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墨田区都市計画部危機管理担当防災課

東京曳舟病院

曳舟なごみ公園

湘南メディカル記念病院

ひきふねどんぐり公園



町会・自治会名 一時集合場所（所在地） 避難場所 指定避難所
両国一丁目町会 両国橋児童遊園前（両国1-11-2） 両国地区 両国小学校
両国二丁目町会 回向院境内（両国2-8-10） 両国地区 両国小学校

両国三丁目町会

両国四丁目町会

千歳一丁目町会 江島杉山神社境内（千歳1-8-2） 両国地区 両国小学校
千歳中央町会 千歳公園（千歳2-2-1） 両国地区 両国小学校
千歳三丁目町会 千歳公園（千歳2-2-1） 両国地区 両国小学校
緑一丁目町会 緑小学校（緑2-12-12） 両国地区 緑小学校
緑二丁目町会 緑小学校（緑2-12-12） 両国地区 緑小学校
緑三丁目町会 町会会館前（緑3-6-3） 両国地区 緑小学校
緑四丁目町会 大横川親水公園（撞木橋跡付近） 両国地区 緑小学校
立川一丁目町会 五間堀公園（立川1-1-2） 両国地区 中和小学校
立川二丁目町会 中和公園（菊川1-18-25） 両国地区 中和小学校
立川三丁目町会 立川第二児童遊園（立川3-15-6） 両国地区 中和小学校
立川四丁目町会 菊川小学校（立川4-12-15） 猿江恩賜公園一帯 菊川小学校
菊川一丁目町会 中和公園（菊川1-18-25） 両国地区 中和小学校
菊川二丁目町会 中和公園（菊川1-18-25） 両国地区 中和小学校
菊川三丁目町会 菊川三丁目こども広場（菊川3-6-10） 猿江恩賜公園一帯 菊川小学校
江東橋一丁目町会 両国高校（江東橋1-7-14） 錦糸町地区（地区内残留地区） 菊川小学校
江東橋二丁目町会 江東橋公園（江東橋2-4-11） 錦糸町地区（地区内残留地区） 菊川小学校
江東橋三丁目町会 ウインズ錦糸町前（江東橋3-8） 錦糸町地区（地区内残留地区） 菊川小学校
江東橋四丁目町会 錦糸堀公園（江東橋4-17-1） 錦糸町地区（地区内残留地区） 錦糸小学校
都営江東橋四丁目アパート自治会 団地内（江東橋4-30-2） 錦糸町地区（地区内残留地区） 錦糸小学校
江東橋五丁目町会 両国高校（江東橋1-7-14） 猿江恩賜公園一帯 菊川小学校
横網町会 横網町公園（横網2-3-25） 両国地区 両国中学校
亀沢一丁目町会 横網町公園（横網2-3-25） 両国地区 二葉小学校
亀沢二丁目町会 緑町公園（亀沢2-7-7） 両国地区 二葉小学校
亀沢三丁目町会 日進公園（亀沢3-24-3） 両国地区 竪川中学校
亀沢四丁目町会 竪川中学校（亀沢4-11-15） 両国地区 竪川中学校
石原一丁目町会 横網町公園（横網2-3-25） 両国地区 両国中学校
石原二丁目町会 二葉小学校（石原2-1-5） 両国地区 二葉小学校
石原三丁目町会 町会会館前（石原3-28-10） 両国地区 錦糸中学校
石原四丁目町会 錦糸中学校（石原4-33-14） 両国地区 錦糸中学校
本所一丁目町会 本所地域プラザ（本所1-13-4）

本所二丁目町会 外手小学校（本所2-1-16）
若宮公園（本所2-2-19） 両国地区 外手小学校

本所三丁目町会 外手小学校（本所2-1-16）
若宮公園（本所2-2-19） 両国地区 外手小学校

本所四丁目町会 もみじばし児童遊園（本所4-8-6） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 横川小学校
東駒形一丁目町会 本所保健センター前（東駒形1-6-4） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 外手小学校
東駒形二丁目町会 かしわ児童遊園（東駒形2-8-2） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 本所中学校
東駒形三丁目町会 本所中学校（東駒形3-1-10） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 本所中学校
東駒形四丁目町会 横川公園（東駒形4-18-21） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 横川小学校
吾妻橋一丁目町会 吾妻橋会館前（吾妻橋1-23-27） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 本所中学校
リバーピア吾妻橋ライ
フタワー自治会 団地前広場（吾妻橋1-23） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 本所中学校

