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自治会管理・津波 入部自治会館 小豆島町蒲生甲2695番地 - 入部 入部 9.0 76 19 屋内

自治会管理・津波 中東蒲生生活共同会館 小豆島町蒲生甲1207番地2 - 中蒲生、東蒲生 中蒲生、東蒲生 9.1 48 12 屋内

自治会管理・風水害・津
波・大規模災害

蒲生公民館 小豆島町蒲生甲1805番地1 75-0007 西蒲生 入部、西蒲生、 中蒲生、東蒲生 西蒲生 入部、西蒲生、 中蒲生、東蒲生 4.2 428 120 屋内

大規模災害 小豆島中央高校第1体育館 小豆島町蒲生甲1001番地 - 入部、西蒲生、 中蒲生、東蒲生 6.0 1363 360 屋内

自治会管理 中山ふるさと会館 小豆島町中山1803番地 - 奥中山 147.0 79 20 屋内

自治会管理 西中山ふれあい会館 小豆島町中山1090番地 - 西中山 170.0 51 13 屋内

大規模災害 中山体育館 小豆島町中山1585番地1 - 奥中山、西中山 132.0 471 120 屋内

自治会管理 浜条自治会館 小豆島町池田1420番地 - 浜条 2.1 - - 屋内

風水害・大規模災害 イマージュセンター 小豆島町池田2124番地 75-0600
西中山、奥中山、浜条、北条、平木、
北地、上地、迎地

浜条、北条、平木、北地、上地、迎地 6.3 1213 170 屋内

津波 イマージュセンター駐車場 小豆島町池田2125番地 - 平木 6.3 - - 屋外

大規模災害 池田小学校体育館 小豆島町池田1760番地 75-2223 浜条、北条、平木、北地、上地、迎地 4.7 1017 300 屋内

津波 亀山八幡宮境内 小豆島町池田1618番地3 75-0205 浜条、北条 20.4 - - 屋外

津波 国民宿舎駐車場 小豆島町池田1500番地4 75-1115 浜条 62.4 - - 屋外

自治会管理 平木自治会館 小豆島町池田6336番地6 - 平木 2.1 - - 屋内

津波 農業試験場前 小豆島町池田2519番地2 - 平木 6.8 - - 屋外

津波 平木墓地 小豆島町池田119番地1 - 平木 10.0 - - 屋外

津波 八木邸前 小豆島町池田 - 平木 12.4 - - 屋外

津波 井口邸前 小豆島町池田 - 平木 16.5 - - 屋外
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津波 平岡邸前 小豆島町池田 - 平木 8.4 - - 屋外

