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参考資料１

災害医療救護活動連絡網

名称
電話
(代表)

FAX

（代表）
（通常）メールアドレス
（衛星携帯電話）メールアドレス

衛星携帯電話 防災行政無線
デジタル
携帯型
無線機

chiiki@kochi-med.jrc.or.jp

khsc0001@khsc.or.jp

　

saigai@chikamori.com

chikamori_hp@mopera.net

7104sy01@kochi.hosp.go.jp

syomu@mopera.net

jim@kochi-nsg-hp.or.jp

knghp3535@mopera.net

mominoki@me.pikara.ne.jp

mominokihp@mopera.net

hps0123@kochi-iryoseikyo.jp

khs0123@mopera.net

main@kochi.jcho.go.jp

k-nenkinriha-eisei@mopera.net

kochions@athena.ocn.ne.jp

kochions@ mopera.net

soumu-tanakaorth@pearl.ocn.ne.jp

soumu-tanakaorth@ mopera.net

hosogi-h03@md.pikara.ne.jp

hosogi-hp@mopera.net

management@kuniyoshi-hp.or.jp

kamimati@mopera.net

takeshita-hp@sweet.ocn.ne.jp

takeshita112@mopera.net

er@atago-hp.or.jp

atago_hp@mopera.net

ushioetakahashi@takashiokai.or.jp

ushioetakahashi@mopera.net

tonan@hisakai.or.jp

tonan@mopera.net

san-ai@hop.ocn.ne.jp

sanaihospital@mopera.net

soumu@izumino.or.jp

izuminosoumu@mopera.net

daihyou@takasuhp.or.jp

takasuhp@mopera.net

k-k@kochi-koseihp.jp

kochikosei@mopera.net

webmaster@nagahama-hp.or.jp

nagahamahp@mopera.net

info@marine-hosp.jp

marine-hp@mopera.net

jyohokanri@nagai-hp.com

nagai_saigaitaisaku@mopera.net

yosihara@globe.ocn.ne.jp

sukoyaka@mopera.net

shimazuhp@shimazuhp.jp

shimazuhp@mopera.net

16

878-3322878-3377

883-1655882-6205

17

823-3301 871-053110 愛宕病院

高知厚生病院

潮江高橋病院

竹下病院9

080-1993-9959

822-2375822-2371 080-1993-9958

825-0909822-7211

875-0233875-0231 080-1993-9957

080-1993-9956

840-1001

080-1993-9955

080-1993-9954

080-8632-7830

844-4438

080-8632-7831875-4311

840-1096

823-6565 080-8632-7832

tel.495-611

fax.495-710
872-3059822-5231

840-3615840-3535

843-6385
tel.496-611

fax.496-710

080-1993-9951

080-1993-9952

840-2222

4

高知生協病院

5 高知整形・脳外科病院

3

843-1501

840-0123

高知西病院

822-1285

2

国立病院機構
高知病院

高知脳神経外科病院

7

6 田中整形外科病院

826-5510826-5511 080-1993-9960

882-3128882-3126 080-1993-9962

845-5611

救
護
病
院

近森病院3

1

いずみの病院

図南病院12

19

18

845-5291 080-1993-9961

11

高知高須病院15

三愛病院13

14

842-0809841-2337 080-1993-9966

832-7646833-2700 080-1993-9965

824-2363823-2285島津病院

847-0252 080-1993-9967海里マリン病院

090-6889-6613

080-1993-9964

080-1993-9963

894-6611永井病院

847-0101

長浜病院

080-1993-9968894-6612

災
害
拠
点
病
院

822-1201

837-3790

（救急外来）

細木病院

844-3111

国吉病院8

4

822-7660

もみのき病院

tel.494-611

fax.494-710

広域

2
高知医療センター

837-6798

（救急外来）
tel.493-611

fax.493-710

090-6886-8914

090-8692-1244

822-1056
広域

1
高知赤十字病院

080-1993-9953

21

20
リハビリテーション病院

すこやかな杜
837-2345 837-2227 080-1993-9969

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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参考資料１

名称
電話
(代表)

FAX

（代表）
（通常）メールアドレス
（衛星携帯電話）メールアドレス

衛星携帯電話 防災行政無線
デジタル
携帯型
無線機

080-1993-9970

090-6886-8907

kochi_city-saigaiiryo@mopera.net
080-1993-9971
（データ通信用）

0880-35-5980 130118@ken.pref.kochi.lg.jp幡多支部 幡多福祉保健所 0880-35-5979 090-6886-8906

090-6886-8904
tel.482-617

fax.482-710

高幡支部 須崎福祉保健所 0889-42-1875 0889-42-8924 130116@ken.pref.kochi.lg.jp

tel.483-619

tel.483-611

fax.483-710

tel.84-606

tel.842-290～
297，388～391(ﾊ

ﾝﾃﾞｨ)
fax.842-710

090-6886-8905

tel.481-615

fax.481-710

中央西支部 中央西福祉保健所 0889-22-1240 0889-22-9031 130115@ken.pref.kochi.lg.jp

中央東福祉保健所 090-6886-8903130112@ken.pref.kochi.lg.jp

866-5811

866-5815

(夜間)
880-2227

822-1880

（災害時）
822-9958

0887-53-3171 0887-52-4561中央東支部

tel.83-614

fax.83-710
090-6886-8902130111@ken.pref.kochi.lg.jp0887-34-3170安芸支部 安芸福祉保健所 0887-34-3175

高知県保健医療調整本部

tel.492-611

fax.492-710
ＳＣＵ

823-9667

823-9623

823-9682

823-9749

080-2988-

7298

823-9137 090-6886-8901

tel.72-9667

tel.72-9682

fax.72-9137

kc-140200@city.kochi.lg.jp tel.895-611

tel.895-619

fax.895-710

高知大学医学部附属病院 is04@kochi-u.ac.jp

822-0577

（災害時）
822-9955

822-9956

822-9957

高知市保健医療調整本部
高知県保健医療調整高知市支部

090-6886-8908

132101@ken.pref.kochi.lg.jp

131301＠ipstar.ne.jp

○
(２台)
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参考資料２

津波避難ビル一覧

小学校区 № 施設名 所在地
協定締結日
（指定日）

構造 階層 避難場所
収容可能
人数（人）

浦戸 浦戸１ 桂浜荘 高知市浦戸830－25 H23.12.15 鉄筋コンクリート造
地下1階、
地上5階建

各階廊下，展望デッキ，大・小会議
室，大・小広間

1,104

長浜１ 長浜小学校 高知市長浜4811 H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建 校舎4階及び屋上 2,422

長浜２ 旧御畳瀬小学校 高知市長浜209 H25.7.18 鉄筋コンクリート造 3階建 屋上 255

長浜３ 南海中学校 高知市長浜5235 H26.12.16 鉄筋コンクリート造 4階建 中舎４階廊下及び教室 551

長浜４ 特別養護老人ホームつむぐ 高知市長浜6598-4 H27.11.9 鉄筋コンクリート造 4階建
４階津波避難スペース、地域交流ス
ペース及び屋外活動スペース

509

長浜５
ユニット型特別養護老人もとち
か

高知市長浜4975番地 R1.11.20 鉄骨造 ７階建 ７階地域交流ホール及び屋上 818

三里１ 種崎地区津波避難センター 高知市種崎405－６
H21.4.1

供用開始
鉄筋コンクリート造 4階建

３階バルコニー，屋上，階段，
４階屋上

800

三里２ パールマリン 高知市仁井田1618－18 H23.10.19 鉄筋コンクリート造 9階建
４階屋上，食堂，談話ホール
５～８階談話ホール
９階屋上及び屋内

1,463

三里３ 三里小学校 高知市仁井田1356 H25.3.29 鉄筋コンクリート造 4階建
北西舎４階及び屋上（音楽室を除く）、
北東舎４階廊下及び教室

1,602

三里４ 三里中学校 高知市仁井田3363 H25.3.29 鉄筋コンクリート造 4階建
中舎４階及び屋上
南舎4階廊下及び教室

1,446

三里５ てくたね 高知市種崎593－１ H25.7.5 鉄筋コンクリート造 3階建 屋上 274

三里６ 三里交番 高知市仁井田1612－３ H26.5.19 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階ホール及び屋上 110

三里７ マリベール種崎 高知市種崎733番地３ H28.3.29 鉄筋コンクリート造 ３階建 ３階屋上 43

三里８ 高知高等技術学校 高知市仁井田1188番地 H28.6.20 鉄筋コンクリート造 ３階建 本館棟屋上 456

三里９
大旺新洋（株）
地震・津波対策ビル

高知市仁井田1625番地２ R1.7.4 鉄骨造 ６階建 ５階屋上 156

高須１ セリーズ 高知市高須砂地155 H22.8.24 鉄筋コンクリート造 5階建 ２階ロビー，３階ロビー 384

高須２ 高須小学校 高知市高須１丁目１－55 H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建
北舎４階及び屋上，
南舎４階（第二音楽室を除く）

1,089

高須３ 四電葛島アパート 高知市葛島４丁目４－３ H24.3.29 鉄筋コンクリート造 6階建 屋上 478

高須４ 岡林マンション 高知市高須２丁目17－36 H24.8.20 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 58

高須５ アーバンヒル青山 高知市高須２丁目６－64 H25.3.29 鉄筋コンクリート造 4階建
３～４階廊下及び階段室，
５階室及び屋上

82

高須６ ボンジュール宗円 高知市高須２丁目13－10 H25.5.9 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階廊下及びベランダ，５階廊下 60

高須７ ホワイエ高須 高知市高須新木３－36 H25.5.21 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階及び５階廊下，屋上 135

高須８ セレクト高須 高知市高須２丁目13－21 H25.5.27 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階及び５階廊下 36

高須９ ルーカス高須 高知市葛島１丁目10－68 H25.5.27 鉄筋コンクリート造 10階建 ４階～10階廊下 214

高須10 マイセル高須 高知市葛島１丁目10－68 H25.5.27 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階及び５階廊下 46

高須11 マンションベスタ 高知市高須２丁目３－21 H25.5.31 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 62

高須12 カーサローズヴェール 高知市高須３丁目１－59 H25.5.31 鉄筋コンクリート造 5階建
４階及び５階
廊下及びエレベーターホール

94

高須13 ドルフ高須 高知市高須新木１－29 H25.6.3 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階及び５階廊下 146

高須14 メゾン・ド・ケイ 高知市高須３丁目２－47 H25.6.13 鉄骨造 4階建 ４階廊下 11

高須15 アバイド 高知市高須３丁目４－44 H25.6.13 鉄骨造 4階建 ４階廊下 68

高須16 インペリアル西本１ 高知市葛島１丁目６－37 H25.6.13 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 80

高須17 インペリアル西本２ 高知市葛島１丁目６－28 H25.6.13 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 172

高須18 ヴィラージュ葛島 高知市葛島１丁目７－９ H25.6.13 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 39

高須19 パークサイド高須Ⅱ 高知市高須新町１丁目５－11 H25.6.13 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下 303

高須20 ロイヤルガーデン２ 高知市葛島１丁目６－６ H25.6.19 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 317

高須21 ロイヤルガーデン 高知市葛島１丁目６－８ H25.7.1 鉄骨造 8階建 ４階～７階廊下 261

高須22 ピュアコート高須 高知市高須２丁目18－11 H25.7.1 鉄骨造 4階建 ４階廊下 38

高須23 高知厚生病院 高知市葛島１丁目９－50 H25.7.9 鉄骨造 6階建
５階職員ラウンジ，
６階屋上デッキ及び屋上庭園

490

高須24 ジューヌ高須 高知市高須東町13－１ H25.7.16 鉄骨造 4階建 ４階廊下 8

高須25 高見屋クリーニング 高知市高須東町19－33 H25.7.16 鉄骨造 3階建 屋上 70

高須26 東ノ丸マンション 高知市高須本町２－50 H25.7.19 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階以上廊下 58

長浜

三里

高須
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参考資料２

小学校区 № 施設名 所在地
協定締結日
（指定日）

構造 階層 避難場所
収容可能
人数（人）

高須27 レオパレスヴィラ高須 高知市高須３丁目16-７ H25.7.30 鉄骨造 4階建 ４階廊下 37

高須28 メゾン・レーヴ高須 高知市高須２丁目17－20 H25.8.5 鉄骨造 4階建 ４階廊下 24

高須29 アムールハイツ高須 高知市高須１丁目４－６ H25.8.5 鉄骨造 4階建 ４階廊下 35

高須30 中勝建設（株） 高知市葛島４丁目５－14 H25.8.8 鉄骨造 3階建 屋上 74

高須31 百万石ビル 高知市高須１丁目18－８ H25.8.12 鉄骨造 5階建 ５階廊下及び屋上 54

高須32 メゾン・ド・エマイユ 高知市高須１丁目10－20 H25.8.16 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階及び５階廊下 61

高須33 ピクシー高須 高知市高須１丁目４－５ H25.8.16 鉄骨造 5階建 ４階及び５階廊下 32

高須34 コーポ田中１号館 高知市葛島４丁目10－７ H25.8.23 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 39

高須35 コーポ田中２号館 高知市葛島４丁目10－８ H25.8.23 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 39

