
足立区竹の塚、
六月

90,884 60,548 足立区    
竹の塚一丁目の一部、竹の塚二丁目の一部、
六月二丁目及び六月三丁目

4 8,524 7.10 0.6

199
竹ノ塚駅東口・竹の塚セ
ンター一帯

足立区竹の塚 73,541 43,826 足立区    
竹の塚一丁目の一部、竹の塚二丁目の一部、
竹の塚五丁目及び竹の塚六丁目

4 9,487 4.62 0.6

200 区立第十四中学校一帯 足立区西竹の塚 55,319 33,826 足立区    
伊興一丁目、伊興三丁目、西竹の塚一丁目及
び西竹の塚二丁目

4 8,198 4.13 0.4

201
区立舎人第一小学校・都
営舎人町アパート一帯

足立区舎人 88,870 57,075 足立区    
入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、舎人
四丁目、舎人五丁目及び舎人六丁目

6 11,188 5.10 0.8

202 区立北鹿浜小学校一帯 足立区鹿浜 56,526 28,882 足立区    
加賀一丁目、加賀二丁目の一部、鹿浜五丁目
の一部及び鹿浜六丁目

4 6,395 4.52 0.6

203
都営花畑第４アパート一
帯

足立区花畑 87,785 57,906 足立区    花畑八丁目 1 2,513 23.04 0.1

204
宮城ファミリー公園・江
南中学校一帯

足立区宮城 52,540 32,706 足立区    宮城一丁目及び宮城二丁目 2 4,320 7.57 0.8

205
ハートアイランド新田一
帯

足立区新田 195,281 119,974 足立区    新田一丁目、新田二丁目及び新田三丁目 3 15,890 7.55 1.1

206 西新井駅西口地区一帯
足立区関原、西
新井栄町

113,347 40,510 足立区    
梅田八丁目、関原三丁目、西新井栄町一丁
目、西新井栄町二丁目、西新井栄町三丁目及
び西新井本町五丁目

6 20,600 1.97 0.6

210 都立足立高校一帯 足立区中央本町 69,306 39,650 足立区    
梅島一丁目、梅島二丁目、中央本町一丁目、
中央本町二丁目、中央本町三丁目、中央本町
四丁目及び中央本町五丁目

7 22,536 1.76 0.8

220 東京電機大学一帯
足立区千住旭
町、日ノ出町

87,783 28,628 足立区    
千住旭町、千住東二丁目、日ノ出町、柳原一
丁目及び柳原二丁目

5 24,741 1.16 0.8

224 千住大橋駅地区一帯
足立区千住河原
町、千住橋戸
町、千住緑町

55,559 35,976 足立区    
千住河原町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑
町一丁目、千住緑町二丁目、千住緑町三丁目
及び千住宮元町

7 17,698 2.03 0.8

245
都営扇三丁目第２アパー
ト一帯

足立区扇 52,576 37,384 足立区    
扇三丁目、興野二丁目、西新井本町一丁目、
西新井本町二丁目、西新井本町三丁目及び西
新井本町四丁目

6 19,567 1.91 0.8
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

329 入谷地区 足立区 入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目及び入谷九丁目 115 9,829

21.　足立区
■地区内残留地区
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区 町丁 町丁数

112 水元公園
葛飾区東金町、
水元公園

1,029,087 592,781 葛飾区    

西水元二丁目、西水元三丁目、西水元四丁
目、西水元五丁目、西水元六丁目、東金町四
丁目、東金町五丁目、東金町六丁目、東金町
七丁目、東金町八丁目、東水元二丁目、東水
元三丁目、東水元四丁目、東水元五丁目、東
水元六丁目、水元二丁目、水元三丁目、水元
四丁目、水元五丁目及び水元公園

