
３　大津波警報（４ｍ以上）」発表時に避難勧告等」を発令する対象町名・町会，連絡先

番号 町　名 避難対象街区 最寄りの避難場所加入町会名 町会館（町会連絡先）

1 入舟町 全域 弥生小 入舟町会 22-3537，（26-9826）

2 弁天町 15～31番，入舟1番 弥生小 弁天町会 22-5053，（26-0778）

3 大　町 7～15番 弥生小 大町町会 22-2717, （26-8644）

4 末広町 9～16番，21～24番 水道局 末広町会 22-1604，（26-9764）

5 青柳町 39～40番 青柳小 青柳町会 22-1392，（23-1264）

6 住吉町 13～15番 青柳小 住吉町会 23-2253，（22-2750）

7 宝来町 1～2番, 青柳小 宝来町 22-2831，（23-2371）

8 東川町 1～2,17～19,22～25番 青柳小,水道局 東川町会 22-4273，（22-4226）

9 豊川町 全域 水道局,ﾗﾋﾞｽﾀﾍﾞｲ 豊川町会 22-3429，（26-4333）

10 大手町 全域 市役所，国際ﾎﾃﾙ 大手町町会 26-4711，（26-8357）

11 栄　町 全域 市役所 栄町会 22-3025，（26-8005）

12 旭　町 全域 市役所 旭町会 23-0609，（26-3699）

13 東雲町 3～７,12～16番 市役所 東雲町会 26-6705，（22-8251）

14 大森町 1～7,12,13,21,22,34番 市役所 大森町会 27-2522，（22-7912）

15 松風町 5～9番，18～20番 市役所,ﾛﾜｼﾞｰﾙﾎﾃﾙ松風町会 22-2825，（22-3998）

16 若松町 全域 福祉ｾﾝﾀｰ,ｸﾞﾗﾝﾃｨｱ若松町会 23-2388，（26-1382）

17 新川町 3～6,17～18番 中部,小福祉ｾﾝﾀｰ 新川町会 22-1011，（26-3065）

18 大縄町 1～6番 中部小,福祉ｾﾝﾀｰ 大縄町会 23-3336，（41-3455）

19 海岸町 全域 北星小 海岸町会 23-6582，（40-1112）

20 万代町 全域 北星小 万代町会 41-4584，（41-7450）

21 浅野町 1～3，5番 万年橋小 北浜町会 41-3707，（43-4284）

22 吉川町 1～4番 万年橋小 北浜町会 41-3707，（43-4284）

23 港1丁目 34～36番 港小

24 港２丁目 12～13番 港小

25 港3丁目 17～19番 港小 港北部町会 43-3292，（42-0549）

26 宇賀浦町 1，6，7，14，15番 高盛小 宇賀浦町会 54-2648,　(51-3784)

27 日乃出町 25番 金堀小 函館日乃出町会 55-9799, （53-9005）

28 金堀町 1,8,9番 金堀小 金堀広野町会 55-2401

29 広野町 １～4番 駒場小 金堀広野町会 55-2401

30 湯浜町 1,11,12,13番 駒場小,市民会館 湯浜町会 55-9095, （52-3575）

31 湯川1丁目 1～3番 市民会館 湯浜町会 59-0664，（59-2508）

32 湯川2丁目 1～7番 市民会館 湯川2丁目町会 59-4402

33 湯川3丁目 1～5番，7～12番 湯川小,市民会館 湯川温泉町会 59-0163,  (57-1458)

根崎町会 59-0516，（55-7070）

高根西部町会 57-5032

高松町会 57-6812， (55-5833)

高松親交会 57-1050, （57-0855）

志海苔町会 58-2200,  (58-3321)

港町会 41-4649，（41-0231）

34 根崎町
30～75番，175～378番
（市道湯川3-35を挟み
海岸に接した世帯）

湯川小

35 志海苔町

1番～89番,
110～140番(130除)
160～180番(170除)
310番（Ｒ278を挟み海
岸に接した世帯)

東小



36 銭亀町
2～93番住所,100～170
番

東小 銭亀町会 58-2027

37 新湊町
8～240番
(Ｒ278を挟み海岸に接
した世帯)

東小 新湊町会 58-2257, (58-4143)

38 古川町

6～120番,180～280番
一部330番，380番
（Ｒ278を挟み海岸に接
した世帯)

石崎小 古川町会 58-2645，（58-2693）

39 石崎町

38～96番,170～420番
一部660～740番
(Ｒ278を挟み海岸に接
した世帯)

石崎小 石崎町会 58-2131，（58-2086）

40 小安町 全域 潮光中 小安町会 防災行政無線対応

41 釜谷町 全域 潮光中 釜谷町会 〃

42 汐首町 全域 潮光中,日新小 汐首町内会 〃

43 瀬田来町 全域 日新小 瀬田来町内会 〃

44 弁才町 全域 日新小 弁才町町内会 〃

45 泊町 全域 日新小 泊町町内会 〃

46 館町 全域 総合学習ｾﾝﾀｰ 館町町内会 〃

西浜町会 〃

東浜町内会

48 新二見町 全域 温泉保養ｾﾝﾀｰ 原木二見町会 〃

49 原木町 全域 温泉保養ｾﾝﾀｰ 原木二見町会 〃

50 日浦町 全域 えさん小 日浦町内会 〃

51 豊浦町 全域 えさん小 尻岸内町内会 〃

52 大澗町 全域 えさん小 尻岸内町内会 〃

53 中浜町 全域 えさん小 中浜町内会 〃

54 女那川町 全域 えさん小 女那川町内会 〃

55 日ノ浜町 全域 えさん小,恵山中 日ノ浜町内会 〃

56 古武井町 全域 恵山中 古武井町内会 〃

恵山町内会 〃

御崎町内会 〃

58 御崎町 全域 恵山中 御崎町内会 〃

59 恵山岬町 全域 椴法華総合ｾﾝﾀｰ 元村町内会 〃

60 元村町 全域 椴法華総合ｾﾝﾀｰ 元村町内会 〃

61 富浦町 全域 椴法華総合ｾﾝﾀｰ 富浦町内会 〃

62 島泊町 全域 椴法華総合ｾﾝﾀｰ 島泊町内会 〃

63 新八幡町 全域 椴法華総合ｾﾝﾀｰ 新八幡町内会 〃

64 銚子町 全域 椴法華総合ｾﾝﾀｰ 銚子町内会 〃

新浜町二町内会 〃

新浜町一町内会 〃

66 古部町 全域 古部町内会 〃

67 木直町 全域 木直町内会 〃

47 浜町 全域 総合学習ｾﾝﾀｰ

木直小廃校のた
め

当面は地域会館

57 恵山町 全域 恵山中

65 新浜町 全域 椴法華総合ｾﾝﾀｰ



68 尾札部町 全域 尾札部中,磨光小 尾札部町内会 〃

69 川汲町 全域 磨光小,公民館 川汲町内会 〃

70 安浦町 全域 公民館 安浦町内会 〃

71 臼尻町 全域 臼尻小 臼尻町内会 〃

72 豊崎町 全域 臼尻小 臼尻町内会 〃

73 大船町 全域 臼尻中 大船町内会 〃

74 双見町 全域 臼尻中 大船町内会 〃

75 岩戸町 全域 臼尻中 磯谷町内会 〃


