
隼町町会 隼町

麹町一丁目町会 麹町一

麹町二丁目町会 麹町二

麹町三丁目町会 麹町三

麹町四丁目町会 麹町四

一番町町会 一番町

二番町町会 二番町

三番町町会 三番町

四番町町会 四番町

九段三丁目町会 九段北三、九段南三

九段四丁目町会 九段北四、九段南四

麹町五丁目町会 麹町五

麹町六丁目町会 麹町六（上智大学学生寮・会館・教会・グラウンド除く）

五番町町会 五番町

六番町町会 六番町

永田町町会 永田町一、永田町二

平河町一丁目町会 平河町一

平河町二丁目町会 平河町二

紀尾井町町会 紀尾井町（麹町六上智大学学生寮・会館・教会・グラウンド含む）

富士見一丁目町会 富士見一

富士見二丁目町会 富士見二

飯田橋町会 飯田橋三・四

九段一丁目町会 九段北一１～７・１１～１５、九段南一１～６

九段二丁目町会 九段北二、九段南二

飯田町町会 飯田橋一・二、九段北一８～１０

旧北の丸町会 北の丸公園

神保町一丁目町会 神田神保町一の奇数番地

神保町一丁目北部町会 神田神保町一の偶数番地

神田猿楽町町会 猿楽町一・二

駿河台西町会 神田駿河台一・二・四５

小川町二丁目南部町会 神田小川町二１・３・５

小川町北部二丁目町会 神田小川町二２～１４までの偶数番地

小川町北三町会 神田小川町三２・４・６・２４・２６・２８

小川町三丁目西町会 神田小川町三８～２２までの偶数番地

神西町会 神田神保町二２・１２～３０と４２～４８の偶数番地、西神田二１・２・７・８

北神町会 神田神保町二４～１０と３２～４０の偶数番地

神保町三丁目町会 神田神保町三

西神田町会 西神田一、西神田二３～６

西神田三丁目町会 西神田三

神田三崎町一丁目町会 三崎町一、三崎町二１・８・９

神田三崎町町会 三崎町二２～７・１０～２２、三崎町三

一神町会 神田神保町二の奇数番地、一ツ橋二

小川町一丁目南部町会 神田小川町一１～１１までの奇数番地

小川町北部一丁目町会 神田小川町一２～１０までの偶数番地

内神田美土代町会 神田美土代町、内神田一２～４・１２～１５

司町二丁目町会 神田司町二

多町一丁目町会 内神田三７・１２・１３・１４・１７・１８・２２・２３

多町二丁目町会 神田多町二

神田鍛冶三会町会 神田鍛冶町三、内神田三１９～２１

駿河台東部町会 神田駿河台三、四（５除く）

淡路町一丁目町会 神田淡路町一の奇数番地

淡路町二丁目町会 神田淡路町二１～２９までの奇数番地

須田町一丁目南部町会 神田須田町一５・７・１６～３４までの偶数番地

須田町中部町会 神田須田町一２～１４までの偶数番地

須田町北部町会 神田須田町一１・３・９～２５までの奇数番地、神田淡路町一２・４、二２～１２までの偶数番地

外神田一丁目万世橋町会 外神田一１番８～１４号、４番９～１７号、２・１０～１７番、外神田四1番

神田旅籠町会 外神田一１番５～７号、４番１～８・１８～２３号、３・５～９番、外神田三１・１２・１３

外神田三丁目金沢会 外神田三２・３・４・１１

神台会 外神田二５番２～１２号、６～９番（７番１号、４号一部除く）

神田同朋町会 外神田二１０～１５、外神田六１・２・３番３・４・７・８号

宮本町会 外神田二１６～１９（７番１号、４号一部含む）

神田末廣町会 外神田三５～１０・１４～１６

神田松住町会 外神田二１～４、５番1・１３～１５号

神田田代町会 外神田四２～５

神田松富町会 外神田四６～１３

神田山本町会 外神田四１４

神田五軒町々会 外神田六３番５・６号、４～１６

神田栄町会 外神田五１・６

神田元佐久間町会 外神田五２・５

神田亀住町会 外神田五３・４

神田佐久間町一丁目町会 神田佐久間町一

神田佐久二平河町会 神田佐久間町二、神田平河町、神田佐久間河岸４５～５５号地