吾妻橋二丁目町会 吾妻橋会館前（吾妻橋1-23-27） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 本所中学校
吾妻橋三丁目町会 しいのき児童遊園（吾妻橋3-9-4） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 横川小学校
錦糸一丁目町会 錦糸小学校（錦糸1-9-12） 錦糸町地区（地区内残留地区） 錦糸小学校
錦糸町アルカファイブ自治会 大横川親水公園噴水前（錦糸1-1） 錦糸町地区（地区内残留地区） 錦糸小学校
錦糸町アルカハビタ自治会 大横川親水公園噴水前（錦糸1-1） 錦糸町地区（地区内残留地区） 錦糸小学校
錦糸三和町会 錦糸公園（錦糸4-15-1） 錦糸町地区（地区内残留地区） 錦糸小学校

太平一丁目町会 町会会館前（太平1-23-3） 錦糸公園 錦糸小学校
業平小学校

太平二丁目町会 錦糸小学校（錦糸1-9-12） 錦糸公園 錦糸小学校
柳島小学校

太平三丁目町会 錦糸公園（錦糸4-15-1） 錦糸公園 錦糸小学校
柳島小学校

太平四丁目町会 錦糸公園（錦糸4-15-1） 錦糸公園 錦糸小学校
柳島小学校

横川一丁目町会 日本たばこ産業（株）内（横川1-17-7） 錦糸公園 業平小学校
横川二丁目町会 日本たばこ産業（株）内（横川1-17-7） 錦糸公園 業平小学校
横川三丁目町会 日本たばこ産業（株）内（横川1-17-7） 錦糸公園 柳島小学校
横川四丁目町会 本所防災館前（横川4-6-6） 錦糸公園 柳島小学校

町会・自治会名 一時集合場所（所在地） 避難場所 指定避難所

業平橋住宅自治会 住宅内公園（業平1-6-3） 錦糸公園 業平小学校
業平二丁目南町会 業平公園（業平2-3-2） 錦糸公園 業平小学校
業平二丁目町会 押上天祖神社（業平2-13-6） 錦糸公園 業平小学校
業平三丁目南町会 業平公園（業平2-3-2） 錦糸公園 業平小学校
業平三丁目町会 町会防災器材置場前（業平3-11-4） 錦糸公園 業平小学校
業平四丁目南部町会 日信金属（株）業平倉庫前（業平4-6-18） 錦糸公園 柳島小学校
業平四丁目町会 業平四丁目11番7号前区道（業平4-11-7） 錦糸公園 業平小学校
業平五丁目南町会 くるみ児童遊園（業平5-1-1） 錦糸公園 柳島小学校
業平五丁目北部町会 なりひらホーム前（業平5-6-2） 錦糸公園 柳島小学校
向島一丁目町会 隅田公園自由広場（向島1-3） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 小梅小学校
向島二丁目睦町会 町会会館前（向島2-16-1） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 小梅小学校
向島二・三町会 小梅小学校（向島2-4-10） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 小梅小学校
向島三丁目町会 墨田中学校（向島4-25-22） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 墨田中学校
向島四丁目南町会 墨田中学校（向島4-25-22） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 墨田中学校
向島四丁目北町会 秋葉神社内（向島4-9-13） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 言問小学校
向島五丁目西町会 隅田公園少年野球場（向島5-5） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 言問小学校
向島五丁目東町会 言問小学校（向島5-40-14） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 言問小学校
小梅一丁目町会 小梅児童遊園（向島1-33-3） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 小梅小学校
小梅二丁目町会 町会会館前（向島3-33-7） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 小梅小学校
小梅三丁目町会 町会会館前（向島3-35-7） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 墨田中学校
東向島一丁目中町会 第一寺島小学校（東向島1-16-2） 白鬚東地区 第一寺島小学校
東向一南町会 第一寺島小学校（東向島1-16-2） 白鬚東地区 第一寺島小学校