自治会管理 北地自治会館 小豆島町池田2197番地 - 北地 12.3 - - 屋内

自治会管理 上地自治会館 小豆島町池田4379番地 - 上地 14.6 111 - 屋内

自治会管理 迎地地区集落センター 小豆島町池田1925番地3 - 迎地 7.2 233 - 屋内

自治会管理 室生自治会館憩いの家 小豆島町室生357番地2 75-0027 室生 3.0 140 - 屋内

自治会管理・風水害・津
波

小豆島クリーンセンター 小豆島町室生1371番地 75-2711 丸山、赤坂 室生、丸山、赤坂 室生、丸山、赤坂 70.0 2670 - 屋内

津波 ふるさと村オートキャンプ場小豆島町室生2084番地1 7５-2266 室生、丸山、赤坂 18.0 - - 屋外

大規模災害 室生体育館 小豆島町室生2211番地7 - 室生、丸山、赤坂 2.7 539 160 屋内

自治会管理・風水害・津
波・大規模災害

二生公民館（2階を含む） 小豆島町二面568番地1 75-2167 二面
二面、長崎、牛ヶ浦、小池、百尋、石
場

二面
二面、長崎、牛ヶ浦、小池、百尋、石
場

1.9 413 220 屋内

自治会管理・津波 立住氏素麺作業場 小豆島町二面2277番地 - 長崎 長崎 13.4 - - 屋内

自治会管理 東浦集会所 小豆島町二面1966番地 - 牛ヶ浦、小池、百尋 9.9 83 20 屋内

津波 東浦集会所前 小豆島町二面1967番地 - 牛ヶ浦、小池、百尋 9.9 - - 屋外

自治会管理 石場公営住宅集会所（4階）小豆島町二面1819番地1 75-2166 石場 11.5 100 25 屋内

津波 ペンション前 小豆島町二面1801番地6 - 石場 12.0 - - 屋外

自治会管理 吉野地区集落センター 小豆島町吉野371番地 76-0041 吉野 7.3 48 12 屋内

自治会管理・風水害・大
規模災害

三都公民館 小豆島町蒲野1642番地1 76-0262 蒲野
吉野、蒲野、小蒲野、吉ヶ浦、目見ヶ谷、市
神子、谷尻、奥条、下条（神浦）、西条（神
浦）、富士、外浜

吉野、蒲野、小蒲野、吉ヶ浦、目見ヶ谷、市
神子、谷尻、奥条、下条（神浦）、西条（神
浦）、富士、外浜

3.0 347 40 屋内

津波 三都公民館駐車場 小豆島町蒲野1642番地2 - 蒲野、小蒲野 3.0 - - 屋外

津波 旧JA三都出張所駐車場 小豆島町吉野355番地1 - 吉野 6.6 - - 屋外
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自治会管理 小蒲野公民館（集会所） 小豆島町蒲野179番地1 - 小蒲野 3.4 34 8 屋内

自治会管理 吉ヶ浦集会所 小豆島町蒲野2583番地 76-0105 吉ヶ浦、目見ヶ谷 3.7 81 20 屋内

津波 中本邸跡空地 小豆島町蒲野 - 目見ヶ谷 25.1 - - 屋外

津波 川本邸横道路 小豆島町蒲野 - 吉ヶ浦 16.3 - - 屋外

自治会管理 谷尻公営住宅集会所 小豆島町蒲野3227番地15 76-0412 市神子、谷尻 8.4 200 - 屋内

津波 谷口邸上道路広場 小豆島町蒲野 - 市神子 22.8 - - 屋外

津波 中岡邸横道路 小豆島町蒲野 - 谷尻 24.6 - - 屋外

自治会管理 神浦コミュニティセンター 小豆島町神浦432番地1 -
奥条、下条（神浦）、西条（神浦）、
富士、外浜

3.6 - - 屋内

津波 憩上側県道 小豆島町神浦甲157番地4付近 - 富士 17.3 - - 屋外

津波 墓地上道路 小豆島町神浦甲664番地4付近 - 奥条、下条（神浦）、西条（神浦） 17.1 - - 屋外

津波 県道緑地帯 小豆島町神浦甲311番地1付近 - 奥条、下条（神浦）、西条（神浦） 20.2 - - 屋外

自治会管理・風水害・大
規模災害

サン・オリーブ 小豆島町西村乙1879番地5 - 西条（西村）、竹生
西条（西村）、竹生、原、中条（西
村）、流

西条（西村）、竹生、原、清水、中条
（西村）、日方、流

44.0 4156 200 屋内

津波 オリーブ園駐車場 小豆島町西村甲2171付近 - 竹生 10.0 - - 屋外

津波 オリーブ園職員駐車場 竹生交差点付近 - 竹生 9.8 - - 屋外

津波 道の駅小豆島オリーブ公園駐車場小豆島町西村甲1941番地1付近 - 中条（西村）、西条 19.9 - - 屋外

自治会管理 中条集会所 小豆島町西村甲1783番地 82-5106 中条（西村） 2.1 90 22 屋内

自治会管理・津波 阿弥陀寺 小豆島町西村甲1666番地1 82-0509 流 流 7.8 210 - 屋内

自治会管理・風水害・大
規模災害

西村公民館 小豆島町西村甲1069番地1 82-0201 日方 日方、清水
西条（西村）、竹生、原、清水、中条
（西村）、日方、流

3.1 322 50 屋内
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自治会管理 原公民館 小豆島町西村甲1195番地1 - 原 81.0 - - 屋内

