
　平成２４年１月１日　現在

1  町立亦楽小学校 代ヶ崎浜字細田54-1 代ヶ崎浜・東宮浜・要害・御林・亦楽 全て 3,300 1,200 ○

2  町立七ヶ浜中学校 吉田浜字小浜7 吉田浜・花渕浜・亦楽 全て 3,500 2,200 × 避難所施設破損
のため避難不可

3  町立汐見小学校 汐見台3丁目1 遠山・境山・汐見台 全て 3,000 1,500 ○

4  町立松ヶ浜小学校 松ヶ浜字神明裏64 湊浜・松ヶ浜・菖蒲田浜 全て 3,000 1,200 ○

5  町立向洋中学校 遠山１丁目9-18 遠山・境山・汐見台・湊浜・松ヶ浜 全て 3,500 2,100 ○

6  生涯学習センター 吉田浜字野山5-9 菖蒲田浜（長砂・長須賀・韮ヶ森・
東原） 全て 5,000 1,000 ○

7 東宮神社境内 東宮浜字鶴ヶ湊 鶴ヶ湊 津波 500 ○

8 東宮浜公民分館 東宮浜字笠岩16 鶴ヶ湊・寺島・小友 地震・火災
・崖崩れ 400 65 ○

9 東宮浜児童遊園 東宮浜字笠岩16 鶴ヶ湊・寺島・小友 地震・火災
・崖崩れ 500 ○

10 鳳寿寺境内 東宮浜字寺島27 鶴ヶ湊・寺島・小友 津波 250 ○

11 要害児童遊園 東宮浜字笠岩 要害・小畑 地震・火災
・崖崩れ 600 ○

12 御林児童遊園 東宮浜字御林 御林・左道・小畑 全て 400 ○

13 大木囲貝塚遺跡公園 東宮浜字東大木 御林・要害・左道・小畑・境山 全て 3,000 ○

14 汐見保育所 東宮浜字東兼田35 要害・汐見台 全て 500 130 ○

15 汐見台四丁目児童遊園 汐見台4丁目 汐見台 全て 100 ○

16 汐見台二丁目中央公園 汐見台2丁目 汐見台 全て 800 ○

17 境山児童遊園 境山1丁目 境山 全て 200 ○

18 遠山・境山児童遊園 遠山1丁目 遠山・境山 全て 1,500 ○
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19 遠山・境山コミュニティセ
ンター 遠山1丁目 遠山・境山 全て 350 140 ○

