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防　災

▼ 

災
害
の
と
き
に
避
難
す
る
場
所

原則的な避難方法

避難所とは

緊急避難場所とは

防災課	 ☎5803-1179

災害のときに避難する場所

避難方法の確認
　文京区の避難方法は下図のとおりになっています。災害時に自宅が無事な場合は、避難する必要はありません。自宅が倒壊
するなどの被害を受けたり、倒壊のおそれがある場合は、最寄りの避難所（区立小・中学校等）へ避難します。その後、延焼の
拡大等で避難所が危険になったときには、緊急避難場所に移動します。

※災害時の地域の状況に応じて、緊急避難場所へ直接避難するなど、安全の確保を図ってください。

　文京区では、区立小・中学校等33か所を災害時の避難所として指定しています。�➡ 右ページ
　避難所は、耐震性を備えた建物となっており、町会・自治会単位で割り当てています。避難所には、食糧や生活物資、情報通
信機器等の「命を守るために最低限度の物資」を配備しています。

　大火災などの災害から一時的に身を守る場所（屋外）として、文京区では、７か所指定しています。避難所や緊急避難場
所の詳しい位置などは、防災地図でご確認ください。

※防災地図は、防災課・地域活動センター・行政情報センター・図書館にて配布のほか、区ホームページにも掲載しています。

避難所と緊急避難場所の違い
　緊急避難場所は、一時的に身の安全を守る場所ですので、避難所のように非常用の物資等は配備していません。

文京区の避難方式（基本的な避難パターン）

避難所

自宅など

自宅が無事な場合は、避難する必要はありません！

緊急
避難場所

火災等による
避難勧告等

火災等による避難勧告等

区立小・中学校など

公園・大学等

帰宅可能

帰宅可能

住居喪失等
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　災害時に適切に行動し、自分の命を自分で守るためには、正確な情報を入手することが重要です。必要な情報を収集できる
手段を、日頃から確認しましょう。

