
指定避難所一覧 令和5年3月1日現在

地　域 避難所数
世田谷 26
北沢 17
玉川 24
砧 18
烏山 10

合　計 95
※1 【 】内は池之上小学校の旧施設改築工事中の一時変更。

No. 地域 担当まちづくり
センター名 避難所名

避難所運営主体
(町会・自治会別)

対象区域 住所 電話番号 FAX

1 世田谷 池尻 三宿小学校
池尻西町会、池尻北自治
会、三宿自治会、太子堂2
丁目大塚町会

池尻3丁目全域、三宿1丁目1～24・27～30
番、太子堂2丁目1～13番

三宿1-12-6 3411-8456 3411-7560

2 世田谷 池尻 多聞小学校
池尻4丁目町会、三宿北町
会

池尻4丁目1～32番、三宿2丁目1～27・28番
の一部・29～39番

三宿2-26-11 3413-2026 3413-4094

3 世田谷 池尻 池尻小学校
池尻東親会、池尻南睦会、
池尻団地自治会

池尻1丁目全域、池尻2丁目全域 池尻2-4-10 3424-2410 3424-2152

4 世田谷 太子堂 太子堂小学校

太子堂5丁目町会、太子堂
三軒茶屋町会、太子堂4丁
目西山町会、若林町会(1・
2丁目の一部)

太子堂2丁目14～28番、太子堂4丁目全域、
太子堂5丁目3～14・17～35番、若林1丁目
33～41番、若林2丁目1～5(6番の一部)

太子堂5-7-4 3413-4621 3413-4799

5 世田谷 太子堂 中里小学校
三軒茶屋町会(三軒茶屋1丁
目)

三軒茶屋1丁目8～10番・22～41番・(21番
の一部)

三軒茶屋1-4-1 3422-7474 3422-7577

6 世田谷 太子堂 太子堂中学校
太子堂本町会、太子堂下ノ
谷町会

三宿1丁目25・26番、三宿2丁目28番、太子
堂2丁目29～38番、太子堂3丁目全域、太子
堂5丁目1・2・15・16番

太子堂3-27-17 3413-0810 3413-1332

7 世田谷 太子堂 三宿中学校
太子堂1丁目町会、下馬2丁
目北町会

太子堂1丁目全域、下馬2丁目20～22・24～
44番

太子堂1-3-43 3413-4511 3413-4409

8 世田谷 若林 若林小学校 若林5-27-18 3413-0654 3413-0770

9 世田谷 若林 教育総合センター 若林5-38-1 6453-1500 6453-1534

若林町会(若林1・2丁目の
一部を除く、若林3・4・5
丁目全域)
※両避難所については避難
所運営を一体的に行うた
め、避難受け入れの受付は
「若林小学校」で行う

若林1丁目11～32番、若林2丁目7～41番・
(6番の一部)、若林3丁目全域、若林4丁目
全域、若林5丁目全域
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10 世田谷 若林 三軒茶屋小学校

上馬西町会(上馬2丁目)、
三軒茶屋町会(三軒茶屋2丁
目)、若林町会(1丁目の一
部)、上馬北部町会(上馬2
丁目)

三軒茶屋2丁目全域、若林1丁目1～10番、
上馬2丁目全域

三軒茶屋2-42-1 3421-2195 3421-2751

11 世田谷 上町 桜小学校
世田谷2丁目町会、世田谷
上町町会

世田谷1丁目17～48番・(16番の一部)、世
田谷2丁目1～31番・(29番の一部を除く)、
世田谷3丁目1～13番、弦巻5丁目16番

世田谷2-4-15 3420-5381 3420-5626

12 世田谷 上町 弦巻小学校

世田谷東町会、弦巻町会
（弦巻1丁目の一部）、上
馬・駒沢明和会（上馬5丁
目の一部）

世田谷1丁目1～15番・(16番の一部)、世田
谷3丁目14～26番、世田谷4丁目全域、上馬
5丁目19～22・26番、弦巻1丁目9番

弦巻1-9-18 3428-0187 3428-0965

13 世田谷 上町 松丘小学校
松丘町会、弦巻町会(弦巻
4・5丁目)

弦巻3丁目23番の一部、弦巻4丁目全域、弦
巻5丁目1～15・17～36番、桜2丁目1～3
番、桜3丁目全域

弦巻3-23-12 3429-4278 3429-5627

14 世田谷 上町 弦巻中学校
弦巻町会(弦巻1・2・3丁
目)