高須36 コーポ田中５号館 高知市葛島４丁目７－20 H25.8.23 鉄筋コンクリート造 6階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 188

高須37 ロイヤル高須Ⅱ 高知市高須１丁目14－18 H25.8.16 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階及び５階廊下 86

高須38 高須ハウス２０ 高知市高須新町３丁目５－13 H25.8.28 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 49

高須39 コーポ浜田 高知市高須新町３丁目７－５ H25.8.28 鉄骨造 4階建 ４階廊下 20

高須40 コーポマルミ 高知市葛島３丁目14－３ H25.8.28 鉄骨造 4階建 ４階廊下 20

高須41 青木脳神経外科形成外科 高知市高須新町１丁目６－26 H25.8.30 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階テラス 23

高須42 コーポ山﨑 高知市高須新町４丁目２－12 H25.8.28 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 53

高須43 ルミエールSawa 高知市高須新町２丁目７－８ H25.9.10 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 62

高須44 第３山崎マンション 高知市高須新町４丁目７－８ H25.9.10 鉄筋コンクリート造 6階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 144

高須45 ピュア高須新町 高知市高須新町１丁目７－７ H25.9.10 鉄骨造 4階建 ４階廊下 16

高須46 ピュア高須Ⅱ 高知市高須東町14－11 H25.9.10 鉄骨造 4階建 ４階廊下 10

高須47 美和ハイツ３ 高知市高須２丁目15－44 H25.9.20 鉄筋コンクリート造 6階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 179

高須48 土佐塾高須教室 高知市高須新町２丁目６－９ H25.9.27 鉄骨造 4階建 ４階廊下及び教室 86

高須49 平成ビル 高知市葛島３丁目14－１ H25.10.4 鉄骨造 4階建 ４階廊下 32

高須50 サーパス高須中央 高知市高須１丁目16－２ H25.12.4 鉄筋コンクリート造 10階建 ４階から６階の廊下 150

高須51 サーパス高須 高知市葛島４丁目３－14 H25.12.20 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下 392

高須52 グランディ 高知市高須新町３丁目１－36 H25.12.27 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 124

高須53 パル・グランディ 高知市高須新町３丁目１－20 H25.12.27 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 31

高須54 高須グランドハイツ 高知市高須新町３丁目２－４ H26.1.20 鉄筋コンクリート造 6階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 123

高須55 ハイツフジオ 高知市高須２丁目１－７ H26.5.9 鉄筋コンクリート造 8階建

４階～７階：廊下及びエレベーター
ホール
８階：廊下，バルコニー及びエレベー
ターホール

311

高須56 ロゼ１ 高知市高須新町１丁目13－26 H26.5.13 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階以上廊下 73

高須57 コスモハイツ高須２ A棟 高知市高須３丁目３－14 H26.5.28 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階以上廊下 42

高須58 コスモハイツ高須２ B棟 高知市高須３丁目３－15 H26.5.28 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階以上廊下 42

高須59 コスモハイツ高須２ C棟 高知市高須３丁目３－16 H26.5.28 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階以上廊下 43

高須60 コーポ高須 高知市高須新町１丁目１－14 H27.3.31 鉄筋コンクリート造 7階建 4階から６階までの廊下及び物入通路 168

高須61 アルファステイツ高須 高知市葛島1丁目10－57 H27.5.14

北館：鉄骨鉄筋コン
クリート造、
南館：鉄筋コンク
リート造

北：15、南6

北館：４階以上廊下及びエレベーター
ホール
南館：４階以上廊下及びエレベーター
ホール

448

高須62 サーパス高須二番館 高知市高須三丁目14-31 H27.11.1 鉄筋コンクリート造 10階建 4階以上廊下 413

高須63 メゾンキタムラ 高知市高須３丁目1-45 H28.1.22 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 60

高須64 メゾン北村Ⅱ 高知市高須３丁目2-20 H28.1.22 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 37

高須65 サーパス高須一番館 高知市高須３丁目14－30 H28.11.29 鉄筋コンクリート造 11階建 ４階から１１階廊下 272

高須66 サーパス高須第３ 高知高須１丁目8－15 H29.3.13

南棟：鉄骨鉄筋コン
クリート造
東棟：鉄筋コンク
リート造

南棟：12階
建
東棟：７階
建

南棟：４階から９階までの廊下
東棟：４階から７階までの廊下

450

高須
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参考資料２

小学校区 № 施設名 所在地
協定締結日
（指定日）

構造 階層 避難場所
収容可能
人数（人）

介良１ 高知東郵便局 高知市介良乙952－１ H24.3.30 鉄筋コンクリート造 3階建 屋上駐車場，事務所棟３階食堂 2,126

介良２ 介良小学校 高知市介良乙2735－1 H26.10.16 鉄筋コンクリート造 3階建 南舎３階屋上 769

介良３ サーパス高須東弐番館 高知市介良乙1028-１ H26.11.11 鉄筋コンクリート造 10階建 ４階から８階までの廊下 220

介良４ 介良中学校 高知市介良乙2620 H26.11.25 鉄筋コンクリート造 3階建 中舎及び中西舎３階屋上 441

介良５ イチゴいちえ 高知市介良乙3042-１ H26.12.19 鉄筋コンクリート造 4階建 ３階屋上，４階廊下及び談話室 170

介良６ サーパス高須東 高知市介良乙1028－６ H27.2.23 鉄筋コンクリート造 10階建
４階～８階までの廊下及びエレベー
ターホール

205

介良７ 本江田川排水機場 高知市介良乙3659－2 H29.1.30 鉄筋コンクリート造 ３階建 ３階避難スペース 38

大津１ 大津中学校 高知市大津乙740－１ H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建 校舎４階 614

大津２ ハーモナイズおおつ1号棟 高知市大津乙845 H23.11.18 鉄筋コンクリート造 7階建 ４～７階廊下及びエレベーターホール 562

大津３ ハーモナイズおおつ2号棟 高知市大津乙845 H23.11.18 鉄筋コンクリート造 8階建 ４～８階廊下及びエレベーターホール 766

大津４ 県営住宅大津団地１号棟 高知市大津乙318 H23.12.8 鉄筋コンクリート造 5階建
４階以上廊下，エレベーターホール
（居住スペースを除く）

109

大津５ 県営住宅大津団地２号棟 高知市大津乙318 H23.12.8 鉄筋コンクリート造 4階建
４階廊下，エレベーターホール
（居住スペースを除く）

44

大津６
土佐リハビリテーションカレッジ
（講義棟）

高知市大津乙2500－２ H24.6.28 鉄筋コンクリート造 4階建 屋上,４階廊下 1,187

大津７ （株）青柳本社工場 高知市大津乙1741 H24.12.10 鉄骨造 3階建 屋上 376

大津８ テポーレヒル 高知市大津乙1245－７ H25.7.19 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 18

大津９ マリベールグローリエ 高知市大津乙1245－２ H25.7.19 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 31

大津10 サンシティ２ 高知市大津乙879－２ H26.5.13 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階以上廊下 60

大津11 ロゼ３ 高知市大津乙878－１ H26.5.13 鉄筋コンクリート造 11階建 ４階以上廊下 432

大津12 大津小学校 高知市大津乙972 H26.10.30 鉄筋コンクリート造 3階建 北東舎及び南東舎屋上 680

潮江東２ ステラ桟橋 高知市桟橋通５丁目６－12 H22.12.9 鉄筋コンクリート造 8階建
屋上，３階以上廊下
（居住スペースを除く）

302

潮江東３ 潮江東小学校 高知市潮新町２丁目１－54 H23.4.25 鉄筋コンクリート造 3階建 北舎及び南舎屋上 921

潮江東４ 高知市青年センター 高知市桟橋通２丁目１－50 H23.4.21 鉄筋コンクリート造 7階建
４階以上
（４階あったかスペースを除く）

1,645

潮江東５ 潮江水再生センター（管理棟） 高知市南新田町５－69 H23.10.20 鉄筋コンクリート造 3階建 ３階会議室（監視操作室を除く），屋上 830

潮江東６ （株）四電工高知支店 高知市桟橋通２丁目２－25 H24.1.12 鉄骨造 4階建 ４階廊下等共用スペース及び屋上 331

潮江東７ シンセイ高知店（立体駐車場） 高知市桟橋通１丁目１－30 H24.8.7 鉄骨造 4階建 ４階以上 2,834

潮江東８ アステールＫ 高知市桟橋通１丁目10－６ H24.12.27 鉄筋コンクリート造 7階建 ４～７階廊下 300

潮江東９ 高知南中学校・高校 高知市桟橋通６丁目２－１ H25.3.25
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

4階建 北舎４階及び屋上，南舎４階 2,366

潮江東10 フィッシングハヤシ 高知市梅ノ辻５－１ H25.3.29 鉄筋コンクリート造 5階建
４階通路及び事務所，
５階通路及びバルコニ－

506

潮江東11 有料老人ホームつばさ 高知市桟橋通１丁目７－18 H25.3.29 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階エレベーターホール，４階屋上 294

潮江東12 介護老人保健施設　梅壽苑 高知市土居町９－18 H25.7.5 鉄筋コンクリート造 7階建
４階及び５階：廊下及びバルコニー
６階：廊下，バルコニー及び脱衣室
７階：廊下，会議室及び屋上

604

潮江東13 潮江高橋病院　北棟 高知市土居町９－18 H25.7.5
鉄筋コンクリート造
（一部鉄骨造）

6階建 ６階：職員食堂及び休憩室 73

潮江東14 Ｈｏｔｅｌ　Ｋｏ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 高知市土居町８－８ H25.7.19 鉄筋コンクリート造 6階建

４階及び５階：廊下，バルコニーお
よびエレベーターホール
６階：屋外テラス，バルコニー及び
エレベーターホール

191

潮江東15 メゾン・レーヴ潮江 高知市土居町16－４ H25.8.5 鉄骨造 4階建 ４階廊下 33

潮江東16 潮江マンションＡ 高知市桟橋通１丁目２－28 H25.9.6
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

10階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 531

潮江東17 ポートハイム28 高知市桟橋通５丁目６－１ H25.12.25
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

9階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 164

潮江東18 （株）轟組 高知市萩町１丁目５－13 H26.3.12 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階ホール，和室及びテラス 599

潮江東19 高知港湾合同庁舎 高知市桟橋通五丁目4-55 H27.9.30 鉄筋コンクリート造 3階建 屋上一部 125

潮江１ 土佐中学校・高校 高知市塩屋崎町１丁目１－10 H22.9.10 鉄筋コンクリート造 3階建 体育館棟アリーナ 1,736

潮江２ 潮江中学校 高知市塩屋崎町1丁目２－20 H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建 校舎４階及び屋上 1,921

潮江３ 百石町市営住宅 高知市百石町３丁目１－33 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 10階建
４階以上廊下，エレベーターホール
（居住スペースを除く）

1,204

潮江４ 北竹島町市営住宅１号棟 高知市北竹島町29-1 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 11階建
４階以上廊下，エレベーターホール
（居住スペースを除く）

1,280

潮江東

大津

介良

潮江
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参考資料２

小学校区 № 施設名 所在地
協定締結日
（指定日）

構造 階層 避難場所
収容可能
人数（人）

潮江５ 北竹島町市営住宅２号棟 高知市北竹島町29－１ H23.7.1 鉄筋コンクリート造 11階建
４階以上廊下，エレベーターホール
（居住スペースを除く）

1,200

潮江６ 潮江第一コミュニティ住宅 高知市百石町４丁目15－４ H23.7.1 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下（居住スペースを除く） 45

潮江７ 潮江第二コミュニティ住宅 高知市百石町３丁目６－８ H23.7.1 鉄筋コンクリート造 7階建
４階以上廊下，バルコニー,コミュニティ
スペース（居住スペースを除く）

704

潮江８ 潮江第三コミュニティ住宅 高知市桟橋通３丁目32－26 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 5階建
４階以上廊下
（居住スペースを除く）

116

潮江９ 高知市上下水道局 高知市桟橋通３丁目31－11 H23.8.4 鉄筋コンクリート造 4階建
４階及び屋上
（倉庫，事務室を除く）

1,367

潮江10 高知工業高校 高知市桟橋通２丁目11－６ H23.12.5 鉄筋コンクリート造 4階建
１号館，２号館及び３号館の４階教室
及び廊下，２号館屋上

2,213

潮江11 リヴィエール大高 高知市梅ノ辻21－14 H24.2.2 鉄筋コンクリート造 8階建 ４～８階廊下及び屋上 468

潮江12 ジョンマンマンション 高知市天神町４－21 H24.2.15 鉄筋コンクリート造 6階建
４階以上廊下等共用スペース
(居住スペースを除く）

36

潮江13
セントラルディーボ桟橋店（立
体駐車場）

高知市桟橋通４丁目16－６ H24.3.26 鉄骨造 5階建 立体駐車場４階以上 2,075

潮江14 潮江小学校 高知市百石町２丁目４－40 H25.10.10 鉄筋コンクリート造 3階建 中舎及び南舎屋上 1,422

潮江15 エルミタージュ天神 高知市天神町２－６ H25.11.28 鉄筋コンクリート造 6階建 ４階以上廊下 66

潮江16 クレアフジモト 高知市天神町14－23 H25.11.28
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