※上記に加え、大規模災害発生の1週間後に、臨時災害FM放送局を開局する場合もあります。

▼ 

災
害
の
と
き
に
避
難
す
る
場
所

避難所一覧

施設名 所在地 対象町会等
礫川小学校 小石川2-13-2 富坂一丁目町会、富坂二丁目町会、表町町会、春日町三丁目町会

柳町小学校 小石川1-23-16� 初音町町会、小石川表町会、柳町町会、柳町中央町会、柳町三和会、八千代町町会、南戸崎町会�

指ヶ谷小学校 白山2-28-4 戸崎町町会、指ヶ谷町会、白山指ヶ谷町会、白山町会、京華通自治会

林町小学校 千石2-36-3 林町町会、丸山町会、大原町会

明化小学校 千石1-13-9 原町町会、宮下町会、西原町会

青柳小学校 大塚5-40-18 豊島ケ岡町会、大塚坂下南町会、大塚坂下北町会、目白台二丁目町会

関口台町小学校 関口2-6-1 目白台豊川町会、高田老松町会、関口町会、関口二・三丁目町会

小日向台町小学校 小日向2-3-8 小日向台町町会、茗荷谷町会

金富小学校 春日2-6-15 春日二丁目町会、第六天町会、武島町会、水道端町会、西江戸川町会

窪町小学校 大塚3-2-3 大塚窪町町会、氷川下町会

大塚小学校 大塚4-1-7 大塚上辻町会、大塚仲町町会、大塚四丁目協力会

湯島小学校 湯島2-28-14 湯島一丁目町会、湯島会、新花会、三組町会、妻恋会、湯島三丁目梅光会、天梅会、三組弥生会、
天一町会、天二町会、天三町会、同朋町会

誠之小学校 西片2-14-6 （地法）西片町会、丸山福山町町会、丸山新町町会、向丘一丁目上町会、白山前町町会

根津小学校 根津1-14-3 根津宮永町会、根津八重垣町会、藍染町会、根津片町町会、根津宮本町会、向ヶ岡弥生町会、弥生一丁目町会

千駄木小学校 千駄木5-44-2 上動五三会、動坂中町会、動坂町会

汐見小学校 千駄木2-19-23 上千駄木町会、千駄木二丁目西町会

昭和小学校 本駒込2-28-31 上富士町会、神明町会、（一社）大和郷会

駒本小学校 向丘2-37-5 肴町町会、白山上自治会、蓬莱町会、浅嘉町会

駕籠町小学校 本駒込2-29-6 駕籠町会、西丸町会、曙町会

本郷小学校 本郷4-5-15 上真砂町会、下真砂町会、中真砂町会、田町町会、菊坂町会、菊和会、本郷五丁目台町町会、
本郷五丁目町会、赤門前町会、本郷同四会

旧元町小学校 本郷1-1-19 本郷三丁目南部会、元二親和会、本郷二丁目元一会、本一町会

第一中学校 小石川5-8-9 東御殿町会、白山御殿町睦会、久堅自治会、久堅西町会

第三中学校 春日1-9-31 春日町一・二丁目春睦会、春日一丁目仲睦会、春日一丁目大門町会、道和町会、後楽町会、
第二後楽園アパート、春日礫川町会、本郷一丁目アパート自治会

第六中学校 向丘1-2-2 森川町会、向丘追分町会、向丘追分東部町会、向丘一丁目中町会、東大農学部前自治会

第八中学校 千駄木2-19-22 千駄木二丁目東町会、千駄木三丁目南部町会

第九中学校 本駒込3-28-9 吉片町会、富士前町会、神明上町会、神明西部町会、本駒自治会

第十中学校 千石2-40-17 原町西町会、上御殿町会、林町南町会

文林中学校 千駄木5-25-10 千駄木東林町会、千駄木西林町会、千駄木三丁目北町会

茗台中学校 春日2-9-5 文京中央町会、久堅町民会、久堅親交会

本郷台中学校 本郷2-38-23 本郷弓一町会、本郷二丁目弓二会、本郷二・三丁目町会、本郷三丁目金助町会、春木会、本富士町会

音羽中学校 大塚1-9-24
東青柳町会、目白台雑司ケ谷町会、音一文化会、音二町会、音羽三和会、音羽四丁目町会、
音羽五丁目町会、大塚一・二丁目町会

文京江戸川橋体育館 小日向１-７-４ 音六町会、音羽七和会、音八会、音羽九桜町会、小日水町会、古川松ケ枝町会、関口一丁目南部会、関水町会

教育センター 湯島4-7-10 湯島切通町会、湯島北町会、竜岡会、両門町会

避難所（区立小・中学校等）別対象町会一覧表

災害時の情報

 Lアラート
テレビのNHKの
データ放送画面で
お知らせします

防災行政無線
放送内容は電話で確認で
きます。電話応答システム
☎0180（993）997へ

※上記に加え、大規模災害発生の1週間後に、臨時災害FM放送局を開局する場合もあります。

緊急速報メール
（エリアメール）

区公式Twitter・
Facebook・LINE

Yahoo!防災速報

区ホームぺージ

文
ふみ

の京
みやこ

安心・防災メール

 CATV

災害情報を入手する方法
区民の皆さん
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防災に関する助成制度防災に関する刊行物

避難行動要支援者名簿

防災課	 ☎5803-1179防災課	 ☎5803-1179

防災課	 ☎5803-1179

区の防災対策

■��区民防災組織等活動助成金
　町会・自治会等の区民防災組織等に対して、自主的に実施
する防災訓練にかかる訓練経費および備蓄品等購入経費の
一部を助成します。また、区民防災組織が行う訓練に地域内
の中高層住宅が参加した場合には、各組織に対し、備蓄品等
購入にかかる経費の一部を助成します。

■���中高層共同住宅等防災対策助成金・中高層共同住宅等
エレベーター閉じ込め対策助成金
　中高層共同住宅において、防災対策に要する費用やエレ
ベーター閉じ込め対策物資を購入する費用の一部を助成し
ます。

