
自主防災会　緊急（一時）避難場所　設置場所一覧

伊勢原市企画部危機管理課作成　平成29年11月1日時点

地区 自治会名 所在地 名称等
伊勢原北地区 伊勢原上 伊勢原3-8-1 伊勢原大神宮境内
伊勢原北地区 伊勢原第３ 伊勢原3ｰ1ｰ8 日産自動車（株）ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 
伊勢原北地区 伊勢原第４ 伊勢原2-1-1 千津ふれあい公園
伊勢原北地区 伊勢原第４ 伊勢原4-1-1 伊勢原小学校
伊勢原北地区 片町第一 伊勢原3-21 御嶽神社境内
伊勢原北地区 片町第一 板戸427 片町公園
伊勢原北地区 片町第一 板戸476付近 けやき公園
伊勢原北地区 片町第一 板戸812 大塚戸北公園
伊勢原北地区 片町第二 板戸354-1 市営精進場住宅公園内
伊勢原北地区 片町第二 田中991 県営ﾊｲﾑｶﾀﾏﾁ内公園
伊勢原北地区 片町第二 田中968 前田明夫宅
伊勢原北地区 片町第二 田中949-4 橋本宅（旧河野商逸方駐車場）
伊勢原北地区 七区二 東大竹1-367-4 七区第二中央会館
伊勢原北地区 駅前第一 伊勢原4ｰ1ｰ1 伊勢原小学校
伊勢原北地区 千津北 伊勢原2-1-1 千津ふれあい公園
伊勢原北地区 金山 伊勢原1-33-4 池端3地区自治会館
伊勢原北地区 金山 伊勢原1-25 金山公園
伊勢原北地区 池端坂戸 池端236 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ伊勢原
伊勢原北地区 池端坂戸 伊勢原1-33-4 池端3地区自治会館
伊勢原北地区 池端坂戸 池端236 花富駐車場
伊勢原北地区 田中 伊勢原3-27-27 十二柱神社
伊勢原北地区 田中 田中1151-2 田中公会堂
伊勢原北地区 板戸第一 板戸295-4 自治会館南コミュニティ道路
伊勢原北地区 板戸第一 板戸175 殿村青少年広場
伊勢原北地区 板戸第一 板戸281 宝珠院前広場
伊勢原北地区 板戸第二 板戸668-6 押堀北公園西側広場
伊勢原北地区 板戸第二 板戸592付近 八雲神社境内
伊勢原北地区 板戸第二 板戸527-1 板戸宮ノ前公園
伊勢原北地区 板戸第二 板戸752-6 石垣正信宅付近
伊勢原北地区 板戸第二 板戸800 市営住宅跡地
伊勢原北地区 板戸第二 板戸812 大塚戸北公園
伊勢原北地区 板戸第二 板戸990 長塚国勝宅西側広場
伊勢原北地区 板戸第二 板戸894付近 関台公園
伊勢原北地区 板戸第二 板戸800 旧小山住宅（公園）
伊勢原北地区 板戸第三 板戸857-15 大塚戸公園
伊勢原北地区 板戸第三 板戸831-9 大塚戸東公園
伊勢原北地区 板戸第三 東大竹55付近 堂面第ニ公園
伊勢原北地区 アメニティ板戸 板戸684付近 押掘北公園
伊勢原南地区 大原町 桜台1-31-5 大原児童館
伊勢原南地区 大原町 桜台3-1 児童公園
伊勢原南地区 大原町 桜台1-6 下原公園
伊勢原南地区 千津南 東大竹280 広場
伊勢原南地区 下大竹 東大竹1194 八幡神社
伊勢原南地区 下大竹 桜台4-22-4 観音堂公園
伊勢原南地区 下大竹 東大竹854 南公民館
伊勢原南地区 下大竹 東大竹712-3 稲荷久保北公園
伊勢原南地区 下大竹 東大竹956-12 粕上原公園
伊勢原南地区 谷戸大竹 東大竹1507 公園
伊勢原南地区 谷戸大竹 東大竹1547-1 田中宅駐車場
伊勢原南地区 谷戸大竹 東大竹1377 戸田宅駐車場
伊勢原南地区 谷戸大竹 東大竹55付近 堂面第一公園
伊勢原南地区 池端 池端401-4 池端福祉館
伊勢原南地区 中尾 桜台2-8 寺久保公園
伊勢原南地区 中尾 桜台2-1-28 望星薬局ビル前駐車場
