
延岡市指定緊急避難場所・指定避難所一覧

延岡市
令和2年８月



和式 洋式 車いす対応 洪水・土砂 地震・火災 津波

岡富中学校屋内運動場 川中地区 本小路 ●

岡富中学校グラウンド 川中地区 本小路 ●

延岡市社会教育センター 川中地区 本小路 ● ● ● ●

北城山街区公園 川中地区 本小路 ●

延岡市役所２F　講堂 川中地区 東本小路 ● ● ● ●

本小路街区公園 川中地区 東本小路 ●

延岡アーバンホテル
（７階建ての屋上）

川中地区 中央通 避難ﾋﾞﾙ

アパホテル宮崎延岡駅南
（６階建ての屋上）

川中地区 新町 避難ﾋﾞﾙ

船倉街区公園 川中地区 船倉町 ●

延岡ロイヤルホテル（６階建ての屋上） 川中地区 船倉町 避難ﾋﾞﾙ

方財小学校グラウンド 川中地区 方財町 ●

方財小学校　（３階～屋上） 川中地区 方財町 避難ﾋﾞﾙ

方財小学校体育館　（屋上） 川中地区 方財町 避難ﾋﾞﾙ

方財公民館 川中地区 方財町 ● ● ●

観音寺（堂） 川中地区 方財町 避難ﾋﾞﾙ

方財保育園　（３階～屋上） 川中地区 方財町 避難ﾋﾞﾙ

ＵＭＫ祇園ビル（２階～１０階） 岡富地区 祇園町 避難ﾋﾞﾙ

紺屋町街区公園 岡富地区 紺屋町 ●

ビジネスホテルフクハラ（４階～屋上） 岡富地区 紺屋町 避難ﾋﾞﾙ

延岡ワシントンホテル（４階～６階） 岡富地区 紺屋町 避難ﾋﾞﾙ

エンシティホテル延岡（３階ホール） 岡富地区 紺屋町 避難ﾋﾞﾙ

日の出第１街区（児童）公園 岡富地区 昭和町 ●

日の出第２街区公園 岡富地区 昭和町 ●

コーポ湯地（３階建ての屋上） 岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

市営昭和町第１団地１棟（屋上） 岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

市営昭和町第２団地２－１－２
（２階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

市営昭和町第２団地３－１－３
（２階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

市営昭和町第２団地元－１－１
（２階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

市営昭和町第２団地元－２－１
（２階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

市営昭和町第２団地元－２－２
（２階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

市営昭和町第３団地５５－１
（３階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

市営昭和町第３団地６０－２－２
（３階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

県営昭和団地５３－１
（２階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

県営昭和団地５３－２
（２階～５階）

岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

県営昭和団地５３－３　（２階～５階） 岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

Ｋ＆Ｋ　（２階～６階） 岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

敬寿園　（３階建ての屋上） 岡富地区 昭和町 避難ﾋﾞﾙ

日の出第３街区公園 岡富地区 日の出町 ●

日の出第４街区（児童）公園 岡富地区 日の出町 ●

ライフメゾン延岡　（２階～１１階） 岡富地区 日の出町 避難ﾋﾞﾙ

渡部ビル　（２階～４階） 岡富地区 日の出町 避難ﾋﾞﾙ

ロイヤルハイツ福井　（２階～６階） 岡富地区 日の出町 避難ﾋﾞﾙ

サンルートビル　（２階～６階） 岡富地区 日の出町 避難ﾋﾞﾙ

ＵＭＫ延岡ビル　（２階～６階） 岡富地区 日の出町 避難ﾋﾞﾙ

延岡メモリードホール（３階） 岡富地区 川原崎町 避難ﾋﾞﾙ

ガーデンベルズ延岡（３階～屋上） 岡富地区 川原崎町 避難ﾋﾞﾙ

市営松馬場団地３－１－１
（２階～４階）

岡富地区 桜園町 避難ﾋﾞﾙ

市営松馬場団地６３－２－２
（２階～４階）

岡富地区 桜園町 避難ﾋﾞﾙ

市営松馬場団地６３－２－１
（２階～４階）

岡富地区 桜園町 避難ﾋﾞﾙ

桜園４区公民館 岡富地区 桜園町 自主 ● ● ●

旭化成レーヨン陸上競技場付近 岡富地区 中の瀬町 ●

旭有機材工業㈱管材製造所成形
第５工場（４階建ての屋上）

岡富地区 中の瀬町 避難ﾋﾞﾙ

中の瀬公民館 岡富地区 中の瀬町１ ● ● ●

市営岡富団地駐車場 岡富地区 北小路 高台

台雲寺境内 岡富地区 北小路 高台
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岡富小学校体育館 岡富地区 高千穂通 ● ● ● ● ●

