
1 富屋地区市民センター 徳次郎町80-2 ○
2 富屋小学校 徳次郎町66-１
3 晃陽中学校 徳次郎町1964
4 上金井町公民館 上金井町416
5 上横倉町集会所 上横倉町618
6 大網町公民館 大網町270
7 下金井町公民館 下金井町163
8 金井町自治会館 下金井町485-3
9 下町生活協同館 徳次郎町629-1
10 西根公民館 徳次郎町1173
11 中町公民館 徳次郎町2143
12 上町公民館 徳次郎町3110
13 篠井地区市民センター 下小池町466-１ ○
14 篠井小学校 下小池町569-37
15 六本木公民館 石那田町130
16 仲根公民館 石那田町1143-2
17 岡坪公民館 石那田町1508
18 原坪多目的研修集会施設 石那田町1788-5
19 上小池町公民館 上小池町500
20 下小池第一多目的研修集会施設 下小池町133
21 中篠井公民館 篠井町804-2
22 上篠井自治公民館 篠井町1382-1
23 下篠井公民館 篠井町1948
24 上河内地区市民センター 中里町181-3 ○
25 上河内中央小学校 中里町201-1 ○
26 上河内東小学校 下小倉町1302 ⚠ 洪水浸水想定区域内
27 上河内西小学校 関白町471
28 上河内中学校 中里町162
29 上河内体育館 中里町182-1
30 西芦沼公民館 芦沼町2757
31 今里集落センター 今里町903
32 上田公民館 上田町849-2
33 金田多目的集会施設 金田町796
34 高松公民館 高松町314-2
35 中里原利用施設 中里町389
36 謡辻公民館 宮山田町993地先
37 小室公民館 宮山田町2692
38 国本地区市民センター 宝木本町1868-１ ○
39 国本中央小学校 宝木本町1864-１
40 国本西小学校 新里町丁292
41 晃宝小学校 宝木本町1263-１ ○
42 国本中学校  新里町丁1608-19
43 新里一区北部公民館 新里町甲786
44 神郷公民館 新里町乙314-2
45 沢公民館 新里町乙624-1
46 三区畑中公民館 新里町丙864
47 藤本公民館 新里町丁296
48 河内地区市民センター 中岡本町3221-4 ○
49 岡本コミュニティプラザ 下岡本町1954-10
50 田原コミュニティプラザ 上田原町1
51 岡本小学校 中岡本町2623 ⚠ 土砂災害警戒区域内
52 岡本北小学校 中岡本町2481-1 ⚠ 土砂災害警戒区域内
53 岡本西小学校 中岡本町3709-2
54 田原小学校 上田原町355
55 田原西小学校 立伏町8-1
56 白沢小学校 白沢町1643 ⚠ 土砂災害警戒区域内
57 河内中学校 中岡本町3743 ○
58 古里中学校 中岡本町3130 ⚠ 土砂災害警戒区域内
59 田原中学校 下田原町1722 ○
60 河内体育館 中岡本町3225
61 叶谷公民館 叶谷町323-1
62 逆面公民館 逆面町291-5
63 グリーンタウン自治会公民館 立伏町462-117
64 台岡本二区公民館 中岡本町2498
65 駅前第一区公民館 下岡本町4150-1
66 釜根公民館 下岡本町5312-1
67 自由ヶ丘公民館 上田原町1079

洪水・土砂

災害時
備考

富屋

篠井

上河内

国本

河内

「指定緊急避難場所」及び「指定避難所」一覧

地区 NO. 施設・場所名 住所

「⚠」の施設は，洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置するため，災害種別によっては使用不可となります。
「○」の施設は，洪水や土砂災害など風水害のおそれがある場合に，優先的に開設します。

「洪水・土砂災害時の開設」について

その他の施設は，災害や避難の発生状況などを踏まえた上で，必要に応じて開設します。

指定避難所

広域避難場所

洪水時は使用不可

土砂災害時は使用不可
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68 城山地区市民センター 大谷町1059-5 ○
69 城山中央小学校 大谷町1402 ⚠ 土砂災害警戒区域内
70 城山西小学校 古賀志町583 ⚠ 土砂災害警戒区域内
71 城山東小学校 駒生町2360 ○
72 明保小学校 下荒針町3456-2 ○
73 城山中学校 大谷町1423 ○
74 自然休養村管理センター 福岡町1074-1
75 下飯田公民館 飯田町405
76 上飯田公民館 飯田町914-1
77 立岩自治公民館 大谷町110
78 瓦作公民館 大谷町801
79 大谷公民館 大谷町1225
80 荒針公民館 大谷町1318
81 田下町公民館 田下町236
82 田野町公民館 田野町746-9
83 中福岡集会所 福岡町1161-4
84 上古賀志公民館 古賀志町1615
85 豊郷地区市民センター 岩曽町825-１ ○
86 豊郷中央小学校 関堀町337 ○
87 豊郷南小学校 竹林町532 ○
88 豊郷北小学校 横山町411-3 ⚠ 土砂災害警戒区域内
89 海道小学校 海道町35-1
90 豊郷中学校 関堀町350 ⚠ 浸水リスク想定図 浸水想定区域内
91 岩本町公民館 岩本町478
92 瓦谷町上公民館 瓦谷町631-1 ⚠ 浸水リスク想定図 浸水想定区域内
93 瓦谷町下公民館 瓦谷町818-2 ⚠ 浸水リスク想定図 浸水想定区域内
94 関堀町上公民館 関堀町760
95 豊郷台二丁目自治会館 豊郷台2-39-1
96 富士見が丘自治会館 富士見が丘2-16-7
97 山本町公民館 山本1-8-16
98 ニュー富士見ヶ丘団地公民館 横山1-21-18
99 ニュー富士見ローズタウン公民館 横山3-21-24
100 横山町下公民館 横山町441-3
101 横山町上公民館 横山町1385
102 石井小学校 石井町1213 ○
103 陽東中学校 石井町2800-42
104 石井地域コミュニティセンター 石井町1213
105 宇都宮東高等学校 石井町3360-1