弦巻1丁目全域(9番を除く)、弦巻2丁目全
域、弦巻3丁目全域(23番の一部を除く)

弦巻1-42-22 3428-8381 3428-8537

15 世田谷 上町 桜木中学校 桜町会
世田谷2丁目29番の一部・32番、桜1丁目全
域、桜2丁目4～22番

桜1-48-15 3420-0149 3420-0763

16 世田谷 経堂 桜丘小学校
経堂南町会、経堂1丁目町
会

経堂1丁目全域、経堂4丁目全域(6・7番の
一部を除く)、経堂5丁目全域、桜丘1丁目
19番の一部

桜丘1-19-17 3429-1375 3429-1339

17 世田谷 経堂 世田谷小学校 宮坂1・2丁目町会 宮坂1丁目全域、宮坂2丁目全域 宮坂1-38-4 3420-7241 3420-8137
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18 世田谷 経堂 経堂小学校
経堂北町会、宮坂3丁目町
会

経堂2丁目全域、経堂3丁目全域、宮坂3丁
目全域、桜上水1丁目23番

桜上水1-23-3 3420-3278 3420-2903

19 世田谷 経堂 笹原小学校
桜丘町会(桜丘2丁目の一
部・3丁目を除く)、桜丘南
町会

桜丘2丁目15～29番、桜丘3丁目25～28番・
30番の一部・35番、桜丘4丁目全域、桜丘5
丁目全域、経堂4丁目6・7番の一部、砧1丁
目18・31・32番の一部

桜丘5-19-1 3428-8383 3428-8535

20 世田谷 経堂 桜丘中学校
桜丘町会(桜丘2丁目の一部
および3丁目)、桜丘1丁目
町会

桜丘1丁目全域(19番の一部を除く)、桜丘2
丁目1～14番、桜丘3丁目1～24・29・31～
34・36・37番

桜丘2-1-39 3429-6203 3429-6385

21 世田谷 上馬 駒沢小学校
駒沢親和会、上馬西町会
(上馬3・4丁目)、上馬北部
町会(上馬4丁目)

上馬3丁目全域、上馬4丁目1～15・19～
25・32・33番、駒沢1丁目全域、駒沢2丁目
1～31番

駒沢2-10-6 3424-0855 3424-1701

22 世田谷 上馬 駒沢中学校 上馬・駒沢明和会
上馬4丁目16～18・26～31・34～41番、上
馬5丁目1～18・23～25・27～40番、駒沢2
丁目32～61番

駒沢2-39-25 3422-7401 3422-7899

23 世田谷 下馬 旭小学校
野沢1丁目明朗会、野沢2丁
目町会、野沢四丁目自治
会、上馬東町会

野沢1丁目全域、野沢2丁目1～6番、7番の
一部、9～34番、野沢4丁目全域、上馬1丁
目全域、三軒茶屋1丁目1～4、11～20番、
21番の一部、下馬2丁目17・18番、下馬3丁
目35番・36番

野沢1-4-3 3424-1337 3424-1251

24 世田谷 下馬 駒繋小学校
下馬1丁目町会、駒繋西自
治会

下馬1丁目全域、下馬2丁目1～16・19・23
番、三軒茶屋1丁目5～7番

下馬1-42-12 3424-0820 3424-2622
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25 世田谷 下馬 中丸小学校
野沢3丁目町会、下馬6丁目
町会

野沢3丁目全域、下馬6丁目1～36・41～54
番

野沢3-34-16 3424-4422 3424-4990

26 世田谷 下馬 駒留中学校
下馬新生自治会、下馬5丁
目町会

下馬3丁目全域(35・36番を除く)、下馬4丁
目全域、下馬5丁目全域、下馬6丁目37～40
番、野沢2丁目7番の一部、8番

下馬4-18-1 3424-3070 3424-3641

27 北沢 梅丘 山崎小学校
梅丘1丁目町会、代田自治
会(代田3丁目)