8階建 ４階以上廊下 104

潮江17 パル・ボナール 高知市梅ノ辻９－７ H25.12.27 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 18

潮江18 セントヴィレッジ 高知市桟橋通１丁目11-13 H26.1.20 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 47

潮江19 カームリヴ 高知市桟橋通１丁目13－12 H26.1.21
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

8階建 ４階以上廊下 150

潮江20 オリザビル 高知市桟橋通１丁目12－17 H26.1.21 鉄筋コンクリート造 8階建
５階：廊下，エレベーターホール，休憩
室，デイルーム
８階：屋上庭園

319

潮江21 梅ノ辻クリニック 高知市梅ノ辻８－７ H26.3.31 鉄骨造 5階建

４階：エレベーターホール，パワーリハ
ビリテーション室，バルコニー
５階：廊下，エレベーターホール，会議
室，医局

228

潮江22 四国銀行　潮江支店 高知市桟橋通３丁目31番３号 H28.11.16 鉄筋コンクリート造 3階建 ２階屋上及び３階屋上 160

潮江南１ 潮江南小学校 高知市高見町248－１ H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建
北舎４階及び屋上，南舎屋上
（コンピュータ室を除く）

1,699

潮江南２ 高知河川国道事務所 高知市六泉寺町９６－７ H24.1.12 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階大会議室 50

潮江南３ （株）吉永室内工芸ビル 高知市北竹島町428 H25.5.21 鉄骨造 3階建 屋上 67

潮江南４ 第２六泉寺ビル 高知市六泉寺町221－１ H25.7.19 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 45

潮江南５ 新高産業社屋 高知市南竹島町53－３ H25.8.12 鉄骨造 4階建 事務所棟及び工場棟屋上 485

潮江南６
マルハン高知桟橋店（立体駐
車場）

高知市南ノ丸町３－１ H25.12.4 鉄骨造 4階建 立体駐車場（４階及び屋上） 3,469

潮江南７ 高知県トラック会館 高知市南ノ丸町５－17 H26.2.5 鉄筋コンクリート造 4階建 屋上 78

潮江南８ （株）戸口商会 高知市南ノ丸町41 H26.2.17 鉄骨造 4階建 ４階倉庫 52

潮江南９ Balcony８南の丸 高知市南ノ丸町15-２ H26.11.13 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下 100

昭和１ （一財）四国電気保安協会 高知市南久保５－８ H22.11.10 鉄骨造 3階建 事務所棟屋上，駐車場棟屋上 800

昭和２ 昭和小学校 高知市日の出町７－61 H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建
校舎４階及び屋上
（コンピュータ室を除く）

1,246

昭和３ JA高知ビル 高知市北御座２-27 H23.7.26 鉄骨造 7階建 ４階以上廊下等共用スペース 508

昭和４ 下知水再生センター（管理棟） 高知市小倉町５－25 H23.9.30 鉄筋コンクリート造 4階建
４階会議室（中央管理室を除く），
屋上

500

昭和５
セントラルディーボ知寄店（立
体駐車場）

高知市青柳町35－１ H24.3.26 鉄骨造 5階建 立体駐車場４階以上 2,487

昭和６ セントラル宝永店（立体駐車場） 高知市中宝永町10－４ H24.3.26 鉄骨造 6階建 立体駐車場４階以上 4,612

昭和７ SAN　MIGEL 高知市南川添24 H24.4.24 鉄筋コンクリート造 3階建 屋上 135

昭和８ 高知土木事務所 高知市稲荷町11－26 H25.3.19 鉄筋コンクリート造 3階建 屋上 240

昭和９ 下知コミュニティセンター 高知市二葉町10－７ H25.4.1 鉄筋コンクリート造 5階建
４階多目的ホール，廊下，エレベー
ターホール，バルコニー，屋上

532

昭和10 セルヴィ２１知寄町 高知市稲荷町170－１ H25.7.3
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

14階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 1,331

昭和11 サーパス知寄町Ⅱ 高知市知寄町２丁目４－９ H25.8.5
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

14階建 ４階以上廊下 711

昭和12 有料老人ホームとも 高知市北久保２－39 H25.9.1 鉄筋コンクリート造 5階建 屋上 516

昭和13 アルファステイツ知寄Ⅱ 高知市小倉町４－３ H25.9.4 鉄筋コンクリート造 10階建 ４階以上廊下 993

昭和14 サーパス知寄町Ⅰ 高知市知寄町２丁目４－10 H26.2.27
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

14階建 ４階以上廊下（11階を除く） 1,014

昭和15 ＤＣＭダイキ御座店 高知市北御座４－６ H26.4.10 鉄骨造 3階建 屋上駐車場 4,115

潮江

昭和

潮江南
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参考資料２

小学校区 № 施設名 所在地
協定締結日
（指定日）

構造 階層 避難場所
収容可能
人数（人）

昭和16 高知県立弓道場 高知市高埇12-1 H26.4.17
鉄筋コンクリート造，
一部鉄骨造

2階建 ２階屋上 214

昭和17 ロゼ２ 高知市青柳町62－1 H26.5.13 鉄筋コンクリート造 11階建 ４階以上廊下 319

昭和18 シャルム葛島 高知市知寄町３丁目601－１ H26.7.7
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

8階建
４階から７階までの廊下及びエレベー
ターホール

167

昭和19 アルファステイツ知寄Ⅲ 高知市青柳町45－１ H26.7.17 鉄筋コンクリート造 9階建 ４階以上廊下 456

昭和20 アルファステイツ東雲町Ⅱ 高知市東雲町８－55 H26.7.17 鉄筋コンクリート造 10階建 ４階以上廊下 342

昭和21 岡村ビル 高知市二葉町７-10 H26.7.25 鉄筋コンクリート造 6階建 ４階以上廊下及び屋上 114

昭和22 サーパス知寄 高知市東雲町１－23 H26.8.1 鉄筋コンクリート造 8階建
４階から７階までの廊下及びエレベー
ターホール

44

昭和23 パチンコタマイ（立体駐車場） 高知市知寄町２丁目２ー７ H26.8.15 鉄骨造 4階建 立体駐車場４階 267

昭和24 マイセルⅡ 高知市若松町１－６ H26.12.25 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階以上廊下 64

昭和25 サーパス青柳町 高知市青柳町53－3 H27.1.20 鉄筋コンクリート造 12階建
４階から９階までの廊下及びエレベー
ターホール

336

昭和26 ちより街テラス 高知市知寄町２丁目1-37 H27.3.24 鉄骨造 7階建 西側屋上駐車場 1,922

昭和27 スカイパレス二葉 高知市二葉町14－33 H27.3.30 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 20

昭和28 ハイツ六泉Ⅲ 高知市二葉町13－３0 H27.4.17 鉄骨造 4階建 ４階廊下 15

昭和29 町田ビル 高知市二葉町15－1 H27.4.22 鉄筋コンクリート造 6階建 5階屋上 71

昭和30 サーパスシティ桜井町 高知市桜井町二丁目7-32 H27.12.9 鉄筋コンクリート造 14階建 4階以上廊下及びエレベーターホール 1,122

昭和31 四国開発（株）高知本社 高知市日の出町2-12 H28.2.4 鉄骨造 6階建 5階、6階及び屋上 422

昭和33 株式会社ラウンドワン　高知店 高知市南宝永町4－12 H28.12.20 鉄骨造 6階建 立体駐車場　４階以上 2,865

昭和35 朝日プラザ知寄町パサージュ 高知市知寄町３丁目216 H28.12.21 鉄筋コンクリート造 ８階建 ４階以上廊下 110

昭和36 高知市勤労者交流館 高知市丸池町１番１-14 H30.12.11 鉄筋コンクリート造 ２階建 屋上 359

昭和37 高知市中央卸売市場　管理棟 高知市弘化台12－12 H31.3.28 鉄骨造 ３階建 ３階会議室（大）及び廊下 392

昭和38 福留開発社屋 高知市南宝永町19番11号 R1.6.13 鉄骨造 ４階建 ４階大会議室及びホール 226

はりまや橋１ はりまや橋小学校 高知市はりまや町２丁目14－８ H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建
校舎４階及び屋上
（放送室を除く）

1,570

はりまや橋２ 高知県庁北庁舎 高知市丸ノ内２丁目４－１ H23.9.6 鉄筋コンクリート造 5階建
４階廊下，休養室，
打合せ室及び屋上

129

はりまや橋３ かるぽーと 高知市九反田２－１ H23.9.30 鉄筋コンクリート造 11階建
３階，７階～11階廊下，
ロビー等共用スペース

2,049

はりまや橋４ 高知丸の内高校 高知市丸ノ内２丁目２－40 H23.12.5 鉄筋コンクリート造 4階建 南校舎４階及び北校舎４階 1,345

はりまや橋５ ウェルカムホテル高知 高知市追手筋１丁目８－25 H24.3.26 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 10階建 ４階以上廊下，１０階 927

はりまや橋６ 高知パレスホテル　新館 高知市廿代町１－18 H24.4.20 鉄筋コンクリート造 10階建 ４～１０階廊下 577

はりまや橋７ 高知パレスホテル　禁煙館 高知市廿代町４－１ H24.4.20 鉄筋コンクリート造 8階建 ４～８階廊下 160

はりまや橋８ 高知県庁本庁舎 高知市丸ノ内１丁目２－20 H24.4.26 鉄筋コンクリート造 6階建 ４階以上廊下，屋上 2,681

はりまや橋９ ＡＰパーク高知（立体駐車場） 高知市帯屋町２丁目５－11 H25.4.1 鉄骨造 4階建 ４階以上 1,980

はりまや橋10 サウスブリーズホテル 高知市農人町５－29 H25.4.25
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

8階建
４階以上廊下等共用スペース，
８階リネン室，脱衣場，屋上

418

はりまや橋11 高知地方裁判所 高知市丸ノ内１丁目３－５ H25.7.30
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

6階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 862

はりまや橋12 Ｊ．ビルディング 高知市丸ノ内２丁目８－17 H25.8.30 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下及び屋上 137

はりまや橋13 土佐塾本館 高知市はりまや町３丁目７－８ H25.9.27
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

7階建 ７階テラス 143

はりまや橋14 ＬＢ－１ 高知市桜井町１丁目３－36 H26.1.20
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

11階建 ４階以上廊下 66

はりまや橋15 伊予銀行高知支店 高知市本町２丁目１－９ H26.3.19

鉄骨鉄筋コンクリー
ト造　一部鉄筋コン
クリート造

3階建 屋上 163

はりまや橋16 ビ・ウェル播磨屋 高知市はりまや町３丁目21－２ H26.3.31 鉄筋コンクリート造 10階建 ４階以上廊下 120

はりまや橋17 ホテル日航高知旭ロイヤル 高知市九反田９－15 H26.6.3
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

地下1階、
地上22階建

３階：大宴会場及びロビー
５階：レストラン及び廊下
６階：待合ホール及び廊下

1,467

はりまや橋18 高知追手前高校 高知市追手筋２丁目２－10 H27.1.22 鉄筋コンクリート造 4階建 新館４階教室及び廊下 547

はりまや橋19 帯屋町チェントロ 高知市帯屋町2丁目2-9 H27.8.24 鉄筋コンクリート 14階建 ４階テラス 335

はりまや橋20 ピッコロビル 高知市帯屋町2丁目2-13-3 H27.8.24 鉄骨造 3階建 3階屋上避難スペース 52

昭和

はりまや橋
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参考資料２

小学校区 № 施設名 所在地
協定締結日
（指定日）

構造 階層 避難場所
収容可能
人数（人）

はりまや橋21 サーパス中の島　桜通り 高知市中の島1-93 H27.11.12 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下 295

はりまや橋22 北街ビル 高知市はりまや町三丁目20-1 H27.12.8 鉄骨造 5階建 4階以上廊下及び屋上 112

はりまや橋23 サーパス城見 高知市城見町9-12 H28.2.22 鉄筋コンクリート造 8階建 4階以上廊下及びエレベーターホール 162

はりまや橋24 土佐塾予備校SEIZO館 高知市はりまや町３丁目７－18 H28.3.31 鉄骨造 6階建 ４階以上及び屋上 325

はりまや橋25 ビ･ウェル新堀 高知市桜井町一丁目５－28 H28.7.21 鉄筋コンクリート造 14階建 ４階以上廊下 297

はりまや橋26 高知県立高知城歴史博物館 高知市追手筋２丁目7－5 H29.3.3

１階：鉄筋コンクリー
ト造
２･３階：鉄骨鉄筋コ
ンクリート造，１部鉄
骨造

３階建 ３階避難スペース 151

はりまや橋２７ １２３＋Nはりまや橋店 高知市南はりまや町１丁目8－1 H29.3.31
鉄筋コンクリート造，
一部鉄骨造

地下１階地
上６階建

立体駐車場　４階以上 9,493

はりまや橋28 オーテピア 高知市追手筋２丁目１番１号 H30.12.20

鉄骨鉄筋コンクリー
ト造，鉄筋コンクリー
ト造，鉄骨造

地下１階
地上９階建

３階：EVホール及び視聴コーナー
４階：EVホール及び廊下，研修室，集
会室，学習室，救護室，ホール，テラ
ス，休憩コーナー
M５階：廊下及び学習・研究室
５階：EVホール及びプラネタリウム
屋上