自治会管理 安養寺 小豆島町西村甲795番地 82-1443 日方 13.4 174 - 屋内

津波 安養寺駐車場 小豆島町西村甲795 82-1443 日方 13.4 - - 屋外

自治会管理 清水公民館 小豆島町西村甲57番地 82-4937 清水 2.5 24 - 屋内

津波 荒神社周辺 小豆島町西村甲360 - 清水 21.5 - - 屋外

津波 西村農免道路 小豆島町西村甲419 - 清水 16.8 - - 屋外

自治会管理 天津神社こもり堂 小豆島町神懸通甲1885番地1 - 北区 54.7 - - 屋内

自治会管理・風水害 神懸通集会所 小豆島町神懸通甲516番地2 82-6350 東條、北区、門原
東條、北区、門原、東條、立恵、西
城、小坪

24.2 199 - 屋内

自治会管理・風水害・大
規模災害

草壁公民館 小豆島町草壁本町438番地3 82-0019
立恵、西城、五軒家、三軒家、中村、
川東西、川東東

神懸通地区、草壁本町地区 神懸通地区、草壁本町地区、南地区 7.7 600 180 屋内

津波 草壁公民館駐車場 小豆島町草壁本町438番地3 - 草壁本町地区、南地区 7.7 - - 屋外

自治会管理 せいけんじこども園（清見寺）小豆島町草壁本町395番地 82-4228 西城 9.4 1147 - 屋内

自治会管理 小坪公営住宅集会所 小豆島町片城602番地1 82-5285 小坪 28.7 100 25 屋内

自治会管理 草壁公営住宅集会所 小豆島町草壁本町602番地1 - 西木場、東木場 1.8 100 25 屋内

津波 星城幼稚園グラウンド 小豆島町草壁本町419番地1 - 草壁本町地区、南地区 10.4 - - 屋外

大規模災害 星城小学校体育館 小豆島町草壁本町632番地1 82-2011 神懸通地区、草壁本町地区、南地区 2.7 692 200 屋内

大規模災害 小豆島中学校体育館 小豆島町片城甲44番地1 82-2136
神懸通地区、草壁本町地区、南地区、
片城地区、安田地区

2.5 1583 470 屋内

自治会管理・風水害 草壁会館 小豆島町草壁本町204番地1 82-0808 南 南 1.8 416 - 屋内

自治会管理・風水害 小豆島町役場西館 小豆島町片城甲44番地95 82-7001 片城、植松（安田）
片城、植松（安田）、下条、八軒家、
空条、中条、東条、谷条

2.5 12504 100 屋内
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津波 片城会館前 小豆島町神懸通甲271 - 片城 4.7 - - 屋外

