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施設名 所在地

第一区公会堂 鰯ヶ島 69-5
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
四区コミュニティ防災センター 焼津 6丁目 10-17
第 5コミュニティ防災センター 駅北 5丁目 1-24
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
浜当目コミュニティ防災センター 浜当目 3丁目 1-45
新屋コミュニティ防災センター 本町 1丁目 3-28
石津コミュニティ防災センター 石津 1233-1
小川第 13コミュニティ防災センター 小川 3118
利右衛門地区コミュニティ防災センター 利右衛門 2559-2
吉永地区コミュニティ防災センター 吉永 1933-1
高新田地区コミュニティ防災センター 高新田 1853-1

高新田東地区コミュニティ防災センター 高新田 2172-2
藤守地区コミュニティ防災センター 藤守 2025
下小杉地区コミュニティ防災センター 下小杉 537

大井川港コミュニティ防災センター 飯淵 2160
港小学校 石津港町 40-2
焼津東小学校 栄町 5丁目 14-1

焼津西小学校 塩津 117-1
焼津南小学校 焼津 5丁目 5-1
小川小学校 小川 2525
豊田小学校 五ケ堀之内 2
東益津小学校 石脇上 65
大富小学校 中根新田 637
和田小学校 田尻 541
黒石小学校 大住 1246
大井川西小学校 上泉 1688-1
大井川東小学校 宗高 428
大井川南小学校 吉永 490
焼津中学校 焼津 2丁目 10-28
大村中学校 大村 3丁目 25-1
小川中学校 東小川 4丁目 7-1

港中学校 田尻北 584
豊田中学校 小土 301-2
東益津中学校 中里 416
大富中学校 中根 1-1
和田中学校 田尻 1984
大井川中学校 下江留 191
（県）焼津水産高等学校 焼津 5丁目 5-2

施設名 所在地

( 県）清流館高校 上新田 292-1
（県）焼津中央高等学校 小土 157-1
（私）焼津高等学校 中港 1丁目 1-8
（県）漁業高等学園 小川 3747-2
（県）焼津青少年の家 石津 2259-408
静岡県中部看護専門学校 東小川 1丁目 6-9
静岡福祉大学 本中根 549-1
焼津市役所 本町 2丁目 16-32
焼津公民館 本町 5丁目 6-1
サンライフ焼津 中港 3丁目 3-12
ディスカバリーパーク焼津 田尻 2968-1
福祉老人センター 一色 1545-18
深層水ミュージアム 鰯ヶ島 136-24
アクアスやいづ 鰯ヶ島 136-26
うみえ〜る焼津 鰯ヶ島 136-26
総合福祉会館 大覚寺 3丁目 2-2
保健センター 東小川 1丁目 8-1
焼津文化会館 三ケ名 1550
焼津市立総合病院 道原 1000
焼津消防署東分署 焼津 6丁目 5-18
焼津消防署大井川分署 宗高 909-1
大井川庁舎 宗高 900
市営住宅西松原団地 45・46年棟 田尻北 1342-2
市営住宅成案侍団地 47・48年棟 惣右衛門 1183
市営住宅塩津団地 塩津 216-1
市営住宅柳新屋団地 柳新屋 603-1
市営住宅八楠団地 八楠 2丁目 7-1
市営住宅田尻西団地（63・元年棟） 田尻 95
市営住宅富士見団地A・B・C棟 北新田 75
市営住宅請所団地A・B棟 治長請所 196
市営住宅宗高団地 1〜 3号棟 宗高 368-1
市営住宅宗高団地A〜D棟 宗高 368-1
市営住宅保福島団地 保福島 1176
県営住宅田尻団地 1・2号棟 すみれ台 1丁目 22
県営住宅田尻団地E〜 J すみれ台1丁目 13他
駿浦亭 本町 5丁目 15-1
特別養護老人ホームつばさ 田尻北 792-1
石津保育園 石津中町 16-7
小川公民館 小川 2724-1

指定津波避難ビル
大規模地震に伴い発生する津波からの一時避難場所を指定しています。3階建て以上の建物の3階、また
はそれより上が避難する場所となります。2階建ての指定津波避難ビルについては屋上となります。

津波避難施設（ビル・タワー・高台）について
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施設名称 所在地

市
　
　
　
　
　
有

中港地区津波避難タワー 中港 5丁目 8-8 付近

小川新町地区津波避難タワー 小川新町 2丁目 13-19 付近

会下ノ島地区津波避難タワー 会下ノ島石津土地区画整理区域内 71街区符号 11

石津地区津波避難タワー 石津 2259-358

飯淵地区津波避難タワー 飯淵 551

利右衛門地区 1号津波避難タワー 利右衛門 2432-1

田尻地区津波避難タワー 田尻 2775-1

高新田地区津波避難タワー 高新田 2326-1

焼津地区津波避難タワー 焼津 5丁目 2-1 付近

東小川地区津波避難タワー 東小川 3丁目 8-46 付近

石津向町地区津波避難タワー 石津向町 2-1

本町地区津波避難タワー 本町 3丁目 5-25 付近

駅北地区津波避難タワー 駅北 3丁目 17-1 付近

吉永地区津波避難タワー 吉永 1770-2

藤守地区津波避難タワー 藤守 2115-1

下小杉地区津波避難タワー 下小杉 480-1

利右衛門地区 2号津波避難タワー 利右衛門 376-1

浜当目地区津波避難タワー 浜当目 2丁目 20-10 付近

下小田地区津波避難タワー 下小田 416-1

惣右衛門地区津波避難タワー 惣右衛門 985-1

大井川港津波避難タワー 飯淵 1995

民
　
間

スーパー富士屋　津波避難タワー 田尻北 145

（学）常盤学園　新屋幼稚園　津波避難タワー 本町 1丁目 1-10

（学）常盤学園　西町幼稚園　津波避難タワー 大村 1丁目 12

（学）齋藤学園　焼津中央幼稚園　津波避難タワー 西小川 1丁目 2-14

焼津水産化学工業㈱　津波避難タワー 田尻 2367-1

施設名称 所在地

市
　
有

こすぎ山（下小杉・藤守地区高台） 藤守 1884

高新田中央防災広場（高新田地区高台） 高新田 954-1

港が見える丘防災広場（利右衛門・飯淵地区高台） 利右衛門 2657

指定津波避難タワー
大規模地震に伴い津波の発生又は発生の恐れがある時、一時避難場所として指定しています。

高台広場（津波避難高台）
大規模地震に伴い津波の発生又は発生の恐れがある時、一時避難場所として指定しています。