1,910

はりまや橋２９ ロイヤルガーデンはりまや町 高知市はりまや町１丁目405-1 H29.5.15 鉄筋コンクリート造 15階建 ４階以上廊下 168

はりまや橋30 百十四銀行高知支店 高知市本町３丁目３番36号 H31.4.23 鉄筋コンクリート造 ３階建 ３階屋上津波避難スペース 50

江陽１ 城東中学校 高知市江陽町１－20 H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建 東舎４階（理科室を除く） 221

江陽２ 比島町市営住宅 高知市比島町２丁目２－１ H23.7.1 鉄筋コンクリート造 10階建
4階以上廊下及び屋上
（居住スペースを除く）

1,144

江陽３ 土佐国道事務所 高知市江陽町２－２ H23.11.14 鉄筋コンクリート造 4階建 屋上 280

江陽４ 高知よさこい咲都合同庁舎 高知市栄田町２丁目２－10 H24.3.21
鉄骨造一部鉄骨鉄
筋コンクリート造

10階建 ４～９階廊下，７階食堂 927

江陽５ ハピネス杉井流 高知市杉井流６－10 H25.5.31 鉄骨造 5階建 ４階廊下及び５階ベランダ 111

江陽６ ホテル ロス・イン高知 高知市北本町２丁目４－８ H25.6.13 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下及びベランダ 178

江陽７ 高知龍馬ホテル 高知市北本町２丁目３－４ H25.6.19 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 134

江陽８
オリエントホテル高知
和風別館吉萬

高知市北本町２丁目１－22 H25.6.19 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 105

江陽９ 高知さくらホテル 高知市北本町２丁目３－11 H25.6.19 鉄骨造 5階建
４階廊下及びベランダ，
５階廊下，屋上

54

江陽10 高知中央自動車学校 高知市江陽町４－50 H26.3.31 鉄骨造 3階建 ３階 290

江陽11 ライオンズヒルズ高知 高知市比島町２丁目10-45 H26.9.19
鉄骨鉄筋コンクリー
ト

１５階建（駐
車場２階
建）

１階以上廊下，駐車場２階及び屋上 4,431

江陽12 サーパス北本町第２ 高知市北本町４丁目２－33 H26.11.5 鉄筋コンクリート造 11階建 ４階以上廊下 470

江陽13 塩田町マンション 高知市塩田町13-14 H26.11.13 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 160

江陽14 コーポミライクリエイト 高知市塩田町13-4 H26.11.13 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階ホール及び屋上 139

江陽15
高知ハーモニー・ホスピタル
（入院棟）

高知市南金田９－８ H27.1.5 鉄筋コンクリート造
地下１階、
地上５階建

４階屋上 158

江陽16 サーパス北本町 高知市比島町１丁目４-10 H27.3.27 鉄筋コンクリート造 8階建
４階から７階までの廊下及びエレベー
ターホール

301

江陽17 サーパス南金田 高知市南金田８－７ H27.4.22 鉄筋コンクリート造 10階建 ４階から８階までの廊下 125

江陽18 高知労働総合庁舎 高知市南金田1-39 H27.12.14 鉄筋コンクリート造 5階建
４階廊下、ミーティングルーム及び中
庭、屋上

287

江陽19 江陽小学校 高知市江陽町1－30 H29.7.5 鉄筋コンクリート造 ３階建
北舎３階及び屋上テラス（音楽準備
室，調整室，倉庫，理科準備室を除く）

1,008

布師田１ 布師田小学校 高知市布師田1781－１ H23.4.25 鉄筋コンクリート造 3階建 校舎屋上 598

布師田３ （有）マルキ南工場 高知市布師田3962 H27.1.26 鉄骨造 2階建 ２階屋上 262

一宮１ 一宮中学校 高知市一宮南町１丁目３-１ H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建 校舎４階及び屋上 1,569

一宮２
マルハン高知一宮店（立体駐
車場）

高知市一宮南町１丁目11－11 H24.7.20 鉄骨造 5階建
店舗屋上駐車場及び
立体駐車場４階以上

6,387

一宮３ サーパスシティ高知Ⅰ棟 高知市一宮南町１丁目１－５ H26.10.25 鉄筋コンクリート造 14階建 ４階以上廊下 848

一宮４ サーパスシティ高知Ⅱ棟 高知市一宮南町１丁目１－６ H26.10.25 鉄筋コンクリート造 14階建 ４階以上廊下 957

一宮５ 一宮小学校 高知市一宮西町1丁目9-1 H28.2.1 鉄筋コンクリート造 3階建 南舎屋上 845

一宮東１ 一宮東小学校 高知市一宮東町１丁目20－1 H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建 校舎４階 565

一宮東２ 高知東高校 高知市一宮徳谷23－１ H27.1.22 鉄筋コンクリート造 4階建

北校舎４階教室及び廊下
中校舎４階地学室，視聴覚室，音楽室
及び廊下
本館4階教室及び廊下

1,637

一宮

布師田

江陽

一宮東

はりまや橋
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参考資料２

小学校区 № 施設名 所在地
協定締結日
（指定日）

構造 階層 避難場所
収容可能
人数（人）

小高坂１ 城北中学校 高知市八反町1丁目８－14 H23.4.25 鉄筋コンクリート造 4階建 校舎４階 771

小高坂２ 高知小津高校 高知市城北町１－14 H23.12.5

本館：鉄骨鉄筋コン
クリート造、
芸術棟：鉄筋コンク
リート造

本館：6階
建、
芸術棟：4階
建

本館（中央）屋上，本館（東）4～6階，
本館（西）4～5階，芸術棟4階

4,343

小高坂３ 県営住宅八反町団地１号棟 高知市八反町２－11－23 H23.12.8 鉄筋コンクリート造 4階建
４階廊下，エレベータホール（居住ス
ペースを除く）

122

小高坂４ ビ・ウェル高知城公園 高知市小津町２－３ H25.11.6 鉄筋コンクリート造 11階建 ４階以上廊下 129

小高坂５ 城西中学校 高知市大膳町３－４ H26.10.2 鉄筋コンクリート造 4階建 北舎４階廊下及び教室 318

小高坂６ サーパスシティ城西桜通り 高知市桜馬場２－28 H26.12.10 鉄筋コンクリート造 10階建
４階から７階までの廊下及びエレベー
ターホール

446

小高坂７ 小高坂小学校 高知市新屋敷１丁目11-5 H26.12.16 鉄筋コンクリート造 4階建
南舎４階及び屋上、北舎4階（昔の物
教室を除く）

1,911

小高坂８
生涯学習健康センター（キラ
ヴィ）

高知市小津町３番19号 H28.5.26 鉄骨造 4階建 ４階教室及びホール 369

小高坂９
高知県立塩見記念青少年プラ
ザ

高知市小津町６番４号 R1.7.3 鉄筋コンクリート造 5階建 ５階多目的室及びEVホール 178

旭１ 鏡川町市営住宅１号棟 高知市鏡川町16 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 6階建
４階以上廊下及び屋上
（居住スペースを除く）

240

旭２ 鏡川町市営住宅２号棟 高知市鏡川町16 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 3階建 屋上 615

第六１ 潮江市営住宅 高知市小石木町204 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 5階建
４階以上廊下
（居住スペースを除く）

241

第六２ 高知市役所第二庁舎 高知市本町５丁目１－45 H23.9.1 鉄筋コンクリート造
地下1階、
地上3階建

屋上 882

第六３ 高知市役所たかじょう庁舎 高知市鷹匠町２丁目１－43 H23.9.1
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

7階建
４階以上廊下等共用スペース，
会議室及び屋上

874

第六４ 高知県庁西庁舎 高知市丸ノ内１丁目７－52 H23.9.6 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下及び屋上 348

第六５ 県民文化ホール 高知市本町４丁目３－30 H23.12.12 鉄筋コンクリート造 4階建
４階会議室，大会議室，和室
及び廊下等共用スペース，屋上

1,903

第六６ 高知電気ビル 高知市本町４丁目１－16 H25.4.19 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下及び共用部分 335

第六７ オリエントホテル高知 高知市升形５-37 H25.6.19
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

10階建
４階以上廊下及びベランダ，
屋上ホール

679

第六８ 高知会館 高知市本町５丁目６－42 H25.12.16

鉄筋コンクリート造
（一部鉄骨鉄筋コン
クリート造）

地下1階、
地上6階建

４階以上廊下，４階会議室及びテラス
屋上

784

第六９ ザ　クラウンパレス新阪急高知 高知市本町４丁目２－50 H25.12.19
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

地下1階、
地上13階建

５階ビアガーデン及び和宴会場 700

第六10 杉本ビル大原町 高知市大原町87－１ H26.3.18 鉄筋コンクリート造 7階建
４階から６階までの廊下，７階ホール
及び屋上

199

第六11 アーバンシンフォニー美門 高知市上町１丁目10－44 H26.5.7 鉄筋コンクリート造 7階建
４階から６階までの廊下及び
エレベーターホール

104

第六12 ヤイロハイツ 高知市上町１丁目11－43 H26.5.30 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 120

第六13 高知法務総合庁舎 高知市丸の内1丁目4-1 H28.2.1 鉄筋コンクリート造 7階建
4階及び5階：エレベーターホール、6階
及び7階：エレベーターホール及び会
議室

323

第六14 第六小学校 高知市升形9-4 H28.2.1 鉄筋コンクリート造 3階建 東舎屋上 435

第六15 高知地方合同庁舎 高知市本町４丁目3-41 H28.2.22 鉄筋コンクリート造 6階建
４階廊下及びホール、５階屋上、６階
ホール並びに塔屋ホール

455

第六16 高知県自治会館 高知市本町４丁目１-35 H29.5.19
鉄筋コンクリート造
（一部木造）

6階建 ３階第１会議室及びホール 397

第六17 高知県建設会館 高知市本町４丁目２番15号 R1.5.10 鉄骨造 ４階建
屋上，会議室，ホール，エレベーター
ホール

441

第六18 高知市役所本庁舎 高知市本町５丁目１-45 ―

鉄骨鉄筋コンクリー
ト造，鉄骨造，鉄筋
コンクリート造（地下
１階柱頭免震構造）

地下１階、
地上６階建

３階～６階通路 2,061

鴨田１ 鴨部市営住宅２号棟 高知市鴨部１丁目13－２ H23.7.1 鉄筋コンクリート造 10階建
４階以上廊下，エレベーターホール
（居住スペースを除く）

1,001

鴨田２ 高知西高校 高知市鴨部２丁目５－70 H23.12.5 鉄筋コンクリート造 3階建 ２階アリーナ，３階ギャラリー 1,927

江ノ口１ 昭和町コミュニティ住宅 高知市昭和町８－18 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 7階建
４階以上廊下
（居住スペースを除く）

698

江ノ口２ 栄田町コミュニティ住宅1号棟 高知市栄田町１丁目５－12 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 5階建
４階以上廊下及び屋上
（居住スペースを除く）

400

江ノ口３ 栄田町コミュニティ住宅2号棟 高知市栄田町１丁目６－20 H23.7.1 鉄筋コンクリート造 5階建
４階以上廊下及び屋上
（居住スペースを除く）

198

江ノ口４ 愛宕中学校 高知市相模町１－54 H23.11.21 鉄筋コンクリート造 3階建 北舎屋上 549

江ノ口５ 江ノ口コミュニティセンター 高知市愛宕町１丁目10－７ H23.12.27 鉄筋コンクリート造 6階建
４階以上廊下及びエレベーターホー
ル，４階和室，会議室，５階大ホール，
屋上

584

江ノ口７ 高知中央郵便局 高知市北本町１丁目10－18 H24.3.30 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階ホール及び廊下，５階廊下，屋上 1,226

江ノ口８ ビ・ウェル相模公園WEST 高知市相模町17－14 H24.8.13 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下 140

江ノ口９ ＳＴ愛宕 高知市愛宕町１丁目11－６ H25.7.19 鉄筋コンクリート造 6階建 ４階以上廊下 65

江ノ口10 江ノ口小学校 高知市新本町１丁目８－12 H25.10.10 鉄筋コンクリート造 3階建 南舎屋上 723

旭

鴨田

江ノ口

小高坂

小高坂

第六
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参考資料２

小学校区 № 施設名 所在地
協定締結日
（指定日）

構造 階層 避難場所
収容可能
人数（人）

江ノ口11 いずみビル 高知市和泉町６－１ H25.12.13 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 34

江ノ口12
高知情報ビジネス＆フード専門
学校

高知市北本町１丁目12－６ H25.12.18
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

本館9階
建、1号館7
階建

本館：４階から８階の廊下及び教室，
９階資料室及びバルコニー、1号館：4
階以上廊下及び教室

1,631

江ノ口13 龍馬看護ふくし専門学校 高知市北本町１丁目５－３ H25.12.20 鉄骨造 6階建 ６階講堂 158

江ノ口14 ロイヤル新本町 高知市新本町１丁目３－２ H25.12.27 鉄筋コンクリート造 8階建
４階以上廊下及びエレベーターホー
ル，屋上

185

江ノ口15 エレガンテ大川筋 高知市大川筋２丁目６－８ H25.12.31 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下及びエレベーターホール 150

