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避難経路や避難場所は、地域で相談
して、このマップに記載してください。

土砂災害特別警戒区域（土石流）

土砂災害特別警戒区域（急傾斜）

土砂災害警戒区域（土石流）

土砂災害警戒区域（急傾斜）

浸水想定区域

施 設 名 住所
関市役所 若草通3丁目地内
わかくさ・プラザ 若草通2丁目地内
西本郷公園・グラウンド 西本郷通5丁目地内
十六所公園・グラウンド 十六所地内
片倉グラウンド 片倉町地内
稲口グラウンド 神明町4丁目地内
津保川ウォーターフロントパーク 津保川河川敷

施 設 名 住所
安桜公園 常盤町60
安桜山公園 安桜山
安桜山北公園 西本郷通3丁目23
池田公園 池田町47
泉ヶ丘公園 明生町2丁目66-1
一本木公園 一本木町62
鋳物師屋西公園 鋳物師屋6丁目25
円保公園 円保通3丁目65
小瀬南第2公園 小瀬南2丁目1558-9他
貸上公園 貸上町29-1
春日公園 桜木町18-1他
川北公園 清水町45
川端公園 寿町1丁目19
観音公園 長谷寺町1番15他
北後公園 平賀町2丁目44-1
共栄公園 桜本町1丁目25
清水公園 西本郷通7丁目65
十三塚北公園 山王通西80
新田ふれあい公園 十三塚町1-1他
しんめい公園 神明町4丁目3
関口公園 関口町1丁目52
辻井戸公園 辻井戸町1-81
東新南公園 東新町3丁目137
長谷寺ふれあい公園 長谷寺町1-6他
東本郷公園 東本郷通5丁目41
雲雀公園 春里町3丁目82
文化公園 平賀町1丁目18-4他
福野公園 北福野町2丁目6
星ヶ丘公園 星ヶ丘16-4
水ノ輪公園 水ノ輪町51
緑ヶ丘公園 中福野町63他
南ヶ丘公園 神明町2丁目108
南天神公園 南天神2丁目4
柳町公園 柳町4番地6-7他
弥生公園 弥生町2丁目75他
吉野公園 東本郷通2丁目38
関駅西口駅前広場 東桜町18-1
関川広場 金屋町35-1他
山ノ手ひろば 山ノ手3丁目1

住宅密集地の延焼火災発生時に一時的に身を守るために避難する場所です。

一時避難場所

住宅密集地の延焼火災発生時に避難する場所です。

広域避難場所

施 設 名 住所 連絡先(電話)
上切公民センター 下有知1231 -
東山公民センター 東山2丁目2-1 -
岩下公民センター 市平賀471 -
西部公民センター 北福野町2-4-30 -
東部公民センター 平賀町1丁目18 -
寺田公民センター 寺田2丁目7-4 -
柳町公民センター 柳町11 -
池尻公民センター 池尻356 -
桐谷住宅公民センター 桐谷台2丁目21 -
南部公民センター 寿町2丁目2-15 -
今宮公民センター 下有知2794 -
雄飛ヶ丘公民センター 雄飛ヶ丘9-1 -
西切公民センター 栄町3丁目4-1 -
向山公民センター 向山町2丁目7-1 -
中部公民センター 住吉町19 -
平賀公民センター 平賀町3丁目48 -
新田公民センター 小瀬1380 -
赤土坂公民センター 小屋名1307-1 -
東志摩公民センター 東志摩755 -
東本郷公民センター 東本郷通2-1-11 -
安桜中央公民センター 常盤町22 -
本郷公民センター 本郷町88-21 -
旭公民センター 宮地町4-4 -
桜ヶ丘公民センター 天徳町1丁目1-2 -
小瀬南公民センター 小瀬南2丁目5-1 -
前山公民センター 前山町2-1 -
巾公民センター 巾2丁目209-3 -
重竹公民センター 下有知757-1 -
松ヶ洞公民センター 下有知6191-1 -
小屋名公民センター 小屋名975-1 -
元重公民センター 元重町10-1 -
大門公民センター 大門町1丁目25-1 -
十三塚公民センター 山王通1丁目7-5 -
迫間台公民センター 迫間台2丁目18-2 -
稲口公民センター 稲口285-1 -
山田公民センター 山田405-1 -
小瀬星ヶ丘公民センター 星ヶ丘16-3 -
下白金公民センター 下白金280 -
大平台公民センター 大平台3-5 -
西本郷公民センター 西本郷通4-1-17 -
天神公民センター 北天神3丁目2-1 -
桜台東公民センター 桜台4丁目3-14 -
津保公民センター 西欠ノ下73-2 -
千疋北公民センター 千疋北2丁目1-1 -
桜台中央公民センター 桜台2丁目12-1 -
桜台西公民センター 桜台1丁目1-11 -
下有知南部公民センター 下有知3663-1 -
津保川台公民センター 山田211-237 -
東新公民センター 東新3丁目187 -
虹ヶ丘公民センター 虹ヶ丘北10-1 -
堅仙房公民センター 北仙房26-1 -
下有知いしがみ公民センター 下有知3539-4 -
関川公民センター 桜本町2-30-1 -
関ノ上東公民センター 関ノ上2丁目7-8 -
武道場 住吉町22 -
千疋体育館 千疋5-7-1 -
農村婦人の家 広見482-1 -
志津野転作促進技術研修センター 志津野1397-1 -
小野構造改善センター 小野1089 -
藤谷転作促進技術研修センター 神野1383-2 -
坊地構造改善センター 神野3013-2 -
戸田転作促進技術研修センター 戸田264-1 -
塔ノ洞環境保全農業推進センター 塔ノ洞2861 -
黒屋リフレッシュ倶楽部 黒屋3505 -
文化会館 桜本町2-30-1 24-2525
学習情報館（わかくさ・プラザ） 若草通2丁目1 23-7777

