
災害（洪水以外）時の避難先（自治会別）

№ 自治会名 地区 指定避難所① 指定避難所② 指定避難所③ 指定避難所④ 指定避難所⑤

1 北袋町１丁目自治会 南部 大宮南中学校

2 北袋町一丁目東自治会 南部 大宮南中学校

3 北袋養和自治会 南部 大宮南中学校

4 北袋町２丁目自治会 南部 大宮南中学校 大原中学校

5 吉敷町１丁目自治会 南部 大宮南小学校

6 吉敷町２丁目自治会 南部 大宮南小学校

7 吉敷町三丁目自治会 南部 大宮南小学校

8 吉敷町４丁目自治会 南部 大宮南小学校

9 浅間町二丁目自治会 南部 大宮南小学校

10 天沼町２丁目東部自治会 南部 芝川小学校 大宮高等学校

11 天沼町二丁目中部自治会 南部 大宮高等学校

12 天沼２丁目西部自治会 南部 大宮高等学校

13 天沼台みな月会 南部 大宮南中学校

14 平和台自治会 南部 大宮南中学校

15 大原六丁目自治会 南部 大宮南中学校

16 大原七丁目北部睦会 南部 大宮高等学校

17 下木崎団地自治会 南部 大宮南中学校

18 造幣局宿舎自治会 南部 大宮高等学校

19 シントシティ自治会 南部

20 大門町１丁目自治会 中部 大宮小学校

21 大門町２丁目自治会 中部 大宮小学校

22 大門町３丁目自治会 中部 大宮小学校

23 仲町１丁目仲和会 中部 大宮小学校

24 仲町２丁目睦会 中部 大宮小学校

25 仲町三丁目自治会 中部 大宮小学校

26 浅間町一丁目自治会 中部 大宮小学校 大宮東中学校

27 下町明美会 中部 大宮小学校 大宮東中学校

28 宮町１丁目自治会 中部 大宮小学校

29 東町１丁目自治会 中部 大宮小学校 大宮東中学校

30 東町二丁目自治会 中部 大宮東中学校

31 天沼１丁目東部自治会 中部 大宮東中学校 第二東中学校 芝川小学校

32 天沼町１丁目中部自治会 中部 大宮東中学校

33 天沼町一丁目西部自治会 中部 大宮東中学校

34 天沼町１丁目睦自治会 中部 大宮東中学校 第二東中学校

35 恒陽大宮公園マンション自治会 中部 大宮東中学校

36 グランドミッドタワーズ大宮自治会 中部 大宮小学校

37 宮町２丁目自治会 北部 大宮北小学校

38 宮町三丁目自治会 北部 大宮北小学校

39 宮町４丁目自治会 北部 大宮北小学校

40 宮町五丁目自治会 北部 大宮北小学校

41 土手町１丁目自治会 北部 大宮北小学校 大宮北中学校



災害（洪水以外）時の避難先（自治会別）

№ 自治会名 地区 指定避難所① 指定避難所② 指定避難所③ 指定避難所④ 指定避難所⑤

42 土手町２丁目自治会 北部 大宮北小学校

43 土手町３丁目自治会 北部 大宮北小学校 大宮北中学校

44 高鼻町１丁目自治会 北部 大宮北小学校

45 高鼻町三丁目町内会 北部 大宮北中学校

46 桜木町１丁目第１自治会 桜木

47 桜木町１丁目第２自治会 桜木 桜木小学校

48 桜木町１丁目第３自治会 桜木 桜木小学校

49 桜木町２丁目第１区自治会 桜木 桜木中学校

50 桜木町２丁目第２区自治会 桜木 桜木中学校

51 桜木町２丁目第３区自治会 桜木 桜木中学校

52 桜木町２丁目第４区自治会 桜木 桜木中学校

53 桜木町三丁目自治会 桜木 桜木中学校 大成中学校

54 桜木町四丁目自治会 桜木 桜木小学校 桜木中学校 上小小学校

55 桜木町４丁目東自治会 桜木 桜木小学校

56 桜木町４丁目北部自治会 桜木 桜木中学校

57 セントラルスウィート大宮桜木町自治会 桜木 桜木小学校

58 三橋一丁目自治会 三橋 三橋小学校 三橋中学校

59 三橋二丁目自治会 三橋 三橋小学校 三橋中学校 大宮国際中等教育学校

60 三橋三丁目自治会 三橋 いずみ高等学校

61 三橋四丁目自治会 三橋 大宮国際中等教育学校

62 上小町自治会 三橋 桜木小学校 桜木中学校 三橋小学校 上小小学校 いずみ高等学校

63 県営三橋団地自治会 三橋 三橋小学校 三橋中学校
三橋総合運動
公園体育館

64 大成町１丁目八幡自治会 大成 大成中学校

65 大成町二丁目自治会 大成 大成小学校 大成中学校

66 大成町３丁目八雲自治会 大成 大成小学校

67 櫛引町１丁目自治会 大成 大成小学校 大成中学校 三橋小学校 日進中学校

68 イーストハイム大成自治会 大成 大成小学校

69 堀の内町１丁目自治会 東部 大宮東小学校 大宮東中学校

70 堀の内町２丁目自治会 東部 大宮東小学校

71 堀の内町三丁目町内会 東部 大宮東小学校

72 堀の内グランドシティ自治会 東部 芝川小学校 大宮東小学校 第二東中学校

73 堀の内町１丁目芝川自治会 東部 第二東中学校

74 高鼻町二丁目自治会 東部 大宮東小学校

75 寿能町一丁目町会 東部 大宮北中学校

76 寿能団地自治会 東部 大宮北中学校

77 寿能町２丁目自治会 東部 大宮北中学校

78 大宮公園駅前ハイツ自治会 東部 大宮北中学校


