
１０－１　緊急避難場所（大雨・台風等、地震による火災等） （全２８０箇所）

1 中区 中1 浜松中部学園（小・中学校） 中央 中区松城町108-1 体育館 グラウンド

2 中区 中2 浜松城公園 中央 中区元城町100-2 － 中央芝生広場

3 中区 中3 浜松市役所 中央 中区元城町103-2 － 駐車場ほか

4 中区 中4 東小学校 アクト 中区中央二丁目2-1 体育館または校舎 グラウンド

5 中区 中5 八幡中学校 アクト 中区野口町1533 体育館または校舎 グラウンド

6 中区 中6 船越小学校 アクト 中区船越町29-1 体育館または校舎 グラウンド

7 中区 中7 船越公園 アクト 中区船越町49-3 － グラウンド

8 中区 中8 西小学校 西 中区鴨江町70-1 体育館または校舎 グラウンド

9 中区 中9 西部中学校 西 中区鴨江二丁目17-1 体育館または校舎 グラウンド

10 中区 中10 鴨江小学校 西 中区西伊場町4-1 体育館または校舎 グラウンド

11 中区 中11 浜松西高校 西 中区西伊場町3-1 － グラウンド

12 中区 中12 県居小学校 県居 中区東伊場二丁目5-1 体育館または校舎 グラウンド

13 中区 中13 追分小学校 城北 中区布橋一丁目9-1 体育館または校舎 グラウンド

14 中区 中14 広沢小学校 城北 中区広沢二丁目51-1 体育館または校舎 グラウンド

15 中区 中15 北部中学校 城北 中区文丘町28-1 体育館または校舎 グラウンド

16 中区 中16 蜆塚中学校 城北 中区蜆塚二丁目15-1 体育館または校舎 グラウンド

17 中区 中17 浜松北高校 城北 中区広沢一丁目30-1 － グラウンド

18 中区 中18 浜松市立高校 城北 中区広沢一丁目21-1 － グラウンド

19 中区 中19 和地山公園 城北 中区和地山三丁目10-1 － グラウンド

20 中区 中20 静岡大学浜松キャンパス 城北 中区城北三丁目5-1 － グラウンド

21 中区 中21 (旧)高砂小学校 駅南 中区寺島町450 体育館 グラウンド

22 中区 中22 竜禅寺小学校 駅南 中区龍禅寺町844 体育館または校舎 グラウンド

23 中区 中23 南部中学校 駅南 中区龍禅寺町706 体育館または校舎 グラウンド

24 中区 中24 双葉小学校 江西 中区海老塚二丁目5-1 体育館または校舎 グラウンド

25 中区 中25 浅間小学校 江西 中区西浅田二丁目12-1 体育館または校舎 グラウンド

26 中区 中26 江西中学校 江西 中区神田町123 体育館または校舎 グラウンド

27 中区 中27 （旧）北小学校 北 中区山下町192 体育館 グラウンド

28 中区 中28 相生小学校 江東 中区向宿三丁目8-1 体育館または校舎 グラウンド

29 中区 中29 佐藤小学校 江東 中区佐藤二丁目32-1 体育館または校舎 グラウンド

30 中区 中30 東部協働センター 江東 中区相生町23-1 ホール ―

31 中区 中31 城北小学校 萩丘 中区住吉一丁目23-1 体育館または校舎 グラウンド

32 中区 中32 高台中学校 萩丘 中区住吉五丁目19-1 体育館または校舎 グラウンド

33 中区 中33 泉小学校 萩丘 中区泉一丁目16-1 体育館または校舎 グラウンド

34 中区 中34 萩丘小学校 萩丘 中区幸五丁目12-1 体育館または校舎 グラウンド

35 中区 中35 葵が丘小学校 萩丘 中区高丘東三丁目51-1 体育館または校舎 グラウンド

36 中区 中36 瑞穂小学校 萩丘 中区高丘北三丁目15-8 体育館または校舎 グラウンド

37 中区 中37 開成中学校 萩丘 中区高丘北一丁目15-20 体育館または校舎 グラウンド

38 中区 中38 葵西小学校 萩丘 中区葵西二丁目25-1 体育館または校舎 グラウンド

39 中区 中39 花川小学校 萩丘 中区花川町781 体育館または校舎 グラウンド

40 中区 中40 浜松城北工業高校 萩丘 中区住吉五丁目16-1 － グラウンド

41 中区 中41 高丘公園・高丘緑地 萩丘 中区高丘東一丁目4-1 － グラウンド

42 中区 中42
浜松市上下水道部
住吉庁舎

萩丘 中区住吉五丁目13-1 － 駐車場ほか

43 中区 中43 曳馬小学校 曳馬 中区曳馬一丁目1-35 体育館または校舎 グラウンド

44 中区 中44 上島小学校 曳馬 中区上島一丁目21-1 体育館または校舎 グラウンド

45 中区 中45 曳馬中学校 曳馬 中区曳馬四丁目2-15 体育館または校舎 グラウンド

46 中区 中46 四ツ池公園 曳馬 中区上島六丁目19-1 － 自由広場

47 中区 中47 富塚小学校 富塚 中区富塚町1803 体育館または校舎 グラウンド

48 中区 中48 富塚西小学校 富塚 中区富塚町3541 体育館または校舎 グラウンド

49 中区 中49 富塚中学校 富塚 中区富塚町460-1 体育館または校舎 グラウンド

50 中区 中50 佐鳴台小学校 佐鳴台 中区佐鳴台三丁目31-1 体育館または校舎 グラウンド

51 中区 中51 佐鳴台中学校 佐鳴台 中区佐鳴台三丁目32-1 体育館または校舎 グラウンド

52 中区 中52 花川運動公園 花川 中区西丘町724 － 公園内広場

53 中区 中53 富塚公園 富塚 中区富塚町1221-1 － 公園内広場

54 中区 中54 野口公園 アクト 中区中央二丁目3-3 － 公園内広場

55 中区 中55 葵が丘公園 高丘 中区高丘東五丁目101-5 － 公園内広場

56 中区 中56 東部やすらぎ公園（名塚公園） 江東 中区名塚町364 － 公園内広場

57 東区 東1 笠井小学校 笠井 東区笠井町1050 体育館 グラウンド

58 東区 東2 豊西小学校 笠井 東区豊西町1551 体育館 グラウンド

59 東区 東3 笠井中学校 笠井 東区笠井町1055 体育館または校舎 グラウンド

60 東区 東4 与進小学校 長上 東区天王町1351 体育館または校舎 グラウンド

61 東区 東5 与進中学校 長上 東区市野町1405-1 － グラウンド

62 東区 東6 与進北小学校 長上 東区市野町2715 体育館 グラウンド

63 東区 東7 和田小学校 和田 東区薬師町273-2 体育館または校舎 グラウンド

64 東区 東8 天竜中学校 和田 東区龍光町43 － グラウンド

65 東区 東9 和田東小学校 和田 東区安間町437-2 － グラウンド
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66 東区 東10 安間川公園 和田 東区安新町181 2 － グラウンド

