
避難所一覧 

避難所とは、地震や津波などの災害発生後、自宅で生活することができない人が一定期間避難

生活をする場所であり、災害時に必ず避難所へ避難するというものではありません。 

 津波浸水想定区域内にある自治会（※1） 

 土砂災害警戒区域内にある自治会（※2） 

 上記両方の区域内にある自治会（※3） 

※自治会の割り振りは、地区の協議で決められています。 

地区名 地区内自治会名 避難所名 

第一地区、 

第二地区の

一部 

上土町 末広町 八幡町 町方町 西条町 添地町 大手町 

上本通町 川廓町 志多町 本町一丁目 本町二丁目※1 
第一小学校 

真砂町 白銀町 錦丸子町 第一中学校 

第二地区の

一部 

下河原西町※1 下河原南部※1 下河原東部※1  

千本常盤町※1 旭町※1 千本緑町※1 宮町※1 

幸町※1 港湾区※1 下河原団地※1 

県立沼津西高校 

 市道町 松下町 東間門 西浜町 第二中学校 

第三地区 

西村町※1 宮本町※1 神明町※1 馬場町※1  

 石原※1 楊原※1 西木の宮※3 塩場※1  

八間町※1 東八間町※1 西島町※1 三貫地※1 

第三中学校 

第一宮脇※2 第二宮脇 八重※2 八重坂※2  

外原※2 ニ瀬川町※1 東八重※2 香貫が丘※2 
県立沼津工業高校 

塩満※3 木の宮※2 東桃郷※3  

藤井原町※1 香貫台※2 島郷※3 牛臥※3 
香貫小学校 

江川町※1 東町※1 一本松町※1 津島町※1  

浜町※1 林町※3 稲荷町※1 秋葉町※3 南条寺町※1 

我入道コミュニティ 

防災センター 

第四地区 

中住町※2 中瀬町※2 黒瀬町※2 中原町※2 

東豊栄町※2 西豊栄町 南本郷町西※3 南本郷町東※2 

久保町※2 山下町※2 玉江町※1 宮原町※2 

第四小学校 

住吉町 御幸町※1 三園町※1 市場町※1 

通吉田町※1 吉田町※1 永代川瀬町※1 槇島北町※1 
沼津市総合体育館 



第五地区 

三枚橋町 平町一丁目 平町二丁目 山王台 三芳町 

山王前 富士見町 伝馬町 シティコープ平町 
沼津中央高校 

日の出町 弥生町 竹ノ岬 青葉町 沼津市立沼津高校  

自由ヶ丘 1区 自由ヶ丘 2区  

自由ヶ丘 3区 自由ヶ丘 5区 
加藤学園高校 

 杉崎町（北） コーポラス三枚橋 

ファインスクエア沼津泉町 五月町 
第五中学校 

 米山町（北） 杉崎町（南） 

 シティラック沼津 新宿町 庄栄町 
第五小学校 

米山町（南） 庄栄町南 
県立沼津視覚 

特別支援学校 

泉町 庄栄町北 
県立沼津聴覚 

特別支援学校 

高島町 高島町西 高沢町 双葉町南 双葉町北 本田町 開北小学校 

北高島町 高島本町西 北新町 桐陽高校 

 沼北町 竹の花 誠恵高校 

門池地区、 

大岡地区の

一部 

岡一色※2 門池町 緑ヶ丘 北園町 

グランドール沼津 上石田（門池小校区のみ） 
門池小学校 

池上町※2 御堂林町 門池中学校 

岡宮（共栄町を除く）※2 花園町 宮前町 県立沼津東高校 

北小林※2 南小林 柏葉尾 小林団地 南小林団地 
沼津工業高等 

専門学校 

岡宮（共栄町のみ） 飛龍高校 

金岡地区 

東熊堂 西熊堂 沢田町 江原町 寿町 若葉町 金岡小学校 

足高拓南※2 明電町 柳町 神田町 

 東名町※2 雲雀台 北神明町 筒井町 

天神ヶ尾 高尾台※2 豊町※2 松沢町※2 

金岡中学校 

東沢田 中沢田※2 西沢田※2 西沢田緑ヶ丘※2 大林 

新沢田町 ウィスティリア沢田 長塚町 駿河台 
沢田小学校 



大岡地区の

一部 

富士町 上石田（大岡小校区のみ） 中石田 大岡小学校 

日吉 下石田 木瀬川 平和郷 大岡団地 大岡南小学校 

大岡駅前町 沼平町 富岳町 

大岡高田 大岡造り道 太田町 
大岡中学校 

小屋敷台 東椎路小屋敷 鷹根台 東椎路中東 椎の木 

つばきヶ丘 東椎路久保 赤坂 桜台 東椎路中尾 春ノ木 

芝原町 松見台 堤山 愛鷹宮本 

愛鷹小学校 

大久望町 西椎路 目黒身 東原※2 

東原ニュータウン※2 鳥谷※2 柳沢※2 青野※2 
愛鷹地区センター 

片浜地区 
大諏訪 松長 大諏訪線北 片浜小学校 

西間門 小諏訪 片浜中学校 

今沢地区 
今沢 今沢市営団地 今沢県住  

中今沢 北今沢 三本松 
今沢小学校 

大平地区 

大平第 1区※2 大平第 5区※2 大平第 6区 

大平第 7区 大平第 10区 大平第 11区 
大平小学校 

大平第 2区※2 大平第 3区※2 

大平第 4区※2 大平第 8区※2 大平第 9区※2 
大平中学校 

静浦地区 
志下※3 馬込※3 沼津市文化財センター 

獅子浜※3 江浦※3 多比※3 口野※3 静浦小中一貫学校 

内浦地区の

一部 
 三津※3 小海※3 重寺※3 旧内浦小学校 

西浦地区、  

内浦地区の

一部 

久連※3 平沢※3 立保※3 古宇※3 

足保※3 久料※3 江梨※3 
旧西浦小学校 

 重須※3 長浜※3 河内※2 木負※3 長井崎小中一貫学校 

原地区 

東町 1区 東町 2区 東町 3区 

西町 1区 西町 2区 六軒町 ニュータウン原 

県営原町中団地 市営原町中団地 原町中 

原小学校 

大塚新田 大塚本田 市営原団地 

県営原団地原 公団中央 原東沖 
原東小学校 

原新田 一本松 桃里 植田 原中学校 



 

※4は市指定の避難所ではありませんが、災害時使用する避難所として考えられる候補地です。 

浮島地区 
根古屋※2 東井出※2 西井出※2 

平沼※2 石川※2 荒久※2 
浮島小学校 

戸田地区 

鬼川※3 小中島※3 大中島※1 一色※1 入浜※3 

口南※3 奥南※3 大浦※3 御浜※3 小山田※3 
戸田地区センター 

上野※2 大門※2 中上※2 大上※2 新田※2 平戸※2 
戸田 B&G 

海洋センター 

井田※3 井田公民館※4 

舟山※2 ゆめとびら舟山※4 


