
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



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

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

港南、東品川地区311 103 3,231

29,154340青海、東八潮、台場地区313
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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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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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