指定避難所までの避難経路に危険がある場合等に一時的に避難する施設です。
臨時避難所

施 設 名 住所 連絡先(電話)
安桜小学校 いろは町1 22-5421
旭ヶ丘小学校 旭ヶ丘2丁目1-1 22-5133
桜ヶ丘小学校 明生町4丁目1-1 23-3867
瀬尻小学校 小瀬2120-4 22-3120
倉知小学校 段下66-1 23-0551
南ヶ丘小学校 倉知4372 22-4264
富岡小学校 市平賀506 22-2362
田原小学校 西田原1465 22-3243
下有知小学校 下有知1525-1 22-2029
富野小学校 西神野270-1 29-0005
金竜小学校 上白金482-1 28-2303
緑ヶ丘中学校 緑ヶ丘2丁目1-10 22-5005
旭ヶ丘中学校 旭ヶ丘2丁目3-1 22-5351
桜ヶ丘中学校 桜台3丁目13-1 24-6071
下有知中学校 下有知3121-1 22-3179
富野中学校 志津野2972 29-0870
小金田中学校 小屋名127 28-2301

災害により、住家が損壊した場合等に臨時に生活する施設です。
指定避難所

施 設 名 住所 連絡先(電話)
安桜ふれあいセンター 千年町2丁目18-1 25-0130
旭ヶ丘ふれあいセンター 仲町8-15 25-0515
桜ヶ丘ふれあいセンター 鋳物師屋5丁目2-30 22-1931
倉知ふれあいセンター 倉知927-1 23-9830
千疋ふれあいセンター 千疋196 28-6408
田原ふれあいセンター 西田原1426-1 24-4848
下有知ふれあいセンター 下有知3245-32 25-2020
富野ふれあいセンター 西神野144-1 29-0788
瀬尻公民センター 小瀬2120 23-2819
池尻東集会場 池尻268-1 -
四季の台公民センター 倉知2924-151 24-7013
富岡公民センター 肥田瀬1635-1 22-9723
保戸島公民センター 側島561-5 28-3749
広見公民センター 広見811-1 24-0976
総合福祉会館（わかくさ・プラザ）若草通2丁目1 24-4190
関市立中池自然の家 塔ノ洞3885-1 24-0673
陸上競技場管理棟 塔ノ洞3323 -
中池体育館 塔ノ洞3885-1 -
総合体育館（わかくさ・プラザ） 若草通2丁目1 23-7766
関商工高等学校 桐ヶ丘1-1 22-4221
関高等学校 桜ヶ丘2-1-1 22-5688
関有知高等学校 下有知6191-3 23-1675
関市勤労会館 平和通6丁目11-1 23-9696
アピセ・関 平和通7丁目5-1 24-6767

施 設 名 住所 連絡先(電話)
南ヶ丘保育園 倉知2916-21 24-0719
富岡保育園 市平賀501-1 22-8259
西部保育園 小屋名621-2 28-3340
田原保育園 西田原1421-1 22-5542
富野保育園 西神野298-1 29-0203
養護訓練センター 本郷町88 22-2304
いちょうの家 住吉町19-2 22-1123

避難生活を続けることが困難である高齢者や障がい者の方の避難所です。
福祉避難所

指定避難所のみでは避難者が収容できなくなった場合に一時的に生活する施設です。
予備避難所