明保 106 明保地域コミュニティセンター 鶴田町3668-36
107 泉が丘小学校 泉が丘７-12-14
108 泉が丘中学校 泉が丘4-11-40
109 泉が丘地域コミュニティセンター 泉が丘７-12-14
110 東市民活動センター 中今泉3-5-1 ○
111 今泉小学校 元今泉1-7-29
112 今泉地域コミュニティセンター 元今泉１-７-29
113 宇都宮市体育館 元今泉5-6-18
114 駅東公園 元今泉5-6-18
115 宇都宮白楊高等学校 元今泉8-2-1
116 西市民活動センター 西一の沢町17-32
117 桜小学校 桜3-2-22
118 陽西中学校 陽西町１-16
119 桜地域コミュニティセンター 桜3-2-22
120 宇都宮文星女子高等学校 北一の沢町24-35
121 作新学院 一の沢1-1-41
122 文星芸術大学附属高等学校 睦町1-4
123 宇都宮短期大学附属高等学校 睦町1-35
124 栃木県中央公園 睦町2-50
125 城東小学校 城東2-5-17 ○
126 城東地域コミュニティセンター 城東2-23-1
127 昭和小学校 戸祭元町１-15 ○
128 星が丘中学校 星が丘2-3-31
129 昭和地域コミュニティセンター 戸祭町3043-１
130 宇都宮競輪場駐車場 東戸祭1-2-7
131 八幡山公園 塙田5-2-70 ⚠ 土砂災害警戒区域内
132 栃木県庁昭和館（駐車場の使用不可） 塙田1-1-20 ○
133 宝木小学校 駒生町3364-29
134 西が岡小学校 宝木町2-1075-12
135 宝木中学校 細谷町604
136 宝木地域コミュニティセンター 駒生町3364-29