神田佐久間町三丁目町会 神田佐久間町三、神田佐久間河岸５９～７８号地

神田佐久間町四丁目町会 神田佐久間町四、神田佐久間河岸８１～９２号地

東神田三丁目町会 東神田三

神田和泉町町会 神田和泉町

神田松永町町会 神田松永町、神田花岡町

神田練塀町町会 神田練塀町、神田相生町

鍛冶町一丁目町会 鍛冶町一

鍛冶町二丁目町会 鍛冶町二

昭和町会 神田西福田町、神田美倉町

北乗物町町会 神田北乗物町

紺屋町南町会 神田紺屋町１～２５

紺屋町北部町会 神田紺屋町２６～４８

富山町町会 神田富山町

東松下町町会 神田東松下町

神田須田町二丁目町会 神田須田町二

東神田町会 東神田一１～５・１２～１７、東神田二８～１０

東神田豊島町会 東神田一６～１１、東神田二１～７、

司町一丁目町会 内神田一９～１１・１６～１８、内神田二１０～１２・１５

内神田旭町々会 内神田二８・９・１３・１４・１６、内神田三５・６・８～１１・１５・１６・２４

内神田鎌倉町会 内神田一１番５～９・１２・１４号　５～８番、内神田二１～７、内神田三１～４

神田橋町会 内神田一１番１～４号

錦町一丁目町会 神田錦町一

神田錦町二丁目町会 神田錦町二

錦町三丁目町会 神田錦町三１～１９までの奇数番地・２０～２４・２６・２８

錦町三丁目第一町会 神田錦町三２～１８までの偶数番地

小川町三丁目南部町会 神田小川町三１～１１までの奇数番地

岩本町三丁目町会 岩本町三、神田岩本町

神田松枝町会 岩本町二５・６・７・１０・１１・１２

岩本町二丁目岩井会 岩本町二８・９・１８、１９番１・２号

神田大和町会 岩本町二１３～１７、１９番（１・２号を除く）

神田東紺町会 神田東紺屋町、岩本町二１～４

岩本町一丁目町会 岩本町一

大手・丸の内町会 丸の内一・二・三、大手町一・二（大手町一３・４除く）

有楽町町会 有楽町一・二

内幸町町会 内幸町一・二

霞が関三丁目町会 霞が関三（８除く）

皇居内町会 千代田 富士見出張所

注２：避難所に指定された施設において、避難者の居室として使用可能な体育館や教室などを対象とし、１人あたり２．１１㎡（通路分含む）で算出した人数である。

千代田区避難所一覧

注１：東京都が平成２４年４月に発表した「首都直下地震等による東京の被害想定」の中で示された千代田区全体の避難生活者数を基に、区民人口との割合である
      避難率（１６％）を算出し、人口変動を踏まえ、平成３０年４月１日現在の人口に避難率を乗じた人数である。

収容可能
人数
(注２)

出張所

1 麹町小学校 8,069 1,291 1,374

4 麹町中学校

NO 避　難　所 町　会　名 住所
地区人口

計

富士見出張所5 富士見みらい館 9,981 1,597 1,657

想定避
難所生
活者数
(注１)

2,880

8 神田さくら館 2,377 380 761 神田公園出張所

神保町出張所

6 お茶の水小学校 3,543 567 591

神保町出張所

神田公園出張所

7 神田一橋中学校 4,030 645 1,248

万世橋出張所

10 アーツ千代田３３３１ 1,032 165 564

昌平童夢館 5,003 800 1,5519

麹町出張所
選択無し 132 21

13 都立一橋高校 2,170 347 658

和泉橋出張所

神田公園出張所

和泉橋出張所15 岩本町ほほえみプラザ 3,496 559 660

11
ちよだパークサイド

プラザ
3,511 562 1,008

14

2 九段小学校 8,812 1,410 1,572

富士見出張所

麹町出張所

3 番町小学校 2,769 444 876

麹町出張所

461 807

区立スポーツセンター 2,290 366 1,133

12 旧今川中学校 1,780 285 318


