
地震時に各自治会が避難を予定している指定避難所
＊洪水時の避難先については「荒川氾濫の恐れがあるときの指定緊急避難場所兼指定避難所」を参照

No. 地区名 単位自治会名 指定避難所① 指定避難所② 指定避難所③

1 指扇地区 五味貝戸自治会 大宮西小学校

2 指扇地区 下郷自治会 土屋中学校

3 指扇地区 新屋敷自治会 土屋中学校

4 指扇地区 宿自治会 指扇小学校 指扇中学校

5 指扇地区 大宮けやき台自治会 土屋中学校

6 指扇地区 ライオンズマンション大宮指扇第２自治会 指扇小学校

7 指扇地区 サニーホーム大宮自治会 栄小学校

8 指扇地区 県営大宮指扇団地自治会 栄小学校

9 指扇地区 指扇向自治会 土屋中学校

10 指扇地区 中郷自治会 指扇小学校 指扇中学校

11 指扇地区 上郷自治会 指扇小学校

12 指扇地区 赤羽根自治会 指扇小学校 土屋中学校

13 指扇地区 別所自治会 指扇小学校

14 指扇地区 琵琶島平自治会 土屋中学校

15 指扇地区 指扇台自治会 指扇小学校 土屋中学校

16 指扇地区 指扇住友自治会 指扇小学校

17 指扇地区 ライオンズマンション大宮指扇自治会 指扇小学校

18 指扇地区 ユーアイコーポ大宮指扇自治会 指扇小学校

19 指扇地区 オーベル大宮指扇自治会 指扇小学校 土屋中学校

20 指扇地区 コスモ大宮指扇自治会 指扇小学校 土屋中学校

21 指扇地区 下宝来自治会 指扇小学校

22 指扇地区 中宝来自治会 健康福祉センター西楽園 ※１　指扇中学校

23 指扇地区 穂積自治会 健康福祉センター西楽園 ※１　指扇北小学校

24 指扇地区 峰岸自治会 健康福祉センター西楽園 ※１　指扇北小学校

25 指扇地区 指扇領辻自治会 健康福祉センター西楽園 ※１　指扇北小学校

26 指扇地区 宝来大宮ハイツ自治会 健康福祉センター西楽園 ※１　指扇小学校

27 指扇地区 県営大宮宝来団地自治会 指扇小学校

28 指扇地区 ライオンズガーデン大宮指扇自治会 健康福祉センター西楽園 ※１　指扇北小学校

29 指扇地区 ガーテ大宮指扇自治会 指扇小学校

30 指扇地区 秋葉自治会 指扇北小学校

31 指扇地区 中釘自治会 指扇北小学校

32 指扇地区 高木木ノ下自治会 指扇北小学校

33 指扇地区 高木自治会 指扇小学校

34 指扇地区 さしおうぎ団地自治会 指扇北小学校

35 指扇地区 ハイマート大宮自治会 指扇小学校

36 指扇地区 太陽ヶ丘自治会 指扇北小学校

37 指扇地区 滝沼自治会 指扇小学校

38 指扇地区 高木北貝戸自治会 指扇北小学校

39 指扇地区 高木阿弥陀寺自治会 指扇北小学校

40 指扇地区 高木末広自治会 指扇北小学校

41 指扇地区 天神自治会 指扇北小学校

42 指扇地区 清河寺南部自治会 指扇中学校

43 指扇地区 清河寺北部自治会 指扇中学校

44 指扇地区 内野本郷自治会 宮前中学校 日進北小学校

45 指扇地区 西新井自治会 指扇北小学校

46 指扇地区 西新井団地自治会 指扇北小学校

47 指扇地区 内野本郷共栄自治会 日進北小学校

※１　健康福祉センター西楽園の中規模改修工事期間中（令和３年１２月から令和５年２月までを予定）における避難先



地震時に各自治会が避難を予定している指定避難所
＊洪水時の避難先については「荒川氾濫の恐れがあるときの指定緊急避難場所兼指定避難所」を参照

No. 地区名 単位自治会名 指定避難所① 指定避難所② 指定避難所③

48 馬宮地区 二ツ宮上区自治会 馬宮中学校

49 馬宮地区 二ツ宮中区自治会 馬宮中学校

50 馬宮地区 二ツ宮下区自治会 馬宮中学校

51 馬宮地区 二ツ宮東区自治会 馬宮中学校

52 馬宮地区 二ツ宮南区自治会 馬宮中学校

53 馬宮地区 西遊馬本村自治会 大宮武蔵野高等学校

54 馬宮地区 西遊馬上サ自治会 大宮武蔵野高等学校

55 馬宮地区 西遊馬高木自治会 大宮武蔵野高等学校

56 馬宮地区 西遊馬仲野自治会 大宮武蔵野高等学校

57 馬宮地区 指扇住宅自治会 大宮武蔵野高等学校

58 馬宮地区 西遊馬団地自治会 大宮武蔵野高等学校

59 馬宮地区 湯木町自治会 馬宮西小学校

60 馬宮地区 飯田新田自治会 馬宮西小学校

61 馬宮地区 馬宮団地自治会 馬宮西小学校

62 馬宮地区 塚本町自治会 馬宮西小学校

63 馬宮地区 宿東間自治会 馬宮東小学校

64 馬宮地区 土屋自治会 馬宮東小学校 土屋中学校

65 馬宮地区 土屋大宮ハイツ自治会 大宮武蔵野高等学校

66 馬宮地区 大宮プラザ自治会 栄小学校 土屋中学校

67 内野地区 三橋５丁目自治会 大宮西小学校 三橋総合公園体育館

68 内野地区 三橋６丁目自治会 大宮西中学校

69 内野地区 シティハイツ三橋自治会 大宮西中学校

70 内野地区 大宮三橋西団地自治会 大宮西中学校

71 内野地区 宮前町一丁目自治会 宮前小学校 大宮西中学校

72 内野地区 宮前町二丁目自治会 宮前中学校

73 植水地区 島根自治会 大宮南高等学校

74 植水地区 三条町自治会 植水中学校 大宮南高等学校

75 植水地区 植田谷本自治会 植水小学校

76 植水地区 加茂川団地自治会 植水小学校 大宮南高等学校

77 植水地区 中野林自治会 植水小学校 植水中学校 大宮光陵高等学校

78 植水地区 中野林南区自治会 植水中学校

79 植水地区 飯田自治会 馬宮中学校 大宮光陵高等学校

80 植水地区 水判土自治会 大宮西小学校

81 植水地区 佐知川下自治会 大宮西小学校 栄小学校

82 植水地区 佐知川団地自治会 大宮西小学校

83 植水地区 佐知川上自治会 栄小学校 馬宮中学校