岡富小学校グラウンド 岡富地区 高千穂通 ●

岡富小学校北側今山登り口 岡富地区 高千穂通 高台

岡富公園墓地 岡富地区 高千穂通 高台

岡富公民館 岡富地区 岡富町 自主 ● ●

延寿荘（２階～３階） 岡富地区 岡富町 避難ﾋﾞﾙ

古川公民館 岡富地区 古川町 ● ● ● ● ● ●

サンネクシオ延岡駅前　（２階～９階） 岡富地区 萩町 避難ﾋﾞﾙ

天台宗　善正寺　第１駐車場 岡富地区 山下町 高台

天台宗　善正寺　第２駐車場 岡富地区 山下町 高台

今山公園 岡富地区 山下町 高台

岡富コミュニティセンター 岡富地区 幸町２ ● ● ● ● ●

旭小学校中校舎（２階） 岡富地区 中川原町 避難ﾋﾞﾙ

旭小学校南校舎（２階～３階） 岡富地区 中川原町 避難ﾋﾞﾙ

旭小学校グラウンド 岡富地区 中川原町 ●

旭小学校体育館 岡富地区 中川原町２ ● ● ● ●

麗陽荘跡地 岡富地区 山月町 ●

旭化成岡富地区工場 緑地用用地 岡富地区 山月町 ●

山月２区公民館 岡富地区 山月町４ 自主 ● ●

旭中学校体育館 岡富地区 富美山町 ● ● ● ● ● ●

旭中学校グラウンド 岡富地区 富美山町 ●

富美山北団地公民館 岡富地区 富美山町 ● ● ●

富美山町北団地 岡富地区 富美山町 高台

富美山第１街区（児童）公園 岡富地区 富美山町 ●

富美山第２街区（児童）公園 岡富地区 富美山町 ●

富美山第３街区（児童）公園 岡富地区 富美山町 ●

方平街区（児童）公園 恒富地区 旭町 ●

イオン九州（株）イオン延岡店
（３階立体駐車場・屋上駐車場）

恒富地区 旭町 避難ﾋﾞﾙ

旭化成向陽倶楽部（２階建ての屋上） 恒富地区 旭町 避難ﾋﾞﾙ

のべおか老健あたご屋上 恒富地区 中島町 避難ﾋﾞﾙ

中島街区公園 恒富地区 中島町 ●

旭化成ベンベルグ工場グラウンド 恒富地区 中島町 ●

旭化成体育館 恒富地区 中島町１ ● ● ●

中島公民館 恒富地区 中島町3 自主 ● ● ●

延岡市社会福祉センター
（２階～３階）

恒富地区 三ツ瀬町 避難ﾋﾞﾙ

延岡市社会福祉センター 恒富地区 三ッ瀬町１ ● ● ● ● ● ●

大瀬町街区（児童）公園 恒富地区 大瀬町 ●

新小路街区（児童）公園 恒富地区 新小路 ●

延岡高校グラウンド 恒富地区 古城町 ●

西小学校グラウンド 恒富地区 古城町 ●

西小学校１階特別教室（家庭科室） 恒富地区 古城町２ ● ● ● ● ●

恒富中学校グラウンド 恒富地区 古城町 ●

恒富中学校（武道館含む） 恒富地区 古城町４ ●

延岡高校第2教室棟 恒富地区 古城町３ ● ● ● ● ●

恒富小学校北校舎（２階～３階） 恒富地区 愛宕町 避難ﾋﾞﾙ

恒富小学校中校舎（２階～３階） 恒富地区 愛宕町 避難ﾋﾞﾙ

恒富小学校南校舎（３階） 恒富地区 愛宕町 避難ﾋﾞﾙ

恒富小学校グラウンド 恒富地区 愛宕町 ●

恒富小学校体育館 恒富地区 愛宕町１ ● ● ● ● ●

旭興自動車学校練習場 恒富地区 愛宕町 ●

宮崎県総合庁舎　２階会議室 恒富地区 愛宕町２ 自主 ● ● ● ●

愛宕山（伊達メモリードホール西側） 恒富地区 愛宕山 高台

伊達公民館裏愛宕山 恒富地区 愛宕山 高台

構口町２区公民館西側空地 恒富地区 愛宕山 高台

県営共栄団地５２－１０１　（３階～４階） 恒富地区 共栄町 避難ﾋﾞﾙ

県営共栄団地５２－１０２　（３階～４階） 恒富地区 共栄町 避難ﾋﾞﾙ

県営共栄団地５２－２０１　（３階～４階） 恒富地区 共栄町 避難ﾋﾞﾙ

県営共栄団地５２－２０２　（３階～４階） 恒富地区 共栄町 避難ﾋﾞﾙ

伊達街区公園 恒富地区 伊達町 ●

グランメール・アタゴ　（４階） 恒富地区 伊達町 避難ﾋﾞﾙ
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エスペランサⅡ　（３階～４階） 恒富地区 伊達町 避難ﾋﾞﾙ