■��家具の転倒防止器具設置・購入助成
　高齢者・障害者世帯等一定の要件を満たす世帯において、
家具の転倒防止器具の購入と設置の助成を行います。

■��避難所運営協議会活動助成金
　各避難所における避難所運営協議会活動に対し、活動に
係る費用の一部を助成します。

※助成には、各種要件があります。詳細は防災課へ問合せく
ださい。

耐震化促進事業
地域整備課	 ☎5803-1846

　➡ P93

細街路（さいがいろ）の拡幅整備
地域整備課	 ☎5803-1500（中心線協議）

	 ☎5803-1268（整備）
　➡ P93

　防災課では、以下の刊行物を発行しています。家庭や地
域での防災対策にご活用ください。これらは、防災課や地域
活動センター等で配布しているほか、区ホームページでも
ご覧いただけます。

■��防災啓発パンフレット
■��防災地図
■��水害ハザードマップ
■��神田川洪水ハザードマップ
■��土砂災害ハザードマップ
■��中高層マンション防災対策（パンフレット）

　円滑かつ迅速な避難を図るために、特に支援を必要とす
る方の名簿情報を、区や警察署、消防署、区民防災組織（町
会・自治会）および民生・児童委員が共有し、災害時における
安否確認などの支援に備えます。対象者は、年齢や介護認
定区分、障害等級など一定の条件に当てはまる方とし、共有
する名簿の登載は同意を必要としています。登録をご希望
の方は防災課へご相談ください。

▼ 

区
の
防
災
対
策

崖等整備の支援
地域整備課	 ☎5803-1846

　➡ P93
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特別警報について

ふだんの備え 地震発生時のポイント
防災課	 ☎5803-1179

家庭での備え

●��ストーブなどの火器類の点検を定期的に行い、消火器や住
宅用火災警報器を備える。

●�家の中に危険箇所がないか点検をする。
家具の転倒・落下防止、ガラスの飛散防止、ストーブ、ガス
ボンベなどの管理を万全にする。

●��出火の防止や各自の役割、緊急時の連絡方法（※）を確認
しておく。

●�非常持ち出し品の準備をしておく。
●�地域や自治体が実施する防災訓練へ積極的に参加する。
●��隣近所でお互いに助け合えるよう、日ごろから話しあって
おく。

●��避難所および緊急避難場所の所在地と避難経路、家族の
待合せ場所などを確認しておく。

●��最低でも３日分、できれば７日分の家族用の備蓄（非常食や
飲料水、持ち出し品等）を準備しておく。

●�生活用水の確保として、風呂の水の汲み置きをしておく。

（※）緊急時の連絡方法の例
■��災害用伝言ダイヤル171（NTT）
■��携帯電話の災害用伝言板（各社）

自助【自分の命を守るために】
●�まず身を守り、揺れが収まったら火の始末。
●�出口を確保し、飛び出さない。
●��避難が必要なときは、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカー
を落とす。

●�徒歩で避難し、塀の近くや狭い道は歩かない。
●�事業所や学校にいるときは、一斉に帰宅しない。

共助【自分たちの地域を守るために】
●�高齢者や子ども、病弱者を守り、声を掛け合う。
●�協力し合って、消火・救助・救護活動を行う。

　気象庁は東日本大震災における津波や令和元年台風第１
9号による豪雨、伊勢湾台風による高潮のように、警報の発
表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災
害が起こるおそれが著しく大きい場合に、「特別警報」を発
令します。
　「特別警報」が発令された場合は、ただちに命を守る行動
をとってください。

　ローリングストック法とは、普段食べ
る米やレトルト食品を多めに買っておき、
消費したらその分補充することで、常
に一定量の食糧を家に備蓄しておく方
法です。賞味期限切れの無駄がなくな
り、常に災害に備えることができます。

▼ 

家
庭
で
の
備
え

非常持ち出し品リスト（必要な最低限なもの）	 ローリングストック法の活用

飲料水・非常食
ミルク
ほ乳瓶など

救急セット（包帯・絆創膏）

携帯ラジオ・懐中電灯

貯金通帳・現金・カード

着替え

常備薬

タオル・マスク

歯磨きセット

携帯電話用充電ケーブル
およびモバイルバッテリー

携帯トイレなど

免許証・保険証など

ヘルメット・軍手
など

メガネ・コンタクトレンズなど

非常持ち出し袋

飲料水・食料

救急・安全

日常品

貴重品

衣類

貯金通帳・現金・カード
免許証・保険証など

メガネ・コンタクトレンズなどメガネ・コンタクトレンズなど

ほ乳瓶など

ヘルメット・軍手
など

飲料水・食料

救急セット（包帯・絆創膏） 食べる

蓄える

買い足す
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弔慰金・援護資金

り災証明

福祉政策課	 ☎5803-1202

区民課	 ☎5803-1169

　災害救助法の適用された災害で、死亡や著しい障害を受
けた場合、「災害弔慰金」「災害障害見舞金」を支給します。
また、被害を受けた世帯に「災害援護資金」を貸付けます。
　支給額、障害の程度、被害程度および貸付対象者の所得
額などについて基準があります。