67 東区 東11 中ノ町小学校 中ノ町 東区中野町427-1 体育館または校舎 グラウンド

68 東区 東12 積志小学校 積志 東区積志町1497-1 体育館または校舎 グラウンド

69 東区 東13 積志中学校 積志 東区有玉北町1200 体育館 グラウンド

70 東区 東14 中郡小学校 積志 東区中郡町915 体育館または校舎 グラウンド

71 東区 東15 大瀬小学校 積志 東区大瀬町2218 体育館 グラウンド

72 東区 東16 有玉小学校 積志 東区有玉南町614 体育館 グラウンド

73 東区 東17 中郡中学校 積志 東区中郡町897 体育館 グラウンド

74 東区 東18 蒲小学校 蒲 東区神立町5 － グラウンド

75 東区 東19 丸塚中学校 蒲 東区丸塚町1050 体育館または校舎 グラウンド

76 東区 東20 中田公園 長上 東区中田町78 － 公園内広場

77 東区 東21 大蒲公園 蒲 東区大蒲町144 － 公園内広場

78 東区 東22 半田公園 積志 東区半田山五丁目18-1 － 公園内広場

79 西区 西1 神久呂小学校 神久呂 西区神ケ谷町3490 体育館 グラウンド

80 西区 西2 神久呂中学校 神久呂 西区大久保町6633 体育館 グラウンド

81 西区 西3 神久呂協働センター 神久呂 西区神原町922 施設 －

82 西区 西4 入野小学校 入野 西区入野町8757 体育館または校舎 グラウンド

83 西区 西5 入野中学校 入野 西区入野町17059 体育館 グラウンド

84 西区 西6 西都台小学校 入野 西区西鴨江町1106 体育館 グラウンド

85 西区 西7 大平台小学校 入野 西区大平台三丁目6-1 体育館 グラウンド

86 西区 西8 入野協働センター 入野 西区入野町9858 施設 －

87 西区 西9 伊佐見小学校 伊佐見 西区伊左地町5644 体育館 グラウンド

88 西区 西10 湖東中学校 伊佐見 西区佐浜町4540 体育館 グラウンド

89 西区 西11 佐浜会館 伊佐見 西区佐浜町1933-1 施設 －

90 西区 西12 はまゆう図書館 伊佐見 西区大人見町1750-394 施設 駐車場

91 西区 西13 伊佐見協働センター 伊佐見 西区伊左地町45 施設 －

92 西区 西14 和地小学校 和地 西区湖東町2005 体育館 グラウンド

93 西区 西15 和地協働センター 和地 西区和地町6578 施設 －

94 西区 西16 篠原小学校 篠原 西区篠原町10300 体育館 グラウンド

95 西区 西17 篠原中学校 篠原 西区篠原町20200-1 体育館 グラウンド

96 西区 西18 篠原協働センター 篠原 西区篠原町20399-1 施設 －

97 西区 西19 庄内学園（小･中学校） 庄内 西区庄内町100 体育館 グラウンド

98 西区 西20 (旧)北庄内小学校 庄内 西区白洲町295-1 － グラウンド

99 西区 西21 (旧)南庄内小学校 庄内 西区庄和町108-3 － グラウンド

100 西区 西22 村櫛小学校 庄内 西区村櫛町2551 体育館 グラウンド

101 西区 西23 白洲公民館 庄内 西区白洲町3850-１ 施設 －

102 西区 西24 庄内協働センター 庄内 西区庄内町14-5 施設 －

103 西区 西25 舞阪小学校 舞阪 西区舞阪町舞阪76 体育館または校舎 グラウンド

104 西区 西26 舞阪第１保育園 舞阪 西区舞阪町弁天島3885 園舎 グラウンド

105 西区 西27 舞阪第２保育園 舞阪 西区舞阪町舞阪2659-3 園舎 グラウンド

106 西区 西28 舞阪幼稚園 舞阪 西区舞阪町舞阪2668-33 園舎 グラウンド

107 西区 西29 舞阪中学校 舞阪 西区舞阪町舞阪4601 体育館または校舎 グラウンド

108 西区 西30 舞阪総合体育館 舞阪 西区舞阪町舞阪2623-32 体育館 －

109 西区 西31 舞阪協働センター 舞阪 西区舞阪町舞阪2701-9 施設 －

110 西区 西32 渚園 舞阪 西区舞阪町弁天島5005-1 施設 グラウンド

111 西区 西33 乙女園グラウンド 舞阪 西区舞阪町弁天島3541 － グラウンド

112 西区 西34 西野島浦公園 舞阪 西区舞阪町弁天島2658-103 － 公園内広場

113 西区 西35 舞阪吹上浄水場 舞阪 西区舞阪町舞阪2600-1 － 施設内広場

114 西区 西36 舞阪岐佐神社 舞阪 西区舞阪町舞阪1973，1974-1 － 施設内広場

115 西区 西37 稲荷山公園 舞阪 西区舞阪町舞阪5167 － 公園内広場

116 西区 西38 ＪＲ東海弁天島駅 舞阪 西区舞阪町弁天島3285-18 － 西側広場

117 西区 西39 舞阪養泉寺 舞阪 西区舞阪町舞阪1907-1 － 施設内広場

118 西区 西40 舞阪表浜東公園 舞阪 西区舞阪町舞阪2668-25 － 公園内広場

119 西区 西41 順愛こども園 舞阪 西区舞阪町舞阪5372 － グラウンド

120 西区 西42 舞阪長池遊園地 舞阪 西区舞阪町舞阪5375 － 広場

121 西区 西43 千鳥園ゲートボール場 舞阪 西区舞阪町弁天島3212-10 － グラウンド

122 西区 西44 観月園児童遊園地 舞阪 西区舞阪町弁天島3257-1 － 広場

123 西区 西45 雄踏小学校 雄踏 西区雄踏町宇布見7997－1 体育館 グラウンド

124 西区 西46 雄踏中学校 雄踏 西区雄踏町宇布見9595 体育館 グラウンド

125 西区 西47 雄踏文化センター 雄踏 西区雄踏町宇布見5427 会議室（カルチャー棟）ほか －

126 西区 西48 雄踏総合体育館 雄踏 西区雄踏町宇布見9981-1 体育館 －

127 西区 西49 雄踏山崎公民館 雄踏 西区雄踏町山崎3549-1 － グラウンド

128 西区 西50 西岸中央公園 入野 西区大平台三丁目37 － 公園内広場

129 西区 西51 雄踏総合公園 雄踏 西区雄踏町宇布見9984-1 － 公園内広場

130 南区 南1 白脇小学校 白脇 南区寺脇町431 体育館または校舎 グラウンド

131 南区 南2 砂丘小学校 白脇 南区白羽町2512 体育館または校舎 グラウンド

132 南区 南3 三島楊子公園 白脇 南区楊子町549-1 － 多目的広場

133 南区 南4 新津小学校 新津 南区新橋町777 体育館または校舎 グラウンド
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134 南区 南5 新津中学校 新津 南区新橋町748 体育館または校舎 グラウンド

