
倉庫№ 施設名称 設置場所所在地 設置場所詳細 備　考

1 一宮小学校　　　　 一宮西町１丁目９－１ グラウンド　西側
2 高須小学校　　　　 高須１丁目１－55 グラウンド　北側※ 北舎４階防災倉庫
3 大津小学校　　　 大津乙972 グラウンド　南側　駐車場内
4 昭和小学校　　　 日の出町7－61 グラウンド　北側※ ４階防災倉庫
5 朝倉第２小学校　　 若草南町23－56 学校　北入口　付近
6 アスパルこうち 桟橋通2丁目1－50 グラウンド　北西角※ ５階防災倉庫
7 横浜小学校　　　 瀬戸東町１丁目26 体育館　北側
8 筆山文化会館 小石木町32－1 会館前駐車場 H26年11月 旧追手前小学校から移設

9 神田小学校　　　 神田1174－1 校舎北側　駐車場内
10 第四小学校 上町２丁目１－11 校舎南側 児童クラブ内に併設
11 はりまや橋小学校　　　 はりまや町２丁目14－8 体育館　南側※ ４階西階段上屋上防災倉庫
12 秦小学校　　　　 愛宕山18 グラウンド　西側
13 高知商業高校　　　 大谷6 体育館　南側　駐車場内
14 潮江水再生センター 南新田町５－69 施設　西側　空地
15 下知水再生センター 小倉町５－25 施設　西側　空地
16 保健福祉センター　 塩田町18－10 施設　南東角　駐輪場付近
17 小高坂小学校　　　 新屋敷１丁目11－5 学校　北入口　付近
18 布師田小学校　　 布師田1781－1 グラウンド北側
19 潮江南小学校　　　 高見町248－1 校舎南側　駐車場内※ 北舎屋上西倉庫
20 御畳瀬小学校　　　 長浜209 グラウンド西側
21 朝倉小学校　　　　 朝倉本町2丁目11－20 体育館　北側
22 東部環境センター  介良丙1200 施設　北西　空地
23 長浜小学校　　　 長浜4727 グラウンド　西側※ 北舎４階特活室内防災倉庫
24 海老川市民会館 朝倉己422－1 施設　南側
25 旭東小学校　　　　 北端町50 グラウンド　北東角
26 潮江小学校　　　 百石町２丁目４－40 グラウンド　南側
27 横浜新町小学校　　 横浜新町５丁目2201 グラウンド　南東角
28 十津小学校　　　　 十津4丁目27－1 体育館　東側
29 江陽小学校　　　　 江陽町１－30 グラウンド南西角付近
30 泉野小学校　　　　 東秦泉寺788 プール付近
31 介良小学校　　　　 介良乙2735－1 体育館西側
32 初月小学校　　　　 南久万128　 体育館１Ｆ
33 潮江東小学校　　 潮新町２丁目1－ 54 グラウンド北側※ 北舎３階中央部上防災倉庫
34 旭小学校　　　　　 本宮町15 体育館　東側
35 第六小学校　　　　 升形9－4 プール西側
36 江ノ口小学校　　　 新本町1丁目8－12 校舎　中庭
37 一ツ橋小学校　　　 吉田町４－10 体育館　北側
38 久重小学校 久礼野2340－2 校舎　東側
39 一宮中学校　　　 一宮南町１丁目3－1 校舎　南側※ 中舎４階防災ルーム
40 青柳中学校　　　　 五台山3923 グラウンド北西角
41 旭中学校　　　　　 口細山164－1 正門付近
42 朝倉中学校　　　　 朝倉丁604－1 第２グラウンド　北側　駐車場内

43 西部中学校　　　　 鴨部１丁目9－１ 校舎　南側
44 城北中学校　　　 八反町１丁目8－14 北門　付近※ 北舎４階防災倉庫
45 潮江中学校　　　 塩屋崎１丁目２－20 グランド　北西角※ 北舎４階防災倉庫
46 横浜中学校　　　　 横浜新町１丁目401 グランド　北西角　付近
47 市立特別支援学校 本宮町125 体育館　南側
48 浦戸分団屯所 浦戸817－1 浦戸大橋　南詰付近
49 鴨田小学校　　　　 鴨部1155 体育館１Ｆ
50 城東中学校　　　　 江陽町１－20 体育館　北側※ 東舎４階防災倉庫
51 高知市総合運動場 大原町158 総合体育館　西側
52 南海中学校　　　　 長浜5235 体育館　西側
53 三里中学校　　　　 仁井田3363 校舎　南側
54 介良中学校　　　 介良乙2620 プール南側
55 大津中学校　　　　 大津乙740 プール南側※ ４階資料室
56 愛宕中学校　　　 相模町１－54 校舎　北西角　付近
57 行川小学校・中学校    行川882－２ 消防団行川部　西側
58 一宮ふれあいセンター　 一宮中町１丁目５－20 駐車場内
59 布師田ふれあいセンター 布師田1647 駐車場北西角
60 大津ふれあいセンター 大津乙930－５ 施設西側
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61 東部健康福祉センター 葛島４丁目３－３ 施設西側
62 土佐山小学校　　 土佐山桑尾13 校舎　西側
63 鏡分団屯所 鏡小浜４－１ 屯所　東側　駐車場
64 高知大学　　　　 曙町２丁目５－１ 武道館　南側
65 南部健康福祉センター     百石町３丁目１－30 施設　北側　駐車場内
66 城西中学校　　　　 大膳町３－４ グラウンド　東側
67 みどりと憩いの広場 五台山3301 みどりと憩いの広場内　中央部

68 長浜老人福祉センター 長浜4252－22 施設　南側　空地
69 高知ろう学校 中万々78 施設　北東角
70 小高坂市民会館 山ノ端町32－５ 施設　東側
71 介良潮見台小学校 潮見台1丁目2602－１ 体育館１Ｆ
72 横内小学校 横内242－12 体育館１Ｆ
73 福寿園 福井町748 施設　北側　空地
74 南消防署　西出張所 朝倉南町8－35　　 施設内１Ｆ
75 高知中央卸売市場管理棟 弘化台12－12　　 施設内２Ｆ
76 朝倉市民会館 朝倉東町24－33 施設駐車場内
77 朝倉ふれあいセンター　 曙町１丁目14－12 施設　東側
78 一宮東小学校 一宮東町１丁目20－１　 施設内※ 本館４階西倉庫
79 西部健康福祉センター　 鴨部860－１ 施設内
80 春野文化ホールピアステージ 春野町西分340 施設駐車場内
81 かるぽーと 九反田２－１ 施設内中３Ｆ
82 鏡中学校 鏡今井191 体育館　北側
83 三里小学校 仁井田1356 グラウンド西側
84 鏡小学校 鏡今井７ グラウンド南東側
85 春野中学校 春野町西分328 プール西側
86 春野西小学校 春野町弘岡中2501 グラウンド北東角
87 春野東小学校 春野町東諸木3978 体育館１F北側

合計８７箇所　　　　　※印は資機材一部を右記の場所に移転済み