20 39,710 14.93 2.0

葛飾区    

金町一丁目、金町二丁目、金町三丁目、金町
浄水場、鎌倉三丁目、鎌倉四丁目、柴又一丁
目、柴又二丁目、柴又三丁目、柴又四丁目、
柴又五丁目、柴又六丁目、柴又七丁目、高砂
五丁目、高砂六丁目、高砂七丁目、高砂八丁
目、新宿一丁目及び新宿三丁目

19

江戸川区  
北小岩四丁目、北小岩五丁目、北小岩六丁
目、北小岩七丁目及び北小岩八丁目

5

葛飾区    
奥戸九丁目、鎌倉一丁目、鎌倉二丁目、高砂
二丁目、高砂三丁目、高砂四丁目、細田一丁
目、細田三丁目、細田四丁目及び細田五丁目

10

江戸川区  
北小岩一丁目、北小岩二丁目、北小岩三丁
目、西小岩一丁目、西小岩二丁目、西小岩三
丁目、西小岩四丁目及び西小岩五丁目

8

115 奥戸運動場
葛飾区奥戸、高
砂

110,859 70,896 葛飾区    
奥戸一丁目、奥戸二丁目、奥戸三丁目、奥戸
四丁目、奥戸五丁目、奥戸六丁目、奥戸七丁
目、奥戸八丁目、高砂一丁目及び細田二丁目

10 21,820 3.25 1.1

116 新四ツ木橋地区東岸
葛飾区小菅、東
四つ木、堀切、
四つ木

327,518 286,765 葛飾区    

小菅一丁目、宝町一丁目、宝町二丁目、東立
石一丁目、東立石二丁目、東立石三丁目、東
立石四丁目、東四つ木一丁目、東四つ木二丁
目、東四つ木三丁目、東四つ木四丁目、堀切
一丁目、堀切二丁目、堀切三丁目、四つ木一
丁目、四つ木二丁目、四つ木三丁目及び四つ
木四丁目

18 60,611 4.73 1.8

葛飾区    

新小岩一丁目、西新小岩一丁目、西新小岩二
丁目、西新小岩三丁目、西新小岩四丁目、西
新小岩五丁目、東新小岩五丁目、東新小岩六
丁目、東新小岩七丁目及び東新小岩八丁目

10

江戸川区  
松島二丁目の一部、松島三丁目及び松島四丁
目

3

46,378 2.90 1.3

114 都営高砂団地一帯
葛飾区鎌倉、高
砂

158,378 76,254 54,298

133
新小岩公園・平井大橋地
区

葛飾区西新小岩 232,808 134,607

69,755 1.34 2.5

1.40 2.6

113
柴又野球場・江戸川緑地
一帯

葛飾区金町浄水
場、柴又

130,137 93,473

２２．　葛飾区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当たり
避難有効面
積(㎡/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

２２．　葛飾区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当たり
避難有効面
積(㎡/人)

最遠距離
(km)

足立区    

大谷田一丁目、大谷田二丁目、大谷田三丁
目、大谷田四丁目、東和二丁目、東和四丁
目、中川一丁目、中川二丁目、中川三丁目、
中川四丁目及び中川五丁目

11

葛飾区    亀有五丁目 1

149 上千葉砂原公園一帯 葛飾区西亀有 81,840 47,957 葛飾区    
亀有四丁目、西亀有一丁目、西亀有二丁目、
西亀有三丁目、西亀有四丁目及び堀切八丁目

6 19,971 2.40 1.0

184 区役所・青戸団地一帯
葛飾区青戸、立
石

200,478 100,895 葛飾区    

青戸一丁目、青戸二丁目、青戸三丁目、青戸
四丁目、青戸五丁目、青戸六丁目、青戸七丁
目、お花茶屋一丁目、お花茶屋二丁目、お花
茶屋三丁目、白鳥一丁目、白鳥二丁目、白鳥
三丁目、白鳥四丁目、立石一丁目、立石二丁
目、立石三丁目、立石四丁目、立石五丁目、
立石六丁目、立石七丁目、立石八丁目及び四
つ木五丁目