135 南区 南6 新橋体育センター 新津 南区新橋町1-2 － グラウンド

136 南区 南7 南の星小学校 五島 南区西島町1148-1 体育館または校舎 グラウンド

137 南区 南8 (旧)五島小学校グラウンド 五島 南区西島町510 － グラウンド

138 南区 南9 (旧)遠州浜小学校 五島 南区遠州浜二丁目9-1 － グラウンド

139 南区 南10 河輪小学校 河輪 南区東町333 体育館または校舎 グラウンド

140 南区 南11 東陽中学校 河輪 南区西町700 体育館または校舎 グラウンド

141 南区 南12 芳川小学校 芳川 南区芳川町206-1 体育館または校舎 グラウンド

142 南区 南13 南陽中学校 芳川 南区芳川町80 － グラウンド

143 南区 南14 芳川北小学校 芳川 南区頭陀寺町1046-1 － グラウンド

144 南区 南15 芳川公園 芳川 南区本郷町3082 － 自由広場

145 南区 南16 飯田小学校 飯田 南区飯田町978 体育館または校舎 グラウンド

146 南区 南17 東部中学校 飯田 南区飯田町1038 体育館または校舎 グラウンド

147 南区 南18 飯田公園・大塚グラウンド 飯田 南区大塚町1876-1 － グラウンド

148 南区 南19 可美小学校 可美 南区若林町1748 体育館または校舎 グラウンド

149 南区 南20 可美中学校 可美 南区増楽町700 体育館または校舎 グラウンド

150 南区 南21 可美公園 可美 南区増楽町920-2 － グラウンド

151 北区 北1 三方原小学校 三方原 北区三方原町682 体育館 グラウンド

152 北区 北2 豊岡小学校 三方原 北区豊岡町22 体育館 グラウンド

153 北区 北3 北星中学校 三方原 北区初生町1305 体育館 グラウンド

154 北区 北4 初生小学校 三方原 北区初生町1001-2 体育館 グラウンド

155 北区 北5 三方原中学校 三方原 北区豊岡町196 体育館 グラウンド

156 北区 北6 都田小学校 都田 北区都田町5609-2 体育館 グラウンド

157 北区 北7 都田中学校 都田 北区都田町5824-18 体育館 グラウンド

158 北区 北8 都田南小学校 都田 北区都田町8756 体育館 グラウンド

159 北区 北9 (旧)滝沢小学校 都田 北区滝沢町1520 体育館 グラウンド

160 北区 北10 気賀小学校 細江 北区細江町気賀11529-1 体育館 グラウンド

161 北区 北11 西気賀小学校 細江 北区細江町気賀9994-1 体育館 グラウンド

162 北区 北12 伊目小学校 細江 北区細江町気賀3241 体育館 グラウンド

163 北区 北13 高台幼稚園 細江 北区細江町中川7172-701 園舎 グラウンド

164 北区 北14 中川小学校 細江 北区細江町中川2553 － グラウンド

165 北区 北15 細江中学校 細江 北区細江町気賀7300-1 － グラウンド

166 北区 北16 上町地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町気賀1007-2 － 駐車場

167 北区 北17 清水公民館 細江 北区細江町気賀31-2 － 駐車場

168 北区 北18 小野地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町小野4-8 － 駐車場

169 北区 北19 油田地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町気賀1374-2 － 駐車場

170 北区 北20 下村地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町気賀9800-4 － 駐車場

171 北区 北21 西気賀コミュニティセンター 細江 北区細江町気賀10413-6 － 駐車場

172 北区 北22 寸座地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町気賀11100-1 － 駐車場

173 北区 北23 伊目農業構造改善センター 細江 北区細江町気賀3831-1 － 駐車場

174 北区 北24 老ケ谷農業構造改善センター 細江 北区細江町気賀2362-24 － 駐車場

175 北区 北25 湖東公民館 細江 北区細江町中川7172-98 － 駐車場

176 北区 北26 １区地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町中川899-4 － 駐車場

177 北区 北27 石岡地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町三和523-2 － 駐車場

178 北区 北28 祝田地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町中川6915 － 駐車場

179 北区 北29 刑部地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町中川6700-1 － 駐車場

180 北区 北30 ８区地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町中川4947-2 － 駐車場

181 北区 北31 ９区地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町中川5540 － 駐車場

182 北区 北32 広岡地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町広岡88-1 － 駐車場

183 北区 北33 呉石地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町気賀7684-1 － 駐車場

184 北区 北34 跡川地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町気賀8935 － 駐車場

185 北区 北35 ７区地区コミュニティ防災センター 細江 北区細江町三和2125-1 － 駐車場

186 北区 北36 井伊谷小学校 引佐 北区引佐町井伊谷680 体育館 グラウンド

187 北区 北37 引佐南部中学校 引佐 北区引佐町横尾426 体育館 グラウンド

188 北区 北38 金指小学校 引佐 北区引佐町金指1369 体育館 グラウンド

189 北区 北39 浜松湖北高校 引佐 北区引佐町金指1428 体育館 グラウンド

190 北区 北40 奥山小学校 引佐 北区引佐町奥山1101-1 体育館 グラウンド

191 北区 北41 奥山体育センター 引佐 北区引佐町奥山1550-1 体育館 グラウンド

192 北区 北42 (旧)伊平小学校 引佐 北区引佐町伊平580-2 体育館 グラウンド

193 北区 北43 (旧)川名小学校 引佐 北区引佐町川名470-1 体育館 グラウンド

194 北区 北44 引佐北部小中学校 引佐 北区引佐町四方浄134-6 体育館 グラウンド

195 北区 北45 (旧)渋川小学校 引佐 北区引佐町渋川3484 管理教室棟 グラウンド

196 北区 北46 (旧)久留女木小学校 引佐 北区引佐町西久留女木63-4 体育館 グラウンド

197 北区 北47 引佐５区コミュニティ防災センター 引佐 北区引佐町井伊谷3276-2 － 駐車場

198 北区 北48 引佐６区コミュニティ防災センター 引佐 北区引佐町井伊谷1727-1 － 駐車場

199 北区 北49 西四村コミュニティ防災センター 引佐 北区引佐町栃窪622-6 － 駐車場

200 北区 北50 金指コミュニティ防災センター 引佐 北区引佐町金指1324-2 － 駐車場

201 北区 北51 三ヶ日東小学校 三ヶ日 北区三ヶ日町都筑2266-2 体育館 グラウンド
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202 北区 北52 三ヶ日西小学校 三ヶ日 北区三ヶ日町三ヶ日301-1 体育館 グラウンド