梅丘1丁目全域、代田3丁目全域 梅丘3-9-1 3420-7341 3420-8278

28 北沢 代沢 代沢小学校

下代田西町会、代沢4丁目
西町会、代沢5丁目町会、代
沢5丁目東町会、北沢2丁目
南町会

代沢3丁目1～5番（12番の一部）、代沢4丁目
全域、池尻4丁目39番、三宿2丁目38番、代沢
5丁目全域、北沢2丁目1～21番

代沢5-1-10 3413-4551 3413-5665

29 北沢 梅丘 城山小学校
豪徳寺1丁目町会、豪徳寺1
丁目山下自治会、豪徳寺2
丁目町会

豪徳寺1丁目全域、豪徳寺2丁目全域 梅丘2-1-11 3429-2047 3429-2049

30 北沢 梅丘 世田谷中学校 梅丘2・3丁目町会 梅丘2丁目全域、梅丘3丁目全域 梅丘3-8-1 3420-7173 3420-7175

31 北沢 梅丘
さくら花見堂

（旧花見堂小学校）
代田自治会（1丁目、2丁目） 代田1丁目全域、代田2丁目1～11・13～17番 代田1-13-14 3414-2836 5430-6201

32 北沢 北沢
池之上小学校
（旧北沢小学校）

東北沢自治会、北沢4丁目
町会、北沢中央自治会、【北
沢1丁目町会】※１

北沢1丁目18～23・25・47番（24・45番の一
部）、北沢3丁目1～19番、北沢4丁目1～7・17
～33番、北沢5丁目1～7・18・19・23番【北沢1
丁目1～17・26～44・46番（24・45番の一部）】
※１

北沢4-32-20 6416-8073 6416-8414
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33 北沢 代沢 富士中学校
下代田東町会、代沢中町
会、【代沢2丁目北町会】※１

代沢1丁目1～32・37番(33・36番の一部)、代沢
2丁目1～4・7～28番、代沢3丁目6～27番（12
番の一部）、池尻4丁目33～38番、【代沢1丁目
34・35番（33・36番の一部）、代沢2丁目5・6・29
～48番】※１

代沢1-23-17 3414-5174 3414-5902

34 北沢 新代田 下北沢小学校
守山町会、大原南町会、代
田南町会、北沢2丁目協和
会、北沢3･4丁目西町会

代田6丁目1～16番、大原1丁目1～29番、北沢
2丁目22～40番、北沢3丁目20～34番、北沢4
丁目8～16番

大原1-4-6 3468-0291 3468-6974

35 北沢 新代田 代田小学校
代田4丁目町会、根津山会、
代田東町会

代田4丁目全域、代田2丁目12・18～36番、代
田5丁目全域

代田4-2-3 3323-3761 3323-9343

36 北沢 新代田
まもりやまテラス
（旧守山小学校）

代田北町会・羽根木町会
代田6丁目17～34番、羽根木1丁目1～8・15～
32番（9・14番の一部）、羽根木2丁目全域、松
原1丁目（18～20番の一部）

代田6-21-5 3407-1685 6407-1686

37 北沢 北沢 北沢中学校
大原北町会、大原西町会、
北沢5丁目町会

大原1丁目30～63番、大原2丁目全域(29番の
一部を除く)、羽根木1丁目10～13番(9・14番の
一部)、北沢5丁目8～17・20～22・24～43番

北沢5-12-3 3468-2501 3468-7549

38 北沢 松原 松原小学校
松原1丁目町会、松原2丁目
町会

松原1丁目全域(18～20番の一部を除く)、松原
2丁目全域、松原5丁目20・34～39・41～43・48
番(18・19番の一部)、大原2丁目29番の一部

松原5-43-26 3322-0191 3322-4351

39 北沢 松原 梅丘中学校 松原5・6丁目自治会
松原5丁目1～17・21～33・40・44～47・49～61
番(18・19番の一部)、松原6丁目全域

松原6-5-11 3322-7491 3322-7443
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40 北沢 松沢 松沢小学校
松原3・4丁目自治会、赤堤4
丁目町会

松原3丁目全域、松原4丁目全域、赤堤4丁目
全域

赤堤4-44-22 3323-0441 3323-9293

41 北沢 松沢 赤堤小学校
赤堤1丁目町会、赤堤2丁目
町会、赤堤3丁目自治会

赤堤1丁目全域、赤堤2丁目全域、赤堤3丁目
全域

赤堤1-41-24 3323-0291 3323-9751

42 北沢 松沢 松沢中学校

赤堤5丁目町会、桜上水3丁
目自治会、桜上水4丁目町
会、都営桜上水3丁目アパー
ト自治会、桜上水ガーデンズ

赤堤5丁目全域、桜上水3丁目全域、桜上水4
丁目全域

桜上水4-5-2 3303-7381 3303-7151

43 北沢 松沢 緑丘中学校

桜上水1丁目町会、桜上水2
丁目町会、桜上水5丁目自
治会、経堂赤堤通り団地自
治会

桜上水1丁目全域(23番を除く)、桜上水2丁目
全域、桜上水5丁目全域

桜上水3-19-12 3303-7332 3303-7581

44 玉川 奥沢 奥沢小学校 東玉川町会、奥沢交和会
東玉川1丁目28～41番、東玉川2丁目19～41
番、奥沢1丁目6～12・22～26・30～37・50
～56番、奥沢3丁目全域

