
令和４年３月時点

・パークサイド平塚自治会

・高浜台自治会

・湘南高浜台ハイツ自治会

・千石河岸 ・千石河岸自治会

・幸町 ・幸町自治会

・札場町の一部 ・札場横町自治会

・札場町の一部

・久領堤

・夕陽ケ丘 ・夕陽ケ丘自治会

・代官町 ・代官町自治会

・グレーシアパーク自治会

・龍城ケ丘 ・龍城ケ丘自治会

・袖ケ浜 ・袖ケ浜自治会

・虹ケ浜の一部 ・虹ケ浜東部自治会

・菫平 ・菫平自治会

・桃浜町 ・桃浜町自治会

・八重咲町 ・八重咲町自治会

・松風町 ・松風町自治会

・黒部丘の一部 ・黒部丘東部自治会

・黒部丘第一親睦会

・黒部丘西部自治会

※大磯町高麗３丁目（東海道本線以南）

・虹ケ浜の一部 ・虹ケ浜西部自治会

・花水台 ・花水台自治会

・撫子原 ・撫子原自治会

・唐ケ原自治会

・平塚ガーデンホームズ自治会

※大磯町高麗1丁目・2丁目、東町、長者町

・豊原町の一部 ・豊原町内会

・平塚１丁目 ・三区町内会

・平塚２丁目 ・四区町内会

・平塚３丁目の一部 ・五区町内会

・平塚４丁目の一部 ・二十四軒町自治会

・中里の一部 ・二葉会

・平塚３丁目の一部 ・西仲町町内会

・平塚４丁目の一部 ・柳町町内会

・平塚５丁目

・中里の一部 ・富士見平町内会

・桜ケ丘 ・中里町内会

・桜ケ丘自治会

※大磯町高麗３丁目（東海道本線以北）

・上平塚 ・上平塚町内会

・中里の一部 ・諏訪町会（３班）

・達上ケ丘

・富士見町 ・富士見町内会

・諏訪町 ・諏訪町会（１、２班）

・豊原町の一部

・浅間町の一部 ・浅間町町内会

・追分 ・立野町・追分町内会

・立野町 ・見附町町内会

・見附町 ・錦町町内会

・錦町 ・チュリス平塚自治会

・藤和平塚コープ自治会

　平塚農商高校 3,620

　平塚江南高校 2,440

　崇善小学校 1,610

　富士見小学校 2,010

　春日野中学校 1,630

　旧平塚商業高校 2,400

・黒部丘の一部

　なでしこ小学校 1,420

　大磯高校 885

・唐ケ原

　花水小学校 2,980

　浜岳中学校 2,310

　平塚工科高校 4,370

　高浜高校 2,250

　平塚競輪場 1,240 ・須賀北町自治会

　港小学校 1,880

指定避難所一覧表（詳細版）

避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

　太洋中学校 1,890 ・高浜台



避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・明石町 ・明石町会

・紅谷町 ・紅谷町自治会

・宝町 ・宝町自治会

・宮の前 ・宮の前自治会

・宮松町 ・宮松町自治会

・浅間町の一部 ・サニープラザ平塚自治会

・ＬＭ平塚宝町自治会

・ライオンズプラザ平塚見附町自治会

・セレストタワー湘南平塚自治会

・LaLa湘南平塚コモンズ自治会

・老松町 ・老松町自治会

・八千代町 ・八千代町自治会

・天沼 ・天沼自治会

・榎木町 ・馬入本町自治会

・中堂 ・榎木町中堂自治会

・馬入本町 ・オーベルＧ平塚自治会

・馬入の一部

・長瀞

・堤町

・須賀の一部

・馬入の一部

・須賀の一部

・馬入の一部

・東八幡１丁目の一部 ・田端自治会

・東八幡２丁目の一部 ・平塚ニューライフ自治会

・東八幡３丁目 ・高野町自治会

・東八幡４丁目 ・上町自治会

・東八幡５丁目

・西八幡３丁目の一部

・東八幡１丁目の一部 ・坂戸自治会

・東八幡２丁目の一部 ・尼沼自治会

・西八幡１丁目 ・旭町自治会

・西八幡２丁目 ・松葉町自治会

・西八幡３丁目の一部 ・下郷第三自治会