203 北区 北53 尾奈小学校 三ヶ日 北区三ヶ日町下尾奈1431 体育館 グラウンド

204 北区 北54 平山小学校 三ヶ日 北区三ヶ日町平山200 体育館 グラウンド

205 北区 北55 三ヶ日協働センター 三ヶ日 北区三ヶ日町三ヶ日500-1 施設 駐車場

206 北区 北56 長根地区コミュニティ防災センター 三ヶ日 北区三ヶ日町福長1372-9 － 駐車場

207 北区 北57 都田総合公園 都田 北区新都田一丁目103-4 － 公園内広場

208 浜北区 浜北1 浜名中学校 浜名 浜北区小松1762-1 体育館または校舎 グラウンド

209 浜北区 浜北2 浜名小学校 浜名 浜北区小松1450 体育館または校舎 グラウンド

210 浜北区 浜北3 浜名協働センター附設体育館 浜名 浜北区小松467-5 体育館 －

211 浜北区 浜北4 内野小学校 浜名 浜北区内野1702 体育館または校舎 グラウンド

212 浜北区 浜北5 北浜中学校 北浜 浜北区西美薗279-2 体育館または校舎 グラウンド

213 浜北区 浜北6 北浜東部中学校 北浜 浜北区上善地317 体育館または校舎 グラウンド

214 浜北区 浜北7 北浜小学校 北浜 浜北区横須賀800 体育館または校舎 グラウンド

215 浜北区 浜北8 北浜北小学校 北浜 浜北区西美薗1588 体育館または校舎 グラウンド

216 浜北区 浜北9 北浜南小学校 北浜 浜北区寺島3010 体育館または校舎 グラウンド

217 浜北区 浜北10 伎倍小学校 北浜 浜北区貴布祢2646 体育館または校舎 グラウンド

218 浜北区 浜北11 北浜東小学校 北浜 浜北区善地1546 体育館または校舎 グラウンド

219 浜北区 浜北12 美薗中央公園 北浜 浜北区西美薗733 － 多目的広場

220 浜北区 浜北13 中瀬小学校 中瀬 浜北区中瀬3648-1 体育館または校舎 グラウンド

221 浜北区 浜北14 浜北北部中学校 赤佐・中瀬 浜北区於呂2961 体育館または校舎 グラウンド

222 浜北区 浜北15 赤佐小学校 赤佐 浜北区於呂2790 体育館または校舎 グラウンド

223 浜北区 浜北16 麁玉中学校 麁玉 浜北区宮口4847 体育館または校舎 グラウンド

224 浜北区 浜北17 麁玉小学校 麁玉 浜北区宮口262 体育館または校舎 グラウンド

225 浜北区 浜北18 新原小学校 麁玉 浜北区新原2331 体育館または校舎 グラウンド

226 浜北区 浜北19 (旧)大平小学校 麁玉 浜北区大平686 旧幼稚園舎 グラウンド

227 天竜区 天竜1 熊ふれあいセンター 天竜 天竜区熊1977-2 施設 －

228 天竜区 天竜2 熊小学校 天竜 天竜区熊2153 体育館 グラウンド

229 天竜区 天竜3 上阿多古ふれあいセンター 天竜 天竜区西藤平1555 施設 グラウンド

230 天竜区 天竜4 上阿多古小学校 天竜 天竜区西藤平1318 体育館 グラウンド

231 天竜区 天竜5 下阿多古ふれあいセンター 天竜 天竜区上野172-3 施設 －

232 天竜区 天竜6 下阿多古小学校 天竜 天竜区両島762 － グラウンド

233 天竜区 天竜7 (旧)下阿多古中学校 天竜 天竜区上野948 校舎 －

234 天竜区 天竜8 下阿多古運動場 天竜 天竜区上野948 － グラウンド

235 天竜区 天竜9 天竜特別支援学校 天竜 天竜区渡ケ島201-2 体育館 グラウンド

236 天竜区 天竜10 二俣協働センター 天竜 天竜区二俣町二俣184-32 施設 －

237 天竜区 天竜11 二俣小学校 天竜 天竜区二俣町二俣867-1 体育館 グラウンド

238 天竜区 天竜12 清竜中学校 天竜 天竜区二俣町鹿島525 体育館 グラウンド

239 天竜区 天竜13 天竜高校 天竜 天竜区二俣町二俣601 体育館 グラウンド

240 天竜区 天竜14 天竜二俣駅東西広場 天竜 天竜区阿蔵137‐8、100‐3 － 広場

241 天竜区 天竜15 天竜壬生ホール 天竜 天竜区二俣町二俣20-2 施設 駐車場

242 天竜区 天竜16 光明ふれあいセンター 天竜 天竜区山東2309-8 施設 －

243 天竜区 天竜17 光明小学校 天竜 天竜区山東2550 体育館 グラウンド

244 天竜区 天竜18 （旧）鏡山小学校 天竜 天竜区只来97‐3 体育館 グラウンド

245 天竜区 天竜19 光が丘中学校 天竜 天竜区山東2701 体育館 グラウンド

246 天竜区 天竜20 船明ダム運動公園 天竜 天竜区船明2649 － グラウンド

247 天竜区 天竜21 竜川ふれあいセンター 天竜 天竜区横山町772-1 施設 －

248 天竜区 天竜22 横山小学校 天竜 天竜区横山町547 体育館 グラウンド

249 天竜区 天竜23 竜川運動場 天竜 天竜区横山町390 － グラウンド

250 天竜区 天竜24 犬居小学校 春野 天竜区春野町堀之内993-1 体育館 グラウンド

251 天竜区 天竜25 (旧)熊切小学校 春野 天竜区春野町石打松下211-1 体育館 グラウンド

252 天竜区 天竜26 (旧)春野北小学校 春野 天竜区春野町杉242-2 体育館 グラウンド

253 天竜区 天竜27 気田小学校 春野 天竜区春野町気田603-1 体育館 グラウンド

254 天竜区 天竜28 春野中学校 春野 天竜区春野町気田380-2 － グラウンド

255 天竜区 天竜29 天竜高校春野校舎 春野 天竜区春野町堀之内284 立志館・体育館 グラウンド

256 天竜区 天竜30 春野防災センター 春野 天竜区春野町宮川1467-2 施設 －

257 天竜区 天竜31 春野犬居スポーツ広場 春野 天竜区春野町堀之内997-1 － グラウンド

258 天竜区 天竜32 春野熊切スポーツ広場 春野 天竜区春野町石打松下223-1 － グラウンド

259 天竜区 天竜33 春野気田スポーツ広場 春野 天竜区春野町気田850-1 － グラウンド

260 天竜区 天竜34 浦川小学校 佐久間 天竜区佐久間町浦川2819 体育館 グラウンド

261 天竜区 天竜35 浦川ふれあいセンター 佐久間 天竜区佐久間町浦川2794-1 体育館 グラウンド

262 天竜区 天竜36 (旧)佐久間中学校 佐久間 天竜区佐久間町佐久間2410 体育館 グラウンド

263 天竜区 天竜37 佐久間小学校 佐久間 天竜区佐久間町半場50-1 体育館 グラウンド

264 天竜区 天竜38 歴史と民話の郷会館 佐久間 天竜区佐久間町佐久間429-1 施設 －

265 天竜区 天竜39 山香ふれあいセンター 佐久間 天竜区佐久間町大井2415－1 施設 グラウンド

266 天竜区 天竜40 （旧）城西小学校 佐久間 天竜区佐久間町相月2874 体育館 グラウンド

267 天竜区 天竜41 城西ふれあいセンター 佐久間 天竜区佐久間町奥領家1528-4 施設 －

268 天竜区 天竜42 佐久間中学校・湖北高校佐久間分校 佐久間 天竜区佐久間町中部683-1 体育館 グラウンド

269 天竜区 天竜43 水窪小学校 水窪 天竜区水窪町奥領家2697-1 体育館 グラウンド
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270 天竜区 天竜44 (旧)西浦小学校 水窪 天竜区水窪町奥領家5296-18 施設 グラウンド

