


　国民保護法第１４８条の規定により、県知事が指定した避難施設。
（R3.4.1現在）

整理番号 名称 町丁目名・番（番地）・号

1959 旧浦本小学校 糸魚川市 中浜433

1960 下早川小学校 糸魚川市 日光寺322

1961 旧上早川小学校 糸魚川市 中川原新田12

1962 大和川小学校 糸魚川市 田伏87

1963 西海小学校 糸魚川市 羽生1973

1964 糸魚川東小学校 糸魚川市 東寺町2-4-1

1965 糸魚川小学校 糸魚川市 中央1-2-1

ひすいの里総合学校 糸魚川市 中央1-2-1

1966 大野小学校 糸魚川市 大野2044-1

1967 根知小学校 糸魚川市 東中5121-1

1968 今井小学校 糸魚川市 西中1491

1969 磯部小学校 糸魚川市 筒石500

1970 能生小学校 糸魚川市 能生4485

1971 中能生小学校 糸魚川市 平404

1972 南能生小学校 糸魚川市 溝尾2991-4

1973 木浦小学校 糸魚川市 木浦6073

1974 田沢小学校 糸魚川市 田海13-2

1975 青海小学校 糸魚川市 青海382

1976 旧市振小学校 糸魚川市 市振775-1

1977 糸魚川東中学校 糸魚川市 梶屋敷433

1978 糸魚川中学校 糸魚川市 上刈4-1-1

1979 旧磯部中学校 糸魚川市 筒石500

1980 能生中学校 糸魚川市 能生2643

1981 青海中学校 糸魚川市 寺地1160

1982 浦本地区公民館 糸魚川市 中浜1362-1

1983 藤のさとセンター（下早川地区公民館） 糸魚川市 上覚22-2

1984 上早川地区公民館 糸魚川市 土塩977-4

1985 大和川地区公民館 糸魚川市 大和川6346-1

1986 西海地区公民館 糸魚川市 水保1845

1987 糸魚川地区公民館 糸魚川市 横町1-14-1

1988 大野地区公民館 糸魚川市 大野2303-1

1989 根知地区公民館 糸魚川市 和泉355-3

1990 小滝地区公民館 糸魚川市 小滝5230

1991 今井地区公民館 糸魚川市 中谷内1219

1992 磯部地区公民館 糸魚川市 筒石355-1

1993 能生地区公民館 糸魚川市 能生1941-2
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整理番号 名称 町丁目名・番（番地）・号

1994 中能生地区公民館 糸魚川市 大沢516

1995 木浦地区公民館 糸魚川市 木浦3722-1

1996 須沢支館 糸魚川市 須沢697-1

1997 今村新田支館 糸魚川市 今村新田587

1998 八久保支館 糸魚川市 田海13-2

1999 田海支館 糸魚川市 田海559-2

2000 高畑支館 糸魚川市 田海2755-1

2001 寺地支館 糸魚川市 寺地150

2002 名引支館 糸魚川市 寺地224-1

2003 東町支館 糸魚川市 青海281

2004 西町支館 糸魚川市 青海4490

2005 中央支館 糸魚川市 青海1013-2

2006 大沢支館 糸魚川市 青海2689

2007 歌外波地区公民館（歌支館） 糸魚川市 歌257

2008 外波支館 糸魚川市 外波360-38

2009 市振支館 糸魚川市 市振909-1

2010 玉ノ木支館 糸魚川市 市振1125

2011 上路支館 糸魚川市 上路1027

2012 早川交流促進センター 糸魚川市 東海238

2013 西海コミュニティスポーツセンター 糸魚川市 水保1850

2014 市民総合体育館 糸魚川市 上刈4-3-1

2015 亀が丘体育館 糸魚川市 一の宮1-2-4

2016 能生体育館 糸魚川市 能生1200

2017 南能生体育館 糸魚川市 槙318-2

2018 田沢体育館 糸魚川市 田海13-2

2019 磯部ふれあい会館 糸魚川市 藤崎992

2020 能生青年の館 糸魚川市 能生519

2021 上南地区公民館 糸魚川市 槙248

糸魚川市民会館 糸魚川市 一の宮1-2-1

2022 青海生涯学習センター 糸魚川市 青海4690

2023 青海総合文化会館 糸魚川市 青海4657-3

2024  青海高齢者交流会館（西町地区公民館分館） 糸魚川市 青海917-1

2025 南西海体育館 糸魚川市 道平36

2026 多目的交流センター　アクアホール 糸魚川市 竹ケ花579

2027 焼山の里ふれあいセンター 糸魚川市 中川原新田97-1

2028 田伏会館 糸魚川市 田伏582

2029 ふれあいセンター　ビーチホールまがたま 糸魚川市 寺町4-3-1

2030 根小屋多目的集会センター 糸魚川市 根小屋881

2031 山口生活改善センター 糸魚川市 山口120-2

2032 小滝生活改善センター 糸魚川市 小滝8955
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整理番号 名称 町丁目名・番（番地）・号