・西八幡４丁目 ・中原下宿第一自治会

・四之宮１丁目 ・中原下宿第二自治会

・中原下宿第三自治会

・四之宮２丁目 ・下郷第一自治会

・四之宮３丁目 ・下郷第二自治会

・四之宮４丁目の一部 ・下郷第四自治会

・四之宮５丁目 ・観音町第一自治会

・四之宮６丁目 ・観音町第二自治会

・東真土２丁目の一部 ・中庭自治会

・東町自治会

・通町自治会

・西町自治会

・林町自治会

　大野小学校 1,480

・須賀新田自治会

　中島中学校 1,461

　八幡小学校 1,410

　神明中学校 1,530

　江陽中学校 1,620

　松原小学校 1,380

　萩園中学校 1,698



避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・東真土１丁目 ・今里南自治会

・東真土２丁目の一部 ・今里東自治会

・東真土３丁目 ・今里西自治会

・東真土４丁目 ・大真土東第一自治会

・西真土１丁目 ・大真土東第二自治会

・西真土２丁目 ・大真土三谷自治会

・西真土３丁目 ・大真土西第一自治会

・西真土４丁目 ・大真土西第二自治会

・古真土北町自治会

・古真土入町自治会

・東中原１丁目 ・東中原東自治会

・東中原２丁目 ・東中原西自治会

・東中原住宅自治会

・中原３丁目の一部 ・伊勢山南自治会

・伊勢山北自治会

・伊勢山西自治会

・御殿１丁目の一部 ・御殿東町内会の一部

・御殿２丁目の一部 ・御殿北町内会の一部

・御殿３丁目の一部 ・御殿西町内会

・中原１丁目の一部 ・御殿南町内会

・中原２丁目の一部 ・裏宿東町内会

・中原３丁目の一部 ・裏宿西町内会

・裏宿南町内会

・裏宿北町内会

・上宿南町内会の一部

・中宿西町内会の一部

・上宿北町内会

・下宿西町内会

・下宿北町内会

・御殿１丁目の一部 ・御殿東町内会の一部

・御殿２丁目の一部 ・下宿東町内会

・御殿３丁目の一部 ・下宿南町内会

・中原１丁目の一部 ・御殿北町内会の一部

・中原２丁目の一部 ・上宿南町内会の一部

・中原３丁目の一部 ・中宿東町内会

・中宿西町内会の一部

・新町 ・新町自治会

・大原 ・平塚スカイハイツ自治会

・大原東自治会

・南原１丁目 ・南原横宿自治会

・南原２丁目 ・南原東町町内会

・南原３丁目 ・鍛冶町町内会

・南原４丁目 ・向原町内会

・南原上町町内会

・土手新町町内会

・南原ルネ自治会

　南原小学校 1,150

　大原小学校 1,200

　中原中学校 1,480 ・御殿４丁目 ・新川端自治会

　大野中学校 2,100

　中原小学校 1,570

　平塚中等教育学校 3,460

　真土小学校 1,430

　松が丘小学校 1,490



避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・田村３丁目の一部 ・田村３・ ４丁目自治会

・田村４丁目 ・田村６丁目自治会

・田村６丁目 ・田村８丁目自治会

・田村８丁目 ・田村９丁目自治会

・田村９丁目

・吉際 ・大神第一自治会

・大神 ・大神第二自治会

・大神第三自治会

・大神第四自治会

・吉際自治会

・田村５丁目 ・田村５丁目自治会

・田村７丁目 ・田村７丁目自治会

・四之宮４丁目の一部 ・宮の前住宅自治会

・四之宮７丁目 ・上郷自治会

・田村１丁目 ・田村１・２丁目自治会

・田村２丁目 ・田村団地自治会

・田村３丁目の一部 ・サンシャイン平塚自治会

・秀和平塚レジデンス自治会

・ダイアパレス平塚自治会

・ダイアパレス平塚第五自治会

・大島 ・大島自治会

・小鍋島 ・小鍋島自治会

・下島 ・下島自治会