城戸宅裏愛宕山 恒富地区 伊達町 高台

井上宅裏愛宕山 恒富地区 伊達町 高台

西の丸延岡店駐車場　（屋上） 恒富地区 構口町 避難ﾋﾞﾙ

さざんぴあ　（３階～屋上） 恒富地区 構口町 避難ﾋﾞﾙ

さざんぴあ 恒富地区 構口町１ ● ● ● ●

愛宕稲荷神社 恒富地区 平原町 高台

旭化成望南寮駐車場 恒富地区 平原町 高台

ＦＪマンションⅠ・Ⅱ駐車場 恒富地区 平原町 高台

ＦＪマンションⅠ　（１階～２階） 恒富地区 平原町 避難ﾋﾞﾙ

ＦＪマンションⅡ　（１階～２階） 恒富地区 平原町 避難ﾋﾞﾙ

平原町２丁目南ヶ丘 恒富地区 平原町 高台

南小学校北校舎西側　（３階） 恒富地区 平原町 避難ﾋﾞﾙ

南小学校北校舎東側　（３階） 恒富地区 平原町 避難ﾋﾞﾙ

南小学校南校舎西側　（３階） 恒富地区 平原町 避難ﾋﾞﾙ

南小学校グラウンド 恒富地区 平原町 ●

平原街区公園 恒富地区 平原町 ●

延岡青朋高校グラウンド 恒富地区 平原町 ●

椿サンハイツ区 恒富地区 平原町 高台

延岡青朋高校グラウンド 恒富地区 平原町 高台

延岡青朋高校体育館 恒富地区 平原町２ 避難ﾋﾞﾙ ●

南老人福祉センター 恒富地区 平原町２ ● ● ● ● ●

上平原公民館 恒富地区 平原町２ 自主 ● ● ●

下平原公民館 恒富地区 平原町３ 自主 ● ●

法明寺 恒富地区 三須町 ● ● ● ● ●

屋敷内延岡道路下 恒富地区 小野町 高台

冷尻延岡道路下 恒富地区 小野町 高台

寺畑延岡道路下 恒富地区 小野町 高台

拝高天神社 恒富地区 小野町 高台

小野地蔵さん 恒富地区 小野町 高台

矢山氏所有地 恒富地区 小野町 高台

片田公民館 恒富地区 片田町 自主 ● ● ●

友清氏所有地 恒富地区 片田町 高台

釈迦堂 恒富地区 片田町 高台

沖田稲荷神社 恒富地区 片田町 高台

フライパン山（愛宕山） 恒富地区 若葉町 高台

児童養護施設　みどり学園グラウンド 恒富地区 若葉町 高台

児童養護施設　みどり学園
（地域交流館やまびこ）

恒富地区 若葉町 避難ﾋﾞﾙ

沖田第１街区公園 恒富地区 沖田町 ●

沖田団地公民館 恒富地区 沖田町 自主 ● ●

県営塩浜西団地６１－１０１
（２階～３階）

恒富地区 沖田町 避難ﾋﾞﾙ

県営塩浜西団地６１－２０２
（２階～３階）

恒富地区 沖田町 避難ﾋﾞﾙ

県営塩浜西団地６２－２０３
（２階～３階）

恒富地区 沖田町 避難ﾋﾞﾙ

県営塩浜西団地６２－２０４
（２階～３階）

恒富地区 沖田町 避難ﾋﾞﾙ

沖田第２区ふれあい広場周辺 恒富地区 沖田町 高台

ガーデンヒルズ駐車場 恒富地区 沖田町 高台

鶴ヶ丘団地入口 恒富地区 鶴ヶ丘 高台

塩浜県職員宿舎北側鶴ヶ丘登り口 恒富地区 鶴ヶ丘 高台

鶴ケ丘街区公園 恒富地区 鶴ヶ丘 ●

鶴ケ丘公民館 恒富地区 鶴ヶ丘１ 自主 ● ●

なぎさの丘団地北側高台 恒富地区 塩浜町 高台

なぎさの丘団地西側高台 恒富地区 塩浜町 高台

リサーチパーク向洋台 恒富地区 塩浜町 高台

塩浜緑地公園 恒富地区 塩浜町 高台

鶴ケ丘霊園 恒富地区 塩浜町 高台

塩浜県職員宿舎西側棟７－２棟（３階） 恒富地区 塩浜町 避難ﾋﾞﾙ

塩浜県職員宿舎西側棟８－２棟（３階） 恒富地区 塩浜町 避難ﾋﾞﾙ

笹目ふれあい広場 恒富地区 塩浜町 高台

塩浜第１街区公園 恒富地区 塩浜町 ●
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塩浜第４街区（児童）公園 恒富地区 塩浜町 ●

塩浜教育集会所 恒富地区 塩浜町２ ● ● ● ● ●

なぎさの丘公民館 恒富地区 塩浜町４ 自主 ● ●

笹目区教育集会所 恒富地区 塩浜町４ 自主 ● ● ●

延岡市医師会延岡看護専門学校
（３階）

恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

延岡市医師会病院　（５階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

延岡市立東小学校　（屋上） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

シャングリラ　（３階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

ヴィクトワール　（３階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

ウィンクルムⅠ（アイ）　（３階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

スカイフォーク　（３階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

アンデックスⅡ　（３階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

アンデックスⅢ　（３階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

パオノマドⅠ　（３階～４階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

パオノマドⅡ　（３階～４階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

リブシャルマン　（３階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

ピュアライフ寺田　（３階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

サンライズ田野Ⅰ（３階～４階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

サンライズ田野Ⅱ（３階～４階） 恒富地区 出北 避難ﾋﾞﾙ

出北第４街区公園 恒富地区 出北 ●

出北第５街区公園 恒富地区 出北 ●

出北第６街区（児童）公園 恒富地区 出北 ●

出北第７街区（児童）公園 恒富地区 出北 ●

出北第８街区（児童）公園 恒富地区 出北 ●

出北第９街区（児童）公園 恒富地区 出北 ●

東小学校グラウンド 恒富地区 出北 ●

東小学校体育館 恒富地区 出北５ ● ● ● ● ●

出北公民館 恒富地区 出北３ 自主 ● ● ●

ヴィラ清楚　（２階～４階） 恒富地区 惣領町 避難ﾋﾞﾙ

サンライズ山田　（３階～４階） 恒富地区 惣領町 避難ﾋﾞﾙ

サルヴァトーレ惣領　（２階～４階） 恒富地区 惣領町 避難ﾋﾞﾙ

ヴェルディコートⅡ　（３階） 恒富地区 惣領町 避難ﾋﾞﾙ

惣領街区公園 恒富地区 惣領町 ●

浜砂みどり街区公園 恒富地区 浜砂 ●

浜砂さくら街区公園 恒富地区 浜砂 ●

延岡中学校中校舎　（３階） 恒富地区 浜砂 避難ﾋﾞﾙ

延岡中学校南校舎　（３階） 恒富地区 浜砂 避難ﾋﾞﾙ

延岡中学校グラウンド 恒富地区 浜砂 ●

延岡中学校体育館 恒富地区 浜砂１ ● ● ● ●

妙田公園グラウンド 恒富地区 東浜砂町 ●

勤労者体育センター 恒富地区 東浜砂町 ● ● ● ●

延岡総合文化センター　（２階） 恒富地区 東浜砂町 避難ﾋﾞﾙ

妙田下水処理場電気棟（屋上） 恒富地区 東浜砂町 避難ﾋﾞﾙ

ヘルストピア延岡　（３階～４階） 恒富地区 長浜町 避難ﾋﾞﾙ

延岡市清掃工場　（２階～４階） 恒富地区 長浜町 避難ﾋﾞﾙ

清掃工場会議室 恒富地区 長浜町３ ● ● ● ● ●

延岡リハビリテーション病院　（３階） 恒富地区 長浜町 避難ﾋﾞﾙ

恒富東デイサービス　（屋上） 恒富地区 長浜町 避難ﾋﾞﾙ

長浜地区避難タワー 恒富地区 長浜町 避難施設

長浜街区公園 恒富地区 長浜町 ●

長浜地区多目的広場 恒富地区 長浜町 ●

長浜地区多目的集会所 恒富地区 長浜町２ 自主 ● ● ● ●

県営浜町団地５４－１　（４階～５階） 恒富地区 浜町 避難ﾋﾞﾙ

県営浜町団地５４－２　（４階～５階） 恒富地区 浜町 避難ﾋﾞﾙ

県営浜町団地５５－３　（４階～５階） 恒富地区 浜町 避難ﾋﾞﾙ

県営浜町団地５５－４　（４階～５階） 恒富地区 浜町 避難ﾋﾞﾙ

県営浜町団地５４－５　（４階） 恒富地区 浜町 避難ﾋﾞﾙ

浜公民館 恒富地区 浜町 自主 ● ● ●

旭化成薬品工場グラウンド 恒富地区 別府町 ●

旭化成レオナ工場グラウンド 恒富地区 別府町 ●



和式 洋式 車いす対応 洪水・土砂 地震・火災 津波

指定

避難所
施設名

指定緊急避難場所

職員配置
トイレ 災害種別地区名

別府公民館 恒富地区 別府町 ● ● ● ●

マリエールオークパイン延岡
（２階屋上・３階屋上）

恒富地区 別府町 避難ﾋﾞﾙ

花菱壱番館（３階～４階） 恒富地区 別府町 避難ﾋﾞﾙ

花菱弐番館（３階～４階） 恒富地区 別府町 避難ﾋﾞﾙ

グランメール・スミ（３階～４階） 恒富地区 別府町 避難ﾋﾞﾙ

旭化成ファインケム（株）
（３階建ての屋上）

恒富地区 別府町 避難ﾋﾞﾙ

シャトウドびゅう（３階） 恒富地区 別府町 避難ﾋﾞﾙ

グラン・エトワール（３階～４階） 恒富地区 別府町 避難ﾋﾞﾙ

延岡工業高校特別教室棟（２階～３階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

延岡工業高校１号館　（２階～３階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

延岡工業高校２号館　（２階～３階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

延岡工業高校３号館　（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

県緑ケ丘単身用宿舎　（２階～５階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート１棟（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート２棟（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート３棟（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート４棟（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート９棟（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート１０棟（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート１１棟（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート１２棟（２階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