曳舟中町会 ふじのき公園（東向島2-7-5） 白鬚東地区 第一寺島小学校
曳舟小学校

東向島二丁目睦町会 曳舟児童遊園（東向島2-25-7） 白鬚東地区 第一寺島小学校

東向島二丁目町会 東向島ふじ公園（東向島2-46-7） 白鬚東地区 第一寺島小学校
第三寺島小学校

東向島宮元町会 向島百花園前（東向島3-18-3） 白鬚東地区 第二寺島小学校
東向島町会 第二寺島小学校（東向島4-30-2） 白鬚東地区 第二寺島小学校
東向島六丁目第一町会 第三寺島小学校（東向島6-8-1） 白鬚東地区 第三寺島小学校
寺六中央町会 なつめ公園（東向島6-40-2） 白鬚東地区 第三寺島小学校
東向島親交町会 やまぶき児童遊園（東向島6-60-6） 荒川・四ツ木橋緑地 八広小学校

堤通一丁目町会 交通公園（堤通1-8-1） 白鬚東地区 第一寺島小学校
第二寺島小学校

東白鬚第一マンション自治会 白鬚東地区防災拠点（堤通2） 白鬚東地区 桜堤中学校
白鬚東第二自治会 白鬚東地区防災拠点（堤通2） 白鬚東地区 桜堤中学校
堤通二丁目3・4自治会 白鬚東地区防災拠点（堤通2） 白鬚東地区 桜堤中学校
白鬚東水神自治会 白鬚東地区防災拠点（堤通2） 白鬚東地区 桜堤中学校
堤通自治会 白鬚東地区防災拠点（堤通2） 白鬚東地区 桜堤中学校
梅若橋自治会 白鬚東地区防災拠点（堤通2） 白鬚東地区 桜堤中学校
白鬚東第一自治会 白鬚東地区防災拠点（堤通2） 白鬚東地区 桜堤中学校
コーシャハイム白鬚東自治会 白鬚東地区防災拠点（堤通2） 白鬚東地区 桜堤中学校
寺七西町会 東向島集会所前（東向島4-8-12） 白鬚東地区 梅若小学校
墨田一丁目第2アパート自治会 白鬚公園（墨田1-4-42） 白鬚東地区 梅若小学校
梅若西町会 梅若小学校（墨田2-25-1） 白鬚東地区 梅若小学校
梅若町会 梅若小学校（墨田2-25-1） 白鬚東地区 梅若小学校
玉の井町会 こでまり児童遊園（東向島5-24-1） 白鬚東地区 第二寺島小学校
隅田西町会 かつら児童遊園（墨田3-36-13） 荒川・四ツ木橋緑地 隅田小学校
隅田中睦町会 隅田小学校（墨田4-6-5） 荒川・四ツ木橋緑地 隅田小学校
都営墨田四丁目自治会 都営墨田四丁目団地内公園（墨田4-22） 荒川・四ツ木橋緑地 隅田小学校
隅田町東町会 隅田東第二児童遊園（墨田4-34-20） 荒川・四ツ木橋緑地 隅田小学校
隅田中央町会 旧隅田小学校（墨田5-49-5） 白鬚東地区 旧隅田小学校
鐘ヶ淵町会 墨田五丁目運動広場（墨田5-16） 白鬚東地区 旧隅田小学校
押上一丁目町会 町会会館前（押上1-24-4） 都営文花一丁目住宅一帯 業平小学校
押上一丁目仲町会 町会会館前（押上1-15-1） 都営文花一丁目住宅一帯 墨田中学校
中之郷町会 中之郷児童遊園（押上2-12-1） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 墨田中学校
押上二丁目町会 町会会館前（押上2-19-12） 墨田区役所・隅田公園自由広場一帯 墨田中学校
押上南町会 新あづま通り押上一丁目バス停前（押上1-32先）都営文花一丁目住宅一帯 押上小学校
押上西和町会 町会会館前（押上1-17-5） 都営文花一丁目住宅一帯 押上小学校
押上三丁目伸成町会 押上小学校（押上3-46-17） 都営文花一丁目住宅一帯 押上小学校

町会・自治会名 一時集合場所

災害に備え、ご自分の地域の一時集合場所、避難場所、指定避難所を日頃から確認しておきましょう
（所在地） 避難場所 指定避難所

押上文花町会 押上小学校（押上3-46-17）
文花公園（文花1-27-5） 都営文花一丁目住宅一帯 押上小学校

京一旭町会 京島西公園（京島1-22-3） 都営文花一丁目住宅一帯 曳舟小学校
曳舟駅前プラザ自治会 プラザ裏広場（京島1-38） 都営文花一丁目住宅一帯 曳舟小学校