江ノ口16 木村病院 高知市寿町８－８ H26.8.20 鉄筋コンクリート造 5階建 ３階屋上及び４階屋上 231

江ノ口17
アミーユよんでん高知
（よんでんライフケア高知に変
更，Ｈ31.4～）

高知市愛宕町３丁目11－38 H27.3.31 鉄骨造 3階建 ３階屋上 389

江ノ口18 更生保護施設高坂寮 高知市北本町１丁目3－3 H29.5.30 鉄筋コンクリート造 ４階建 ４階廊下及びテラス 80

江ノ口19
セントラルディーボ相模店（立
体駐車場）

高知市相模町16番29号 H30.12.27 鉄骨造 ４階建 立体駐車場４階以上 3,264

春野東１ 春野中学校 高知市春野町西分328 H23.11.21 鉄筋コンクリート造 3階建 屋上 1,403

春野東２ 春野東小学校 高知市春野町東諸木3978 H26.9.30 鉄筋コンクリート造 3階建 北舎３階屋上 930

春野西１
ニッポン高度紙工業株式会社
N-1号工場棟屋上

高知市春野町弘岡上648 H24.4.23 鉄骨造 屋上 450

春野西２
ニッポン高度紙工業株式会社
８号工場棟屋上

高知市春野町弘岡上648 H24.4.23 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 屋上 800

泉野１
セントラルディーボ一宮店（立
体駐車場）

高知市薊野南町27－28 H24.3.26 鉄骨造 5階建 立体駐車場４階以上 3,483

泉野２ 株式会社高知丸高 高知市薊野南町12番31号 H30.10.26 鉄骨造 ３階建 屋上 392

秦１ 秦住宅１号棟 高知市秦南町１丁目４－113 H24.1.11 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下 854

秦２ 秦住宅２号棟 高知市秦南町１丁目４－107 H24.1.11 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下 767

秦３ ガーデンハイム西村 高知市秦南町１丁目５－46 H25.10.30 鉄筋コンクリート造 8階建 ４階以上廊下 227

秦４ イオンモール高知 高知市秦南町１丁目４－８ H25.11.1
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造

6階建
４階以上の駐車場，エレベーター/エ
スカレーターホール及び機械室

71,645

五台山１ 五台山小学校 高知市五台山3371 H25.3.29 鉄筋コンクリート造 4階建 東舎４階及び屋上（音楽室を除く） 899

五台山２ リバーサイドハイツ 高知市吸江239 H25.7.24 鉄筋コンクリート造 7階建 ４階以上廊下 137

五台山３ 青柳中学校 高知市五台山3923 H26.10.30 鉄筋コンクリート造 4階建
校舎４階及び屋上（コンピュータ室を
除く）

1,240

一ツ橋１ 一ツ橋小学校 高知市吉田町４－10 H25.3.29 鉄筋コンクリート造 4階建 北舎４階及び屋上 1,323

一ツ橋２ カーサ一ツ橋 高知市一ツ橋町２丁目61 H26.2.5 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 56

一ツ橋３ 一ツ橋レジデンス 高知市一ツ橋町２丁目52 H26.2.13 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下 47

第四１ クオリア上街鷹城館 高知市上町３丁目１－16 H25.7.2 鉄筋コンクリート造 5階建 ４階以上廊下 151

第四２ 城西館　千寿館 高知市上町２丁目５－34 H25.7.30 鉄筋コンクリート造 8階建 ５階以上廊下及び８階脱衣室等 454

第四３ アーバンハイツ上町 高知市上町３丁目７－26 H25.8.5
鉄筋コンクリート造

10階建 ４階以上廊下 267

第四４ 土佐塾上町教室 高知市上町１丁目３－15 H26.3.31 鉄骨造 6階建
４階：廊下，教室及びバルコニー
５階：教室及び廊下
６階：廊下，教室及びバルコニー

167

第四５ 高知県信用保証協会 高知市上町３丁目13－14 H26.8.25 鉄筋コンクリート造 6階建 ５階（書庫を除く）及び屋上 490

第四６ 県営住宅鏡水団地 高知市上町４丁目９－１４ H27.9.1 鉄筋コンクリート造 4階建 ４階廊下及び屋上 269

第四７ 第四小学校 高知市上町2丁目1-11 H28.2.1 鉄筋コンクリート造 4階建
東舎4階教室及び廊下（備蓄品庫を除
く）

533

第四８ サーパス月の瀬橋 高知市東石立町40番地１ H28.8.1 鉄筋コンクリート造 12階 ４階から10階までの廊下 210

第四９ グループホームさくらんぼ 高知市上町３丁目４－24 R1.6.13 鉄筋コンクリート造 ４階 屋上，職員休憩室，会議室 66

横浜 横浜１ 総合福祉施設ヘリオス 高知市横浜20－１ H25.8.30

鉄骨鉄筋コンクリー
ト造（一部鉄筋コン
クリート造）

13階建
４階レストラン，５階ホール，６階～11
階談話室，12階リラックスルーム，居
室（１）及び居室（２）

519

初月 初月１ 初月小学校 高知市南久万128 H26.10.7 鉄筋コンクリート造
北西：4、北
東5

北西舎:４階廊下及び教室（理科室，理
科準備室を除く），屋上広場
北東舎:４階以上廊下及び教室（防災
ルームを除く）

1,253

市外 南国１ 岡豊高校 南国市岡豊町中島511－１ H23.12.5 鉄筋コンクリート造 4階建 校舎４階 1,984

五台山

第四

一ツ橋

春野西

泉野

秦

春野東

江ノ口
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参考資料３

指定避難所一覧

上街 第四小学校（校舎） 高知市 上町二丁目１－11 1,561 780 無 無 無

上街 第四小学校（体育館） 高知市 上町二丁目１－11 686 343 無 無 無

2 上街 龍馬の生まれたまち記念館 高知市 上町二丁目６－33 137 68 無 無 無

高知街 第六小学校（校舎） 高知市 升形９－４ 1,073 536 有 無 有

高知街 第六小学校（体育館） 高知市 升形９－４ 779 389 有 無 有

4 南街 文化プラザ「かるぽーと」 高知市 九反田２－１ 6,701 3,322 有 有 有

5 南街 卸売市場 高知市 弘化台12－12 80 40 有 有 有

北街 はりまや橋小学校（校舎） 高知市 はりまや町二丁目14－８ 1,587 793 有 有 有

北街 はりまや橋小学校（体育館） 高知市 はりまや町二丁目14－８ 990 495 有 有 有

7 下知 下知水再生センター 高知市 小倉町５－25 130 65 有 有 有

下知 昭和小学校（校舎） 高知市 日の出町７－61 2,412 1,205 有 有 有

下知 昭和小学校（体育館） 高知市 日の出町７－61 853 426 有 有 有

9 下知 弥右衛門ふれあいセンター 高知市 北御座２－60 659 329 有 有 有

10 下知 下知コミュニティセンター 高知市 二葉町10－７ 304 152 有 有 有

江ノ口 愛宕中学校（校舎） 高知市 相模町１－54 2,019 1,009 有 有 有

江ノ口 愛宕中学校（体育館） 高知市 相模町１－54 1,030 515 有 有 有

江ノ口 一ツ橋小学校（校舎） 高知市 吉田町４－10 1,474 737 有 無 有

江ノ口 一ツ橋小学校（体育館） 高知市 吉田町４－10 676 338 有 無 有

13 江ノ口 江ノ口コミュニティセンター 高知市 愛宕町一丁目10－７ 258 129 有 有 有

江ノ口 城東中学校（校舎） 高知市 江陽町１－20 1,817 909 有 有 有

江ノ口 城東中学校（体育館） 高知市 江陽町１－20 881 440 有 有 有

江ノ口 江陽小学校（校舎） 高知市 江陽町１－30 3,772 1,598 有 有 有

江ノ口 江陽小学校（体育館） 高知市 江陽町１－30 575 287 有 有 有

江ノ口 江ノ口小学校（校舎） 高知市 新本町一丁目８－12 1,985 992 有 有 有

江ノ口 江ノ口小学校（体育館） 高知市 新本町一丁目８－13 592 296 有 有 有

17 江ノ口 保健福祉センター 高知市 塩田町18－10 482 241 有 有 有

小高坂 城西中学校（校舎） 高知市 大膳町３－４ 1,725 863 有 無 無

小高坂 城西中学校（体育館） 高知市 大膳町３－５ 811 405 有 無 無

19 小高坂 小高坂市民会館 高知市 山ノ端町32－５ 564 282 無 無 無

20 小高坂 高知大学教育学部附属小・中学校 高知市 小津町10－91 2,370 1,185 有 有 有

小高坂 小高坂小学校（校舎） 高知市 新屋敷一丁目11－５ 1,282 641 有 無 無

小高坂 小高坂小学校（体育館） 高知市 新屋敷一丁目11－６ 855 427 有 無 無

小高坂 城北中学校（校舎） 高知市 八反町一丁目８－14 2,447 1,224 有 有 有

小高坂 城北中学校（体育館） 高知市 八反町一丁目８－15 863 431 有 有 有

旭街 高知北高等学校（校舎） 高知市 東石立町160 1,620 810 無 無 無

旭街 高知北高等学校（体育館） 高知市 東石立町161 904 452 無 無 無

24 旭街 木村会館 高知市 旭町三丁目121 297 148 無 無 無

旭街 旭小学校（校舎） 高知市 本宮町15 2,427 1,212 無 無 無

旭街 旭小学校（体育館） 高知市 本宮町16 837 418 無 無 無

旭街 高知特別支援学校（校舎） 高知市 本宮町125 2,042 1,021 無 無 無

旭街 高知特別支援学校（体育館） 高知市 本宮町125 708 354 無 無 無

旭街 高知商業高等学校（校舎） 高知市 大谷６ 5,321 2,660 無 無 無

旭街 高知商業高等学校（体育館） 高知市 大谷６ 2,482 1,241 無 無 無

旭街 旭東小学校（校舎） 高知市 北端町50 2,504 1,251 無 無 無

旭街 旭東小学校（体育館） 高知市 北端町51 577 288 無 無 無

旭街 横内小学校（校舎） 高知市 横内242－12 3,048 1,524 無 無 無

旭街 横内小学校（体育館） 高知市 横内242－13 977 488 無 無 無

旭街 旭中学校（校舎） 高知市 口細山164－１ 1,820 910 無 無 無

旭街 旭中学校（体育館） 高知市 口細山164－２ 719 359 無 無 無

31 旭街 福寿園 高知市 福井町748 545 272 無 無 無

潮江 潮江東小学校（校舎） 高知市 潮新町二丁目１－54 1,952 975 有 有 有

潮江 潮江東小学校（体育館） 高知市 潮新町二丁目１－55 952 476 有 有 有

33 潮江 潮江水再生センター 高知市 南新田町５－69 85 42 有 有 有

34 潮江 アスパルこうち 高知市 桟橋通二丁目１－50 584 292 有 有 有

35 潮江 潮江市民図書館 高知市 桟橋通二丁目１－50 225 112 有 有 有

潮江 高知南高等学校（校舎） 高知市 桟橋通六丁目２－１ 2,100 1,050 有 有 有

潮江 高知南高等学校（体育館） 高知市 桟橋通六丁目２－１ 3,141 1,570 有 有 有

潮江 潮江中学校（校舎） 高知市 塩屋崎町一丁目２－20 2,096 1,047 有 有 有

潮江 潮江中学校（体育館） 高知市 塩屋崎町一丁目２－20 880 440 有 有 有

潮江 潮江小学校（校舎） 高知市 百石町二丁目４－40 2,436 1,217 有 有 有

潮江 潮江小学校（体育館） 高知市 百石町二丁目４－40 707 353 有 有 有

39 潮江 南部健康福祉センター 高知市 百石町三丁目１－30 2,866 1,433 有 有 有

潮江 潮江南小学校（校舎） 高知市 高見町248－１ 1,939 969 有 有 有

潮江 潮江南小学校（体育館） 高知市 高見町248－１ 696 348 有 有 有

41 潮江 小石木市民会館 高知市 小石木町182－４ 268 134 有 無 無

42 潮江 総合体育館 高知市 大原町158 2,653 1,326 有 無 無

43 潮江 潮江市民会館 高知市 南河ノ瀬町161 268 134 無 無 無

6
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三里 三里小学校（校舎） 高知市 仁井田1356 2,357 1,178 有 無 無