小滝地区小体育館 糸魚川市 小滝5230

2033 平岩センター 糸魚川市 大所989-566

2034 能生マリンホール 糸魚川市 能生小泊3596-3

2035 権現荘 糸魚川市 田麦平26-1

2036 柵口温泉センター 糸魚川市 田麦平26-1

2037 青海健康総合センター 糸魚川市 田海5600

2038 青海総合福祉会館 糸魚川市 田海605

2039 シーサイドパーク 糸魚川市 中宿557-1

2040 田伏宮前公園 糸魚川市 田伏569-1

2041 桜ケ丘公園 糸魚川市 大和川6381

2042 桜ケ丘コミュニティ広場 糸魚川市 大和川6505

2043 ぽけっとぱーくカマ田 糸魚川市 南押上3丁目420

2044 南押上公園 糸魚川市 南押上3丁目260-27

2045 寺町公園 糸魚川市 東寺町1丁目1010-1

2046 万石広場 糸魚川市 京ヶ峰1丁目229-4

2047 京ヶ峰公園 糸魚川市 京ヶ峰1丁目160-23

2048 駅前海望公園 糸魚川市 大町2丁目24-2

2049 塩の道広場 糸魚川市 新鉄1丁目91-4

2050 一の宮公園 糸魚川市 一の宮1丁目95-甲

2051 横町なかのきり公園 糸魚川市 横町4丁目1754

2052 木揚場広場 糸魚川市 上刈6丁目1

2053 上刈四反田公園 糸魚川市 上刈3丁目1542

2054 諏訪公園 糸魚川市 寺島2丁目949

2055 姫川さくら公園 糸魚川市 南寺島2丁目73

2056 奴奈川公園 糸魚川市 南寺島2丁目178

2057 寺島公園 糸魚川市 寺島1丁目1701

2058 美山公園 糸魚川市 大野65-1

2059 大坪公園 糸魚川市 須沢2727

2060 須沢公園 糸魚川市 須沢3142

2061 八千川公園 糸魚川市 須沢3601

2062 角地公園 糸魚川市 須沢3602

2063 須沢児童公園 糸魚川市 須沢55-42

2064 新田浜児童公園 糸魚川市 須沢2051-2

2065 須沢臨海公園 糸魚川市 須沢2052-2

2066 山添社公園 糸魚川市 田海5313

2067 青海ぬな川公園 糸魚川市 田海5418

2068 高畑公園 糸魚川市 田海5846

2069 高畑児童公園 糸魚川市 田海3771

2070 八久保公園 糸魚川市 今村新田677

2071 今村新田公園 糸魚川市 今村新田353-1
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2072 名引公園 糸魚川市 寺地2080

2073 ひすいの広場児童遊園 糸魚川市 寺地1853-2

2074 イカリ公園 糸魚川市 青海5029

2075 名引山公園 糸魚川市 青海671

2076 北斗町市民公園 糸魚川市 青海1162-12

2077 大沢児童公園 糸魚川市 青海2668-1

2078 東町公園 糸魚川市 青海4690

2079 外波市民公園 糸魚川市 外波315

2080 玉ノ木市民公園 糸魚川市 市振1147

2081 市振市民公園 糸魚川市 市振897-4

2082 中郷市民公園 糸魚川市 筒石1408

2083 能生海洋公園 糸魚川市 能生小泊3596

2084 能生小泊公園 糸魚川市 能生小泊1800-1

2085 西浜公園 糸魚川市 能生1180-2

2086 平成公園 糸魚川市 能生9457

2087 丸山公園 糸魚川市 能生3393-1

2088 西能生公園 糸魚川市 鶉石137

2089 下小見公園 糸魚川市 小見2893-1

2090 島道公園 糸魚川市 島道584

2091 高倉市民公園 糸魚川市 高倉2250-2

2092 槙市民公園 糸魚川市 槙1413

2093 木浦公園 糸魚川市 木浦2362-1

2094 新戸公園 糸魚川市 木浦6466

2095 糸魚川高等学校 校舎 糸魚川市 平牛248-2

2096 糸魚川高等学校 大体育館 糸魚川市 平牛248-2

2097 糸魚川高等学校 小体育館 糸魚川市 平牛248-2

2098 糸魚川高等学校 格技場 糸魚川市 平牛248-2

2099 糸魚川高等学校 グラウンド 糸魚川市 平牛248-2

2100 糸魚川高等学校 セミナーハウス 糸魚川市 平牛248-2

2101 糸魚川高等学校 テニスコート 糸魚川市 平牛248-2

2102 糸魚川白嶺高等学校 校舎 糸魚川市 清崎9-1

2103 糸魚川白嶺高等学校 大体育館 糸魚川市 清崎9-1

2104 糸魚川白嶺高等学校 小体育館 糸魚川市 清崎9-1

2105 糸魚川白嶺高等学校 柔剣道場 糸魚川市 清崎9-1

2106 糸魚川白嶺高等学校 グラウンド 糸魚川市 清崎9-1

2107 糸魚川白嶺高等学校 第２グラウンド 糸魚川市 一の宮字蓮久保610-1

2108 海洋高等学校 校舎 糸魚川市 能生3040

2109 海洋高等学校 体育館 糸魚川市 能生3040

2110 海洋高等学校 グラウンド 糸魚川市 能生3040
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