　万一地震・水害・風害により家屋などが被害を受けた場合
は、その事実を証明します。り災証明書は、保険や税金の減
免を受けるときなどに必要です。

水害に関する情報配信

安全・安心まちづくり活動支援

資器材の貸出

雨水流出抑制施設の整備

土のう

水害ハザードマップ
防災課	 ☎5803-1179

土砂災害ハザードマップ
防災課	 ☎5803-1179

神田川洪水ハザードマップ
防災課	 ☎5803-1179

防災課	 ☎5803-1179

危機管理課	 ☎5803-1280

危機管理課	 ☎5803-1280

土木部管理課土木用地調整係	 ☎5803-1243

道路課維持係	 ☎5803-1250

水害に備えて

被害に遭ったら

安全・安心まちづくり

　東京都の作成した浸水予想区域図をもとに、河川の氾濫お
よび下水道の溢水により浸水した場合の区内の浸水予想区
域と浸水深、水害時の避難所を地図上に掲載したものです。

■��水防災監視システム
　区内５か所の雨量局と、神田川に架かる４つの橋に水位局
を設置し、区内の降雨量と神田川の水位を観測しています。
　最新の水位・雨量情報を文京区防災ホームページ内で
提供しています。
http://bousaiweb.city.bunkyo.lg.jp/mizubousai/

■��防災気象情報発信サイト
　文京区の天気や警報・注意報発令状況など、気象に関す
る情報を提供するサイトです。
http://bunkyocity.bosaiinfo.jp/pinpoint/index.html

■��東京アメッシュ
　東京都全域の降雨情報を提供するサイトです。
https://tokyo-ame.jwa.or.jp/ 　町会・自治会等の安全・安心まちづくり活動を行う団体に

対して、防犯パトロール等を行う際に必要な資器材等の購
入費用の一部を補助します。

　防犯パトロールに必要な資器材の貸出をしています。

■��地域が行うパトロールへの活動支援
　ぶんちゃんパトロールベスト等の貸出

■��青色防犯パトロールへの活動支援
　警察から自動車による自主防犯パトロールを行うこと
を承認されたボランティア団体への青色回転灯等の貸出

　一定規模以上の建築事業を行う場合は、雨水を浸透また
は貯留する施設の設置をお願いしています。施設の計画に

　台風や大雨等によって崖崩れの発生するおそれのある土
砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域と土砂災害時の避
難所について、地図上に示したものです。また避難行動や災
害情報の入手方法なども掲載しています。

　東京都および国土交通省の作成した浸水想定区域図をも
とに、大雨によって神田川および荒川が氾濫した場合の浸
水想定区域、浸水深および浸水継続時間を示すとともに、水
害時の避難所を地図上に掲載したものです。

　緊急のときの水防用として使用できるよう配置しています。
また、事前に貸与もしています。
　配置場所は道路課または区ホームページで閲覧できます。

▼ 

水
害
に
備
え
て
／
被
害
に
遭
っ
た
ら
／
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り 　消防署では、万一火災などの被害を受けた場合、その事実

を証明します。印鑑を持参し、手続きをしてください。り災証
明書は、保険や税金の免除を受けるときなどに必要です。

り災証明（火災）
小石川消防署	 ☎3812-0119
本郷消防署	 ☎3815-0119

ついては、区ホームページで閲覧できる資料を確認のうえ
ご相談ください。
　対象となるのは、「文京区宅地開発並びに中高層建築物
等の建設に関する指導要綱」が適用される「中高層建築物
建設事業」です。適用基準は住環境課へ問合せください。
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