津波 極楽寺 小豆島町片城甲427番地 82-0454 片城 9.6 1540 - 屋内

自治会管理・風水害 木庄集会所 小豆島町木庄甲257番地4 - 木庄 木庄 9.2 - - 屋内

津波 木庄集会所前 小豆島町木庄甲257番地4 - 木庄 9.2 - - 屋外

自治会管理・風水害 内海福祉会館 小豆島町安田甲36番地3 82-0337 植松（安田）
植松（安田）、下条、八軒家、空
条、、中条、東条、谷条、岩谷、当浜

1.8 746 - 屋内

自治会管理 安田小学校 小豆島町安田甲472番地1 82-2012 下条（安田）、空条（安田）、八軒屋 9.1 2210 - 屋内

大規模災害 安田小学校体育館 小豆島町安田甲472番地1 - 安田、岩谷、当浜 10.7 634 190 屋内

津波 安田小学校グラウンド 小豆島町安田甲472番地1 - 下条（安田）、植松（安田）、八軒屋 10.7 - - 屋外

自治会管理 安田幼稚園 小豆島町安田甲491番地2 82-2018 下条（安田）、中条（安田）、八軒屋 10.7 546 - 屋内

自治会管理 安田自治会館 小豆島町安田甲534番地4 - 下条（安田） 5.2 345 - 屋内

津波 安田自治会館前駐車場 小豆島町安田甲534番地4 - 下条（安田）、植松（安田）、八軒家 5.2 - - 屋外

自治会管理 栄光寺 小豆島町安田甲665番地1 - 空条（安田）、中条（安田） 10.7 - - 屋内

自治会管理 岡の坊 小豆島町安田甲712番地1 - 谷条、東条 17.9 71 18 屋内

自治会管理・風水害・大
規模災害

橘会館 小豆島町橘甲442番地1 82-2015 橘1、橘2、橘3、橘4、橘5 橘1、橘2、橘3、橘4、橘5、岩谷 橘1、橘2、橘3、橘4、橘5 10.3 448 80 屋内

津波 橘会館駐車場 小豆島町橘甲452番地1 82-2015 橘1、橘2、橘3、橘4、橘5 10.7 - - 屋外

津波 橘こども園グラウンド 小豆島町橘甲450番地1 - 橘1、橘2、橘3、橘4、橘5 14.9 - - 屋外

自治会管理・津波 岩谷集会所 小豆島町岩谷甲115番地 - 岩谷 岩谷 8.2 112 - 屋内

自治会管理 岩谷公営住宅集会所(4階) 小豆島町岩谷甲81番地1 82-1544 岩谷 10.3 100 25 屋内
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津波 公営住宅集会所前広場 小豆島町岩谷甲81番地1 - 岩谷 10.3 - - 屋外

自治会管理 当浜公営住宅集会所（5階）小豆島町当浜甲19番地1 84-2736 当浜 6.6 100 25 屋内

津波 当浜庵駐車場 小豆島町当浜甲86 当浜 20.3 - - 屋外

自治会管理 長松写真館 小豆島町馬木甲805番地8 82-0148 植松（馬木） 2.2 - - 屋内

自治会管理 植松集会所 小豆島町馬木甲805番地16 82-5372 植松（馬木） 2.2 - - 屋内

自治会管理 田中電気工事（株） 小豆島町馬木甲852番地1 82-0997 植松（馬木） 2.2 - - 屋内

自治会管理 心友会館 小豆島町馬木甲122番地2 82-5430 石条 2.4 63.0 16 屋内

自治会管理 島の香 小豆島町馬木甲148番地 82-2262 石条 2.0 - - 屋内

自治会管理・風水害・津
波

真光寺 小豆島町馬木甲1126番地 82-0126 奥池東、石条、前馬木1
奥池東、植松（馬木）、石条、前馬木
1、前馬木2

奥池東、植松（馬木）、石条、前馬木
1、前馬木2

8.9 - - 屋内

自治会管理・津波 みつわ会館 小豆島町馬木甲1225番地 ー 奥池東
奥池東、植松（馬木）、石条、前馬木
1、前馬木2

9.2 58 14 屋内

自治会管理 商工会館 小豆島町馬木甲1032番地1 82-1011 前馬木1、前馬木2 3.0 - - 屋内

津波 八幡神社　避難広場 小豆島町馬木甲42番地 -
奥池東、植松（馬木）、石条、前馬木
1、前馬木2

28.0 - - 屋外

津波 苗羽小学校 小豆島町苗羽甲44番地1 82-2013 下条1、下条2 3.5 2532 - 屋内

自治会管理・風水害 苗羽小学校作法室 小豆島町苗羽甲44番地1 - 下条1、下条2、向条 馬木、苗羽、古江、堀越、田浦 3.5 93 - 屋内

大規模災害 苗羽小学校体育館 小豆島町苗羽甲44番地1 - 馬木、苗羽、古江、堀越、田浦 3.5 785 220 屋内

自治会管理 常光寺 小豆島町苗羽甲1529番地 82-2180 空条（苗羽） 12.1 132 - 屋内

自治会管理 荒魂神社 小豆島町苗羽甲1694番地1 82-7080 空条（苗羽） 19.3 33 8 屋内

自治会管理 双葉会館 小豆島町苗羽甲2216番地 - 芦ノ浦、上り浜 2.2 20 5 屋内
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自治会管理 宝友会館 小豆島町苗羽甲2126番地16 - 芦ノ浦、上り浜 2.2 436 - 屋内