奥沢3-1-1 3727-3535 3727-1398

45 玉川 奥沢 東玉川小学校 東玉川町会、奥沢交和会
東玉川1丁目1～27番、東玉川2丁目1～18
番、奥沢1丁目1～5・13～16番

奥沢1-1-1 3720-4211 3720-4621

46 玉川 奥沢 奥沢中学校 奥沢交和会
奥沢1丁目17～21・27～29・38～49・57～
65番、奥沢2丁目全域

奥沢1-42-1 3726-2561 3726-2597

47 玉川 九品仏 八幡小学校
奥沢中和会、玉川田園調布
会

奥沢4丁目全域、奥沢5丁目全域、玉川田園
調布1丁目全域、玉川田園調布2丁目全域

玉川田園調布
2-17-15

3721-8991 3721-8990
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48 玉川 九品仏 九品仏小学校 九品仏自治会 奥沢6丁目全域、奥沢8丁目全域 奥沢8-12-1 3703-0458 3703-0630

49 玉川 等々力 尾山台小学校 協和会
等々力2丁目1～31・33番の一部・34～38
番、尾山台3丁目7～10・18～26・33・34番

尾山台3-11-1 3701-2183 3701-2355

50 玉川 等々力 等々力小学校 等々力三和会
等々力7丁目1～16・18・22～27番(17番の
一部)、等々力8丁目全域、深沢3丁目28・
29番

等々力7-26-1 3702-2185 3702-2188

51 玉川 等々力 玉堤小学校
玉堤町会、協和会、尾山台
クラブ、尾山台自治会、尾
山台灯交会、野毛町会

玉堤1丁目全域、玉堤2丁目全域、等々力1
丁目全域、尾山台1丁目全域、尾山台2丁目
全域、野毛1丁目全域、野毛2丁目全域

玉堤2-11-1 3701-1536 3702-7951

52 玉川 九品仏 八幡中学校
九品仏自治会、等々力6丁
目町会

奥沢7丁目全域、等々力6丁目1～7・12～40
番、(8～11番の一部)、深沢1丁目(1・7・8
番の一部)

等々力6-4-1 3701-2161 3701-2164

53 玉川 等々力 尾山台中学校
等々力和敬会東部、尾山台
3丁目町会

尾山台3丁目1～6・12～17・27～32番、
等々力4丁目1・2・9～15・19～24番、等々
力5丁目全域、等々力6丁目(8～11番の一
部)

尾山台3-27-23 3701-1171 3701-1195

54 玉川 上野毛 玉川小学校
等々力和敬会西部、野毛町
会、上野毛町会、玉川中町
会

上野毛1丁目1～18番、上野毛2丁目全域、
等々力2丁目32・39・40番、(33番の一
部)、等々力3丁目全域、等々力4丁目3～
8・16～18番、中町1丁目全域、中町2丁目
全域、野毛3丁目全域

中町2-29-1 3703-1601 3703-1688
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55 玉川 上野毛 中町小学校 中町4-23-1 3703-0651 3703-0691

56 玉川 上野毛 玉川中学校 中町4-21-1 3701-7128 3701-7173

57 玉川 用賀 京西小学校 用賀町会
用賀3丁目1～11・14～27番、用賀4丁目4～
38番、玉川台2丁目5・6・18～30・34～39
番、(3・17・31番の一部)

用賀4-27-4 3700-1128 3700-1399

58 玉川 二子玉川 二子玉川小学校 玉川町会
玉川1丁目全域、玉川2丁目全域、玉川3丁
目全域、玉川4丁目全域

玉川4-6-1 3700-5531 3700-6588

59 玉川 用賀 桜町小学校
中町4・5丁目町会、用賀南
町会、桜新町親和会

中町5丁目8～10番、用賀1丁目全域、用賀2
丁目全域、用賀3丁目12・13番、用賀4丁目
1～3番、玉川台1丁目8～16番、(5・6番の
一部)、瀬田3丁目(13～15番の一部)、桜新
町1丁目28～36番、(25・27番の一部)、深
沢7丁目8～13・23～25番、深沢8丁目10～
19番