旭化成浜山アパート１３棟（３階～４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

市営浜の山団地５３－１（４階～５階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

市営浜の山団地５３－２（４階～５階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

サンライズ山本　（４階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

緑ケ丘小学校南校舎　（３階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

緑ケ丘小学校グラウンド 恒富地区 緑ヶ丘 ●

延岡保養園（８階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

国家公務員宿舎緑ヶ丘住宅
（３階～４階）

恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

聖心ウルスラ学園高校　（３階～屋上） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

ウルスラ学園　記念体育館
（３階屋上）

恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

緑ケ丘第１街区公園 恒富地区 緑ヶ丘 ●

緑ケ丘第２街区公園 恒富地区 緑ヶ丘 ●

緑ケ丘第３街区（児童）公園 恒富地区 緑ヶ丘 ●

緑ケ丘第４街区（児童）公園 恒富地区 緑ヶ丘 ●

緑ケ丘第５街区公園 恒富地区 緑ヶ丘 ●

緑ケ丘第６街区公園 恒富地区 緑ヶ丘 ●

南中学校北校舎西側（３階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

南中学校中校舎北側（３階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

南中学校中校舎南側　（３階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

南中学校南校舎東側　（３階） 恒富地区 緑ヶ丘 避難ﾋﾞﾙ

南中学校グラウンド 恒富地区 緑ヶ丘 ●

南中学校体育館 恒富地区 緑ヶ丘３ ● ● ● ● ●

東海コミュニティセンター 東海地区 大門町 ● ● ● ● ●

市営大門住宅（２階～５階） 東海地区 大門町 避難ﾋﾞﾙ

大門コア（２階～４階） 東海地区 大門町 避難ﾋﾞﾙ

アーバンＨＩＹＯＳＨＩ
（２階～４階）

東海地区 大門町 避難ﾋﾞﾙ

霧島神社境内 東海地区 樫山町 高台

こすもす保育園第２園庭 東海地区 樫山町 高台

樫山の山（東海児童遊園） 東海地区 樫山町 高台

ファミリー三愛 延岡店（３階～７階） 東海地区 粟野名町 避難ﾋﾞﾙ

シェトワＦ（３階） 東海地区 粟野名町 避難ﾋﾞﾙ

ユーミーひまわり（３階） 東海地区 粟野名町 避難ﾋﾞﾙ

ステラマリス（３階） 東海地区 粟野名町 避難ﾋﾞﾙ

大武公園グラウンド 東海地区 大武町 ●

市営大武団地（３階～４階） 東海地区 大武町 避難ﾋﾞﾙ

インスティックビル
（３階建ての屋上）

東海地区 大武町 避難ﾋﾞﾙ

延岡星雲高校
特別教室棟（３階～４階）

東海地区 牧町 避難ﾋﾞﾙ
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延岡星雲高校
普通教室棟（３階～４階）