271 天竜区 天竜45 水窪中学校 水窪 天竜区水窪町地頭方366 体育館 グラウンド

272 天竜区 天竜46 水窪文化会館 水窪 天竜区水窪町奥領家3274-1 施設 駐車場

273 天竜区 天竜47 水窪総合体育館 水窪 天竜区水窪町地頭方241-3 － 駐車場

274 天竜区 天竜48 (旧)龍山第一小学校 龍山 天竜区龍山町大嶺565-5 校舎 グラウンド

275 天竜区 天竜49 龍山高齢者コミュニティセンター 龍山 天竜区龍山町大嶺1279-3 施設 駐車場

276 天竜区 天竜50 龍山健康増進センター 龍山 天竜区龍山町戸倉217-1 施設 駐車場

277 天竜区 天竜51 龍山保健センター 龍山 天竜区龍山町戸倉711-2 施設 駐車場

278 天竜区 天竜52 龍山老人福祉センター 龍山 天竜区龍山町下平山248-2 施設 駐車場

279 天竜区 天竜53 龍山森林文化会館 龍山 天竜区龍山町瀬尻982-2 施設 駐車場

280 天竜区 天竜54 (旧)龍山北小学校 龍山 天竜区龍山町瀬尻926-37 校舎 グラウンド



１０－２　緊急避難場所（津波避難場所）

1　中区

ＮＯ． 区 施設名称 住所 階数 避難場所
面積
（㎡）

1 中区 浅間小学校　北棟 西浅田2丁目12-1 3 3階特別教室・廊下 135

2 中区 浅間小学校　南棟 西浅田2丁目12-1 3 3階普通教室・廊下 603

3 中区 江西中学校　南棟 神田町123 3
3階普通教室・特別教
室・廊下

582

4 中区
浜松貿易株式会社　浜松本社事
務所棟

神田町1195 4
3階屋上・4階（食堂・
休憩室・備蓄倉庫）

225

中区 非公開施設0棟

2　西区

ＮＯ． 区 施設名称 住所 階数 避難場所
面積
（㎡）

1 西区 ＳＴ．ナイン 坪井町876 3 3階通路 11

2 西区 ユーアイハイツ 坪井町531-1 3 3階通路 13

3 西区 忠産ビル 篠原町14171 5 3～5階通路、屋上 106

4 西区 グランドエクシブ浜名湖 村櫛町4620 8

3～8階客室廊下、3
階：バックヤード・廊
下・従業員食堂、3
階屋上（喫煙所）、
機械室

2,100

5 西区
HAMANAKO BENTEN RESORT
THE OCEAN

舞阪町弁天島3285-88 13
4階機械室(屋
外）、5階テラス、
13階テラス、屋上

1,160

6 西区 オット・アンダーレ 篠原町21581 4 3～4階通路 30

7 西区 篠原ケアホーム 篠原町18345-28 4
3～4階通路、ベラ
ンダ、屋上

978

8 西区 メニュエットⅠ 志都呂町5234 4 3～4階通路 14

9 西区 メゾン・ターコイズ 入野町9737 4 3～4階階段踊場 14

10 西区 メゾン・フロントーサ 入野町9727-2 5 3～5階通路 75

11 西区 ARCO浜名湖クレセント21 舞阪町弁天島3371-2 8
3～7廊下、8階全
フロア

717

12 西区 フローレンス 篠原町1144-18 4
3～4階通路、4階
談話室

269

13 西区 パレスかわぐち 入野町14116-1 3 3階通路 20

14 西区 スズキ㈱観月園研修センター 舞阪町弁天島2925-1 3
2･3階廊下、階
段、踊り場

360

15 西区 一弁公民館 舞阪町弁天島3888-2 2 2階、屋上 190

16 西区 サンレイク美浜 舞阪町弁天島3802 4 屋上 121

17 西区 弁天島ビル 舞阪町弁天島2742 4
2～3階廊下･踊り
場

210

18 西区 まほら舞阪 舞阪町弁天島3481-26 3 2階屋上 510

19 西区 コスモスA 雄踏町宇布見4959-3 3 3階通路 15

20 西区 コスモスB 雄踏町宇布見4863-331 3 3階通路 15

（区内計4棟）

（区内計98棟）

R4.4.1時点
（市内計276棟）



ＮＯ． 区 施設名称 住所 階数 避難場所
面積
（㎡）

21 西区 フェリオ 雄踏町宇布見4863-4 5
5階オフィス2部
屋、屋上

190

22 西区 コンフォール 志都呂町5215 3 3階通路 18

23 西区 コンフォート志都呂 志都呂町5340 4 3～4階通路、踊場 12

24 西区 クラシオン 入野町10634-1 3 3階通路 32

25 西区 グランドエクシブ社員寮 村櫛町4671-1 4 3～4階通路 160

26 西区 アスティオンⅠ 雄踏一丁目17-34 4 3～4階通路 80

27 西区
大和リゾート株式会社　THE
HAMANAKO

雄踏町山崎4396-1 13
ホテル側で誘導
可能な場所

－

28 西区 クレストステージパークホームズ 雄踏町宇布見3339-1 10 3階～10階通路 1,437

29 西区 篠原中学校南棟 篠原町20200-1 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

1,423

30 西区 弁天島防災センター 舞阪町弁天島2733-1 2 屋上 186

31 西区 市営第三吹上団地Ａ 舞阪町舞阪808 4
3、4階段踊場、屋
上

212

32 西区 市営住宅第二浜表団地　Ｂ棟 舞阪町舞阪2668-238 3 屋上 345

33 西区 市営住宅第二浜表団地　Ｃ棟 舞阪町舞阪2668-238 3 屋上 360

34 西区 市営住宅第二浜表団地　Ｄ棟 舞阪町舞阪2668-238 3 屋上 360

35 西区 市営住宅第二浜表団地　Ｅ棟 舞阪町舞阪2668-238 3 屋上 360

36 西区 市営住宅第二浜表団地　Ｆ棟 舞阪町舞阪2668-238 3 屋上 360

37 西区 市営住宅第二浜表団地　Ｇ棟 舞阪町舞阪2668-238 3 屋上 345