用賀1-5-1 3703-0161 3703-0166

60 玉川 二子玉川 瀬田小学校 瀬田2-15-1 3700-3345 3700-3352

61 玉川 二子玉川 瀬田中学校 瀬田2-17-1 3700-6900 3700-6560

62 玉川 用賀 用賀小学校
上用賀町会、馬事公苑前ハ
イム管理組合

上用賀2丁目全域、上用賀4丁目全域、上用
賀6丁目全域

上用賀6-14-1 3428-8391 3428-8856

中町4・5丁目町会、上野毛
町会、玉川中町会

上野毛1丁目19～34番、上野毛3丁目全域、
上野毛4丁目1～4・9～21・25～37番、(5・
6・7・8番の一部)、中町3丁目全域、中町4
丁目全域、中町5丁目1～7・11～41番

瀬田町会、玉川町会

上野毛4丁目22～24・38・39番、(5・6・
7・8番の一部)、瀬田1丁目全域、瀬田2丁
目全域、瀬田3丁目1～12番、(13～15番の
一部)、瀬田4丁目全域、瀬田5丁目全域、
玉川台1丁目1～4・7番、(5・6番の一部)、
玉川台2丁目1・2・4・7～16・32・33番、
(3・17・31番の一部)
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63 玉川 用賀 用賀中学校 上用賀町会
上用賀1丁目全域、上用賀3丁目全域、上用
賀5丁目全域

上用賀5-15-1 3700-5600 3700-5568

64 玉川 深沢 東深沢小学校 深友会、東深沢町会

等々力7丁目19～21番、(17番の一部)、深
沢1丁目2～6・9～41番、(1・7・8番の一
部)、深沢2丁目全域、深沢3丁目1～27・
30・31番、深沢4丁目1～7番

深沢3-7-1 3703-1606 3703-1780

65 玉川 深沢 深沢小学校
駒沢3丁目町会、駒沢町
会、新町公民会

駒沢3丁目全域、駒沢4丁目全域、新町1丁
目3～15・19～23・33～35番、(18・24・32
番の一部)、新町2丁目1～29・32～38番、
新町3丁目全域、桜新町1丁目9～12番、
(8・13番の一部)、桜新町2丁目1～4番

新町1-4-24 3428-1366 3428-8765

66 玉川 深沢 深沢中学校
深沢三友会、桜新町親和
会、桜新町町会

新町1丁目1・2・16～17・25～31・36番、
(18・24・32番の一部)、深沢6丁目全域、
深沢7丁目1～7・14～22番、新町2丁目30・
31番、桜新町1丁目1～7・14～24・26・37
～41番、(8・13・25・27番の一部)、深沢8
丁目1～9番、桜新町2丁目5～31番

新町1-26-29 3703-0158 3703-2733

67 玉川 深沢 東深沢中学校 交和会、深沢三友会
駒沢5丁目全域、深沢4丁目8～36番、深沢5
丁目全域

深沢4-18-28 3703-0151 3703-0156
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68 砧 祖師谷 祖師谷小学校

祖師谷第2自治会、祖師谷
第3自治会、祖師谷第4自治
会、祖師谷第5自治会、祖
師谷第6自治会、祖師谷住
宅自治会、祖師谷3丁目南
町会、公社・祖師谷住宅自
治会

祖師谷1丁目4・6～37番、祖師谷2丁目全
域、祖師谷3丁目全域、祖師谷4丁目全域、
祖師谷5丁目1～5・16～27・32番、千歳台1
丁目17番、千歳台2丁目3～19番

祖師谷3-49-1 3482-2467 3482-2432

69 砧 成城 明正小学校
法人格成城自治会(成城3～
6丁目)、喜多見北部町会、
喜多見西部町会

成城3丁目全域、成城4丁目全域、成城5丁
目全域、成城6丁目全域、喜多見8丁目全
域、喜多見9丁目全域

成城3-3-1 3415-5591 3415-5940

70 砧 成城 砧中学校
法人格成城自治会(成城1・
2丁目)

成城1丁目全域、成城2丁目全域 成城1-10-1 3417-2367 3417-2380

71 砧 祖師谷 塚戸小学校 祖師谷千歳台自治会
祖師谷5丁目28～38番、祖師谷6丁目全域、
上祖師谷3丁目1・5～7・12番、千歳台2丁
目15・34～46番