東海地区 牧町 避難ﾋﾞﾙ

延岡星雲高校管理棟（３階） 東海地区 牧町 避難ﾋﾞﾙ

延岡星雲高校グラウンド 東海地区 牧町 ●

延岡星雲高校体育館　※トイレは屋外 東海地区 牧町 ● ● ● ●

リバーパル五ヶ瀬川 東海地区 牧町 自主 ● ● ●

東海東小学校体育館 東海地区 柚の木田町 ● ● ● ● ●

東海東小学校グラウンド 東海地区 柚の木田町 ●

東海東小学校南校舎（３階） 東海地区 柚の木田町 避難ﾋﾞﾙ

サンシャインゴールド（４階） 東海地区 柚の木田町 避難ﾋﾞﾙ

妻耶神社境内 東海地区 無鹿町 高台

つまや団地 東海地区 無鹿町 高台

国道３８８号バイパス道横高台 東海地区 無鹿町 高台

国道３８８号バイパス道上 東海地区 無鹿町 高台

和田越（高台） 東海地区 無鹿町 高台

無鹿団地 東海地区 無鹿町 高台

東海中学校北校舎（１階～３階） 東海地区 無鹿町 避難ﾋﾞﾙ

東海中学校南校舎（２階～３階） 東海地区 無鹿町 避難ﾋﾞﾙ

東海中学校グラウンド 東海地区 無鹿町 ●

東海中学校体育館 東海地区 無鹿町１ ● ● ● ● ●

無鹿２区公民館 東海地区 無鹿町１ 自主 ● ● ●

恋島公民館 東海地区 二ッ島町 自主 ● ●

二ツ島地区避難タワー 東海地区 二ツ島町 避難施設

川島小学校（２階～３階） 東海地区 川島町 避難ﾋﾞﾙ

川島小学校体育館 東海地区 川島町 ● ● ● ●

川島小学校グラウンド 東海地区 川島町 ●

祐国寺 東海地区 川島町 ● ● ● ● 避難ﾋﾞﾙ ●

祐国寺第１駐車場 東海地区 川島町 高台

祐国寺第２駐車場 東海地区 川島町 高台

高見宅前から川島トンネル付近
までの国道３８８号

東海地区 川島町 高台

川井宅裏山 東海地区 川島町 高台

浜田宅裏山 東海地区 川島町 高台

那智の滝（如意輪寺）までの市道 東海地区 川島町 高台

奈須宅裏山 東海地区 川島町 高台

薬師堂裏山 東海地区 川島町 高台

旧みかん山への登り口 東海地区 川島町 高台

みかん山への通路 東海地区 川島町 高台

天神山（川島町） 東海地区 川島町 高台

東海園（３階～屋上） 東海地区 川島町 避難ﾋﾞﾙ

砂防ダム付近 東海地区 白石町 高台

長野宅裏山 東海地区 白石町 高台

白石公民館裏山 東海地区 白石町 高台

旧田口宅裏山 東海地区 白石町 高台

田口宅敷地内 東海地区 追内町 高台

追内ポンプ場付近 東海地区 追内町 高台

元屋敷裏山 東海地区 追内町 高台

天満宮神社境内 東海地区 水尻町 高台

山村宅裏山 東海地区 水尻町 高台

延岡東海教会裏山 東海地区 水尻町 高台

喜多宅裏山（擁護壁上） 東海地区 水尻町 高台

水尻霊園上 東海地区 水尻町 高台

川口砂防ダム 東海地区 東海町 高台

港小学校2階　図書館 東海地区 東海町 ● ● ● ●

港小学校グラウンド 東海地区 東海町 ● 高台

港小学校体育館 東海地区 東海町 ●

東海神社境内 東海地区 東海町 高台

川口墓地北側山道 東海地区 東海町 高台

西谷 東海地区 神戸町 高台

東谷 東海地区 神戸町 高台

船間谷 東海地区 神戸町 高台

神戸神社境内 東海地区 神戸町 高台
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差木野公民館 東海地区 差木野町 ●

延岡学園3階大会議室 東海地区 大峡町 ● ● ● ●

延岡学園高校体育館 東海地区 大峡町 ●

延岡学園高校グラウンド 東海地区 大峡町 ●

大峡公民館 東海地区 大峡町 ●

東海小学校グラウンド 東海地区 稲葉崎町 ● 高台

東海小学校北校舎（１階～３階） 東海地区 稲葉崎町 避難ﾋﾞﾙ

東海小学校南校舎（１階～２階） 東海地区 稲葉崎町 避難ﾋﾞﾙ

東海小学校体育館 東海地区 稲葉崎町１ ● ● ● ● ●

稲葉崎町南区５組 東海地区 稲葉崎町 高台

稲葉崎営農集会所 東海地区 稲葉崎町３ 自主 ● ●

新平田公民館 東海地区 稲葉崎町３ 自主 ● ●

小梓公民館 東海地区 稲葉崎町５ 自主 ● ●

東桜ケ丘公民館 東海地区 稲葉崎町５ 自主 ● ●

桜ケ丘ふれあい公園 東海地区 桜ヶ丘 ●

千代ケ丘第1街区（児童）公園 東海地区 桜ヶ丘 ●

延岡商業高校グラウンド 東海地区 桜ヶ丘 ●

延岡商業高校第2グラウンド 東海地区 桜ヶ丘 ●

千代ケ丘公民館 東海地区 桜ヶ丘１ 自主 ● ● ●

延岡商業高校
理科棟２階（生物･物理教室）
商業棟２階（実習室）

東海地区 桜ヶ丘３ ● ● ● ● ●

延岡商業高校体育館 東海地区 桜ヶ丘３ ●

千光寺 東海地区 祝子町 ● ● ● ● ●

祝子営農集会所 東海地区 祝子町 自主 ● ● ●

祝子内公民館 東海地区 祝子町 自主 ● ●

黒岩小中学校体育館 東海地区 大野町 ● ● ● ●

黒岩小学校グラウンド 東海地区 大野町 ●

黒岩中学校グラウンド 東海地区 大野町 ●

宮長公民館 東海地区 宮長町 自主 ● ●

土々呂小学校グラウンド 伊形地区 土々呂 ●

岬ヶ丘団地 伊形地区 土々呂 高台

サンタウン霧島台 伊形地区 土々呂 高台

霧島神社（天満宮） 伊形地区 土々呂 高台

霧島神社表参道 伊形地区 土々呂 高台

介護付有料老人ホーム土都楼
（５階～６階）

伊形地区 土々呂 避難ﾋﾞﾙ

極楽寺裏山 伊形地区 土々呂 高台

土々呂ニュータウン北側高台 伊形地区 土々呂 高台

市営土々呂団地北側公園 伊形地区 土々呂 高台

ポリテクセンター延岡駐車場 伊形地区 土々呂 高台

吉田病院「舟越球場」駐車場 伊形地区 土々呂 高台

養護老人ホーム　若葉荘 伊形地区 土々呂 避難ﾋﾞﾙ

延岡市職業訓練支援センター（４階） 伊形地区 土々呂 避難ﾋﾞﾙ

ポリテクセンター延岡 伊形地区 土々呂 ●

ポリテクセンター延岡 訓練生ホール 伊形地区 土々呂町６ ● ● ● ● ●

東浜区公民館 伊形地区 土々呂１ 自主 ● ●

土々呂公民館 伊形地区 土々呂町４ 自主 ● ● ●

延岡市公営住宅 土々呂団地集会室 伊形地区 土々呂町５ ● ● ● ● ●

遠征山（天の神山） 伊形地区 櫛津町 高台

櫛津神社裏山 伊形地区 櫛津町 高台

港ヶ丘団地 伊形地区 櫛津町 高台

浦上ヶ丘団地 伊形地区 櫛津町 高台

仏生寺 伊形地区 櫛津町 高台

天神山（櫛津町） 伊形地区 櫛津町 高台

上の山 伊形地区 櫛津町 高台

小向山 伊形地区 櫛津町 高台

妙見桜台団地 伊形地区 妙見町 高台

三松緑地公園 伊形地区 妙見町 高台

藤本組裏高台 伊形地区 妙見町 高台

桶川谷砂防ダム 伊形地区 妙見町 高台

妙見港区公民館 伊形地区 妙見町 ● ●
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鯛名漁村センター 伊形地区 鯛名町 自主 ● ● ●

