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佐野市避難所兼緊急避難場所
●避難所…避難した住民が災害の危険が無くなるまで滞在する施設
●緊急避難場所…災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所

※使用制限
①浸水時、2 階以上利用可能　②平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり　③土砂災害時、体育館へ土砂
流入の恐れあり　④土砂災害時、2 階以上利用可能　⑤土砂災害時、校舎1 階へ土砂流入の恐れあり
⑥浸水時は、特別養護老人ホームきぼうへ避難可　⑦２階のみ利用可

№ 避難所兼緊急避難場所 所在地
使用
制限

№ 避難所兼緊急避難場所 所在地
使用
制限

1 佐野小学校 金屋下町10 30 田沼東中学校 栃本町2287 ①

2 天明小学校 大祝町2311 31 田沼中央公民館 戸奈良町1-1 ①

3 西中学校 大橋町2026 ① 32 田沼地区公民館 栃本町2384-3 ②

4 佐野地区公民館 金井上町2519 ① 33 吉水小学校 吉水町832 ①

5
佐野駅前交流プラザ( ぱ
るぽーと)

若松町481-4 34
新 吉 水 地 区 コ ミ ュ ニ
ティセンター

吉水駅前1-19-6 ②

6 植野小学校 植上町1272 35 多田小学校 多田町998 ①

7 南中学校 植下町1205 36 栃本小学校 栃本町1037 ①

8 旧船津川小学校 船津川町6001 ① 37
栃本地区コミュニティ
センター

栃本町2047-5 ②

9 植野地区公民館 寺中町2297-1 38 旧戸奈良小学校 戸奈良町1140

10 界小学校 馬門町1539 ① 39 旧三好小学校 岩崎町1341

11 界地区公民館 馬門町1510-1 ① 40
あそ野学園義務教育学
校

戸室町156 ①

12 犬伏小学校 犬伏下町1983 41 三好生活改善センター 戸室町1183 ②

13 犬伏東小学校 伊勢山町1534 42 旧野上小学校 長谷場町499 ②③

14 北中学校 富岡町93 43 野上基幹集落センター 白岩町486-1 ①④

15 犬伏地区公民館 犬伏下町1798 44 旧山形小学校 山形町649-2 ⑤

16 城北小学校 堀米町1156 ① 45 新合総合センター 閑馬町361-1

17 城北地区公民館 堀米町1173 ① 46 遠原の里福祉センター 閑馬町515-3

18 佐野武道館 堀米町167-1 ② 47 旧飛駒小学校 飛駒町1497

19 旗川小学校 並木町964 ① 48 飛駒基幹集落センター 飛駒町1576-2

20 旗川地区公民館 並木町957-1 ① 49 葛生南小学校 中町1104 ①

21 吾妻小学校 上羽田町1369-1 ① 50 葛生小学校 葛生西1-12-1 ①

22 教育センター 上羽田町1134-1 ① 51 葛生中学校 葛生西3-4-1

23 吾妻地区公民館 村上町9 ② 52 葛生地区公民館 葛生東1-11-15 ⑦

24 赤見小学校 赤見町3229 53
会沢地区コミュニティ
センター

会沢町681

25 石塚小学校 石塚町1408-2 54 くずう保育園 葛生東1-15-20 ⑥

26 出流原小学校 出流原町1038-1 55
葛 生 あ く と 福 祉 セ ン
ター

あくと町3084 ②

27 赤見中学校 出流原町628-1 ① 56 常盤中学校 豊代町2167 ③

28 赤見地区公民館 赤見町3082 57 常盤地区公民館 仙波町167

29 田沼小学校 田沼町603 ① 58 氷室地区公民館 水木町846
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市にご寄付いただいた方をご紹介します

●寄付金をくださった皆様

お名前 寄付の内容

佐野中央ライオンズクラブ　様 社会福祉事業基金寄付金

●物品をくださった皆様

お名前（お住まい） ご寄付いただいた物品

株式会社栃木県民球団（小山市）　様 ＡＥＤ

一般社団法人　秋山奨学会（秋山町）　様 プロジェクター、モバイルスクリーン

佐野地区交通安全協会（浅沼町）　様
ランドセルカバー、交通安全絵本、児童用横断旗、
保護者用横断旗

佐野農業協同組合（金吹町）　様 ランチョンマット

日本マクドナルド株式会社　コミュニケーション＆ CR 本
部 CSR 部（東京都新宿区西新宿）　様

安全笛

新佐野市未来研究会（犬伏上町）　様
インフルエンザ等感染症予防のためのうがい用水筒、
ストップいじめクリアファイル

田沼ロータリークラブ（吉水町）　様 心のさのし合言葉クリアファイル

ＮＰＯ法人栃木自警（堀米町）　様 教職員新型コロナウイルス感染症予防対策用マスク

佐野市エルピーガス販売協同組合　様 L P ガス警報器

鈴木　保（静岡県）　様 島田孝一書簡

須永　紀子（足利市）　様 兜（早乙女家久　銘）

鴨澤　恒一（並木町）　様 明治 32 年懐中日記　亀田喜三郎

青山　守（石塚町）　様 重箱

金子　富雄（高萩町）　様 絵地図

白川部　達夫（東京都）　様 若田部家文書

佐野インランドポート　指定管理者
吉田運送株式会社（戸奈良町）　様

水難救助用ウエットスーツ一式

いけばな龍生派　両毛支部（足利市）　様 スタックテーブル

きらら保育園　栃木大宮（栃木市）　様 車いす

株式会社Ｒｅｎ音楽事務所（足利市小曽根町）　様 ＣＤ「ＬＯＶＥ　ＴＲＥＥ」

吉田屋製菓（赤坂町）　様 千歳飴

佐野市への多大なる応援をありがとうございました。今後も温かいご支援をお願いします。

　令和元年１０月から令和２年３月までに、市にご寄付いただいた方をご紹介します。

▼避難の心得
　●安全な避難経路の確認を！
　●非常持出品の事前準備を！
　●正確な情報収集と自主的な避難を！

▼非常持出品
　夜間時の避難を前提に足元を照らす懐中電灯をはじめとして、着替えや厚手の上着なども必要となり
ます。過去の避難の教訓から、緊急の避難でない場合は、非常食など（おにぎり1食分程度と飲料水）を自

分で用意する心がけが必要です。

▼ペットの避難について
　全避難所においてペット同伴での避難は可能ですが、建物内へのペットの連れ込みはご遠慮ください。
　※盲導犬は建物内への入室可能です

　※ケージ、ペットフード、ふん尿の始末用品は各自で準備をお願いします

■問合せ＝危機管理課☎（２０）３０５６　




