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帰宅困難
者が避難
所にいる
場合は○

備　　考

泉が丘小学校、中学校 100 ○

御幸が原小学校 40 ○

陽南小学校 50 ○

旭中学校 450 ○

西小学校 20 ○

城山地区市民センター 0

岡本北小学校 0

清原北小学校 100 ○

清原地区市民センター 50 ○

大谷自治公民館 10 ○

河内総合福祉センター 56 ○

古里中学校 50 ○

田原コミニティーセンター 10 ○

雀宮中学校 13 ○

教育センター 0

南市民活動センター 10 ○

中央市民活動センター 1 ○

平石地区センター 5 ○

瑞穂野地区センター 11 ○

姿川地区センター 5 ○

人数合計 981

足利市八椚町３９０－１ 毛野公民館 8

足利市本城３丁目２１４５ 足利市役所市民ホール 2

足利市小俣１５０８－５ 小俣公民館 54

足利市堀込２８４３ 山辺公民館 3

人数合計 67

栃木市入舟町６－８ 栃木中央小学校 17

栃木市河合町１２－２ 学悠館高等学校 150 ○

人数合計 167

佐野市若松町５３９ パルポート 100 ○

佐野市寺中町２２８７－１ 植野地区公民館 57

佐野市植下１２０５ 佐野南中学校 5

佐野市田沼６０３ 田沼小学校 4

佐野市飛駒１４９７ 佐野市役所飛駒支所 8

人数合計 174

県内避難所一覧表

３月１２日６：３０現在

宇都宮市

足利市

栃木市

佐野市
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鹿沼市万町９６０ 鹿沼高校 163 ○ 東武運休の帰宅困難者

鹿沼市緑町１－３－３６ 東部台コミュニティーセンター 10

鹿沼市上永野７７０ 永野コミュニティーセンター 2

人数合計 175

日光市室瀬４５４ ホテルファミテック 18 ○

日光市相生町１５ 日光体育館 70 ○

日光市所野２８５４ 日光市交流促進センター 40 ○

日光市大桑１３０ 豊岡項公民館 0

日光市大沢８０９－１ 大沢公民館 13

人数合計 141

小山第一小学校 300

小山市第二小学校 150

大谷北小学校 60

小山第二中学校 500

小山文化センター 400

人数合計 1,410

真岡市台町４１８４ 真岡小学校 250

真岡市荒町２８５ 真岡東小学校 40

真岡市熊倉町３－３３－６ 真岡西小学校 80

真岡市西高間木５３１ 真岡西中学校 30

真岡市久下田４９１ 久下田小学校 31

真岡市荒町５１３１ 付属体育館 61

真岡市久下田８４８－５ どんとこい 58

真岡市大谷台町１１４－７ 大谷台公園 100

真岡市小林」９３５－１ 山前改善センター 6

真岡市西高間木５３１ 公民館西分館 9

真岡市長田１３０２－１ 長田小学校 0

真岡市下籠谷２４７２－１ 大内西小学校 0

人数合計 665

大田原市本町１－１－１ 大田原市体育館 108

大田原市浅香３－３５８７－７４７大田原市勤労者福祉センター 6

大田原市本町１－２８０５－３ 職業訓練センター 52

大田原市若草２－１２３４ 若草中学校体育館 2

大田原市若草２－８３２ 保健センター 30

大田原市佐久山２２８７－１ 佐久山地区公民館 0

大田原市美原３－２－６２ 県北体育館 25

大田原市美原１－１４－２ 大田原中学校武道館 0

鹿沼市

日光市

小山市

真岡市

大田原市
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大田原市北野上３５９７－１ 黒羽中学校体育館 0