38 西区 舞阪第2保育園 舞阪町舞阪2659-3 2 屋上 234

39 西区 舞阪協働センター 舞阪町舞阪2701-9 4
3階：防災無線
室、防災対策室
以外 ４階：全面

1,952

40 西区 舞阪小学校西棟 舞阪町舞阪76 3
3階特別教室・廊
下、屋上

951

41 西区 舞阪小学校南棟 舞阪町舞阪76 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

2,928

42 西区 舞阪中学校 舞阪町舞阪4601 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

1,569

43 西区 市営今切団地Ｂ 舞阪町舞阪4602 4 階段踊場、屋上 426

44 西区 市営今切団地Ｃ 舞阪町舞阪4602 3 階段踊場、屋上 395

45 西区 市営今切団地Ａ 舞阪町舞阪4602 4 階段踊場、屋上 417

46 西区 コミュ二ティ防災センター 舞阪町舞阪601-8 2 屋上 182

47 西区 篠原小学校北棟 篠原町10300 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
屋上

1,661

48 西区 西部清掃工場工場棟 篠原町26098-1 5
3～4階見学ス
ペース北面、東面
の2箇所

325

49 西区 西部清掃工場管理棟 篠原町26098-1 3
3階ＥＶﾎｰﾙ部分、
渡り廊下

73

50 西区
古橋廣之進記念浜松市総合水泳
場 ＴｏＢｉＯ

篠原町23982-1 2
ﾎｰﾙ,ｼﾞﾑ,ｽﾀｼﾞｵ,
ｷﾞｬﾗﾘｰ等

3,467

51 西区 雄踏中学校北棟 雄踏町宇布見9595 3 3階特別教室・廊下 989

52 西区 雄踏中学校屋内運動場 雄踏町宇布見9595 3 観覧席、通路 400



ＮＯ． 区 施設名称 住所 階数 避難場所
面積
（㎡）

53 西区 雄踏中学校南棟 雄踏町宇布見9595 3
3階普通教室・特
別教室・廊下

1,172

54 西区 雄踏小学校管理教室棟 雄踏町宇布見7997-1 3
3階普通教室・特
別教室・廊下

1,531

55 西区 雄踏小学校北棟 雄踏町宇布見7997-1 3
3階普通教室・特
別教室・廊下

621

56 西区 雄踏小学校南棟 雄踏町宇布見7997-1 3
3階普通教室・特
別教室・廊下

621

57 西区
雄踏文化センター 大ホール・カル
チャー棟

雄踏町宇布見5427 3

8部屋（小･中･大･
特別会議室、301･
302号室、庶務室
1･2）、通路

649

58 西区 市営住宅領家団地 雄踏町宇布見4874-5 4 階段踊場 23

59 西区 西区役所 雄踏一丁目31-1 3
屋上、廊下、EV
ﾎｰﾙ、休憩室、会
議室等

1,370

60 西区
静岡県水産・海洋技術研究所
（ウォット）

舞阪町弁天島5005-1 2
2階部分、オープ
ンデッキ、展望

676

61 西区 浜松湖南高等学校普通教室棟 馬郡町3791-1 3 普通教室棟屋上 1,194

62 西区 西消防署 馬郡町4074-1 2 屋上 62

63 西区 ビレッジハウス篠原　１号棟 篠原町17276-2 4
3～4階の階段踊り場
及び通路

122

64 西区 ビレッジハウス篠原　２号棟 篠原町17276-2 4
3～4階の階段踊り場
及び通路

122

65 西区 ビレッジハウス篠原　３号棟 篠原町17276-2 4
3～4階の階段踊り場
及び通路

122

66 西区 ビレッジハウス篠原　４号棟 篠原町17276-2 4
3～4階の階段踊り場
及び通路

122

67 西区 ビレッジハウス篠原　５号棟 篠原町17276-2 4
3～4階の階段踊り場
及び通路

122

68 西区 ビレッジハウス篠原　６号棟 篠原町17276-2 4
3～4階の階段踊り場
及び通路

122

69 西区 浜名幼稚園 舞阪町浜田76 2 屋上 257

70 西区 砂町津波避難タワー 舞阪町舞阪2668-201 150

71 西区 弁天島津波避難タワー 舞阪町弁天島3212-10 150

72 西区 西町津波避難タワー 舞阪町舞阪2100 105

73 西区 新町津波避難タワー 舞阪町浜田27 105

74 西区 長池津波避難タワー 舞阪町舞阪5464 102

75 西区 仲町津波避難タワー 舞阪町長十新田300-7 150

76 西区 馬郡町津波避難タワー 馬郡町5336 150

77 西区 弁天島公園津波避難マウンド 西区舞阪町弁天島3064-1 800

西区 非公開施設21棟 ※タワー及びマウンドの住所は番地です。



3　南区

ＮＯ． 区 施設名称 住所 階数 避難場所
面積
（㎡）

1 南区 ハーベストⅦ 高塚町4509-1 5 3～5階通路 46

2 南区 三方原病院B館 小沢渡町2195-2 4
3～4階多目的
ホール、渡り廊
下、会議室等

458

3 南区 特別養護老人ホーム南風 倉松町593 3
3階バルコニー、
屋上

765

4 南区 アンソレイエ 三島町258 3 3階通路 21

5 南区 メゾン・アルタ 都盛町77-1 3 3階通路 26

6 南区 ＣＡＳＡ ＭＡＲＣＯ 遠州浜二丁目28-10 3 3階通路 24

7 南区 ケアハウス西島 西島町103 5
3～5階談話ホー
ル、屋上

652

8 南区 特別養護老人ホーム西島寮 西島町101 3 3階通路 215

9 南区 介護老人福祉施設静光園 小沢渡町1300-1 4
3～4階バルコ
ニー、屋上

2,042

10 南区 ＣａｓａＣａｍｐａｎａ 小沢渡町1275-1 3 3階通路 13

11 南区 コスモスマンション 新橋町495 7 3～7階通路 72

12 南区 ペラルゴス 小沢渡町753 3 3階通路 32