千歳台6-7-1 3300-5166 3300-5174

72 砧 船橋 船橋小学校 船橋会
船橋1丁目21～55番、船橋2丁目全域、船橋
3丁目11～26番、船橋4丁目23～27・31～43
番

船橋4-41-1 3482-2367 3482-2317

73 砧 船橋
希望丘小学校

フレール西経堂自治会 船橋5丁目17番 船橋4-9-1 3484-1972 3484-1878

74 砧 船橋 千歳台小学校
千歳台廻沢町会、芦花公園
スカイハイツ自治会

千歳台1丁目33～35番、千歳台2丁目1・2・
5・20～35番、千歳台3丁目全域、千歳台4
丁目全域、千歳台5丁目全域、千歳台6丁目
1～14番

千歳台4-24-1 3482-0335 3482-0757
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75 砧 船橋
都立千歳丘高等学

校
船橋会、船橋葭根会

船橋1丁目1～20番、船橋3丁目1～10番、船
橋5丁目1～5番

船橋3-18-1 3429-7271 3429-2441

76 砧 船橋 希望丘複合施設 船橋葭根会
船橋5丁目6～16・18～35番、船橋6丁目1～
25・27番、八幡山1丁目6番

船橋6-25-1 3303-8556 6304-6086

77 砧 船橋 船橋希望中学校
希望ヶ丘団地自治会、船橋
4丁目住宅自治会

船橋6丁目26番、船橋7丁目全域、船橋4丁
目1～22・28～30番

船橋4-20-1 3484-3741 3484-3745

78 砧 祖師谷 千歳中学校
千歳中学校学校協議会、東
京テラス防災自治会

千歳台6丁目15～17番 千歳台6-15-1 3300-7361 3300-7370

79 砧 砧 砧小学校
喜多見上部自治会、石井戸
会、大蔵東部町会、大蔵住
宅自地会

大蔵1丁目全域、大蔵2丁目全域、大蔵3丁
目全域、大蔵4丁目全域、大蔵5丁目全域、
砧公園全域、喜多見5丁目7～9番、喜多見6
丁目全域、砧7丁目2番、成城1丁目1～5
番、砧1丁目3・6～10・13番

喜多見6-9-1 3417-4477 3417-4484

80 砧 喜多見 砧南小学校
宇奈根町会、鎌田協和会、
大蔵本村睦会

宇奈根1丁目2～14・19～21・25～43番、宇
奈根2丁目全域、宇奈根3丁目全域、鎌田3
丁目14・27～35番、鎌田4丁目全域、大蔵6
丁目全域

鎌田4-3-1 3417-2378 3417-4943

81 砧 喜多見 喜多見小学校 喜多見東部町会
喜多見1丁目全域、喜多見3丁目全域、喜多
見4丁目1～7番・19番、喜多見5丁目1～6
番・10～23・26番

喜多見3-11-1 3416-8232 3416-8284
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82 砧 喜多見 喜多見中学校
喜多見中部町会、喜多見西
部町会、都営喜多見2丁目
団地自治会

喜多見2丁目全域、喜多見4丁目8～36番、
喜多見5丁目24～25・27番、喜多見7丁目全
域

喜多見4-20-1 3417-4971 3417-4963

83 砧 喜多見 砧南中学校
法人格鎌田南睦会、岡本自
治会

宇奈根1丁目1・15～18・22～24番、鎌田1
丁目全域、鎌田2丁目全域、鎌田3丁目1～
13・15～26番、岡本1丁目全域、岡本2丁目
全域、岡本3丁目全域、瀬田4丁目38～41
番、瀬田5丁目6・9・28番

鎌田3-13-20 3417-6791 3417-6799

84 砧 砧 山野小学校
砧町町会、法人格砧町自治
会、千歳台睦町会、千歳台
南会

砧1丁目1～5・11～34番、砧2丁目全域、砧
3丁目全域、砧4丁目全域、砧5丁目全域、
砧6丁目全域、砧7丁目全域、砧8丁目全
域、千歳台1丁目1～32・36～41番、祖師谷
1丁目1～5・18～21番