京一曳舟町会 曳舟さくら公園（京島1-40-1）
曳舟小学校（京島1-28-2） 都営文花一丁目住宅一帯 曳舟小学校

京島二丁目協和町会 京島南公園（京島2-20-17） 都営文花一丁目住宅一帯 第四吾嬬小学校
京島三丁目北町会 からたち児童遊園（京島3-10-19） 都営文花一丁目住宅一帯 第四吾嬬小学校
京島三丁目中央町会 京島まちづくり事業用地（京島3-37） 都営文花一丁目住宅一帯 第四吾嬬小学校
京島三丁目東町会 第四吾嬬小学校（京島3-64-9） 都営文花一丁目住宅一帯 第四吾嬬小学校
文花親交町会 あずま百樹園（文花1-19-4） 都営文花一丁目住宅一帯 文花中学校
文花団地自治会 文花公園（文花1-27-5） 都営文花一丁目住宅一帯 文花中学校
文花第二自治会 団地内公園（文花1-32） 都営文花一丁目住宅一帯 文花中学校
文花宮元町会 文花宮前橋公園（文花1-32-11） 都営文花一丁目住宅一帯 文花中学校
文花二丁目町会 宮元児童遊園（文花2-7-4） 都営文花一丁目住宅一帯 文花中学校
宮田町会 第四吾嬬小学校（京島3-64-9） 都営文花一丁目住宅一帯 第四吾嬬小学校

八広町会 八広小学校（八広5-12-15）
寺島中学校（八広1-17-15） 荒川・四ツ木橋緑地 寺島中学校

長浦町会 けやき児童遊園（八広1-7-4） 荒川・四ツ木橋緑地 寺島中学校
八広一丁目南町会 寺島中学校（八広1-17-15） 荒川・四ツ木橋緑地 寺島中学校
八広三和里町会 三輪里稲荷神社（八広3-6-13） 荒川・四ツ木橋緑地 第三寺島小学校
八広北町会 町会会館前（八広2-11-5） 荒川・四ツ木橋緑地 第三吾嬬小学校
八広二丁目親和町会 第三吾嬬小学校（八広2-36-3） 荒川・四ツ木橋緑地 第三吾嬬小学校
八広二丁目南町会 舟原公園（八広2-43-16） 荒川・四ツ木橋緑地 第三吾嬬小学校
八広三丁目町会 八広三丁目防災広場（八広3-24-8） 荒川・四ツ木橋緑地 第三吾嬬小学校

八広あずま町会 吾嬬第二中学校※（八広4-4-4）
八広地域プラザ（八広4-35-17）

吾嬬第二中学校
八広地域プラザ

都営八広五丁目自治会 八広公園（八広5-10-14） 荒川・四ツ木橋緑地 八広小学校

八広西八町会

八広六西町会 八広小学校（八広5-12-15） 荒川・四ツ木橋緑地 八広小学校
八広六丁目東町会 日枝神社境内（八広6-32-6） 荒川・四ツ木橋緑地 八広小学校
立花一丁目町会 立花公園（立花1-27-5） 立花一丁目団地一帯 立花吾嬬の森小学校
立花平成町会 立花吾嬬の森小学校（立花1-18-6） 立花一丁目団地一帯 立花吾嬬の森小学校
立花一丁目団地自治会 立花団地内広場（立花1-26） 立花一丁目団地一帯 立花幼稚園他
立花一丁目団地6号棟自治会 立花団地内広場（立花1-26） 立花一丁目団地一帯 立花吾嬬の森小学校
立花二丁目町会 立花吾嬬の森小学校（立花1-18-6） 立花一丁目団地一帯 立花吾嬬の森小学校
立花二丁目仲町会 東あずま公園（立花2-32-12） 立花一丁目団地一帯 立花吾嬬の森小学校
立花東町会 東あずま公園（立花2-32-12） 立花一丁目団地一帯 立花吾嬬の森小学校
立花南町会 立花幼稚園他（立花1-25-9他）
立花あづま町会 吾嬬立花中学校（立花4-30-18）
立花四丁目町会 東吾嬬小学校（立花4-22-11） 立花一丁目団地一帯 東吾嬬小学校
立花五丁目町会 中川小学校（立花5-49-4） 荒川・四ツ木橋緑地 中川小学校
立花五丁目東町会 旧吾嬬第一中学校（立花5-48-9）