荒神山 伊形地区 鯛名町 高台

久以良山 伊形地区 鯛名町 高台

ゲンガ山 伊形地区 鯛名町 高台

間越山 伊形地区 鯛名町 高台

プリン山 伊形地区 鯛名町 高台

藤本宅裏山 伊形地区 鯛名町 高台

日野宅南側山 伊形地区 鯛名町 高台

名水小学校裏山 伊形地区 鯛名町 高台

山内宅敷地内 伊形地区 赤水町 高台

赤水墓地 伊形地区 赤水町 高台

赤水公民館 伊形地区 赤水町 高台

宮大水産試験場裏山 伊形地区 赤水町 高台

炎尾神社境内 伊形地区 伊形町 高台

平田東九州病院（８階～９階） 伊形地区 伊形町 避難ﾋﾞﾙ

伊形小学校教室棟　１F 伊形地区 伊形町 ● ● ● ● ●

伊形小学校体育館 伊形地区 伊形町 ●

伊形小学校グラウンド 伊形地区 伊形町 ● 高台

大福良第１街区公園 伊形地区 伊形町 ●

大福良第２街区（児童）公園 伊形地区 伊形町 ●

宝蔵寺裏山 伊形地区 上伊形町 高台

甲斐宅裏山 伊形地区 上伊形町 高台

岩切宅裏山 伊形地区 上伊形町 高台

甲斐宅裏山 伊形地区 上伊形町 高台

ファーツリーカントリークラブ駐車場 伊形地区 下伊形町 高台

樫野（幸）建設裏山 伊形地区 下伊形町 高台

海咲ヒルズ 伊形地区 下伊形町 高台

市営住宅一ヶ岡Ａ団地９－１
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地９－３
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地１０－５
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地１０－６
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地１１－３
（４階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地１１－４
（４階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地１１－５
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地１１－６
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地８－７
（４階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地４－１０
（４階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地７－１１
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地６－１２
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地５－１３
（４階～５階）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

市営住宅一ヶ岡Ａ団地Ｎ棟
（５階～屋上）

伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１（４階～６階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地２（４階～６階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地３（４階～６階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１３－１（４階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１３－２（４階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１３－３（４階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１３－４（４階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１３－５（４階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１３－６（４階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１３－７（４階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１４－１（４階～５階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１４－２（４階～５階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１４－３（４階～５階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１４－４（４階～５階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１５－１（４階～５階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ
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県営一ヶ岡団地１５－２（４階～５階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１５－３（４階～５階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

県営一ヶ岡団地１５－４（４階～５階） 伊形地区 北一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

一ヶ岡第1街区公園 伊形地区 北一ヶ岡 ●

一ケ岡中央公園（伊福形神社山） 伊形地区 北一ヶ岡 高台

一ケ岡中央公園 伊形地区 北一ヶ岡 ●

一ケ岡北区公民館 伊形地区 北一ヶ岡２ 自主 ● ● ●

一ヶ岡配水池周辺 伊形地区 南一ヶ岡 高台

市営一ヶ岡E団地（高見ヶ丘住宅）
内道路・駐車場

伊形地区 南一ヶ岡 高台

一ヶ岡小学校中校舎（３階） 伊形地区 南一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

一ヶ岡小学校南校舎（３階） 伊形地区 南一ヶ岡 避難ﾋﾞﾙ

一ヶ岡コミュニティセンター 伊形地区 南一ヶ岡 ● ● ● ●

一ケ岡第2街区公園 伊形地区 南一ヶ岡 ●

一ケ岡第3街区公園 伊形地区 南一ヶ岡 ●

一ケ岡第4街区公園 伊形地区 南一ヶ岡 ● 高台

南一ヶ岡西区１５組 伊形地区 南一ヶ岡 高台

南一ヶ岡ひばり区 伊形地区 南一ヶ岡 高台

南一ケ岡５丁目東広場 伊形地区 南一ヶ岡 高台

南一ヶ岡５丁目公民館駐車場 伊形地区 南一ヶ岡 高台

南一ヶ岡６丁目（吉田病院南西側） 伊形地区 南一ヶ岡 高台

土々呂小学校グラウンド西側高台 伊形地区 南一ヶ岡 高台

南一ヶ岡西区公民館 伊形地区 南一ヶ岡３ 自主 ● ● ●

南一ケ岡ひばり山手区　公民館 伊形地区 南一ヶ岡４ 自主 ● ● ●

南一ヶ岡５丁目公民館 伊形地区 南一ヶ岡５ 自主 ● ● ●

日枝神社境内 伊形地区 石田町 高台

聖心ウルスラ学園高校野球場駐車場 伊形地区 石田町 高台

地蔵さんの裏山 伊形地区 石田町 高台

甲斐宅裏山 伊形地区 石田町 高台

「つわぶきの家」南側林道 伊形地区 石田町 高台

川崎宅南作業場 伊形地区 石田町 高台

延岡南道路石田トンネル東側市道 伊形地区 石田町 高台

消防署南分署（屋上） 伊形地区 石田町 避難ﾋﾞﾙ

旭ケ丘第２街区公園 伊形地区 旭ヶ丘 ●

旭ヶ丘公民館 伊形地区 旭ヶ丘４ 自主 ● ● ●

旭ヶ丘南団地集会所 伊形地区 旭ヶ丘６ 自主 ● ●

市営旭ヶ丘北団地元２－１（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘北団地元２－２（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘北団地２－２－３
（４階～５階）

伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘北団地２－２－４（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘南団地６１－１－１（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘南団地６１－２－１（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘南団地６２－１－２（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘南団地６２－２－２（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘南団地６２－２－３（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘南団地６３－２－４（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

市営旭ヶ丘南団地６３－１－３（４階） 伊形地区 旭ヶ丘町 避難ﾋﾞﾙ

椿山 伊形地区 新浜町 高台

旭化成新港基地（株） 津波避難タワー 伊形地区 新浜町 避難施設

松原（旧旭ケ丘第１）街区公園 伊形地区 松原町 ●

土々呂中学校グラウンド 伊形地区 松原町 ●

松原公民館 伊形地区 松原町２ 自主 ● ●

土々呂中学校体育館 伊形地区 松原町３ ● ● ● ● ●

延岡小学校グラウンド 南方地区 大貫町 ●

延岡小学校体育館 南方地区 大貫町１ ● ● ● ● ●

大貫第1街区（児童）公園 南方地区 大貫町 ●

延岡市民体育館 南方地区 大貫町１ ● ● ● ● ● ●

大貫上区公民館 南方地区 大貫町５ 自主 ● ●

大貫中区公民館 南方地区 大貫町５ 自主 ● ●

野地公民館 南方地区 野地町２ 自主 ● ●

県立延岡しろやま支援学校 南方地区 野地町３ ●
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延岡西高校会館（SUNクラブひまわり） 南方地区 野地町４ 自主 ● ●