城山

豊郷

石井

泉が丘

今泉

桜

城東
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宝木
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137 中央市民活動センター 中央１-１-13 ○
138 中央小学校 中央本町１-29 ○
139 旭中学校 天神１-１-42 ⚠ 洪水浸水想定区域内
140 中央地域コミュニティセンター 中央本町１-29
141 宇都宮市役所 旭1-1-5
142 宇都宮城址公園 本丸町地内
143 宇都宮二荒山神社 馬場通り1-1-1 ○
144 戸祭小学校 戸祭1-10-25
145 戸祭地域コミュニティセンター 戸祭１-10-25
146 宇都宮大学附属小・中学校 松原1-7-38
147 西小学校 西1-2-13 ○
148 西地域コミュニティセンター 西1-2-13
149 宇都宮地方裁判所 小幡1-1-38
150 錦小学校 錦2-7-15 ⚠ 洪水浸水想定区域内
151 陽北中学校 今泉町47-2 ○ 校庭の一部が洪水浸水想定区域内 安全確保の上使用
152 錦地域コミュニティセンター 今泉町143-6 ⚠ 洪水浸水想定区域内
153 錦中央公園 今泉町157 ⚠ 洪水浸水想定区域内
154 水上公園 錦３-1100-3 ⚠ 洪水浸水想定区域内
155 西原小学校 西原2-5-42 ○
156 一条中学校 京町9-25
157 西原地域コミュニティセンター 西原2-5-42
158 宇都宮女子高等学校 操町5-19
159 東小学校 東塙田１-6-14 ⚠ 洪水浸水想定区域内
160 東地域コミュニティセンター 東塙田1-6-14 ⚠ 洪水浸水想定区域内
161 宇都宮商業高等学校 大曽3-1-46 ⚠ 洪水浸水想定区域内
162 八幡台自治会コミュニティセンター 八幡台19-21
163 富士見小学校 鶴田町2708-3
164 富士見地域コミュニティセンター 鶴田町2708-3
165 明保野体育館 明保野町7-9
166 文化会館及び明保野公園 明保野町7-66
167 北市民活動センター 若草3-12-25 ○
168 細谷小学校 細谷1-4-38
169 上戸祭小学校 上戸祭町271-１
170 細谷・上戸祭地域コミュニティセンター 細谷1-4-38
171 宇都宮カンツリークラブ 上戸祭町3100
172 宇都宮中央女子高等学校 若草2-2-46
173 とちぎ福祉プラザ 若草1-10-6
174 南市民活動センター 江曽島2-4-23
175 緑が丘小学校 緑3-3-12
176 緑が丘地域コミュニティセンター 緑3-5-3
177 峰小学校 峰3-20-17 ○
178 峰地域コミュニティセンター 峰3-20-17
179 宇都宮大学(峰キャンパス) 峰町350
180 宮の原小学校 宮原4-1-14 ○
181 宮の原地域コミュニティセンター 宮原4-1-14
182 御幸小学校 御幸本町4638-１
183 御幸地域コミュニティセンター 御幸本町4638-１
184 青少年活動センター 今泉町3007 ○
185 御幸公園 平出工業団地13-1
186 御幸が原小学校 御幸ケ原町53-2
187 御幸が原地域コミュニティセンター 御幸ケ原53-2
188 簗瀬小学校 南大通り2-6-6 ⚠ 洪水浸水想定区域内
189 簗瀬地域コミュニティセンター 南大通り2-6-6 ⚠ 洪水浸水想定区域内
190 中央卸売市場 簗瀬町1493 ⚠ 洪水浸水想定区域内
191 陽光小学校 緑5-3-16
192 陽光地域コミュニティセンター 緑5-8-8
193 陽東小学校 陽東2-16-36 ○
194 陽東地域コミュニティセンター 陽東2-16-36
195 宇都宮大学（陽東キャンパス） 陽東7-1-2
196 陽南小学校 大和１-10-15
197 陽南中学校 陽南2-4-58 ○
198 陽南地域コミュニティセンター 大和１-10-15
199 宮原運動公園 陽南4-5-6
200 陽南第１公園 大塚町1
201 平石地区市民センター 下平出町158-１ ○
202 平石中央小学校 下平出町479 ○
203 平石北小学校 平出町1804 ○
204 ⿁怒中学校 平出町3764-10
205 平出工業団地公園 平出工業団地地内
206 北組公民館 平出町1505
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207 姿川地区市民センター 西川田町805-1 ○
208 姿川中央小学校 下砥上町121
209 姿川第一小学校 西川田本町3-11-15 ○
210 姿川第二小学校 砥上町52
211 姿川中学校 西川田町1038 ○
212 宮の原中学校 鶴田町261-3
213 宇都宮高等学校 滝の原3-5-70
214 横川地区市民センター 屋板町576-１ ⚠ 洪水浸水想定区域内
215 横川中央小学校 屋板町1072 ⚠ 洪水浸水想定区域内
216 横川東小学校 下栗町963 ○
217 横川西小学校 上横田町850 ○
218 横川中学校 屋板町143 ⚠ 洪水浸水想定区域内
219 サンアビリティーズ 屋板町251-１ ⚠ 洪水浸水想定区域内
220 瑞穂野地区市民センター 下桑島町1030-１ ⚠ 洪水浸水想定区域内
221 瑞穂野北小学校 下桑島町465 ⚠ 洪水浸水想定区域内
222 瑞穂野南小学校 西刑部町444 ⚠ 洪水浸水想定区域内
223 瑞穂台小学校 瑞穂１-22 ○
224 瑞穂野中学校 下桑島町1078 ○
225 清原地区市民センター 清原工業団地15-4 ○
226 清原中央小学校 道場宿町848 ⚠ 土砂災害警戒区域内
227 清原北小学校 板戸町1765 ⚠ 土砂災害警戒区域内
228 清原南小学校 上籠谷町1401
229 清原東小学校 氷室町1713-１
230 ゆいの杜小学校 ゆいの杜3-15-30
231 清原中学校 鐺山町231 ○
232 清原体育館 清原工業団地14
233 板戸町集落センター 板戸町1126-2
234 板戸町集落センター分館 板戸町1243
235 桑島町公民館 桑島町812 ⚠ 洪水浸水想定区域内
236 道場宿公民館 道場宿町1208-13 ⚠ 洪水浸水想定区域内
237 河岸組集会所 板戸町498 ⚠ 洪水浸水想定区域内
238 朝日ヶ丘公民館 鐺山町697-2
239 五代小学校 五代2-22-33
240 若松原中学校 若松原3-19-27
241 五代若松原地域コミュニティセンター 若松原3-19-27
242 雀宮地区市民センター 新富町9-4 ○
243 雀宮中央小学校 雀の宮3-10-13 ○
244 雀宮東小学校 下反町町256-１ ⚠ 洪水浸水想定区域内
245 雀宮南小学校 南町3-3
246 新田小学校 針ケ谷1-18-21
247 雀宮中学校 雀の宮7-28-16 ○
248 雀宮南地区学習等供用施設 南町6-3
249 雀宮体育館 南町6-3
250 宇都宮南高等学校 東谷町660-1 ⚠ 洪水浸水想定区域内
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