三里 三里小学校（体育館） 高知市 仁井田1356 810 405 有 無 無

45 三里 三里文化会館 高知市 仁井田1652－１ 852 426 有 無 無

三里 三里中学校（校舎） 高知市 仁井田3363 1,607 803 有 無 無

三里 三里中学校（体育館） 高知市 仁井田3363 657 328 有 無 無

47 三里 三里ふれあいセンター 高知市 仁井田4229－２ 92 46 有 有 無

48 三里 種崎地区津波避難センター 高知市 種崎405－６ 396 198 有 無 無

三里 十津小学校（校舎） 高知市 十津四丁目27－１ 2,058 1,028 無 無 無

三里 十津小学校（体育館） 高知市 十津四丁目27－１ 647 323 無 無 無

50 三里 舟倉津波避難センター 高知市 仁井田1646-14 501 250 有 無 有

51 三里 貴船ノ森津波避難センター 高知市 種崎662-6 446 222 有 有 無

52 五台山 五台山ふれあいセンター 高知市 五台山2945－２ 150 75 有 有 有

五台山 五台山小学校（校舎） 高知市 五台山3371 748 373 有 無 有

五台山 五台山小学校（体育館） 高知市 五台山3371 463 231 有 無 有

五台山 青柳中学校（校舎） 高知市 五台山3923 1,437 718 有 有 有

五台山 青柳中学校（体育館） 高知市 五台山3923 752 376 有 有 有

55 五台山 東部総合運動場くろしおアリーナ 高知市 五台山1736－１ 3,350 1,674 有 有 有

56 高須 東部健康福祉センター 高知市 葛島四丁目３－３ 426 213 有 有 有

57 高須 高須ふれあいセンター 高知市 高須新町二丁目５－15 119 59 有 有 有

高須 高須小学校（校舎） 高知市 高須一丁目１－55 2,668 1,333 有 有 有

高須 高須小学校（体育館） 高知市 高須一丁目１－55 920 460 有 有 有

59 布師田 布師田ふれあいセンター 高知市 布師田1647 271 135 無 無 無

布師田 布師田小学校（校舎） 高知市 布師田1781－１ 583 291 有 無 有

布師田 布師田小学校（体育館） 高知市 布師田1781－１ 603 301 有 無 有

一宮 久重小学校（校舎） 高知市 久礼野2340－２ 643 321 無 無 無

一宮 久重小学校（体育館） 高知市 久礼野2340－２ 611 305 無 無 無

一宮 一宮小学校（校舎） 高知市 一宮西町一丁目９－１ 2,491 1,245 有 無 有

一宮 一宮小学校（体育館） 高知市 一宮西町一丁目９－１ 716 358 有 無 有

63 一宮 一宮市民会館 高知市 一宮西町三丁目22－14 268 134 無 無 無

一宮 一宮中学校（校舎） 高知市 一宮南町一丁目３－１ 2,423 1,211 有 有 有

一宮 一宮中学校（体育館） 高知市 一宮南町一丁目３－１ 940 470 有 有 有

65 一宮 一宮ふれあいセンター 高知市 一宮中町一丁目５－20 151 75 有 無 無

一宮 一宮東小学校（校舎） 高知市 一宮東町一丁目20－１ 1,755 877 有 有 有

一宮 一宮東小学校（体育館） 高知市 一宮東町一丁目20－２ 844 422 有 有 有

秦 秦小学校（校舎） 高知市 愛宕山18 2,181 1,090 有 無 無

秦 秦小学校（体育館） 高知市 愛宕山19 784 392 有 無 無

秦 泉野小学校（校舎） 高知市 東秦泉寺788 2,890 1,444 無 無 無

秦 泉野小学校（体育館） 高知市 東秦泉寺788 857 428 無 無 無

69 秦 秦ふれあいセンター 高知市 中秦泉寺54－３ 136 68 無 無 無

70 初月 初月ふれあいセンター 高知市 南久万119－１ 138 69 無 無 無

初月 初月小学校（校舎） 高知市 南久万128 2,796 1,397 無 無 無

初月 初月小学校（体育館） 高知市 南久万128 1,045 522 無 無 無

72 初月 高知ろう学校 高知市 中万々78 1,443 721 有 有 無

朝倉 朝倉中学校（校舎） 高知市 朝倉丁604－１ 1,853 926 無 無 無

朝倉 朝倉中学校（体育館） 高知市 朝倉丁604－１ 943 471 無 無 無

74 朝倉 朝倉総合市民会館 高知市 朝倉戊585－１ 733 366 無 無 無

75 朝倉 海老川市民会館 高知市 朝倉己419-3 268 134 無 無 無

76 朝倉 松田市民会館 高知市 朝倉己959－１ 198 99 無 無 無

朝倉 行川学園（校舎） 高知市 行川472 653 326 無 無 無

朝倉 行川学園（体育館） 高知市 行川472 653 326 無 無 無

78 朝倉 朝倉ふれあいセンター 高知市 曙町一丁目14－12 100 50 無 無 無

朝倉 朝倉小学校（校舎） 高知市 朝倉本町二丁目11－20 2,532 1,265 無 無 無

朝倉 朝倉小学校（体育館） 高知市 朝倉本町二丁目11－20 798 399 無 無 無

朝倉 朝倉第二小学校（校舎） 高知市 若草南町23－56 3,091 1,544 無 無 無

朝倉 朝倉第二小学校（体育館） 高知市 若草南町23－56 580 290 無 無 無

81 朝倉 朝倉市民会館 高知市 朝倉東町24－33 268 134 無 無 無

82 鴨田 西部健康福祉センター 高知市 鴨部860－１ 828 414 無 無 無

鴨田 鴨田小学校（校舎） 高知市 鴨部1155 3,058 1,527 無 無 無

鴨田 鴨田小学校（体育館） 高知市 鴨部1155 1,974 987 無 無 無

84 鴨田 西山市民会館 高知市 神田134－26 268 134 無 無 無

鴨田 神田小学校（校舎） 高知市 神田1174－１ 2,532 1,265 無 無 無

鴨田 神田小学校（体育館） 高知市 神田1174－１ 953 476 無 無 無

鴨田 西部中学校（校舎） 高知市 鴨部一丁目９－１ 2,226 1,112 無 無 無

鴨田 西部中学校（体育館） 高知市 鴨部一丁目９－１ 816 408 無 無 無

87 長浜 長浜ふれあいセンター 高知市 長浜690－５ 139 69 有 無 無

88 長浜 長浜市民会館 高知市 長浜4250-7 800 400 有 無 無

長浜 長浜小学校（校舎） 高知市 長浜4811 2,290 1,144 有 無 無

長浜 長浜小学校（体育館） 高知市 長浜4811 698 332 有 無 無

浸水(L2)
の有無

浸水(L1)
の有無

長期浸水
の有無
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長浜 南海中学校（校舎） 高知市 長浜5235 2,279 1,139 有 無 無

長浜 南海中学校（体育館） 高知市 長浜5235 856 428 有 無 無

長浜 横浜小学校（校舎） 高知市 瀬戸東町一丁目26 2,116 1,057 無 無 無

長浜 横浜小学校（体育館） 高知市 瀬戸東町一丁目26 698 349 無 無 無

長浜 横浜中学校（校舎） 高知市 横浜新町一丁目401 1,994 997 無 無 無

長浜 横浜中学校（体育館） 高知市 横浜新町一丁目401 879 439 無 無 無

長浜 横浜新町小学校（校舎） 高知市 横浜新町五丁目2201 3,277 1,638 無 無 無

長浜 横浜新町小学校（体育館） 高知市 横浜新町五丁目2201 912 456 無 無 無

御畳瀬 旧御畳瀬小学校（校舎） 高知市 長浜209 1,175 587 有 無 無

御畳瀬 旧御畳瀬小学校（体育館） 高知市 長浜209 550 275 有 無 無

95 御畳瀬 御畳瀬ふれあいセンター 高知市 御畳瀬252 133 66 有 有 無

96 浦戸 浦戸ふれあいセンター 高知市 浦戸274－９ 146 73 有 有 有

浦戸 浦戸小学校（校舎） 高知市 浦戸410－１ 610 305 有 無 無

浦戸 浦戸小学校（体育館） 高知市 浦戸410－１ 420 210 有 無 無

98 浦戸 桂浜荘 高知市 浦戸830－25 812 406 無 無 無

99 大津 高知県教育センター 高知市 大津乙181 450 225 有 無 有

大津 大津中学校（校舎） 高知市 大津乙740－１ 1,055 528 有 有 有

大津 大津中学校（体育館） 高知市 大津乙740－１ 737 368 有 有 有

101 大津 大津ふれあいセンター 高知市 大津乙930－５ 168 84 有 有 有

大津 大津小学校（校舎） 高知市 大津乙972 1,863 931 有 有 有

大津 大津小学校（体育館） 高知市 大津乙972 909 454 有 有 有

103 介良 介良ふれあいセンター 高知市 介良乙2286 136 68 有 無 有

介良 介良中学校（校舎） 高知市 介良乙2620 1,582 791 有 有 有

介良 介良中学校（体育館） 高知市 介良乙2620 950 475 有 有 有

介良 介良小学校（校舎） 高知市 介良乙2735－１ 2,327 1,162 有 有 有

介良 介良小学校（体育館） 高知市 介良乙2735－１ 723 361 有 有 有

106 介良 東部総合運動場体育センター 高知市 介良丙1000－２ 964 481 無 無 無

107 介良 介良市民会館 高知市 介良丙329 276 138 有 有 有

介良 介良潮見台小学校（校舎） 高知市 潮見台一丁目2602－１ 3,065 1,532 無 無 無

介良 介良潮見台小学校（体育館） 高知市 潮見台一丁目2602－１ 1,040 520 無 無 無

鏡 鏡小学校（校舎） 高知市 鏡今井７ 625 312 無 無 無

鏡 鏡小学校（体育館） 高知市 鏡今井７ 573 286 無 無 無

鏡 鏡中学校（校舎） 高知市 鏡今井191 551 275 無 無 無

鏡 鏡中学校（体育館） 高知市 鏡今井191 650 325 無 無 無

111 鏡 中山間地域構造改善センター 高知市 鏡小浜８ 456 227 無 無 無

土佐山 土佐山学舎（校舎） 高知市 土佐山桑尾13 958 467 無 無 無

土佐山 土佐山学舎（体育館） 高知市 土佐山桑尾13 533 266 無 無 無

113 土佐山 旧土佐山中学校 高知市 土佐山弘瀬405 763 379 無 無 無

114 土佐山 土佐山公民館 高知市 土佐山122-１ 258 128 無 無 無

115 土佐山 土佐山健康福祉センター 高知市 土佐山桑尾1842-2 404 199 無 無 無

116 土佐山 土佐山西川複合集会所 高知市 土佐山西川141番地 369 184 無 無 無

117 春野 春野公民館弘岡上分館 高知市 春野町弘岡上1646－１ 363 181 無 無 無

118 春野 春野公民館弘岡中分館 高知市 春野町弘岡中711 333 166 無 無 無

春野 春野西小学校（校舎） 高知市 春野町弘岡中2501 1,453 726 無 無 無

春野 春野西小学校（体育館） 高知市 春野町弘岡中2501 638 319 無 無 無

120 春野 春野弘岡中市民会館 高知市 春野町弘岡中134－１ 335 167 無 無 無

121 春野 春野公民館弘岡下分館 高知市 春野町弘岡下1500 384 192 無 無 無

122 春野 春野あじさい会館 高知市 春野町西分１－１ 357 178 有 無 無

123 春野 春野公民館 高知市 春野町西分19 1,029 514 無 無 無

春野 春野中学校（校舎） 高知市 春野町西分328　 1,921 961 無 無 無

春野 春野中学校（体育館） 高知市 春野町西分328　 969 484 無 無 無

125 春野 春野文化ホールピアステージ 高知市 春野町西分340 3,529 1,764 無 無 無

126 春野 春野公民館西分分館 高知市 春野町西分2079－２ 155 77 無 無 無

127 春野 春野公民館芳原分館 高知市 春野町芳原784－１ 332 166 無 無 無

128 春野 春野総合運動公園 高知市 春野町芳原2485 3,216 1,608 無 無 無

129 春野 高知県立障害者スポーツセンター 高知市 春野町内ノ谷１－１ 2,132 1,066 有 無 無

130 春野 春野公民館内ノ谷分館 高知市 春野町内ノ谷810 214 107 無 無 無

131 春野 春野公民館諸木分館 高知市 春野町東諸木3441－１ 341 170 有 無 有

春野 春野東小学校（校舎） 高知市 春野町東諸木3978 1,968 983 有 無 無

春野 春野東小学校（体育館） 高知市 春野町東諸木3978 1,004 502 有 無 無

133 春野 春野秋山市民会館 高知市 春野町秋山107－１ 157 78 無 無 無

134 春野 春野公民館秋山分館 高知市 春野町秋山1111－３ 245 122 有 無 無

135 春野 春野公民館甲殿分館 高知市 春野町甲殿341－１ 184 92 有 有 無

136 春野 春野公民館仁ノ分館 高知市 春野町仁ノ384－５ 83 41 有 有 有

137 春野 春野公民館西畑分館 高知市 春野町西畑1034－４ 236 118 有 無 無

138 春野 春野公民館新川分館 高知市 春野町森山203－４ 133 66 無 無 無

139 春野 春野公民館森山分館 高知市 春野町森山1207－４ 349 174 無 無 無

140 春野 春野公民館平和分館 高知市 春野町平和149 336 168 無 無 無

141 春野 春野公民館南ケ丘分館 高知市 春野町南ケ丘一丁目２－１ 537 268 無 無 無

番号 大街 名称 所在地
収容避難
箇所面積

収容避難
可能人数

浸水(L2)
の有無

浸水(L1)
の有無

長期浸水
の有無

94

90

91

92

93

132

97

100

102

104

105

108

109

110

112

119

124
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参考資料３

大規模災害時のみ開設する指定避難所一覧

142 上街 第四小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 上町二丁目１－11 138 68 無 無 無