13 南区 エザンス 新橋町732 5 3～5階通路 85

14 南区 エザンスⅡ 新橋町708-1 5 3～5階通路 44

15 南区 トットジョイ 新橋町678 3 3階通路、屋上 225

16 南区 第二砂丘寮 田尻町1182 4
3～4階通路、共
有室

380

17 南区 フルオブライフ砂丘 田尻町1166-1 4
3～4階通路、4階
和室、5階ストレッ
チルーム

140

18 南区 白脇ケアセンター 白羽町1424 4 屋上 435

19 南区 株式会社クラベ本社 高塚町4830 3 3階食堂、屋上 689

20 南区 ＴＫＭ 瓜内町964-1 3 3階通路 13

21 南区 すこやかマーチ 瓜内町911 3 3階通路 10

22 南区 すこやかメロディー 瓜内町820 4 3～4階通路 24

23 南区 ヴェルメゾン飯尾 瓜内町586 3 3階通路 11

24 南区 エレンシア 瓜内町203-1 5 3～5階通路 82

25 南区 ＴＣｍａｎｓｉｏｎ 瓜内町197-1 3 3階通路 7

26 南区 サザンハウスNANREI 寺脇町399－2 3 3階通路 27

27 南区 すこやかデュランティ 三島町95-1 3 3階通路 19

28 南区 サウスルーム三島 三島町788-1 3 3階通路 12

29 南区 Ｔｉｆｆａｎｙoｎｅ 三島町674-3 3 3階通路 31

30 南区 Ｔｉｆｆａｎｙｎｉｎｅ 三島町674-2 3 3階通路 18

31 南区 まきの木館うたり 三島町338 3 3階通路 14

32 南区 浜松南病院 白羽町26 6 5階、屋上 799

33 南区 コーポバーディ 白羽町209-3 3 3階通路 24

34 南区 バーディＪｒ 白羽町209-2 3 3階通路 7

35 南区 コーポラスサンライズB 寺脇町367 3 3階通路 26

（区内計175棟）



ＮＯ． 区 施設名称 住所 階数 避難場所
面積
（㎡）

36 南区 コーポラスサンライズA 寺脇町367 3 3階通路 26

37 南区 ケアセンター芳川 鼡野町24 3 3階通路、屋上 502

38 南区 リバーサイド河輪 河輪町72-2 4 3～4階階段踊場 8

39 南区 リバーサイド薫風 河輪町70-1 3 3階通路 35

40 南区 メゾン・エム 新橋町1179 3 3階通路 23

41 南区 カーササンユー 三島町491 3 3階通路 25

42 南区 Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　ＴｏｗｎⅡ 寺脇町769 3 3階通路 22

43 南区 Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　ＴｏｗｎⅠ 寺脇町767 3 3階通路 22

44 南区 五島協働センター 福島町242-1 3
3階図書室、事務
室屋上

402

45 南区 県営遠州浜団地　１号棟 遠州浜一丁目11 4 3～4階階段 34

46 南区 県営遠州浜団地　２号棟 遠州浜一丁目11 4 3～4階階段 26

47 南区 県営遠州浜団地　３号棟 遠州浜一丁目11 4 3～4階階段 34

48 南区 県営遠州浜団地　５号棟 遠州浜一丁目11 4 3～4階階段 34

49 南区 県営遠州浜団地　７号棟 遠州浜一丁目11 4 3～4階階段 34

50 南区 県営遠州浜団地　１０号棟 遠州浜一丁目11 4 3～4階階段 22

51 南区 県営遠州浜団地　１４号棟 遠州浜三丁目1 6
3～6階階段及び
廊下

208

52 南区 県営遠州浜団地　１５号棟 遠州浜三丁目1 10
3～10階階段及びエ
レベーターホール

209

53 南区 県営遠州浜団地　１９号棟 遠州浜三丁目1 6
3～6階階段及び
廊下

195

54 南区 県営遠州浜団地　２１号棟 遠州浜三丁目1 10
3～10階階段及びエ
レベーターホール

206

55 南区 可美中学校南棟 増楽町700 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

1,862

56 南区 新津小学校北棟 新橋町777 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
屋上

1,403

57 南区 新津小学校南棟 新橋町777 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
屋上

1,725

58 南区 市営小沢渡団地　ちどり 小沢渡町1363 4 階段踊場 14

59 南区 浜松南高等学校　北館 米津町961 4 3～4階普通教室 927

60 南区 浜松南高等学校　南館 米津町961 3
3階特別教室・履
修室

457

61 南区 市営中田島団地　Ｃ１ 中田島町1372 5 階段踊場、屋上 201

62 南区 砂丘小学校 白羽町2512 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
屋上

2,178

63 南区 江南中学校　南棟 江之島町1266-3 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
屋上

2,437

64 南区 （旧）遠州浜小学校 遠州浜二丁目9-1 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下、
屋上

2,675

65 南区 市営中田島団地　Ｃ２ 中田島町1656-2 5 階段踊場 33
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66 南区 市営中田島団地　Ｃ３ 中田島町1656-2 4 階段踊場 20