津波 苗羽農免道路 小豆島町苗羽 - 芦ノ浦、上り浜 16.5 - - 屋外

自治会管理 丸虎食品 小豆島町古江甲81番地 82-1238 古江 2.1 50 12 屋内

津波 古江墓地 小豆島町古江乙36番地22 - 古江 19.6 - - 屋外

自治会管理 堀越庵 小豆島町堀越甲296番地 - 堀越 9.7 80 20 屋内

津波 堀越庵横学校跡地 小豆島町堀越甲214番地 - 堀越 9.7 544 - 屋外

自治会管理 二十四の瞳館 小豆島町田浦甲363番地 - 田浦 1.7 - - 屋内

津波 田浦庵前 小豆島町田浦甲420番地 - 田浦 8.5 - - 屋外

自治会管理・風水害・大
規模災害

坂手公民館 小豆島町坂手甲1834番地6 82-0248
西条（坂手）、中条（坂手）、灘江、
東谷、瀬の倉、瀬戸

西条（坂手）、中条（坂手）、灘江、
東谷、瀬の倉、瀬戸、大泊、徳本

西条（坂手）、中条（坂手）、灘江、
東谷、瀬の倉、瀬戸、大泊、徳本

2.4 503 150 屋内

自治会管理 遊児老館 小豆島町坂手甲795番地 - 中条（坂手）、東谷、灘江、西条 10.7 376 - 屋内

津波 遊児老館グラウンド 小豆島町坂手甲795番地 - 中条（坂手）、灘江 10.7 - - 屋外

津波 パーク入口斜路 小豆島町坂手 - 西条 10.3 - - 屋外

津波 森邸前駐車場 小豆島町坂手 - 東谷 9.4 - - 屋外

津波 県道周辺 小豆島町坂手 - 瀬の倉、瀬戸 35.0 - - 屋外

自治会管理・津波 小森邸(自宅待機) 小豆島町坂手 - 大泊 57.9 - - 屋内

自治会管理・津波 徳本邸(自宅待機) 小豆島町坂手 - 徳本 70.6 - - 屋内

自治会管理 尾崎集会所 小豆島町福田甲197番地 84-2817 尾崎 尾崎 2.6 40 10 屋内

津波 雲海寺 小豆島町福田甲369番地 84-2355 尾崎 17.6 82 20 屋内



災害種別 施設名称 所在地
電話
番号

自治会管理地区 風水害時避難地区 津波時避難地区 大規模災害時地区
標高
(ｍ)

施設面積
（㎡） 収容人数 屋内or

屋外

令和3年6月現在
避難施設・場所一覧表

自治会管理 浜自治会館 小豆島町福田甲560番地 84-2832 浜 浜 2.5 50 12 屋内

自治会管理 岡クラブ 小豆島町福田甲509番地 84-2814 岡 岡 8.4 16 4 屋内

自治会管理 平間集会所 小豆島町福田乙966番地1 - 平間 206.0 - - 屋内

自治会管理 吉田児童館 小豆島町吉田甲182番地 - 吉田 吉田 3.0 191 - 屋内

自治会管理 浜集会所 小豆島町吉田甲422番地5 - 吉田 2.6 89 22 屋内

風水害・大規模災害 福田公民館 小豆島町福田甲546番地1 84-2812 尾崎、浜、岡、平間、吉田、当浜 尾崎、浜、岡、平間、吉田 3.1 374 110 屋内

津波 旧福田小学校グラウンド 小豆島町福田甲718番地1 - 浜、岡 7.2 - - 屋外

津波 オートキャンプ場 小豆島町吉田甲1番地1 61-7007 吉田 13.6 - - 屋外