伊勢原南地区 中尾 桜台2-28-1 エスポット伊勢原店（旧藤田電機ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）
伊勢原南地区 大句 岡崎5278 腰取神社境内
伊勢原南地区 大句 岡崎5177 大句バス停付近駐車場
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6994-3 みのり幼稚園地内
伊勢原南地区 馬渡 岡崎5584付近 菅原神社境内
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6936-13 岡崎福祉館地内
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6717-7 市川電機駐車場
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6611-1 竹園小学校地内
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6770 布袋久保公園
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6706 布袋久保北公園
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6891 御嶽東公園
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6859 御嶽南公園
伊勢原南地区 馬渡 岡崎6864 御嶽北公園
伊勢原南地区 八幡台一区 八幡台1-3-5 八幡谷戸公園
伊勢原南地区 八幡台二区 八幡台1-11 八幡台公園
伊勢原南地区 八幡台二区 八幡台2-12 宮ノ前公園
伊勢原南地区 八幡台三区 八幡台2-15 八幡台三区集会所付近広場（県営ﾃﾗｽ住宅内）
伊勢原南地区 原之宿 桜台5-12-18 伊勢原南ｺﾐｭﾆﾃｨーｾﾝﾀー
伊勢原南地区 天王原 桜台5-12-18 伊勢原南ｺﾐｭﾆﾃｨーｾﾝﾀー
伊勢原南地区 上平間台 桜台5-15 上平間台北公園
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伊勢原南地区 上平間台 桜台5-23 上平間台南公園
伊勢原南地区 沼目団地 桜台3-12 第二上坂谷公園
伊勢原南地区 星和マンション 桜台3-13-1 伊勢原南ｺﾐｭﾆﾃｨーｾﾝﾀー
伊勢原南地区 ネオハイツ 桜台1-31-5 大原児童館
伊勢原南地区 平間台 下平間782-3 平間台自治会広場
伊勢原南地区 木津根橋 三ノ宮336 木津根橋集会場
伊勢原南地区 木津根橋 三ノ宮351-1 旧高橋駐車場
大山地区 大山上 大山640 根岸旅館前
大山地区 大山上 大山558 旅館　青木館　駐車場
大山地区 大山中 大山485 リゾート鈴川駐車場
大山地区 大山中 大山355 阿夫利神社社務局内
大山地区 大山下 大山295付近 清水屋駐車場
大山地区 大山下 大山209 大山小学校入口付近
大山地区 子易上 子易1275 （社）大六福祉会　伊勢原ﾎ-ﾑ入口
大山地区 子易上 子易1283 JAいせはら　大山支所
大山地区 子易下 子易1647 易住寺駐車場
大山地区 子易下 子易1798 黒石　治雄宅前庭
大山地区 子易下 子易369 子易児童館地内
大山地区 子易下 子易458 泉谷武宅下広場（旧道）
大山地区 子易下 子易1320 高橋政一宅前広場
大山地区 子易下 子易1655-7 石井　雄人武宅小屋前広場
高部屋地区 川上 上粕屋228-2 飯田満宅北側
高部屋地区 メ引 上粕屋790-ｲ 五霊神社境内
高部屋地区 メ引 上粕屋862 山口匡一宅庭
高部屋地区 峰岸上 上粕屋509 峰岸ふれあい広場