23 66,583 1.52 1.1

217 東京理科大学一帯
葛飾区新宿、南
水元

320,266 181,388 葛飾区    

金町四丁目、金町五丁目、金町六丁目、新宿
二丁目、新宿四丁目、新宿五丁目、新宿六丁
目、西水元一丁目、東金町一丁目、東金町二
丁目、東金町三丁目、東水元一丁目、水元一
丁目、南水元一丁目、南水元二丁目、南水元
三丁目及び南水元四丁目

17 47,817 3.79 1.3

223 亀有一丁目一帯 葛飾区亀有 92,064 56,289 葛飾区    
青戸八丁目、亀有一丁目、亀有二丁目及び亀
有三丁目

4 22,571 2.49 1.1

葛飾区    
新小岩二丁目、新小岩三丁目、新小岩四丁
目、東新小岩一丁目、東新小岩二丁目、東新
小岩三丁目及び東新小岩四丁目

7

江戸川区  
興宮町、上一色一丁目、上一色二丁目、上一
色三丁目、本一色一丁目、本一色二丁目、本
一色三丁目、松本一丁目及び松本二丁目

9

226 小菅東スポーツ公園 葛飾区小菅 33,547 30,756 葛飾区    

小菅二丁目、小菅三丁目、小菅四丁目、東堀
切一丁目、東堀切二丁目、東堀切三丁目、堀
切四丁目、堀切五丁目、堀切六丁目及び堀切
七丁目

10 26,404 1.16 1.7

4.76 0.9

225 私学事業団総合運動場 葛飾区東新小岩 64,473 49,533 46,011 1.08 1.9

137
中川公園一帯・大谷田団
地一帯

足立区大谷田、
中川

313,360 177,906 37,405
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葛飾区    

金町一丁目、金町二丁目、金町三丁目、金町
浄水場、鎌倉三丁目、鎌倉四丁目、柴又一丁
目、柴又二丁目、柴又三丁目、柴又四丁目、
柴又五丁目、柴又六丁目、柴又七丁目、高砂
五丁目、高砂六丁目、高砂七丁目、高砂八丁
目、新宿一丁目及び新宿三丁目

19

江戸川区  
北小岩四丁目、北小岩五丁目、北小岩六丁
目、北小岩七丁目及び北小岩八丁目

5

葛飾区    
奥戸九丁目、鎌倉一丁目、鎌倉二丁目、高砂
二丁目、高砂三丁目、高砂四丁目、細田一丁
目、細田三丁目、細田四丁目及び細田五丁目

10

江戸川区  
北小岩一丁目、北小岩二丁目、北小岩三丁
目、西小岩一丁目、西小岩二丁目、西小岩三
丁目、西小岩四丁目及び西小岩五丁目

8

117 篠崎公園
江戸川区上篠
崎、西篠崎

181,956 78,585 江戸川区  

上篠崎一丁目、上篠崎二丁目、上篠崎三丁
目、北篠崎一丁目、北篠崎二丁目、鹿骨一丁
目、鹿骨三丁目、鹿骨四丁目、鹿骨五丁目、
鹿骨六丁目、鹿骨町、西篠崎一丁目、西篠崎
二丁目、東小岩一丁目、東小岩二丁目、東小
岩三丁目、東小岩四丁目、東小岩五丁目、東
小岩六丁目、東松本一丁目、東松本二丁目、
南小岩一丁目、南小岩二丁目、南小岩三丁
目、南小岩四丁目、南小岩五丁目、南小岩六
丁目、南小岩七丁目及び南小岩八丁目