大田原市田町８４８ 大田原市役所黒羽支所 10

大田原市湯津上５－１０８１ 大田原市役所湯津上支所 40

大田原市紫塚３－２６５１ 大田原高校 29

人数合計 302

矢板市矢板１１４－２ 矢板市エコハウス（道の駅） 47

矢板市矢板１０６－２ 生涯学習館 54

矢板市片岡２０９８－３ 片岡公民館 22

矢板市土屋６３５ 旧日新小学校 20

矢板市末広町３－２ 勤労青少年ホーム 16

矢板市上町２０－７ 矢板中学校 25

矢板市東町６２１ 恵インダストリー 16

人数合計 200

那須塩原市島方６７９ 東那須野中学校 96 ○

那須塩原市東豊浦２３－１１０ 豊浦公民館 16 ○

那須塩原市上厚崎３８５ 厚崎中学校 0

那須塩原市下永田４－３ 西那須野中学校 160

那須塩原市埼玉９９ 埼玉小学校 0

那須塩原市東三島１－１０４ 三島中学校 76

那須塩原市中塩原１－２ 那須塩原市役所塩原支所 11

那須塩原市太夫塚１－１９４－７８西那須野公民館 36

那須塩原市槻沢２３１ 狩野公民館 19

人数合計 414

さくら市氏家２４９１ 氏家小学校体育館 80 ○

さくら市喜連川３９１１ 喜連川小学校 149

さくら市氏家１０６１－３ 南小学校 62

人数合計 291

烏山南公民館 20

保健福祉センター 110

八ヶ代コミュニティーセンター 20

人数合計 150

下野市石橋４３６－５ 石橋上町コミュニティーセンター 59 ○

下野市石橋２１４－６ 石橋駅前コミュニティーセンター 50 ○

下野市緑３－５－４ 生涯学習情報センター 15 ○

下野市田中６８１－１ 南河内公民館 0

下野市小金井５－２２－１ 駅西児童館 11 ○

人数合計 135

矢板市

那須塩原市

さくら市

那須烏山市

下野市
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いきいきプラザ 20

人数合計 20

なし 0

人数合計 0

益子町大字大沢３５３５ あぐり館 150

益子町大字益子３６６７－３ 益子町民会館武道館 170

益子町大字前沢４９０－１ 農村環境改善センター 70

人数合計 390

茂木町大字茂木１５１ 茂木町民センター 49

茂木町飯１６５０ 逆川中学校 73

人数合計 122

市貝町 市貝町役場 183

市貝町 きらり館 45

市貝町 ふれあい館 35

市貝町 市貝小学校 4

市貝町 南小学校 0

人数合計 267

芳賀町大字芳志戸１０３０ 芳賀北小学校 140

芳賀町大字芳賀台９８ 芳賀工業団地管理センター 60

芳賀町大字西水沼４１ 芳賀南小学校 15

芳賀町大字祖母井５４８－１ 芳賀町公民館 180

人数合計 395

壬生町落合３－５－２１ 壬生東小学校 0

壬生町本丸２－３－７ 壬生小学校 0

壬生町本丸１－８ 壬生中央公民館城址公園 0

壬生町大字藤井１２６７ 藤井小学校 0

壬生町大字壬生甲２７７０ 壬生中学校 0

壬生町大字上稲葉８８１ 稲葉小学校 0

壬生町大字羽生田２１３９－１ 羽生田小学校 0

壬生町大字壬生丁２３０－１ 睦小学校 0

壬生町大字上稲葉１０５６－８ 嘉陽が丘ふれあい広場 23

人数合計 23

野木町丸林５７１ 野木町武道館 51

野木町丸林５７１ 野木町保健センター 5

人数合計 56

岩舟町大字三谷１０３８－１ 岩舟町健康福祉センター（遊楽々館） 0

人数合計 0

野木町

上三川町

西方町

岩舟町

益子町

茂木町

市貝町

芳賀町

壬生町
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塩谷町大字飯岡１２４８ 塩谷中学校アリーナ 970 東北新幹線乗客矢板もあり

人数合計 970

高根沢町 タウンセンター 150 一般避難者を含む

町図書館中央館 12

中央小学校 9

北小学校 3

改善センター 50

福祉センター 40

保健センター 30

阿久津小学校 350 ○

東小学校 0

上高根沢小学校 0

人数合計 644

ゆめプラザ 260 ○

文化センター 120 ○

スポーツセンター 150 ○

田中コミュニティーセンター 7 ○

ホテルエピナール那須 240 ○ 新幹線乗客

松川屋 100 ○ 新幹線乗客

中藤屋 30 ○ 新幹線乗客

いこいの家 30 ○ 新幹線乗客

サンバレー那須 100 ○ 新幹線乗客

愛寿荘 100 ○ 新幹線乗客

りんどう湖ロイヤルホテル 100 ○ 新幹線乗客

人数合計 1,237

那珂川町馬頭５６０－１ 馬頭総合福祉センター 36

那珂川町小川１０６５ 小川総合福祉センター 74

那珂川町小川 梅曽公民館 12

那珂川町富山 鷲子沢集会所 12

人数合計 134

総合計 9,530

塩谷町

高根沢町

那須町

那珂川町


