
水害時に本市が行う緊急避難場所の開設の考え方について 

 

１ 「注意喚起」を発令する場合 

  ※注意喚起の場合には，必ずしも緊急避難場所を開設するとは限りません。 

 

 

２ 【警戒レベル３】「高齢者等避難」を発令する場合 

  ※エリア限定で発令する場合には，状況により，自主防災組織へ開錠を依頼する場合があります。 

 

３ 【警戒レベル４】「避難指示」を発令する場合 

  

発令範囲 開設場所 開設方法 

エリア限定 小学校区を基本に1か所を開設（※開設する場合） 市職員 

が開錠 市全域 次の１０か所を開設（※開設する場合） 

（まなびの館ローズコム，鞆公民館，旭小学校，西部市民センター，北

部市民センター，東部市民センター，かんなべ市民交流センター，しん

いち市民交流センター，ぬまくま市民交流センター，うつみ市民交流セ

ンター） 

注）網掛けはペット可の緊急避難場所 

発令範囲 開設場所 開設方法 

エリア限定 小学校区を基本に1か所を開設 ※ 

市全域 次の１４か所を開設（下線の５か所を追加） 

（まなびの館ローズコム，鞆公民館，赤坂公民館，走島公民館，旭小学

校，西部市民センター，北部市民センター，山野中学校，東部市民セン

ター，かんなべ市民交流センター，しんいち市民交流センター，常金丸

公民館，ぬまくま市民交流センター，うつみ市民交流センター）          

注）網掛けはペット可の緊急避難場所  

市職員 

が開設 

発令範囲 開設場所 開設方法 

エリア限定 小学校区を基本に 1 か所 

（裏面一覧の中から，該当

学区の緊急避難場所を開

設） 

【公立小中学校】 

本部から連絡を受けた自主防災組織の方が学校施設管

理協力者（地域で鍵を管理）から鍵を受け取り，もし

くは貸与されている鍵で開錠します。 

【公民館等】 

公民館長（地域在住）に開錠を依頼します。 

【その他】 

施設管理者へ連絡し，開錠を依頼します。 

※いずれの場合も，同時に市職員が開錠に向かいます｡ 

市全域 小学校区を基本に 1 か所 

（裏面一覧の緊急避難場

所を全て開設） 

資料６ 



水害時に本市が開設する緊急避難場所一覧（基幹緊急避難場所） 

※「洪水」と「土砂災害」のいずれにも対応した緊急避難場所 

№ 学区(50音順) 緊急避難場所 № 学区(50音順) 緊急避難場所 

1 赤坂 赤坂公民館 43 常金丸 常金丸公民館(2階) 

2 曙 曙小学校 44 津之郷 津之郷小学校 

3 旭 旭小学校 45 坪生 坪生小学校 

4 旭丘 旭丘小学校 46 手城 手城小学校 

5 網引 網引小学校 47 戸手 戸手小学校 

6 有磨 芦田中学校 48 鞆 鞆公民館 

7 泉 泉小学校 49 長浜 長浜小学校 

8 伊勢丘 東部市民センター 50 西(芦田川より東) 西小学校 

9 遺芳丘(今津) 遺芳丘小学校 51 西(芦田川より西) 明王台小学校 

10 遺芳丘(高西) 西部市民センター 52 西深津 西深津小学校 

11 遺芳丘(東村) 東村旧学校施設 53 能登原 能登原旧学校施設 

12 内浦 うつみ市民交流センター 54 野々浜 野々浜小学校 

13 内海 うつみ市民交流センター 55 走島 走島公民館 

14 駅家 北部市民センター 56 服部 服部旧学校施設 

15 駅家西 駅家西小学校 57 東 東小学校 

16 駅家東 駅家北小学校 58 光(芦田川より東) 光小学校 

17 大谷台 東朋中学校 59 光(芦田川より西) 明王台小学校 

18 大津野 大津野小学校 60 引野 引野小学校 

19 春日 春日小学校 61 久松台 久松台小学校 

20 霞 霞小学校 62 日吉台 日吉台小学校 

21 金江 精華中学校(武道場) 63 広瀬 広瀬公民館 

22 神村 神村小学校 64 深津 深津小学校 

23 加茂 加茂中学校 65 福相 福田公民館 

24 川口 川口小学校 66 藤江 藤江小学校 

25 川口東 川口東小学校 67 本郷 本郷小学校 

26 神辺 かんなべ市民交流センター 68 幕山 幕山公民館 

27 熊野 熊野小学校 69 松永 西部市民センター 

28 蔵王 蔵王小学校 70 道上 かんなべ市民交流センター  

29 桜丘 桜丘小学校 71 緑丘 緑丘小学校 

30 山南 清神会館(山南公民館) 72 南 まなびの館ローズコム 

31 樹徳 樹徳小学校 73 御野 御野小学校 

32 
新市 
(芦田川より北) 

しんいち市民交流センター 74 箕島 
※地域の自主開設で対応 
(テクノ工業団地事務所) 

33 
新市 
(芦田川より南) 

福田公民館 75 水呑 向丘中学校(裏口から進入) 

34 新涯 新涯小学校 76 御幸 御幸小学校 

35 瀬戸 瀬戸小学校 77 明王台 明王台小学校 

36 千田 千田小学校(南棟) 78 宜山(芦田川より北) 駅家南中学校 

37 高島 高島小学校 79 宜山(芦田川より南) 福田公民館 

38 竹尋 竹尋小学校 80 柳津 西部市民センター 

39 多治米 多治米小学校 81 山手 山手小学校 

40 千年 ぬまくま市民交流センター 82 山野 山野中学校 

41 中条 中条小学校 83 湯田 湯田小学校 

42 常石 常石ともに学園 ※2022 年(令和 4 年)4 月時点 

 