砧6-7-1 3417-3322 3417-3348

85 砧 成城 千歳小学校
法人格成城自治会(成城7～
9丁目)、成城団地自治会、
藤自治会

成城7丁目全域、成城8丁目全域、成城9丁
目全域、祖師谷5丁目6～15・37～48番

成城9-6-1 3482-3153 3482-3466

86 烏山 上北沢 上北沢小学校 上北沢町会
上北沢2丁目全域、上北沢3丁目全域、上北
沢4丁目全域、上北沢5丁目全域

上北沢4-22-29 3302-0485 3302-7351

87 烏山 上北沢 八幡山小学校
上北沢1丁目自治会、八幡
山町会

上北沢1丁目全域、八幡山1丁目全域、八幡
山2丁目1～18・20～22番、八幡山3丁目全
域(37番を除く)

八幡山1-14-1 3302-2618 3302-4064
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88 上祖師谷 芦花小学校 粕谷2-22-1 3303-3301 3303-6431

89 上祖師谷 芦花中学校 粕谷2-22-2 3302-2571 3302-7491

90 烏山 上祖師谷 上祖師谷中学校
上祖師谷自治会、祖師谷橋
自治会、成城通りパークウ
エスト自治会

上祖師谷1丁目1～21番、上祖師谷2丁目1～
21番、上祖師谷3丁目1～4・7～23番、上祖
師谷4丁目全域、上祖師谷5丁目全域、上祖
師谷6丁目1～20・26～31番、上祖師谷7丁
目1～24番

上祖師谷7-10-1 3308-9683 3308-9778

91 烏山 烏山 給田小学校
給田町会、給田西住宅管理
組合

給田3丁目25～34番、給田4丁目全域、給田
5丁目全域、北烏山5丁目2～6・17～23番、
北烏山7丁目全域、北烏山8丁目全域、北烏
山9丁目全域

給田4-24-1 3308-5671 3308-5797

92 烏山 烏山 烏山北小学校

烏山中町会、親和会、あや
め会、烏山北住宅賃貸自治
会、烏山北住宅自治会、
コートヒルズ久我山自治
会、北烏山みむね管理組
合、烏山寺院連合会

北烏山2丁目1～8・11～14番(3番の一部除
く)、北烏山3丁目全域、北烏山4丁目全
域、北烏山5丁目1・7～16番、18番、北烏
山6丁目全域

北烏山6-3-1 3300-5764 3300-5785

烏山

烏山下町会､児ケ谷会、芦
花公園団地自治会、コー
シャハイム芦花公園自治
会、都営八幡山アパート自
治会、粕谷会、烏山南住宅
自治会、都営粕谷2丁目ア
パート自治会
※両避難所については校舎
が一体の建物のため、避難
所運営は一体的に行なう。

南烏山1丁目1～30番、南烏山2丁目1～6・9
～37番、南烏山5丁目1～14番、粕谷1丁目
全域、粕谷2丁目、粕谷3丁目全域、粕谷4
丁目全域、八幡山2丁目19・23～25番、八
幡山3丁目37番、南烏山2丁目7～8番



指定避難所一覧 令和5年3月1日現在

地　域 避難所数
世田谷 26
北沢 17
玉川 24
砧 18
烏山 10

合　計 95
※1 【 】内は池之上小学校の旧施設改築工事中の一時変更。

No. 地域 担当まちづくり
センター名 避難所名

避難所運営主体
(町会・自治会別)

対象区域 住所 電話番号 FAX

93 烏山 上祖師谷 烏山小学校

給田町会、給田南住宅自治
会、給田北住宅自治会、上
祖師谷自治会、祖師谷橋自
治会

給田1丁目全域、給田2丁目全域、給田3丁
目1～24番、南烏山5丁目15～36番、上祖師
谷1丁目22～41番、上祖師谷2丁目22～38
番、上祖師谷6丁目21～25番、上祖師谷7丁
目25～30番

給田1-2-1 3300-6158 3300-6199

94 烏山 烏山 武蔵丘小学校

上北沢町会、烏山下町会、
千駄山町会、都営烏山ア
パート自治会、北烏山青葉
団地管理組合、パークアベ
ニュー芦花公園自治会

南烏山3丁目1～11・13～25番、北烏山1丁
目全域、北烏山2丁目3・9・10番、上北沢5
丁目44～52番

北烏山1-47-11 3308-6722 3308-6773

95 烏山 烏山 烏山中学校 烏山上町会
南烏山3丁目12番、南烏山4丁目全域、南烏
山6丁目全域

南烏山4-26-1 3300-6361 3300-6363