野地東区公民館 南方地区 野地町６ 自主 ● ●

希望ヶ丘団地集会所 南方地区 野地町６ 自主 ● ●

市営住宅はぎ集会所 南方地区 野地町６ 自主 ● ● ●

つつじ団地集会所 南方地区 野田町 自主 ● ● ● ●

南方小学校体育館 南方地区 野田町 ● ● ● ● ● ●

南方小学校グラウンド 南方地区 野田町 ●

延岡しろやま支援学校　体育館 南方地区 野田町 ● ● ● ●

西階公園 南方地区 西階町 ●

西階陸上競技場 南方地区 西階町１ ● ● ● ● ● ●

西階中学校グラウンド 南方地区 西階町 ●

西階中学校　校舎１階多目的ホール 南方地区 西階町１ ● ● ● ● ● ●

金堂ヶ池公民館 南方地区 西階町2 自主 ● ●

本東寺 南方地区 松山町 ● ● ● ● ●

小峰農業集落　多目的集会所 南方地区 小峰町 ● ● ● ● ●

高野営農集会所 南方地区 高野町 自主 ● ●

 平田営農集会所 南方地区 平田町 自主 ● ● ●

宮崎県むかばき青少年自然の家 南方地区 行縢町 ●

上南方小中学校体育館 南方地区 細見町 ● ● ● ● ●

上南方小中学校体育館 南方地区 細見町 ●

上南方小学校グラウンド 南方地区 細見町 ●

南方中学校屋内運動場 南方地区 細見町 ●

南方中学校グラウンド 南方地区 細見町 ●

天下地区多目的集会所 南方地区 天下町 ● ● ● ●

延岡植物園 南方地区 天下町 ●

九州保健福祉大学大学会館 南方地区 吉野町 ● ● ● ● ● ●

貝の畑集会所 南方地区 貝の畑町 自主 ● ● ●

地福寺 南方地区 上三輪町 自主 ● ●

下三輪多目的営農集会所 南方地区 下三輪町 ● ● ● ●

熊野江小学校グラウンド 南浦地区 熊野江町 ●

南浦中学校グラウンド 南浦地区 熊野江町 ●

南浦中学校体育館 南浦地区 熊野江町 ● ● ●

こえの坂 南浦地区 熊野江町 高台

井戸の元 南浦地区 熊野江町 高台

熊野江神社 南浦地区 熊野江町 高台

天満宮 南浦地区 熊野江町 高台

声の坂 南浦地区 熊野江町 高台

高速道路法面（熊野江別府） 南浦地区 熊野江町 高台

高速道路側道（熊野江中村） 南浦地区 熊野江町 高台

熊野江小学校校舎屋上 南浦地区 熊野江町 避難ﾋﾞﾙ

須美江小学校跡地 南浦地区 須美江町 ●

須美江家族旅行村グラウンド 南浦地区 須美江町 ●

普門寺北側市道 南浦地区 須美江町 高台

ビーチの森すみえ 南浦地区 須美江町 高台

国道３８８号上（須美江トンネル前） 南浦地区 須美江町 高台

林道須美江線 南浦地区 須美江町 高台

須怒江神社裏山 南浦地区 須美江町 高台

島野浦島開発総合センター 南浦地区 島浦町 自主 ● ● ●

島野浦小学校グラウンド 南浦地区 島浦町 ●

島野浦小学校（３階～屋上） 南浦地区 島浦町 避難ﾋﾞﾙ

島野浦神社公園 南浦地区 島浦町 ●

島野浦神社 南浦地区 島浦町 高台

高松の峠 南浦地区 島浦町 高台

無線局 南浦地区 島浦町 高台

福聚寺 南浦地区 島浦町 高台

なしのき段 南浦地区 島浦町 高台

宇治の峠 南浦地区 島浦町 高台

赤松の鼻 南浦地区 島浦町 高台

金比羅山 南浦地区 島浦町 高台

島野浦中学校西側 南浦地区 島浦町 高台

島野浦中学校（３階） 南浦地区 島浦町 避難ﾋﾞﾙ



和式 洋式 車いす対応 洪水・土砂 地震・火災 津波

指定

避難所
施設名

指定緊急避難場所

職員配置
トイレ 災害種別地区名

島野診療所裏山 南浦地区 島浦町 高台

旧安井小学校グラウンド 南浦地区 安井町 高台

庄屋の谷 南浦地区 安井町 高台

遠田宅敷地内 南浦地区 安井町 高台

太田尾宅敷地内 南浦地区 安井町 高台

安井小学校跡地 南浦地区 安井町 ●

浦城小学校2F図書室 南浦地区 浦城町 ● ● ● ● ●

浦城小学校グラウンド 南浦地区 浦城町 ●

旧浦城中学校グラウンド 南浦地区 浦城町 ●

七ッ島展望所 南浦地区 浦城町 高台

国道３８８号上
（浦城トンネル入口付近）

南浦地区 浦城町 高台

松川宅裏山 南浦地区 浦城町 高台

岩井川砂防ダム 南浦地区 浦城町 高台

延岡ゴルフクラブ駐車場 南浦地区 浦城町 高台

谷口宅裏山 南浦地区 浦城町 高台

稲田宅裏山 南浦地区 浦城町 高台

甲斐宅裏山 南浦地区 浦城町 高台

観音様 南浦地区 浦城町 高台

中島宅裏山 南浦地区 浦城町 高台

曽木デイサービスセンター 北方地区 北方町曽木 ● ●

曽木原営農研修館 北方地区 北方町曽木子 自主 ● ● ● ●

南部地区体育館 北方地区 北方町曽木子 ● ● ● ● ● ●

うそ越公民館 北方地区 北方町うそ越 自主 ● ●

北久保山公民館 北方地区 北方町北久保山子 自主 ● ● ●

角田多目的研修館 北方地区 北方町角田丑 ●

足鍋公民館 北方地区 北方町角田丑 自主 ● ● ●

笠下臼太鼓伝承館 北方地区 北方町笠下寅 自主 ● ● ●

笠下黒原営農研修館 北方地区 北方町笠下寅 自主 ●

旧三掽小学校体育館 北方地区 北方町坂下戌 自主 ● ● ●

中部地区集落センター 北方地区 北方町川水流卯 ●

北方学園武道館 北方地区 北方町川水流卯 ● ● ● ●

北方勤労者体育センター 北方地区 北方町川水流卯 ● ● ● ● ● ●

旧北方小学校体育館 北方地区 北方町川水流卯 ● ● ● ● ●

