指定避難所(二次避難所)
NO 施設名

住所

管理担当連絡先 避難対象地区

1 桃井小学校

大手町二丁目１６－４

027-221-3466

2 中川小学校

三河町２丁目１－３

027-224-3819

3 敷島小学校

昭和町１丁目２２－８

027-231-2634

4 城南小学校

六供町１丁目１３－２

027-221-2789

5 城東小学校

城東町１丁目３５－７

027-231-2251

6 若宮小学校

若宮町４丁目１２－２４

027-231-3881

7 天川小学校

文京町３丁目１８－４

027-221-5991

8 岩神小学校

岩神町４丁目４－１

027-231-6162

9 第一中学校

南町１丁目２０－５

027-224-7731

10 第三中学校

平和町２丁目１３－２４

027-231-1405

11 みずき中学校 日吉町３丁目９－２

027-231-3575

12 第五中学校

027-221-5975

文京町３丁目２０－５

グリーンドー
岩神町１丁目２－１
ム前橋
14 市民文化会館 南町三丁目６２－１
15 広瀬小学校
広瀬町３丁目１９
13

16 山王小学校

山王町１６０－１

17 わかば小学校 朝倉町１６５－１
18 上川淵小学校 朝倉町４６６
19 第七中学校

宮地町２６０－１

20 春日中学校
上佐鳥町２０７
前橋市民体育
21
上佐鳥町４６０-７
館
22 広瀬中学校
後閑町４３７－１
23 下川淵小学校 鶴光路町３８－１
24 芳賀小学校

勝沢町７１９

25 芳賀中学校

鳥取町７９６

26 桂萱小学校
上泉町１７８
27 桃木小学校
上沖町７３２－１
28 桂萱東小学校 堤町４７１
29 桃瀬小学校

西片貝町３丁目３４３

30 桂萱中学校

上泉町１７５

大手町一丁目、大手町二丁目 、大 手町 三丁
目、本町一丁目、本町二丁目 、紅 雲町 一丁
目、紅雲町二丁目、千代田町一丁目、千代田
町二丁目、千代田町三丁目、 千代 田町 四丁
目、千代田町五丁目
本町三丁目、三河町一丁目、三河町二丁目、
朝日町一丁目、朝日町二丁目 、朝 日町 三丁
目、朝日町四丁目
昭和町一丁目、昭和町二丁目 、昭 和町 三丁
目、下小出町一丁目、下小出町二丁目（国道
17号以西）
南町四丁目、六供町、六供町一丁目、六供町
四丁目
城東町一丁目、城東町二丁目 、城 東町 三丁
目、城東町四丁目、城東町五丁目、日吉町一
丁目、日吉町二丁目、三俣町一丁目、三俣町
二丁目
若宮町三丁目、若宮町四丁目 、国 領町 一丁
目、国領町二丁目
文京町一丁目、文京町二丁目 、文 京町 三丁
目、天川原町、天川原町一丁目
岩神町三丁目、岩神町四丁目、敷島町、緑が
丘町、上小出町一丁目、上小出町二丁目
表町一丁目、表町二丁目、南町一丁目、南町
二丁目、南町三丁目
住吉町一丁目、住吉町二丁目 、平 和町 一丁
目、平和町二丁目、岩神町一丁目、岩神町二
丁目
日吉町三丁目、日吉町四丁目 、若 宮町 一丁
目、若宮町二丁目、三俣町三丁目
文京町四丁目、天川大島町一丁目、天川大島
町(北部)、天川町