20 舞鶴児童遊園 遠山1丁目 遠山 全て 150 ○

21 北遠山児童遊園 遠山3丁目 遠山 全て 300 ○

22 第１ネオポリス児童遊園 遠山3丁目 遠山 地震・火災
・崖崩れ 150 ○

23 遠山保育所 遠山4丁目 遠山 全て 450 150 × 施設建替えのた
め避難不可

24 湊浜児童遊園 湊浜2丁目3 湊浜・松ヶ浜（謡） 全て 800 ○

25 謡児童遊園 松ヶ浜字謡31 湊浜・松ヶ浜（謡） 全て 500 × 仮設住宅立地

26 ソニー㈱テクノロジーセン
ター七ヶ浜寮 松ヶ浜字浜屋敷 松ヶ浜 全て 600 ○ 避難場所のみ

避難可能

27 養松院境内 松ヶ浜字浜屋敷 松ヶ浜 全て 500 ○

28 長養寺境内 菖蒲田浜字宅地36 菖蒲田浜 火災・崖崩れ 500 ○

29 諏訪神社境内 菖蒲田浜字和田 菖蒲田浜（橋本・和田） 全て 150 ○

30 五社明神境内 菖蒲田浜字招又48 菖蒲田浜（牛ノ鼻木・長砂） 全て 500 × 津波到達箇所

31 菖蒲田浜児童遊園 菖蒲田浜字長砂 菖蒲田浜（西峠下・東峠下） 地震・火災 400 × 避難場所流失の
ため避難不可

32 花渕浜笹山台地 花渕浜笹山 菖蒲田浜（長須賀） 全て 600 × 避難場所流失の
ため避難不可

33 花渕浜児童公園 花渕浜字後田56 花渕浜（天神堂・後田） 地震・火災
・崖崩れ 300 ○

34 同性寺境内 花渕浜字古舘12 花渕浜（舘下・谷地・古舘） 地震・火災
・崖崩れ 400 ○

35 君ヶ岡公園 吉田浜東君ヶ岡 花渕浜・吉田浜 全て 3,000 ○

36 金剛寺境内 吉田浜字寺山 吉田浜 全て 250 ○

37 吉田浜神社境内 吉田浜字宮前 吉田浜 全て 300 ○

38 葦航寺境内 代ヶ崎浜字影田 代ヶ崎浜（向田・影田・前島） 津波 100 ○



39 代ヶ崎浜西児童公園 代ヶ崎浜字西21 代ヶ崎浜（西） 地震・火災
・崖崩れ 500 × 津波到達により

施設破損

40 多聞山毘沙門神社 代ヶ崎浜字八ヶ森 代ヶ崎浜（西・影田・前島） 津波 300 ○

41 代ヶ崎浜八ヶ森清水台地 代ヶ崎浜字八ヶ森 代ヶ崎浜（清水） 津波 100 ○

42 代ヶ崎浜清水児童公園 代ヶ崎浜字清水 代ヶ崎浜（清水） 地震・火災
・崖崩れ 300 ○

43 向山農村公園 菖蒲田浜字堤渕5 菖蒲田浜（宅地、他） 地震・火災
・崖崩れ 600 ○

44 七ヶ浜国際村 花渕浜字大山 菖蒲田浜・花渕浜 全て 3,000 1,000 ○

45 汐見台地区避難所 汐見台1丁目 汐見台・汐見台南 全て 1,000 40 ○

46 アクアリーナ 吉田浜字野山5-1 吉田浜・花渕浜・菖蒲田浜
亦楽・汐見台・汐見台南 全て 1,000 1,500 × 避難所施設破損

のため避難不可

47 サッカースタジアム 吉田浜字野山 吉田浜・花渕浜・菖蒲田浜
亦楽・汐見台・汐見台南 全て 2,400 ○

48 汐見台南１号公園(春公園） 汐見台南1丁目 汐見台・汐見台南 地震・火災
・崖崩れ 600 ○

49 七ヶ浜町役場 東宮浜字丑谷辺5-1 代ヶ崎浜・東宮浜・要害・亦楽 全て 50 ○

50 町民体育館 吉田浜字野山5-268 亦楽 全て 500 × 避難所施設破損
のため避難不可

51 湊浜公民分館 湊浜1丁目4-3 湊浜・松ヶ浜（謡） 火災・崖崩れ 50 ○

52 松の川集会場 松ヶ浜後田40 松ヶ浜 全て 40 × 避難所施設流失
のため避難不可

53 菖蒲田浜公民分館 菖蒲田浜字宅地93-2 菖蒲田浜 全て 60 × 避難所施設流失
のため避難不可

54 花渕浜公民分館 花渕浜字舘下75-18 花渕浜 地震・火災
崖崩れ 50 × 避難所施設流失

のため避難不可

55 吉田浜公民分館 吉田浜字大豆沢2-3 吉田浜 全て 60 ○

56 代ヶ崎浜公民分館 代ヶ崎浜字西21-55 代ヶ崎浜 火災 40 × 避難施設流失の
ため避難不可

57 要害公民分館 東宮浜字笠岩16-7 要害 火災・崖崩れ 50 ○

58 境山地区公民分館 境山2丁目5-8 境山・東宮浜（小田） 全て 50 ○



59 遠山地区公民分館 遠山3丁目2-1 遠山地区 全て 150 ○

60 汐見台第１分館 汐見台4丁目1-49 汐見台地区 全て 40 ○

61 汐見台第2分館 汐見台1丁目12-3 汐見台・汐見台南 全て 40 ○

62 汐見台南公民分館 汐見台南1丁目2-40 汐見台・汐見台南 全て 40 ○

63 汐見台南第２集会場 汐見台南2丁目 汐見台・汐見台南 全て 40 ○

64 亦楽公民分館 代ヶ崎浜字細田52 亦楽 全て 50 ○


