
指定避難所 
 

 

自主防災会 避難所 避難所所在地 

焼津第 1 焼津南小学校 焼津 5丁目 5-1 

二区コミュニティ防災センター 本町 5丁目 9-1 

三区コミュニティ防災センター 本町 2丁目 13-18 

焼津第 2 焼津中学校 焼津 2丁目 10-28 

四区コミュニティ防災センター 焼津 6丁目 10-17 

焼津第 3 焼津東小学校 栄町 5丁目 14-1 

新屋コミュニティ防災センター 本町 1丁目 3-28 

焼津第 4 焼津西小学校 塩津 117-1 

焼津第 5 大村中学校 大村 3丁目 25-1 

第５コミュニティ防災センター 駅北 5丁目 1-24 

焼津第 6 大村中学校 大村 3丁目 25-1 

焼津第 7 大村公民館 大覚寺 3-5-5 

豊田第 8 焼津文化会館 三ケ名 1550 

豊田第 9 豊田小学校 五ケ堀之内 2 

豊田第 10 豊田中学校 小土 301-2 

保福島体育館 保福島 662 

小川第 11 小川中学校 東小川 4丁目 21-1 

小川第 12 （県）焼津水産高等学校 焼津 5丁目 5-2 

小川新地コミュニティ防災センター 小川新町 1丁目 11-2 

小川第 13 小川小学校 小川 2525 

小川第 13 コミュニティ防災センター 小川 3118 

港第 14 小川小学校 小川 2525 

港小学校 石津港町 40-2 

石津コミュニティ防災センター 石津 1233-1 

東益津第 15 東益津小学校 石脇上 65 

坂本コミュニティ防災センター 坂本 971-5 

東益津第 16 東益津中学校 中里 416 

東益津第 17 東益津中学校 中里 416 

浜当目コミュニティ防災センター 浜当目 3丁目 1-45 

大富第 18 大富小学校 中根新田 637 

大富中学校 中根 1-1 

大富第 19 大富中学校 中根 1-1 

黒石小学校 大住 1246 

大富第 20 大富小学校 中根新田 637 

大富中学校 中根 1-1 

大島体育館 大島 738 



    
自主防災会 避難所 避難所所在地 

和田第 21 和田小学校 田尻 541 

和田第 22 和田中学校 田尻 1984 

港第 23 港中学校 田尻北 584 

中島第 1町内会 大井川体育館 中島 1183 

中島第 2町内会 大井川体育館 中島 1183 

飯淵第 1町内会 大井川体育館 中島 1183 

飯淵第 2町内会 大井川南小学校 吉永 490 

大井川港コミュニティ防災センター 飯淵 2160 

飯淵第 3町内会 大井川南小学校 吉永 490 

利右衛門第 1町内会 大井川南小学校 吉永 490 

大井川港コミュニティ防災センター 飯淵 2160 

利右衛門第 2町内会 大井川南小学校 吉永 490 

利右衛門第 3町内会 大井川南小学校 吉永 490 

利右衛門地区コミュニティ防災センター 利右衛門 2559-2 

吉永第 1町内会 大井川南小学校 吉永 490 

吉永地区コミュニティ防災センター 吉永 1933-1 

吉永第 2町内会 

 

大井川南小学校 吉永 490 

吉永地区コミュニティ防災センター 吉永 1933-1 

吉永第 3町内会 大井川南小学校 吉永 490 

吉永第 4町内会 大井川南小学校 吉永 490 

高新田第 1町内会 大井川南小学校 吉永 490 

高新田第 2町内会 高新田地区コミュニティ防災センター 高新田 1853-1 

高新田第 3町内会 高新田地区コミュニティ防災センター 高新田 1853-1 

高新田第 4町内会 高新田東地区コミュニティ防災センター 高新田 2172-2 

宗高第 1町内会 （県）清流館高等学校 上新田 292-1 

宗高第 2町内会 大井川中学校 下江留 191 

宗高第 3町内会 大井川東小学校 宗高 428 

宗高第 4町内会 大井川中学校 下江留 191 

宗高第 5町内会 大井川東小学校 宗高 428 

宗高第 6町内会 大井川中学校 下江留 191 

上小杉第 1町内会 （県）清流館高等学校 上新田 292-1 

上小杉第 2町内会 （県）清流館高等学校 上新田 292-1 

上小杉第 3町内会 （県）清流館高等学校 上新田 292-1 

上小杉第 4町内会 （県）清流館高等学校 上新田 292-1 

上小杉第 5町内会 （県）清流館高等学校 上新田 292-1 
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藤守第 1町内会 大井川東小学校 宗高 428 

藤守第 2町内会 大井川東小学校 宗高 428 

藤守第 3町内会 大井川東小学校 宗高 428 

藤守地区コミュニティ防災センター 藤守 2025 

藤守第 4町内会 

 

大井川東小学校 宗高 428 

藤守地区コミュニティ防災センター 藤守 2025 

下小杉町内会 大井川東小学校 宗高 428 

下小杉地区コミュニティ防災センター 下小杉 537 

相川第 1町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

相川第 2町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

相川第 3町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

相川第 4町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

西島町内会 大井川体育館 中島 1183 

上泉第 1町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

上泉第 2町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

上泉第 3町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

下江留第 1町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

下江留第 2町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

下江留第 3町内会 大井川中学校 下江留 191 

下江留第 4町内会 大井川中学校 下江留 191 

上新田第 1町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

上新田第 2町内会 （県）清流館高等学校 上新田 292-1 

上新田第 3町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

つつじ平第 1町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

つつじ平第 2町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

つつじ平第 3町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

つつじ平第 4町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

つつじ平第 5町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

つつじ平第 6町内会 大井川西小学校 上泉 1688-1 

 