027-235-2000 避難対象地区を定めてない。
027-221-4321 避難対象地区を定めてない。
027-263-2236 広瀬町三丁目、西善町（北部）
山王町、山王町一丁目、山王町二丁目、中内
027-266-5171
町、東善町、西善町（東部）
朝倉町一丁目、朝倉町二丁目 、朝 倉町 三丁
027-261-7775
目、朝倉町四丁目
027-265-0650 朝倉町、後閑町
下佐鳥町、宮地町、公田町、 亀里 町、 房丸
027-265-0946
町、西善町（西部）
027-265-1941 上佐鳥町、橳島町
027-265-0900 避難対象地区を定めてない。
027-265-3755 広瀬一丁目、広瀬町二丁目
横手町、鶴光路町、新堀町、下阿内町、力丸
027-265-0656
町、徳丸町、下川町
勝沢町、鳥取町、小神明町、端気町、高花台
027-269-5826
一丁目
小坂子町、五代町、高花台二丁目、嶺町、金
027-269-5829
丸町
027-231-3015 上泉町
027-233-2963 上沖町、下沖町、幸塚町
027-269-0935 亀泉町、荻窪町、堀之下町、堤町、江木町
東片貝町、西片貝町三丁目、 西片 貝町 四丁
027-224-5790 目、西片貝町五丁目、天川大島町二丁目、天
川大島町三丁目、野中町
027-231-3066 西片貝町一丁目、西片貝町二丁目、石関町

指定避難所(二次避難所)
NO 施設名

住所

31 東小学校
箱田町１４５２－１
32 大利根小学校 大利根町２丁目１２－１
33 新田小学校
上新田町１１６０

管理担当連絡先 避難対象地区

027-251-6421 箱田町、後家町、江田町
027-252-8111 大利根町一丁目、大利根町二丁目
027-252-1833 上新田町、下新田町
小相木町、小相木町一丁目、古市町、古市町
34 東中学校
光が丘町３
027-251-5491
一丁目、朝日が丘町、光が丘町、新前橋町
前箱田町、前箱田町二丁目、川曲町、稲荷新
35 箱田中学校
前箱田町３９６－１
027-252-5711
田町、青葉町
元総社町（国道17号以北、県道127号以南）、
元総社町１丁目３３－１
元総社一丁目、大友町一丁目 、大 友町 二丁
36 元総社小学校
027-251-2181
１
目、大友町三丁目、石倉町、石倉町二丁目、
石倉町三丁目、石倉町四丁目、石倉町五丁目
元総社南小学
元総社町（国道17号以南）、石倉町、石倉町
37
元総社町８０－２
027-251-2790
校
一丁目、石倉町二丁目、下石倉町、鳥羽町
総社町総社（県道15号以南）、元総社町二丁
元総社北小学
38
総社町総社３１４９
027-253-0026 目、元総社町三丁目、問屋町一丁目、問屋町
校
二丁目
39 元総社中学校 総社町総社３０６０
027-253-5481 元総社町（県道127号以北）
総社町総社（JR上越線以東） 、総 社町 一丁
40 総社小学校
総社町総社１６２５
027-251-6662 目、総社町二丁目、総社町三丁目、大渡町一
丁目、大渡町二丁目
41 勝山小学校
総社町植野１２３
027-253-2456 総社町植野、総社町桜が丘
総 社 町 総 社 （ JR 上 越 線 以 西 、 県 道 15 号 以
42 第六中学校
総社町総社１７６２－１ 027-251-6661 北）、総社町高井、高井町一丁目、総社町四
丁目
北 代 田 町 、 下 小 出 町 二 丁 目 （ 国 道 17 号 以
43 細井小学校
下細井町６７－１
027-231-1780
東）、龍蔵寺町、下小出町三丁目
荒牧町、荒牧町一丁目、日輪寺町、川端町、
44 桃川小学校
荒牧町１丁目４６－１１ 027-231-1779
田口町（国道17号以東）、関根町一丁目
荒牧町二丁目、荒牧町三丁目 、荒 牧町 四丁
45 荒牧小学校
荒牧町４丁目９－２
027-233-3080 目、田口町（国道17号以西） 、関 根町 二丁
目、関根町三丁目、川原町
027-231-5351 上小出町三丁目、青柳町、南橘町
46 南橘中学校
荒牧町９７５
027-234-5757 上細井町、下細井町
47 鎌倉中学校
上細井町２１３０
48 清里小学校
青梨子町４４６
027-251-9006 池端町、上青梨子町、青梨子町、清野町
上大島町、女屋町、上長磯町、東上野町、天
49 永明小学校
上大島町６５５
027-261-0409
川大島町（南部）
50 駒形小学校
駒形町１１７２
027-266-0028 駒形町、下増田町
51 荒子小学校
荒子町１２４０
027-268-2913 下大屋町、泉沢町、富田町、神沢の森
52 大室小学校
西大室町２８１７
027-268-2900 西大室町、東大室町
53 二之宮小学校 二之宮町１８４１
027-268-2251 飯土井町、新井町、二之宮町
54 笂井小学校
笂井町１１６０
027-266-0068 笂井町、小屋原町、上増田町
027-266-0069 小島田町、下長磯町、下大島町
55 木瀬中学校
小屋原町１８１１－１
027-268-2004 荒口町、荒子町、今井町、鶴ヶ谷町
56 荒砥中学校
荒子町１３３８
57 大胡小学校
堀越町１１６１
027-283-2064 茂木町、大胡町
58 滝窪小学校
滝窪町１８５－１
027-283-2056 滝窪町、横沢町
滝窪小学校金
59
東金丸町１３６－１
027-283-4420 東金丸町
丸分校
60 大胡東小学校 河原浜町８７０－１
027-280-2332 河原浜町、樋越町、上大屋町
61 大胡中学校
堀越町１１５２
027-283-2004 堀越町
62 大胡公民館
河原浜町４８０
027-283-0118 ※土砂災害の恐れがある場合に開設
鼻毛石町（県道101号以南）、大前田町、馬場
63 宮城小学校
鼻毛石町１５０７－１
027-283-2327
町
鼻毛石町（県道101号以北）、柏倉町、市之関
64 宮城中学校
鼻毛石町１５６４－１
027-283-2326
町、三夜沢町、苗ヶ島町
65 宮城公民館
鼻毛石町１７１１－８
027-283-6886 ※土砂災害の恐れがある場合に開設
粕川町稲里、粕川町新屋、粕川町込皆戸、粕
66 粕川小学校
粕川町女渕５２１－２
027-285-2004
川町深津、粕川町女渕
67 月田小学校
粕川町月田２７３－１
027-285-2011 粕川町中之沢、粕川町室沢、粕川町月田