高部屋地区 峰岸下 上粕屋509 峰岸ふれあい広場
高部屋地区 峰岸団地 上粕屋448 県営伊勢原峰岸団地3号棟北公園
高部屋地区 辻尾崎秋山 上粕屋1029 智光寺
高部屋地区 辻尾崎秋山 上粕屋2901 五霊森
高部屋地区 台久保 上粕屋1155西 台久保自治会館
高部屋地区 山王原 上粕屋1347付近 上粕屋神社参道
高部屋地区 石倉 上粕屋1482 石倉下公会堂
高部屋地区 石倉 上粕屋1649ｰ1 石倉上集会場
高部屋地区 石倉 上粕屋1543ｰ1 石倉福祉館
高部屋地区 子易 上粕屋1764 比々多神社前駐車場
高部屋地区 子易 上粕屋1776 米谷四郎宅前
高部屋地区 一之郷中丸 上粕屋2533-21 上田幸次郎宅北側
高部屋地区 一之郷中丸 上粕屋2405 細野真司宅北側(伊勢原ｱｰﾁｪﾘｰｸﾗﾌﾞ）
高部屋地区 宝地九沢長竹 西富岡1139 高部屋公民館倉庫南側駐車場
高部屋地区 宮下 西富岡251-19 竹内自動車商会南側
高部屋地区 宮下 西富岡891東側 八幡神社境内
高部屋地区 原 西富岡891付近 西富岡八幡神社境内
高部屋地区 原 西富岡834 駐車場（旧原公民館）
高部屋地区 新田 日向267-2 新田集会場
高部屋地区 新田 日向378 荒井満宅南側
高部屋地区 坊中高橋 日向1682西 神奈中日向薬師バス停(折り返し所)
高部屋地区 坊中高橋 日向1583付近 坊中高橋公民館
高部屋地区 坊中高橋 日向2010-5付近 高橋ﾊﾞｽ停
高部屋地区 藤野 日向1278 藤野児童館
高部屋地区 藤野 日向260 神崎信義宅前広場
高部屋地区 洗水 日向717 日向洗水集会場
高部屋地区 洗水 日向2115 貴有意の郷西側
高部屋地区 洗水 日向603 岩田正雄宅南竹林
高部屋地区 日向の里 日向390 下ノ原公園
高部屋地区 ハイム上粕屋 上粕屋374 集会場敷地内
比々多地区 神戸 神戸480 伊勢原市西部地区生活介護施設ひびた秦野精華園
比々多地区 神戸 神戸518-1 木下神社
比々多地区 串橋 串橋13 串橋構造改善ｾﾝﾀｰ
比々多地区 串橋 串橋264 雷電神社
比々多地区 串橋 串橋13 串橋構造改善ｾﾝﾀｰ
比々多地区 笠窪 笠窪375-1 笠窪公民館
比々多地区 笠窪 笠窪320-3 自治会ふれあい広場
比々多地区 坪ノ内 坪の内82 比々多保育園
比々多地区 坪ノ内 坪の内309 市立坪ノ内老人憩の家
比々多地区 善波 善波738 善波児童館
比々多地区 善波 大住台3-12-11 公園(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場)
比々多地区 栗原 三ノ宮2193東 栗原自治会館
比々多地区 栗原 三ノ宮1472 三之宮比々多神社
比々多地区 三ノ宮 三ノ宮888-1 三ﾉ宮児童館
比々多地区 三ノ宮 三ノ宮1472 三之宮比々多神社
比々多地区 白根 白根413 白根神社
比々多地区 白根 白根366 白根中央児童公園
比々多地区 白根 鈴川8 市ﾉ坪公園
比々多地区 もえぎ台 笠窪493付近 神明神社



自主防災会　緊急（一時）避難場所　設置場所一覧

地区 自治会名 所在地 名称等
比々多地区 もえぎ台 笠窪493付近 もえぎ台公園
比々多地区 大住台 大住台2丁目 坂東公園
比々多地区 大住台 大住台1丁目 谷戸岡公園
比々多地区 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰｽﾞ大住台 大住台1丁目 谷戸岡公園
比々多地区 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰｽﾞ大住台 大住台2丁目 坂東公園
成瀬地区 下糟屋 下糟屋320付近 太田道灌公霊地
成瀬地区 下糟屋 下糟屋2386北 下糟屋ﾁﾋﾞｯ子広場