29 75,542 1.04 2.0

118 江戸川南部一帯
江戸川区清新
町、西葛西、南
葛西、臨海町

2,836,318 1,553,883 江戸川区  

清新町一丁目、清新町二丁目、中葛西五丁
目、中葛西六丁目、中葛西七丁目、中葛西八
丁目、西葛西六丁目、西葛西七丁目、西葛西
八丁目、東葛西一丁目、東葛西二丁目、東葛
西三丁目、東葛西四丁目、東葛西五丁目、東
葛西六丁目、東葛西七丁目、東葛西八丁目、
東葛西九丁目、堀江町、南葛西一丁目、南葛
西二丁目、南葛西三丁目、南葛西四丁目、南
葛西五丁目、南葛西六丁目、南葛西七丁目、
臨海町一丁目、臨海町二丁目、臨海町三丁
目、臨海町四丁目、臨海町五丁目及び臨海町
六丁目

32 134,657 11.54 2.4

114 都営高砂団地一帯
葛飾区鎌倉、高
砂

158,378 76,254 54,298

69,755 1.34 2.5

1.40 2.6

113
柴又野球場・江戸川緑地
一帯

葛飾区金町浄水
場、柴又

130,137 93,473

２３．　江戸川区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当たり
避難有効面
積(㎡/人)

最遠距離
(km)
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区 町丁 町丁数

２３．　江戸川区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当たり
避難有効面
積(㎡/人)

最遠距離
(km)

江東区    大島七丁目、大島八丁目及び大島九丁目 3

江戸川区  

小松川一丁目、小松川二丁目、小松川三丁
目、小松川四丁目、平井一丁目、平井四丁
目、平井五丁目の一部、平井六丁目の一部及
び平井七丁目

9

葛飾区    

新小岩一丁目、西新小岩一丁目、西新小岩二
丁目、西新小岩三丁目、西新小岩四丁目、西
新小岩五丁目、東新小岩五丁目、東新小岩六
丁目、東新小岩七丁目及び東新小岩八丁目

10

江戸川区  
松島二丁目の一部、松島三丁目及び松島四丁
目

3

168 船堀一丁目住宅一帯
江戸川区東小松
川、船堀、松江

159,165 76,928 江戸川区  

西一之江一丁目、西一之江三丁目、西一之江
四丁目、西小松川町、東小松川一丁目、東小
松川二丁目、東小松川三丁目、東小松川四丁
目、船堀一丁目、船堀二丁目、船堀三丁目、
船堀四丁目、船堀五丁目、船堀六丁目、松江
一丁目、松江二丁目、松江三丁目、松江四丁
目、松江五丁目、松江六丁目及び松江七丁目

21 65,783 1.17 1.8

169
都立葛西工業高校・西瑞
江住宅一帯

江戸川区西瑞
江、春江町

125,086 61,373 江戸川区  

一之江一丁目、一之江二丁目、一之江三丁
目、一之江四丁目、一之江五丁目、一之江六
丁目、一之江七丁目、一之江八丁目、一之江
町、江戸川四丁目の一部、江戸川五丁目、江
戸川六丁目、西一之江二丁目、西瑞江四丁目
の一部、西瑞江五丁目、二之江町、春江町四
丁目、春江町五丁目及び船堀七丁目

19 48,234 1.27 2.0

170
行船公園・宇喜田住宅一
帯

江戸川区北葛西 157,384 108,276 江戸川区  

宇喜田町、北葛西一丁目、北葛西二丁目、北
葛西三丁目、北葛西四丁目、北葛西五丁目、
中葛西一丁目、中葛西二丁目及び西葛西一丁
目

9 37,019 2.92 1.3

185 江戸川清掃工場一帯 江戸川区江戸川 89,896 33,484 江戸川区  

江戸川二丁目、江戸川三丁目、江戸川四丁目
の一部、西瑞江三丁目、西瑞江四丁目の一
部、春江町三丁目、東瑞江二丁目及び東瑞江
三丁目の一部

8 27,825 1.20 1.9

2.90 1.3133
新小岩公園・平井大橋地
区

葛飾区西新小岩 232,808 134,607 46,378

63,062 5.14 0.8119 亀戸・大島・小松川地区
江東区大島
江戸川区小松
川、平井

494,664 323,970
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区 町丁 町丁数

２３．　江戸川区
■避難場所

番号 避難場所名称 所在地
区域面積

(㎡)
避難有効面積

(㎡)