143 高知街 第六小学校放課後児童クラブ 高知市 升形9-4 108 54 有 無 無

144 高知街 県民文化ホール 高知市 本町四丁目３－30 9,000 4,500 有 有 有

高知街 高知追手前高等学校（校舎） 高知市 追手筋二丁目２－10 2,970 1,485 有 有 有

高知街 高知追手前高等学校（体育館） 高知市 追手筋二丁目２－10 1,080 540 有 有 有

146 高知街 土佐女子中学・高等学校 高知市 追手筋二丁目３－１ 1,602 801 有 有 有

147 高知街 高知県立大学　永国寺キャンパス 高知市 永国寺町５－15 1,109 554 有 有 有

148 高知街 高知市ひまわり園 高知市 丸ノ内一丁目58-1 193 95 有 無 無

高知街 高知丸の内高等学校（校舎） 高知市 丸ノ内二丁目２－40 1,260 630 有 無 有

高知街 高知丸の内高等学校（体育館） 高知市 丸ノ内二丁目２－40 1,175 587 有 無 有

150 高知街 高知城ホール 高知市 丸ノ内二丁目１－10 670 335 有 無 有

151 高知街 高知県立武道館 高知市 丸ノ内一丁目８－３ 1,445 722 有 無 無

152 北街 はりまや橋小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 はりまや町二丁目14-８ 43 21 有 有 有

153 下知 昭和小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 日の出町7-61 215 107 有 有 有

154 下知 高知県立弓道場 高知市 高埇12-１ 797 398 有 無 無

155 江ノ口 一ツ橋小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 吉田町4-10 140 70 有 無 有

156 江ノ口 江陽小学校放課後児童クラブ棟 高知市 江陽町1-30 138 68 有 有 有

157 江ノ口 江ノ口小学校放課後児童クラブ 高知市 新本町一丁目８－12 66 33 有 有 有

158 江ノ口 新本町集会所 高知市 新本町二丁目2522 47 23 有 有 有

159 江ノ口 栄田集会所 高知市 栄田町一丁目414 64 31 有 有 有

160 江ノ口 比島町集会所 高知市 比島町一丁目1305 12 6 有 有 有

小高坂 高知小津高等学校（校舎） 高知市 城北町１－14 2,160 1,080 有 無 有

小高坂 高知小津高等学校（体育館） 高知市 城北町１－15 1,858 929 有 無 有

162 小高坂 小高坂小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 新屋敷一丁目11-5 149 74 有 無 無

163 小高坂 小高坂児童館（小高坂総合会館） 高知市 山ノ端町32番地4 137 68 無 無 無

164 旭街 こうち男女共同参画センター「ソーレ」 高知市 旭町三丁目115 1,247 619 無 無 無

165 旭街 旭小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 本宮町15 164 81 無 無 無

166 旭街 旭東小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 北端町50 119 59 無 無 無

167 旭街 高知中学・高等学校 高知市 北端町100 1,350 675 無 無 無

168 旭街 横内小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 横内242-12 208 104 無 無 無

169 旭街 旭町２丁目コミュニティ住宅　集会室 高知市 旭町二丁目8番地１ 52 26 無 無 無

170 旭街 高知自動車学校 高知市 本宮町223番地 420 208 無 無 無

171 潮江 潮江東小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 潮新町二丁目104 118 58 有 有 有

172 潮江 高知県民体育館 高知市 桟橋通二丁目１－53 2,841 1,420 有 有 有

潮江 高知工業高等学校（校舎） 高知市 桟橋通二丁目11－６ 1,560 780 有 有 有

潮江 高知工業高等学校（体育館） 高知市 桟橋通二丁目11－６ 1,240 620 有 有 有

174 潮江 潮江小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 百石町二丁目4-40 255 127 有 有 有

175 潮江 百石町二丁目集会所 高知市 百石町二丁目2502 43 21 有 有 有

176 潮江 百石町二丁目東集会所 高知市 百石町二丁目3202 48 24 有 有 有

177 潮江 桟橋通三丁目西集会所 高知市 百石町三丁目501 56 28 有 有 有

178 潮江 百石町四丁目集会所 高知市 百石町四丁目2001 53 26 有 有 有

179 潮江 潮江南小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 高見町248-1 325 162 有 有 有

180 潮江 筆山文化会館（音楽室） 高知市 小石木町30-4 203 100 無 無 無

181 潮江 河ノ瀬児童館（学習室） 高知市 南河ノ瀬町33番地 157 78 無 無 無

182 潮江 土佐塾中学・高等学校 高知市 北中山85 1,494 747 無 無 無

183 潮江 北竹島町第二集会所 高知市 北竹島町536 52 26 有 有 有

184 三里 高知県立大学　池キャンパス 高知市 池2751－１ 1,867 933 無 無 無

185 三里 三里小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 仁井田1356 153 76 有 無 無

186 三里 十津小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 十津四丁目3619-1 108 53 無 無 無

187 五台山 五台山小学校放課後児童クラブ 高知市 五台山1356 80 40 有 無 有

188 五台山 県立牧野植物園 高知市 五台山4200-6 3,673 1,833 無 無 無

189 高須 高須小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 高須一丁目992 212 106 有 有 有

190 布師田 高知刑務所 高知市 布師田3604－１ 289 144 無 無 無

191 布師田 西谷公民館 高知市 布師田1660-1 110 54 有 無 無

192 一宮 一宮小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 一宮西町一丁目9-1 208 104 有 無 有

193 一宮 一宮東小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 一宮東町一丁目20 132 66 有 有 有

一宮 高知東高等学校（校舎） 高知市 一宮徳谷23－１ 1,800 900 有 有 有

一宮 高知東高等学校（体育館） 高知市 一宮徳谷23－２ 1,085 542 有 有 有

195 一宮 一宮徳谷公民館 高知市 一宮徳谷3-24 62 31 有 有 有

196 一宮 一宮児童館 高知市 一宮西町三丁目22番16号 194 97 無 無 無

197 一宮 高知ゴルフ倶楽部 高知市 重倉945番地 671 333 無 無 無

198 秦 秦小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三・第四） 高知市 愛宕山18 307 153 有 無 無

199 秦 泉野小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 東秦泉寺788 255 127 無 無 無

200 初月 初月小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 南久万128 218 108 無 無 無

201 初月 みづきコミュニティセンター 高知市 みづき３丁目502 116 58 無 無 無

202 朝倉 行川小学校放課後子ども教室 高知市 行川882-1 67 33 無 無 無

203 朝倉 高知大学 高知市 曙町二丁目５－１ 3,508 1,754 無 無 無

161

番号 大街 名称 所在地
浸水(L2)
の有無

浸水(L1)
の有無

長期浸水
の有無

145

149

収容避難
箇所面積

収容避難
可能人数

173

194
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参考資料３

204 朝倉 朝倉小学校放課後児童クラブ（第一第二・第三） 高知市 朝倉本町二丁目11－20 226 113 無 無 無

205 朝倉 朝倉第二小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 若草南町23－56 209 103 無 無 無

206 朝倉 高知学芸中学・高等学校 高知市 槇山町11－12 2,357 1,178 無 無 無

207 鴨田 鴨田小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 鴨部1155 207 103 無 無 無

208 鴨田 神田小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 神田1174-1 208 103 無 無 無

209 鴨田 豊田集会所（新館） 高知市 神田2270番地4 120 60 無 無 無

鴨田 高知西高等学校（校舎） 高知市 鴨部二丁目５－70 1,800 900 無 無 無

鴨田 高知西高等学校（体育館） 高知市 鴨部二丁目５－70 3,240 1,620 無 無 無

211 長浜 荒川電工テクニカルセンター 高知市 長浜365 236 117 無 無 無

212 長浜 長浜児童館 高知市 長浜4300番地6 306 151 有 無 無

213 長浜 長浜集会所 高知市 長浜5276－１ 154 77 有 無 無

214 長浜 長浜小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 長浜4811 134 66 有 無 無

215 長浜 高知県医師会看護専門学校 高知市 長浜6193 1,243 530 無 無 無

216 長浜 宇賀公民館 高知市 長浜6327-1 92 45 無 無 無

217 長浜 横浜小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 瀬戸東町一丁目26 181 90 無 無 無

218 長浜 横浜文化センター 高知市 横浜東町4-1 198 99 有 有 有

219 長浜 横浜新町小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 横浜新町五丁目2201 212 106 無 無 無

220 浦戸 高知県立坂本龍馬記念館 高知市 浦戸830 152 76 無 無 無

221 大津 舟戸公民館 高知市 大津乙181 49 24 有 無 有

222 大津 高知中央高等学校 高知市 大津乙324－１ 330 165 無 無 無

223 大津 大津小学校放課後児童クラブ（第一・第二・第三） 高知市 大津乙972 239 119 有 有 有

224 介良 介良小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 介良乙2735-1 156 78 有 有 有

225 介良 介良児童館（介良西部会館） 高知市 介良丙329 249 122 有 有 有

226 介良 介良潮見台小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 潮見台一丁目2602-1 237 118 無 無 無