67 南区 市営中田島団地　Ｃ４ 中田島町1656-2 5 階段踊場 33

68 南区 市営中田島団地　Ｃ５ 中田島町1656-2 4 階段踊場 20

69 南区 市営中田島団地　Ｃ６ 中田島町1656-2 5 階段踊場 33

70 南区 市営中田島団地　Ｃ７ 中田島町1656-2 4 階段踊場 20

71 南区 市営中田島団地　Ｃ８ 白羽町2379-2 5 階段踊場、屋上 466

72 南区 市営中田島団地　Ｃ１０ 白羽町2379-2 5 階段踊場 33

73 南区 市営中田島団地　Ｃ１１ 白羽町2379-2 5 階段踊場 44

74 南区 市営中田島団地　Ｃ１２ 白羽町2785-2 5 階段踊場 44

75 南区 市営中田島団地　Ｃ１３ 白羽町2785-2 5 階段踊場 44

76 南区 市営中田島団地　Ｃ１５ 白羽町2785-2 5 階段踊場 44

77 南区 市営中田島団地　Ｃ１６ 白羽町2785-2 5 階段踊場 44

78 南区 市営中田島団地　Ｃ１７ 白羽町2700-2 5 階段踊場 22

79 南区 市営中田島団地　Ｃ２０ 白羽町2700-5 5 階段踊場 44

80 南区 市営中田島団地　Ｃ２１ 白羽町2700-5 5 階段踊場 35

81 南区 市営中田島団地　Ｃ２２ 白羽町2700-5 5 階段踊場 35

82 南区 市営中田島団地　Ｃ２３ 白羽町2700-5 5 階段踊場 35

83 南区 市営中田島団地　Ｃ２４ 白羽町2700-5 5 階段踊場 35

84 南区 市営中田島団地　Ｃ２５ 白羽町2700-5 5 階段踊場 35

85 南区 市営中田島団地　Ｃ２６ 白羽町2700-8 5 階段踊場 27

86 南区 市営中田島団地　Ｃ２７ 白羽町2700-8 5 階段踊場 40

87 南区 市営中田島団地　Ｃ２８ 白羽町2700-10 5 階段踊場 53

88 南区 市営中田島団地　Ｃ２９ 白羽町2700-10 5 階段踊場 40

89 南区 市営中田島団地　Ｃ３０ 白羽町2700-13 5 階段踊場 40

90 南区 市営中田島団地　Ｃ３１ 白羽町2700-13 5 階段踊場、屋上 360

91 南区 市営中田島団地　Ｃ３２ 白羽町2700-13 5 階段踊場 40

92 南区 市営中田島団地　Ｃ３３ 白羽町2700-13 5 階段踊場 40

93 南区 市営中田島団地　Ｄ９ 白羽町2379-2 5 階段踊場 35

94 南区 市営中田島団地　Ｄ１４ 白羽町2785-2 5 階段踊場 35

95 南区 市営中田島団地　Ｄ１８ 白羽町2700-2 5 階段踊場 23

96 南区 市営中田島団地　Ｄ１９ 白羽町2700-2 5 階段踊場 23

97 南区 市営遠州浜団地　Ｃ１ 遠州浜一丁目19 4 階段踊場 19

98 南区 市営遠州浜団地　Ｃ２ 遠州浜一丁目18 4 階段踊場、屋上 205

99 南区 市営遠州浜団地　Ｃ３ 遠州浜一丁目17 4 階段踊場 24

100 南区 市営遠州浜団地　Ｃ４ 遠州浜一丁目16 4 階段踊場 19

101 南区 市営遠州浜団地　Ｃ５ 遠州浜四丁目11 4 階段踊場 19

102 南区 市営遠州浜団地　Ｃ６ 遠州浜四丁目8 4 階段踊場 19

103 南区 市営遠州浜団地　Ｃ７ 遠州浜四丁目6 4 階段踊場 13

104 南区 市営遠州浜団地　Ｃ８ 遠州浜四丁目5 4 階段踊場 13

105 南区 市営遠州浜団地　Ｃ９ 遠州浜四丁目4 4 階段踊場 13

106 南区 市営遠州浜団地　Ｃ１０ 遠州浜四丁目7 4 階段踊場 13
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107 南区 市営遠州浜団地　Ｄ１ 遠州浜一丁目15 4 階段踊場 23

108 南区 市営遠州浜団地　Ｄ２ 遠州浜四丁目12 4 階段踊場 23

109 南区 市営遠州浜団地　Ｄ３ 遠州浜四丁目9 4 階段踊場 23

110 南区 市営遠州浜団地　波７ 遠州浜四丁目16-7 6 3～6階通路、屋上 804

111 南区 市営遠州浜団地　波８ 遠州浜四丁目15-1 6 3～6階通路 306

112 南区 市営遠州浜団地　光３ 遠州浜一丁目1-1 4 階段踊場 58

113 南区 市営遠州浜団地　光５ 遠州浜一丁目2-4 4 階段踊場 35

114 南区 市営遠州浜団地　光８ 遠州浜一丁目2-1 4 階段踊場 46

115 南区 市営遠州浜団地　みどり４ 遠州浜一丁目23-2 9 屋内階段、EVﾎｰﾙ 208

116 南区 市営遠州浜団地　みどり５ 遠州浜一丁目23-3 4 3～4階通路 72

117 南区 南の星小学校 西島町1148-1 3
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
更衣室、屋上

2,930

118 南区 浜松江之島高等学校　南館 江之島町630-1 3 3階普通教室、屋上 715

119 南区 南区役所 江之島町600-1 3 屋上、3階ﾎｰﾙ 1,229

120 南区
浜松福祉協働センター（アンサン
ブル江之島）

江之島町600-1 6

3～6階：ロビー、南
廊下、北廊下、６階：
娯楽室、ミーティン
グルーム、男子更
衣室、男子浴室

609

121 南区 可美中学校　北棟 増楽町700 4
3～4階特別教室・
廊下・屋上

2,316

122 南区 可美小学校　北棟 若林町1748 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
屋上

1,864

123 南区 可美小学校　南棟 若林町1748 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

1,819

124 南区 新津中学校　北棟 新橋町748 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

762

125 南区 新津中学校　南棟 新橋町748 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

1,120

126 南区 白脇小学校　北棟 寺脇町431 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

1,413

127 南区 白脇小学校　南棟 寺脇町431 3
3階普通教室・特別
教室・廊下・屋上

1,326

128 南区 中部浄化センター汚泥処理棟 瓜内町1825 3 機械室、屋上 400

129 南区 河輪小学校 東町333 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
屋上

1,684

130 南区 東陽中学校　北棟 西町700 4
3～4階普通教室・
特別教室・廊下・
屋上

1,122

131 南区 東陽中学校　南棟 西町700 3
3階特別教室・廊
下・屋上

1,524

132 南区 県営芳川団地　１号棟 参野町391-1 4 3～4階階段 28

133 南区 県営芳川団地　２号棟 参野町391-1 4 3～4階階段 19

134 南区 県営芳川団地　３号棟 参野町391-1 4 3～4階階段 28
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135 南区 株式会社ヤマテ工業 三新町515-1 3 3階フロア 1,943

136 南区 すずかけセントラル病院 田尻町120-1 6 3～6階通路 2,615

137 南区 インテグラA 小沢渡町1154-1 4 屋上 75

138 南区 エアリス 高塚町4835-1 6 3～6階通路 179

139 南区 エアリスⅡ 高塚町2384-3 4 3階通路 36

140 南区 白羽ガバナステーション 白羽町1739-1 3
1階屋上・2階屋上・3
階屋上

527

141 南区 遠州灘海浜公園球技場 江之島町1706 3 メインスタンド 1,746

142 南区
ポリテクカレッジ浜松Ⅰ号館（管理
棟）

法枝町693 4
3階～4階各教室及び
廊下

864

143 南区
ポリテクカレッジ浜松Ⅲ号館（実験
棟）

法枝町693 3 3階各教室及び廊下 800

144 南区 特別養護老人ホーム第二南風 倉松町598 3
3階屋内及びバルコ
ニー・屋上

665

145 南区 グリーンハイツ土屋 三島町682 3 3階通路 40

146 南区 インテグラB 小沢渡町1156-2 5 屋上 86

147 南区 インテグラC 小沢渡町1155-1 5 屋上 86

148 南区 インテグラD 小沢渡町1215-2 5 屋上 129

149 南区 インテグラ1 小沢渡町1266-1 3 3階通路 13

150 南区 吉川建設社員寮 白羽町2589-5 3 屋上 86

151 南区
遠州灘海浜公園津波避難マウン
ド

中田島町1313 1,000

152 南区 五島地区津波避難マウンド 西島町510 1,000

153 南区 本町浜公園津波避難タワー 法枝町1280-10 150

154 南区 三新町津波避難タワー 三新町43-1 150

南区 非公開施設20棟 ※タワー及びマウンドの住所は番地です。