地区割当 避難計画
人口（人）

一人当たり
避難有効面
積(㎡/人)

最遠距離
(km)

222
江戸川スポーツランド周
辺一帯

江戸川区下篠崎
町、東篠崎、南
篠崎町

224,912 109,836 江戸川区  

江戸川一丁目、上篠崎四丁目、鹿骨二丁目、
篠崎町一丁目、篠崎町二丁目、篠崎町三丁
目、篠崎町四丁目、篠崎町五丁目、篠崎町六
丁目、篠崎町七丁目、篠崎町八丁目、下篠崎
町、新堀一丁目、新堀二丁目、春江町一丁
目、春江町二丁目、東篠崎一丁目、東篠崎二
丁目、東篠崎町、東瑞江一丁目、東瑞江三丁
目の一部、瑞江一丁目、瑞江二丁目、瑞江三
丁目、瑞江四丁目、南篠崎町一丁目、南篠崎
町二丁目、南篠崎町三丁目、南篠崎町四丁
目、南篠崎町五丁目、谷河内一丁目及び谷河
内二丁目

32 88,333 1.24 2.8

葛飾区    
新小岩二丁目、新小岩三丁目、新小岩四丁
目、東新小岩一丁目、東新小岩二丁目、東新
小岩三丁目及び東新小岩四丁目

7

江戸川区  
興宮町、上一色一丁目、上一色二丁目、上一
色三丁目、本一色一丁目、本一色二丁目、本
一色三丁目、松本一丁目及び松本二丁目

9

227 都立江戸川高校一帯
江戸川区中央、
松島

75,629 39,637 江戸川区  

大杉一丁目、大杉二丁目、大杉三丁目、大杉
四丁目、大杉五丁目、中央一丁目、中央二丁
目、中央三丁目、中央四丁目、松島一丁目及
び松島二丁目の一部

11 30,432 1.30 1.4

236 都営平井アパート一帯 江戸川区平井 67,806 46,380 江戸川区  
平井二丁目、平井三丁目、平井五丁目の一部
及び平井六丁目の一部

4 15,419 3.01 0.8

225 私学事業団総合運動場 葛飾区東新小岩 64,473 49,533 46,011 1.08 1.9
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番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口

328 西葛西地区 江戸川区
中葛西三丁目、中葛西四丁目、西葛西二丁目、西葛西三丁目、西葛西四丁目及び
西葛西五丁目

139 34,966

２３． 江戸川区
■地区内残留地区
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④避難道路

避難道路系統図       　　　　　　　  
                                          　　　　　  ※道路名右側の【　】は道路通称名を表す。

                                           　　　　　 道路名下側の（　）は道路始点を表す。

番号 避難場所名 利 用 区 延長(km)

28 上野公園一帯 台　　東 ①系統 ７．５
特例都道上野月島線

（台東区西浅草一丁目）

主要地方道環状三号線【言問通り】
（台東区浅草三丁目）

一般国道４号【昭和通り】
（台東区三ノ輪二丁目）

特例都道神田白山線
（台東区東上野三丁目)

主要地方道御徒町小岩線【蔵前橋通り】 一般国道４号【昭和通り】
（台東区浅草橋三丁目） （台東区台東一丁目）

台　　東 ②系統 ３．３
主要地方道環状三号線【言問通り】 区道６３号

荒　　川 主要地方道上野尾竹橋線 (台東区上野桜木一丁目) (台東区上野桜木一丁目)
(荒川区東日暮里三丁目)

主要地方道環状三号線【言問通り】
(台東区根岸一丁目)

区道６７号 特例都道神田白山線
(台東区根岸一丁目) (台東区上野七丁目)

区道６２号
（台東区上野公園）

避 難 道 路 系 統 図
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番号 避難場所名 利 用 区 延長(km)

39 大井競馬場・しながわ区民公園 品　　川 ③系統 ２．２
区道準幹線３２号 区道幹線一級７号

(品川区西大井六丁目） (品川区西大井一丁目)

