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福島小学校 体育館

甘楽中学校　防災交流センター

甘楽町図書館（ら・ら・かんら）

白倉研修センター

新屋小学校 体育館

甘楽町体育館

甘楽町文化会館

甘楽町総合福祉センター

第二中学校 体育館

小幡小学校 体育館

旧第三中学校 体育館

旧秋畑小学校

秋畑地域交流センター

保健センター

道の駅甘楽

甘楽ふるさと館

地区 　　　　名称 　　　　所在地 　  種別

第１区住民センター 甘楽町大字小幡43 避難所
城町公会堂 甘楽町大字小幡668-1 避難所
第３区住民センター 甘楽町大字小幡1325-4 避難所
上野公民館 甘楽町大字上野242-2 避難所
轟産業文化センター 甘楽町大字轟406-6 避難所
国峰住民センター 甘楽町大字国峰1675 避難所

小幡 第７区住民センター 甘楽町大字善慶寺1340 避難所
下井公会堂 甘楽町大字善慶寺686-1 避難所
小幡小学校 甘楽町大字小幡846 大規模避難所
旧第二中学校 甘楽町大字小幡684-1 大規模避難所
保健センター 甘楽町大字小幡852-1 大規模避難所
甘楽ふるさと館 甘楽町大字小幡2014-1 大規模避難所
道の駅甘楽 甘楽町大字小幡444-1 大規模避難所
（削除） 
梅の木平住民センター 甘楽町大字秋畑1614-2 避難所
第１０区住民センター 甘楽町大字秋畑4447 避難所
第１１区住民センター 甘楽町大字秋畑5112-2 避難所
第１２区住民センター 甘楽町大字秋畑2634-2 避難所

秋畑 谷の口公会堂 甘楽町大字秋畑2994-14 避難所
旧第１３区住民センター 甘楽町大字秋畑2147-1 避難所
旧第１４区住民センター 甘楽町大字秋畑485-1 避難所
旧秋畑小学校 甘楽町大字秋畑1553-1 大規模避難所
旧第三中学校 甘楽町大字秋畑2438-1 大規模避難所
秋畑地域交流センター 甘楽町大字秋畑1508-3 大規模避難所
第１５区公会堂 甘楽町大字福島1132-5 避難所
福島公会堂 甘楽町大字福島718-1 避難所
第１７区公会堂 甘楽町大字福島1155-1 避難所
鹿島公民館 甘楽町大字福島532-1 避難所
笹公会堂 甘楽町大字小川279-2 避難所

福島 笹森公会堂 甘楽町大字福島1583-1 避難所
二日市公会堂 甘楽町大字小川692-2 避難所
第２１区区民センター 甘楽町大字白倉18-19 避難所
福島小学校 甘楽町大字福島939-1 大規模避難所
（削除） 
甘楽町図書館（ら・ら・かんら） 甘楽町大字福島1258-2 大規模避難所
新田公会堂 甘楽町大字白倉640-1 避難所
本村公会堂 甘楽町大字白倉967-2 避難所
第２３区住民センター 甘楽町大字白倉2254-1 避難所
第２４区住民センター 甘楽町大字天引1169-1 避難所
天引農村婦人の家 甘楽町大字天引649-2 避難所
金井研修センター 甘楽町大字金井882-1 避難所

新屋 造石公会堂 甘楽町大字造石185-1 避難所
庭谷公会堂 甘楽町大字庭谷649 避難所
新屋小学校 甘楽町大字天引38-1 大規模避難所
白倉研修センター 甘楽町大字白倉618-1 大規模避難所
甘楽町文化会館 甘楽町大字白倉1322-1 大規模避難所
甘楽町体育館 甘楽町大字白倉1355 大規模避難所
甘楽町総合福祉センター 甘楽町大字白倉1395-1 福祉避難所

甘楽町避難所一覧表

甘楽町土砂災害ハザードマップ甘楽町土砂災害ハザードマップ

甘楽中学校
(防災交流センター

甘楽中学校 甘楽町大字白倉1411
防災交流センター 甘楽町大字白倉1411

大規模避難所

大規模避難所【追加】

（平成29年10月1日現在）
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