・下島第一団地自治会

・ビレッジハウス下島第二自治会

・城所 ・城所自治会

・豊田本郷の一部 ・簀子橋自治会

・北豊田の一部

・豊田平等寺 ・豊田平等寺自治会

・豊田打間木 ・豊田打間木自治会

・豊田小嶺 ・豊田小嶺自治会

・豊田宮下 ・豊田宮下自治会

・豊田本郷の一部 ・豊田西町自治会

・南豊田 ・豊田本宿自治会

・東豊田 ・豊田豊中自治会

・北豊田の一部

・岡崎 ・別北自治会

・ふじみ野１丁目 ・丸島自治会

・ふじみ野２丁目 ・大畑自治会

・矢崎自治会

・西海地自治会

・入山瀬自治会

・ふじみ野自治会

・王御住自治会

・平塚みどりケ丘自治会

　岡崎小学校 1,440

　城島小学校 1,120

　大住中学校 1,690

　豊田小学校 1,100

・横内の一部 ・横内連合自治会

　横内小学校 1,490 ・横内の一部 ・横内団地連合自治会

　神田小学校 1,690

　平塚湘風高校 3,490

　横内中学校 1,560

　神田中学校 1,740

　相模小学校 1,480



避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・入野 ・入野自治会

・長持 ・長持自治会

・寺田縄 ・寺田縄自治会

・飯島 ・長瀬自治会

・入部 ・飯島自治会

・中原下宿

・豊田本郷の一部

・公所 ・公所自治会

・日向岡１丁目 ・日向岡自治会

・日向岡２丁目

・河内 ・河内自治会

・徳延 ・徳延自治会

・纒 ・纒自治会

・山下の一部

・出縄 ・出縄自治会

・万田の一部 ・万田自治会

・高村の一部 ・高村西自治会

・アメニティ湘南平自治会

・山下の一部 ・上山下自治会

・高村の一部 ・高村団地東自治会

・万田の一部 ・万田貝塚自治会

・高根 ・高根自治会

・山下の一部 ・下山下自治会

・山下団地自治会

・若宮ハイツ自治会

・南金目の一部 ・堀之内自治会（１～２８組）

・千須谷 ・太田自治会（南地区、中地区Ａ）

・片岡の一部 ・坪之内自治会

・根下自治会

・千須谷自治会

・広川 ・広川自治会

・片岡の一部 ・片岡南自治会

・南金目の一部

・北金目 ・堀之内自治会（２９～３８組）

・北金目１丁目 ・北久保自治会

・北金目２丁目 ・中久保自治会

・北金目３丁目 ・大久保自治会

・北金目４丁目

・南金目の一部

・南金目の一部 ・青柳自治会

・真田 ・真田自治会

・真田１丁目 ・真田ウッドパーク自治会

・真田２丁目

・真田３丁目

・片岡の一部 ・片岡北自治会

・南金目の一部 ・太田自治会（北地区、中地区Ｂ・Ｃ）

・大庶子分自治会

・惣領分自治会

・上惣領自治会

・大寺分自治会

・土屋

　土沢中学校 1,250

　東海大学 1,510

　金目中学校 1,610

　土屋小学校 980

　金目小学校 1,600

　金旭中学校 1,990

　みずほ小学校 1,170

　勝原小学校 1,790

　山城中学校 1,790

　山下小学校 1,590

　旭小学校 1,560 ・根坂間 ・根坂間自治会

　松延小学校 1,470

　金田小学校 1,390

　旭陵中学校 1,470



避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・上吉沢 ・下吉沢自治会

・下吉沢 ・上吉沢自治会

・めぐみが丘１丁目 ・中吉沢自治会

・めぐみが丘２丁目 ・めぐみが丘自治会

令和３年４月時点

170

緊急避難場所名

神奈川県立子ども自立生活支援センター

収容可能人数

緊急避難場所（洪水）

　吉沢小学校 1,480

合計収容可能人数 96,744