上崎営農研修館 北方地区 北方町上崎 自主 ● ●

蔵田営農研修館 北方地区 北方町蔵田辰 自主 ● ● ●

駄小屋営農研修館 北方地区 北方町蔵田辰 自主 ● ● ●

早日渡営農研修館 北方地区 北方町早日渡巳 自主 ● ● ●

早中営農研修館 北方地区 北方町早中巳 自主 ● ● ●

城生活改善センター 北方地区 北方町早上 自主 ● ● ●

荒平公民館 北方地区 北方町早上 自主 ● ●

三ケ村公民館 北方地区 北方町三ケ村午 ●

滝下営農研修館 北方地区 北方町滝下未 ●

椎畑公民館 北方地区 北方町椎畑 自主 ● ● ●

旧美々地小学校２階 北方地区 北方町美々地未 自主 ● ● ● ●

菅原営農研修館 北方地区 北方町菅原未 自主 ● ● ●

旧下鹿川小学校体育館 北方地区 北方町下鹿川申 自主 ● ● ● ● ●

神楽館 北方地区 北方町上鹿川申 自主 ● ● ●

藤の木営農研修館 北方地区 北方町藤の木酉 自主 ● ● ● ●

板上営農研修館 北方地区 北方町坂上戌 ●

旧二股母子健康センター 北方地区 北方町二股 自主 ● ●

唐立営農研修館 北方地区 北方町二股亥 自主 ● ● ●

阿蘇公民館 北浦地区 北浦町阿蘇 自主 ● ●

阿蘇漁村センター 北浦地区 北浦町阿蘇 自主 ● ● ●

北浦保健福祉センター 北浦地区 北浦町古江 ● ● ● ●

北浦町生活改善センター 北浦地区 北浦町古江 自主 ● ●

北浦小学校体育館 北浦地区 北浦町古江 自主 ● ●

北浦中学校体育館 北浦地区 北浦町古江 自主 ● ●

浜中公民館 北浦地区 北浦町古江 自主 ●

北浦公民館 北浦地区 北浦町古江 ● ● ● ● ●

北浦中学校柔剣道場 北浦地区 北浦町古江 自主 ●
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北浦総合支所 北浦地区 北浦町古江 自主 ● ●

北浦体育館 北浦地区 北浦町古江 自主 ● ● ●

中野内公民館 北浦地区 北浦町古江 自主 ● ●

地下公民館 北浦地区 北浦町古江 自主 ● ●

森山作業路登り口上 北浦地区 北浦町古江 高台

市道小深迫・ハイ線（本村登り口上） 北浦地区 北浦町古江 高台

千寿園上 北浦地区 北浦町古江 高台

高速道路法面（本村） 北浦地区 北浦町古江 高台

古江配水池付近 北浦地区 北浦町古江 高台

市道北中・天神橋線（北中側登り口上） 北浦地区 北浦町古江 高台

北浦グラウンド上 北浦地区 北浦町古江 高台

地下入口　農業公社前 北浦地区 北浦町古江 高台

地下神社 北浦地区 北浦町古江 高台

八王子神社 北浦地区 北浦町古江 高台

高速道路法面（中野内） 北浦地区 北浦町古江 高台

地公民館 北浦地区 北浦町古江 高台

国道３８８号（墓地上） 北浦地区 北浦町古江 高台

旧国道登り口上 北浦地区 北浦町古江 高台

北浦漁業センター 北浦地区 北浦町市振 ● ● ● ●

市振公民館 北浦地区 北浦町市振 自主 ●

直海神社上 北浦地区 北浦町市振 高台

県道古江・丸市尾線下直海上 北浦地区 北浦町市振 高台

隠迫 北浦地区 北浦町市振 高台

白樫 北浦地区 北浦町市振 高台

鍋田上 北浦地区 北浦町市振 高台

段の上 北浦地区 北浦町市振 高台

市振配水池付近 北浦地区 北浦町市振 高台

下水処理場奥 北浦地区 北浦町市振 高台

市道古浦線上 北浦地区 北浦町市振 高台

市道古浦・穂本線（古浦上） 北浦地区 北浦町市振 高台

宮野浦生活改善センター 北浦地区 北浦町宮野浦 ● ● ● ● ●

旧北浦小学校宮野浦分校２階 北浦地区 北浦町宮野浦 自主 ●

市道古浦・穂本線（小谷上） 北浦地区 北浦町宮野浦 高台

宮野浦神社 北浦地区 北浦町宮野浦 高台

宮野浦配水池 北浦地区 北浦町宮野浦 高台

畑ヶ平墓地（杉の木）上 北浦地区 北浦町宮野浦 高台

３番大師付近 北浦地区 北浦町宮野浦 高台

林道大谷線登り口から約３００m 北浦地区 北浦町宮野浦 高台

庵寺上 北浦地区 北浦町宮野浦 高台

梅木生活改善センター 北浦地区 北浦町三川内 ●

三川内小中学校体育館 北浦地区 北浦町三川内 ● ● ● ●

下塚集会所 北川地区 北川町川内名 自主 ● ● ● ●

松瀬集会所 北川地区 北川町川内名 ●

瀬口集会所 北川地区 北川町川内名 ●

深瀬集会所 北川地区 北川町川内名 ●

北川コミュ二ティセンター 北川地区 北川町川内名 ● ● ● ● ●

深崎集会所 北川地区 北川町川内名 自主 ● ● ●

下赤集会所 北川地区 北川町川内名 自主 ● ● ●

上赤集会所 北川地区 北川町川内名 ●

大崩研修棟 北川地区 北川町川内名 自主 ● ● ● ●

ホタルの館 北川地区 北川町川内名 ● ● ●

国土交通省延岡高速道路維持出張所 北川地区 北川町川内名 ● ● ● ●

旧松葉小学校体育館 北川地区 北川町川内名 自主 ● ●

葛葉生活改善センター 北川地区 北川町川内名 自主 ● ●

旧下赤小学校体育館 北川地区 北川町川内名 自主 ● ●

祝子川へき地集会所 北川地区 北川町川内名 自主 ● ●

祝子川温泉美人の湯 北川地区 北川町川内名 自主 ● ● ● ●

長井健康増進センター 北川地区 北川町長井 自主 ● ● ●

飛石集会所 北川地区 北川町長井 自主 ● ● ● ●

俵野営農研修センター 北川地区 北川町長井 ● ● ● ●