44 平和島地区 大　　田 ④系統 ５．１
一般国道１５号【第一京浜】

（大田区大森西三丁目）
主要地方道環状七号線

（大田区北馬込二丁目）

大　　田 ⑤系統 ３．５
特例都道東品川下丸子線【池上通り】 区道７－８７号 区道主要５２号

（大田区山王一丁目） （大田区山王二丁目） (大田区大森北一丁目)

区道主要５０号
（大田区山王一丁目）

一般国道１５号【第一京浜】
(大田区大森本町一丁目)

区道１５－１号
(大田区大森本町一丁目)

一般国道１５号【第一京浜】
（大田区大森北三丁目）

避 難 道 路 系 統 図
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番号 避難場所名 利 用 区 延長(km)

52 多摩川河川敷 ・ガス橋一帯 大　　田 ⑥系統 ４．８
区道主要２７号

（大田区仲池上一丁目）

区道主要３２号 区道主要５７号 区道主要３４号 区道４－１４２号
(大田区久が原四丁目) (大田区千鳥一丁目) (大田区千鳥一丁目) (大田区千鳥三丁目)

特例都道東品川下丸子線【池上通り】 区道４－４３号
(大田区千鳥三丁目) (大田区千鳥一丁目)

主要地方道環状八号線 主要地方道大田調布線 一般都道大田神奈川線
（大田区鵜の木一丁目） (大田区千鳥三丁目) (大田区下丸子一丁目)

64 明治神宮・代々木公園一帯 渋　　谷 ⑦系統 ４．３
特例都道鮫洲大山線【中野通り】

（渋谷区幡ケ谷三丁目）

一般国道２０号【甲州街道】 区道８６０号
（渋谷区笹塚二丁目） (渋谷区代々木三丁目)

73 明大和泉校舎一帯 世 田 谷 ⑧系統 １．９
主要地方道環状七号線 一般国道２０号【甲州街道】

杉　　並 （杉並区方南一丁目） (世田谷区大原二丁目)

89 桐ケ丘・赤羽台・西が丘地区 北 ⑨系統 ４．４
主要地方道環状六号線【山手通り】 一般国道１７号【中仙道】

板　　橋 （板橋区大山東町） (板橋区氷川町)

一般国道１７号【中仙道】 主要地方道環状七号線
（板橋区小豆沢二丁目） (板橋区本町)

特例都道本郷赤羽線
(北区西が丘二丁目)

避 難 道 路 系 統 図
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番号 避難場所名 利 用 区 延長(km)

101 城北中央公園一帯 板　　橋 ⑩系統 ２．５
一般国道２５４号【川越街道】 区道２１－０６９号 主要区道２６号

練　　馬 （板橋区大谷口上町） (板橋区桜川三丁目) (練馬区氷川台一丁目)

105 大泉中央公園一帯 練　　馬 ⑪系統 ３．５
主要区道３９号 主要区道６３号【長久保通り】 一般都道東京朝霞線

（練馬区東大泉四丁目） (練馬区大泉学園町七丁目) (練馬区大泉学園町八丁目)

117 篠崎公園 江 戸 川 ⑫系統 ３．５
一般国道１４号【千葉街道】

（江戸川区南小岩五丁目）
主要地方道王子金町市川線(柴又街道)

（江戸川区東小岩四丁目）

一般国道１４号【千葉街道】
（江戸川区東小岩三丁目）

136 都立尾久の原公園一帯 北 ⑬系統 ３．１
主要地方道王子千住夢の島線

荒　　川 （荒川区荒川六丁目）

主要地方道王子千住夢の島線【明治通り】 主要地方道台東川口線 区道２７１号
（荒川区西日暮里六丁目） (北区田端新町二丁目) (荒川区東尾久八丁目)

　１１箇所 １１区 １３系統 総延長
４９．６km

避 難 道 路 系 統 図
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