成瀬地区 東富岡 東富岡370 北三間農村広場
成瀬地区 東富岡 東富岡116北 ふじやま公園
成瀬地区 粟窪 粟窪616 八幡宮
成瀬地区 粟窪 下糟屋2168-2 丸山城祉公園
成瀬地区 前高森 高森2-11-21 前高森公民館
成瀬地区 前高森 高森2-8 北之窪公園
成瀬地区 前高森 高森2-5 蔵ノ下公園
成瀬地区 北高森 高森523 高森児童館
成瀬地区 北高森 高森3 緑ｹ丘公園
成瀬地区 小金塚 高森1093 小金塚神社
成瀬地区 小金塚 高森1324南 ゲートボール場（小金塚集会場）
成瀬地区 石田 石田350 アマダフォーラム２４６駐車場
成瀬地区 石田 石田706 子安神社
成瀬地区 石田 石田1168-1 石田小学校
成瀬地区 見附島 見付島434 見附島434番地
成瀬地区 下落合 下落合15 八幡神社児童公園
成瀬地区 下落合 下落合616付近 宮田公園
成瀬地区 下落合 下落合605付近 竹通公園
成瀬地区 高森台 高森台2-11-20 四角山公園
成瀬地区 高森台 高森台1-17-1 横手原公園
成瀬地区 高森台 高森台2-1-76 笠張公園
成瀬地区 東高森団地 高森5-1 1号棟南広場（UR都市機構東高森団地内）
成瀬地区 東高森団地 高森5ｰ8 8号棟南広場（UR都市機構東高森団地内）
成瀬地区 東高森団地 高森5ｰ17 17号棟東広場（UR都市機構東高森団地内）
成瀬地区 あかね台 高森3ｰ23 永窪公園
成瀬地区 あかね台 高森3-8 丸山公園
成瀬地区 あかね台 高森4-3 今泉公園
成瀬地区 南落合 下落合426-2 下落合公園
成瀬地区 南落合 下落合499ｰ14 南落合集会場
成瀬地区 白金山団地 高森1540 14号棟西公園（UR都市機構白金山団地内）
成瀬地区 みどり 高森1150-2 割地公園
成瀬地区 アイリスの丘 高森1450-76 尾折越北公園
成瀬地区 アイリスの丘 高森1450- 尾折越南公園
成瀬地区 東成瀬 東成瀬1 城ﾉ腰公園
成瀬地区 東成瀬 東成瀬18-2 旧サンデーマート駐車場
成瀬地区 東成瀬 石田1356-1 伊志田高校
成瀬地区 ﾘﾊﾞﾃｨﾀｳﾝ伊勢原 東成瀬4-2 集会場前広場（ﾘﾊﾞﾃｨﾀｳﾝ伊勢原第一住宅内）
成瀬地区 ﾘﾊﾞﾃｨﾀｳﾝ伊勢原 東成瀬1 城ﾉ腰公園
成瀬地区 すみだ 高森7-5 すみだ公園
成瀬地区 すみだ 高森6-1-1北 塚越公園
成瀬地区 ﾘﾊﾞﾃｨﾀｳﾝ伊勢原第2 東成瀬1 城ﾉ腰公園
成瀬地区 ﾘﾊﾞﾃｨﾀｳﾝ伊勢原第3 東成瀬46-2 ﾌﾟﾚｲﾛｯﾄ（リバティタウン伊勢原第三北公園）
大田地区 上谷 上谷92隣 池田神社
大田地区 下谷 下谷561 八幡神社
大田地区 下谷 下谷867 幢昌寺
大田地区 沖小稲葉 小稲葉778隣 八坂神社
大田地区 西屋 小稲葉103-2付近 拳清館　(社)日本空手協会伊勢原支部
大田地区 西屋 小稲葉962付近 須山警察犬訓練学校　ﾄﾞｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞゆう
大田地区 新屋 小稲葉2467-1 新屋自治会館
大田地区 下小稲葉 小稲葉2286 八幡神社(小稲葉児童館)
大田地区 上平間 上平間562 東円寺
大田地区 上平間 上平間143 上平間自治会館
大田地区 下平間 下平間660 下平間公民館
大田地区 下平間 下平間663北 神明社
大田地区 東沼目 沼目4-37-1 蓮華寺
大田地区 東沼目 沼目6-1492付近 大田青少年広場
大田地区 東沼目 沼目2-21-28 日月神社
大田地区 西沼目 沼目2-3-28 沼目児童館広場
大田地区 西沼目 沼目1-530 心0界教団斎儀殿駐車場
大田地区 つきみ野 沼目4ｰ24 熊ノ堂公園
大田地区 つきみ野 沼目3ｰ12 つきみ野公園
大田地区 大句 岡崎字野陣