指定避難所(二次避難所)
NO 施設名

住所

管理担当連絡先 避難対象地区
粕川町西田面、粕川町前皆戸、粕川町上東田
027-285-2027 面、粕川町下東田面、粕川町一日市、粕川町
中、粕川町膳
027-285-3311 ※土砂災害の恐れがある場合に開設

68 粕川中学校

粕川町西田面１３８

69 粕川公民館

粕川町西田面１９４－４
富士見町原之郷１９３３
027-288-2022 富士見町横室､富士見町原之郷､富士見町米野
－１
富士見町時沢３１６４－
027-288-2009 富士見町時沢､富士見町小暮（南部）
１
富士見町石井(天神平を除く)､富士見町市之木
富士見町石井５４６－１ 027-288-2615
場､富士見町山口
富士見町小暮２４２５－
富士見町赤城山（南部）､富士見町皆沢､富士
027-288-2624
６３
見町石井（天神平）富士見町小暮（北部）

70 原小学校
71 時沢小学校
72 石井小学校
73 白川小学校
74

赤城少年自然
富士見町赤城山１－２
の家

75 富士見中学校 富士見町田島９５４－１
76 富士見公民館 富士見町田島８６６－１

027-287-8227 富士見町赤城山（大洞）
富士見町田島､富士見町引田､富士見町小沢､富
士見町漆窪
027-288-6111 ※土砂災害のおそれがある場合に開設
027-288-2620