立花六丁目町会

都営立花六丁目アパート自治会 平井橋第一・第二公園
旧中川水辺公園防災広場（立花6-24先）

（立花6-8-55）

立花いこい公園（立花6-8-34）
旧中川水辺公園防災広場（立花6-24先）

東墨田一・二丁目町会 木下川吾亦紅（東墨田2-15-2） 荒川・四ツ木橋緑地 木下川吾亦紅
東墨田三丁目町会 東公園（東墨田3-12-19） 荒川・四ツ木橋緑地 木下川吾亦紅
亀戸ビューフォート自治会 マンション1階駐車場（文花1-32-2） 都営文花一丁目住宅一帯 文花中学校
Brillia タワー東京自治会 錦糸公園（錦糸4-15-1） 錦糸公園 錦糸小学校
イーストコア曳舟自治会 イーストコア曳舟建物内（京島1-1） 都営文花一丁目住宅一帯 曳舟小学校

☆毎月1日は、墨田区防災の日☆
　毎月1日（1月は17日）は、「墨田区防災の日」です。
　災害に備えて、食糧や飲料水の備蓄、家具の転倒
防止、避難の方法、災害時の連絡方法など、ご家庭
や職場、地域の防災対策を確認しましょう。

≪お問い合わせ≫
　墨田区都市計画部危機管理担当防災課
　T E L：5608-6206（直通）
　F A X：5608-6425

一時集合場所、避難場所（地区内残留地区）、指定避難所一覧（町会・自治会別）

地震が発生したときの行動 地震が発生したときは、まず身の安全を守ることが何よりも大切です。
その後、落ち着いて次の行動ができるよう、避難の方法などを事前に確認しておきましょう。

　地震による被害を軽減するには、自分の身は自分で守るという「自助」
の力が最も重要です。事前の備えとして、以下のポイントを確認し、でき
ることから実践していきましょう。
　また、区では、一部助成や防災用品のあっせんなどを実施しています。
詳しくは、各窓口へお問い合わせください。
□建物の耐震化

　昭和 56 年 5 月以前に建てられた木造建物は、特に耐震性を確認
しておく必要があります。
※木造住宅無料耐震相談など…防災まちづくり課　TEL 5608－6269 

□家具類の転倒・落下防止、ガラスの飛散防止
●タンスや食器棚などの重いものが倒れたり、移動したりしないよう

に転倒防止器具を取り付けましょう。また、タンスなどの上には、重
いものを置かないようにしましょう。

●飛散したガラスは凶器になります。防止フィルムを貼るほか、足を
保護するためのスリッパなどを身近なところに置いておきましょ
う。

　※家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付助成
　　・満 65 歳以上の方… 高齢者福祉課　TEL 5608-6168
　　・身体障害者手帳 1～2 級の方、愛の手帳 1～3 度の方
　　　　　　　　　　  … 障害者福祉課　TEL 5608-6163

□消火の備え
　消火器を備えるほか、ふろの残り湯をとっておくことも有効な備え
の一つです。
※消火器のあっせん… 防災課　TEL 5608－6206

□暮らしを維持する備え
　飲料水は 1人1日 3 ㍑、食糧は 3 日分を目安に確保しておきましょ
う。また、簡易トイレや家族構成に合わせた衣類等の防災用品のほ
か常備薬の準備も必要です。　
※防災用品のあっせん… 防災課　TEL 5608-6206

　自助と共に、地域の皆さんが協力し「自分たちの地域は自分たちで守
る」という「共助」の力は欠かせません。災害時には、初期消火や救出救
助活動のほか、近隣の被害状況を把握し、地域で情報を共有することも
大切です。
　日ごろから、地域の防災訓練へ積極的に参加するようにしましょう。

 ☆要配慮者サポート隊☆

生
地震
発

自分の身は自分で守る！

地域で協力して活動する！

　次のポイントに重点を置きながら、落
ち着いて行動しましょう。
●「身を守れ！」など大きな声を出して、周囲へ

の身の安全確保を呼びかける。
●身を守る行動をすばやくとる（例：乳幼児を真っ

先に守る、テーブルや机の下に入る、座布団な
ど手近の物で頭を守る、冷蔵庫・ピアノ・食器棚・
タンス・本棚等から離れるなど）。

●揺れがおさまった後に、あわてずに火の始末を
する。

●出口を確保する。

　一時集合場所は、避難が必要な
ときの集合場所であるとともに、
近隣の災害情報や火災の状況、救
出救護の必要性等を把握するため
の情報拠点として、町会・自治会
ごとに定められています。

●地域の災害情報、火災の状況、救出救

護の必要性などの情報交換を行う。

●地域の被害状況に応じて、避難・応急

救護活動等を行う。

　不燃化等が進んでおり、火災が発生
しても大規模な延焼火災の恐れがな
く、広域的な避難を要しない区域です。

　火災範囲が広がり、地域内
では身の安全が確保できない
と判断される場合に避難する
場所です。
●一時集合場所から、集団で避難す

る。
●延焼火災が縮小・鎮火するまで、

避難を継続する。

　倒壊や火災により、自宅に戻ることがで
きない場合の一時的な生活拠点で、被害状
況に応じて開
設されます。
●避難所では、お

互いに協力し、
助け合いながら
生活する。

　被害の拡大を防ぐために、近隣の
状況を確認し、助け合いましょう。
●建物の倒壊、火災発生の有無などを確

認する。
●火災発生時には、地域で初期消火に取

り組む。
●安否確認や救出救助活動を行う。

身の安全を守る行動

ブレーカーを落としましょう。
　倒れた家財の中にスイッチが入った状態の電気製
品があると、通電再開後、火災のおそれがあります。

避難するときの注意点

延焼火災なし

隣近所の状況確認

火災や建物の倒壊による避難や、
被害状況の情報交換が必要

火災が鎮火・縮小しても、
自宅が焼失・倒壊した場合

地域内では危険な場合

自宅が倒壊した場合

避難場所

指 定 避 難 所

《一時集合場所標識》

《避難場所標識》

一時（いっとき）集合場所

地区内残留地区（錦糸町地区）

延焼火災が発生

※

※
※

※
※

※

※

※

※

吾嬬第二中学校※（八広4-4-4）
八広地域プラザ（八広4-35-17）

吾嬬第二中学校
八広地域プラザ

※

※平成30年度からの指定避難所等となります。

横川五丁目南部町会 柳島小学校（横川5-2-30） 錦糸公園 柳島小学校
横川五丁目旭町会 柳島小学校（横川5-2-30） 錦糸公園 柳島小学校
横川五丁目東部町会 横川さんかく公園（横川5-9-31） 錦糸公園 柳島小学校

横川五丁目北部町会 集会所前（横川5-10-1） 錦糸公園 柳島小学校
業平一丁目町会 町会会館前（業平1-2-9） 錦糸公園 業平小学校

都営第二寺島アパート自治会 交通公園（堤通1-8-1） 白鬚東地区 第一寺島小学校
トミハイム横川一丁目自治会 日本たばこ産業（株）内（横川1-17-7） 錦糸公園 業平小学校

京島二丁目町会 京島サービス工場前（京島2-9-3） 都営文花一丁目住宅一帯 曳舟小学校

京島南町会
京島サービス工場前
京島三丁目防災広場（京島3-31-2）

（京島2-9-3）

曳舟小学校（京島1-28-2）
都営文花一丁目住宅一帯 曳舟小学校

荒川・四ツ木橋緑地

荒川・四ツ木橋緑地

荒川・四ツ木橋緑地 中川小学校

荒川・四ツ木橋緑地 中川小学校

両国地区 両国小学校

両国地区 両国小学校

両国小学校（両国4-26-6）
両国公園（両国4-25-3）
両国小学校（両国4-26-6）
両国公園（両国4-25-3）

両国地区 外手小学校

荒川・四ツ木橋緑地 中川小学校

立花一丁目団地一帯 立花幼稚園他
立花一丁目団地一帯 東吾嬬小学校

　災害時に一連の避難行動を一人でとることができない方は「要配
慮者」と呼ばれています。日ごろから、地域の要配慮者の所在を把
握し、いざというときには安否確認、救出救護、避難誘導などを速
やかに行うことができる体制をつくっておくことが重要です。
　区では、こうした組織として「要配慮者サポート隊」の結成を呼
びかけ、必要な資器材の配備などの支援を行っています。町会・自
治会を中心としたサポート隊の結成にご協力ください。