227 鏡 柿ノ又公民館 高知市 鏡柿ノ又72 119 80 無 無 無

228 鏡 梅ノ木公民館 高知市 鏡梅ノ木1236-1 225 111 無 無 無

229 鏡 吉原公民館 高知市 鏡狩山95 176 87 無 無 無

230 土佐山 梶谷公民館 高知市 土佐山梶谷1673-3 50 24 無 無 無

231 土佐山 中切公民館 高知市 土佐山中切902-5 103 51 無 無 無

232 土佐山 高川公民館 高知市 土佐山高川1276-4 67 33 無 無 無

233 土佐山 土佐山夢産地パーク交流館 高知市 土佐山高川1592 405 199 無 無 無

234 土佐山 高知市工石山青少年の家 高知市 土佐山高川1898-33 1,211 619 無 無 無

235 春野 春野西小学校放課後児童クラブ（第一・第二） 高知市 春野町弘岡中2501 144 71 無 無 無

236 春野 弘岡中集会所 高知市 春野町弘岡下20番地6 101 50 無 無 無

春野 春野高等学校（校舎） 高知市 春野町弘岡下3860 720 360 無 無 無

春野 春野高等学校（体育館） 高知市 春野町弘岡下3860 932 466 無 無 無

南国 岡豊高等学校（校舎） 南国市 岡豊町中島511－１ 2,460 1,230 無 無 無

南国 岡豊高等学校（体育館） 南国市 岡豊町中島511－１ 1,561 390 無 無 無

239 南国 清和女子中・高等学校 南国市 明見98 1,119 280 無 無 無

浸水(L2)
の有無

浸水(L1)
の有無

長期浸水
の有無

大街 名称 所在地
収容避難
箇所面積

収容避難
可能人数

210

237

238

番号
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参考資料４

番号 施設名 住所 施設所管法人名 収容人数 面積（㎡）

1 保健福祉センター 塩田町18-10 高知市 192 771

2 東部健康福祉センター 葛島４丁目３-３ 高知市 54 219.54

3 西部健康福祉センター 鴨部860-１ 高知市 41 164.04

4 南部健康福祉センター 百石町３丁目１-30 高知市 99 399.26

5 障害者福祉センター 旭町２丁目21-６ 高知市 61 244.33

6 土佐山健康福祉センター 土佐山桑尾1842-２ 高知市 54 219.52

7 春野あじさい会館 春野町西分１-１ 高知市 66 267.76

8 ケアハウス　パールマリン 仁井田1618-18 社会福祉法人　海の里 321 1,304

9 特別養護老人ホーム　あざみの里 薊野北町２丁目25-８ 社会福祉法人　秦ダイヤライフ福祉会 170 702.02

10 特別養護老人ホーム　シーサイドホーム桂浜 長浜6598-４ 社会福祉法人　ＣＩＪ福祉会 171 702.94

11 高知県立高知若草養護学校 春野町弘岡下2980-１ 高知県 285 1,154.68

12 特別養護老人ホーム　ふるさとの丘 朝倉己1149-106 社会福祉法人　ふるさと自然村 209 881.47

13 有料老人ホーム　あっとホーム 神田1068-1 社会福祉法人　ふるさと自然村 253 1,079.89

14 特別養護老人ホーム　はるの若菜荘 春野町東諸木3058-１ 社会福祉法人　高春福祉会 210 862.49

15 特別養護老人ホーム　うららか春陽荘 春野町西分4660 社会福祉法人　長い坂の会 66 270.35

16 特別養護老人ホーム　やすらぎの家 針木北１丁目14-30 社会福祉法人　長い坂の会 106 439.2

17 在宅介護センター　わかくさ 若草南町22-25 社会福祉法人　長い坂の会 20 86.58

18 特別養護老人ホーム　ウエルプラザ高知 一宮しなね２丁目15-19 社会福祉法人　土佐香美福祉会 300 1,252.66

19 特別養護老人ホーム　森の里高知（ヘリオス） 横浜20-１ 社会福祉法人　ふるさと会 657 2,700.6

20 特別養護老人ホーム　風花の里 西塚ノ原フキ谷76-１ 社会福祉法人　ふるさと会 26 109.76

21 ケアハウス　あじさいの里 春野町芳原1308-１ 社会福祉法人　ふるさと会 44 189.62

22 デイサービス　いこいの森 旭町２丁目38-５ 株式会社スノーフォレスト 36 147

23 小規模多機能型居宅介護事業所　ありがとう 横浜西町29-32 NPO法人　ありがとう 35 152.56

24 老人保健施設　あうん高知 一宮西町１丁目７-25 特定医療法人　仁生会 21 86.3

25 グループホーム　憩いの生活館ーいっくー 一宮東町１丁目26-3 株式会社　ライフテラス 46 188.96

26 有料老人ホーム　おひさまのうた 一宮東町１丁目27-38 株式会社　ライフテラス 28 114

27 老人保健施設　シルバーマリン 仁井田1612-21 医療法人　緑風会 36 144.5

28 介護老人保健施設　あったかケアみずき 一宮中町２丁目９-４ 医療法人　防治会 31 124

29 介護老人保健施設　ピアハウス高知 塚ノ原36 医療法人　恕泉会 8 32.4

30 中山間地域構造改善センター 鏡小浜８ 高知市 25 100.5

31 介護老人保健施設　梅壽苑 土居町９-18 医療法人　高潮会 75 302.18

32 特別養護老人ホーム　つむぐ 長浜6598-４ 社会福祉法人　ＣＩＪ福祉会 99 402.16

33 福祉牧場　おおなろ園 神田2485-2 社会福祉法人　昭和会 18 75.9

34 グループホーム　つくしの里 鴨部1079-１ 医療法人　成仁会 26 110.16

35 高知県立高知ろう学校 中万々78 高知県 46 193.47

36 高知県立盲学校 大膳町６-32 高知県 195 782

37 養護老人ホーム　千松園 十津２丁目12-1 社会福祉法人　海の里 13 54.36

38 ユニット型特別養護老人ホーム　もとちか 長浜4975番地 社会福祉法人　香南会 10 40

39 平成福祉専門学校（校舎部分） 針木北１丁目14-30 社会福祉法人　長い坂の会 260 1,058.24

40 平成福祉専門学校（寮部分） 針木北１丁目14-30 社会福祉法人　長い坂の会 126 508.2

計 4,539 18,639

高知市指定福祉避難所一覧(令和２年３月１日現在）
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参考資料５

呼出名称 設置場所 備　　考 住　　　所 空 中 線 機　　種 出力
周波数
（MHz）

ぼうさいこうちし 総合あんしんセンター　 5F防災対策部 高知市丸ノ内1-7-45 屋上設置
基地局
(現用機)

10W 153.73

ぼうさいこうちし 総合あんしんセンター　 5F防災対策部 高知市丸ノ内1-7-45 屋上設置
基地局
(予備機)

10W 153.73

ぼうさいこうちしみさと 三里ふれあいセンター 1F事務室 高知市仁井田4229-2 屋上設置 基地局 5W 153.73

ぼうさいこうちし　1 高知市役所 第２庁舎１F 高知市本町5丁目1-45 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　2 NTT西日本（株）高知潮江ビル 2F第1ｱｸｾｽ事務室 高知市仲田町13-41 マグネットANT 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　3 四国電力（株）高知支店 7F総務課 高知市本町4丁目1番11号 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　4 四国ガス（株）高知支店 1F事務室 高知市桟橋通5-1-51 電柱設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　5 水道局総務課 2F事務室 高知市桟橋通3-31-11 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　6 高知警察署 1F地域課 高知市北本町1-9-20 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　7 高知南警察署 1Ｆ地域課 高知市桟橋通4-15-1１ 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　9 環境業務課 2F事務室 高知市北本町4丁目4-43 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　10 介良潮見台小学校 体育館　放送室 高知市潮見台1-2602-1 屋上設置 可搬移動型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　11 道路維持課　補修係 2F事務室 高知市知寄町3丁目606 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　12 高知海上保安部 3F警備救難課 高知市桟橋通5-4-55 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　13 土佐山庁舎 無線室 高知市土佐山127 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　14 鏡庁舎 1F事務室 高知市鏡小浜7 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　15 春野庁舎 2F事務室 高知市春野町西分15 屋上設置 可搬固定型 10W 153.73

ぼうさいこうちし　16 横内小学校 体育館　放送室 高知市横内242-12 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　17 第四小学校 体育館　放送室 高知市上町2-1-11 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　18 下知コミュニティーセンター ４F多目的ホール 高知市二葉町10-7 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　19 第六小学校 体育館　放送室 高知市升形9-4 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　20 小高坂小学校 体育館　放送室 高知市新屋敷1-11-5 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　21 城西中学校 体育館　放送室 高知市大膳町3-4 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　22 城北中学校 体育館　放送室 高知市八反町1-8-14 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　23 はりまや橋小学校 体育館　放送室 高知市はりまや町2-14-8 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　24 一ツ橋小学校 体育館　放送室 高知市吉田町4-10 電柱設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　25 江陽小学校 体育館　放送室 高知市江陽町1-30 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　26 江ノ口小学校 体育館　放送室 高知市新本町1-8-12 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　27 城東中学校 体育館　放送室 高知市江陽町1-20 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　28 愛宕中学校 体育館　放送室 高知市相模町1-54 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　29 昭和小学校 体育館　放送室 高知市日の出町7-61 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　30 潮江小学校 体育館　放送室 高知市百石町2-4-40 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　31 潮江東小学校 体育館　ステージ 高知市潮新町2丁目1-54 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　32 潮江南小学校 体育館　放送室 高知市高見町248-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　33 潮江中学校 体育館　放送室 高知市塩屋崎町1-2-20 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　34 朝倉小学校 体育館　放送室 高知市朝倉本町2-11-20 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　35 朝倉第二小学校 体育館2階会議室 高知市若草南町23-56 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　36 行川小・中学校 体育館　放送室 高知市行川472 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　37 朝倉中学校 体育館　放送室 高知市朝倉丁604-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　38 鴨田小学校 体育館　放送室 高知市鴨部1155 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　39 神田小学校 体育館　放送室 高知市神田1174-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　40 西部中学校 体育館　放送室 高知市鴨部1丁目9-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　41 初月小学校 体育館　放送室 高知市南久万128 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

移動系防災無線一覧表
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参考資料５

呼出名称 設置場所 備　　考 住　　　所 空 中 線 機　　種 出力
周波数
（MHz）

ぼうさいこうちし　42 秦小学校 体育館　放送室 高知市愛宕山18 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　43 泉野小学校 体育館　放送室 高知市東秦泉寺788 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　44 一宮小学校 体育館　放送室 高知市一宮西町1丁目9-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　45 一宮東小学校 体育館　放送室 高知市一宮東町1丁目20-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　46 久重小学校 体育館　放送室 高知市久礼野2340-2 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　47 一宮中学校 体育館　放送室 高知市一宮南町1丁目3-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　48 布師田小学校 体育館　放送室 高知市布師田1781-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　49 高須小学校 体育館　放送室 高知市高須1丁目1-55 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　50 五台山小学校 体育館　放送室 高知市五台山3371 防災柱設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　51 青柳中学校 体育館　放送室 高知市五台山3923 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　52 三里小学校 体育館　放送室 高知市仁井田1356 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　53 十津小学校 体育館　放送室 高知市十津4丁目27-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　54 三里中学校 体育館　放送室 高知市仁井田3363 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　55 横浜小学校 体育館　放送室 高知市瀬戸東町1丁目26 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　56 横浜新町小学校 体育館　放送室 高知市横浜新町5丁目2201 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　57 長浜小学校 体育館　放送室 高知市長浜4811 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　58 南海中学校 体育館　放送室 高知市長浜5235 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　59 横浜中学校 体育館　放送室 高知市横浜新町1丁目401 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　60 浦戸小学校 体育館　放送室 高知市浦戸410-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　61 旧御畳瀬小学校 体育館　放送室 高知市長浜209 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　62 大津小学校 体育館　放送室 高知市大津乙972 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　63 大津中学校 体育館　放送室 高知市大津乙740-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　64 介良小学校 体育館　放送室 高知市介良乙2735-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　65 介良中学校 体育館　放送室 高知市介良乙2620 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　66 江ノ口コミュニティーセンター ２F事務室 高知市愛宕町1丁目10-7 屋上設置 可搬固定型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　67 旭小学校 体育館　放送室 高知市本宮町15 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　68 旭東小学校 体育館　放送室 高知市北端町50 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　69 旭中学校 体育館　放送室 高知市口細山164-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　70 鏡小学校 体育館　放送室 高知市鏡今井7 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　71 鏡中学校 職員室仮設 高知市鏡今井191 ﾏｸﾞﾈｯﾄANT仮設 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　72 土佐山学舎 体育館　放送室 高知市土佐山桑尾13 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　73 旧土佐山中学校 体育館　放送室 高知市土佐山弘瀬405 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　74 春野西小学校 体育館　放送室 高知市春野町弘岡中2501 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　75 春野東小学校 体育館　放送室 高知市春野町東諸木3978 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　76 春野中学校 体育館　放送室 高知市春野町西分328 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　77 高知北高校 体育館 高知市東石立町１６０ 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　78 高知丸ノ内高校 体育館 高知市丸ノ内2-2-40 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　79 高知追手前高校 体育館 高知市追手筋 2-2-10 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　80 高知小津高校 体育館 高知市城北町1-14 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　81 高知工業高校 守衛室 高知市桟橋通2-11-6 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　82 高知南高校 体育館　 高知市桟橋通6-2-1 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　83 高知西高校 体育館 高知市鴨部2-5-70 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　84 高知ろう学校 体育館 高知市中万々７８ 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　85 高知東高校 体育館 高知市一宮徳谷23-1 電柱設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　86 種崎地区津波避難センター 3F避難スペース 種崎405-6 本体のみ設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　87 春野高等学校 体育館 高知市春野町弘岡下3860 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　88 高知商業高校 体育館 高知市大谷6 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73
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参考資料５

呼出名称 設置場所 備　　考 住　　　所 空 中 線 機　　種 出力
周波数
（MHz）

ぼうさいこうちし　89 市立養護学校 体育館 高知市本宮町125 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　90 朝倉ふれあいセンター 1F事務室 高知市曙町1丁目14-12 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　91 一宮ふれあいセンター 1F事務室 高知市一宮中町1丁目5-20 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　92 浦戸ふれあいセンター 1F事務室 高知市浦戸265-1先 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　93 大津ふれあいセンター 1F事務室 高知市大津乙930-5 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　94 鴨田ふれあいセンター 2F事務室 高知市鴨部860-1 マグネットANT 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　95 介良ふれあいセンター 1F事務室 高知市介良乙2286 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　96 五台山ふれあいセンター 1F事務室 高知市五台山2945-2 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　97 高須ふれあいセンター 1F事務室 高知市高須新町2-5-15 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　98 長浜ふれあいセンター 1F事務室 高知市長浜690-5 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　99 秦ふれあいセンター 1F事務室 高知市中秦泉寺54-3 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　100 布師田ふれあいセンター 1F事務室 高知市布師田1647 既設電柱設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　101 初月ふれあいセンター 1F事務室 高知市南久万119-1 既設屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　102 御畳瀬ふれあいセンター 1F事務室 高知市御畳瀬252 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　103 高知文化プラザ「かるぽーと」 2F事務室 高知市九反田2-1 マグネットANT 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　104 桂浜荘 1F事務室 高知市浦戸城山830-25 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　105 三里文化会館 1F事務室 高知市仁井田1652-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　106 木村会館 1F事務室 高知市旭町3-121 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　107 市場課 2F事務室 高知市弘化台12-12 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　108 南部健康保険センター 2F放送室 高知市百石町3丁目1-30 マグネットANT 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　109 保健福祉センター 2F事務室 高知市塩田町18-10 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　110 下知下水処理場 2F事務室 高知市小倉町5-25 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　111 潮江下水処理場 1F事務室 高知市南新田町5-69 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　112 瀬戸下水処理場 1F事務室 高知市瀬戸1-2-105 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　113 清掃工場 管理室 高知市長浜6459 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　114 高知市総合体育館 1F事務室 高知市大原町158 電柱設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　115 弥右衛門ふれあいセンター 1F事務室 高知市北御座9-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　116 青年センター 6階倉庫6 高知市桟橋通2丁目1-50 マグネットANT 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　117 東部健康福祉センター 1F事務室 高知市葛島4丁目3-3 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　118 誠和園 1F事務室 高知市横浜4番地2 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　119 福寿園 1F事務室 高知市福井町748 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　120 長浜市民会館 1F事務室 高知市長浜4250-7 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　121 潮江市民会館 1F事務室 高知市南河ノ瀬町161 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　122 小高坂市民会館 1F事務室 高知市山ノ端町32-5 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　123 朝倉市民会館 1F事務室 高知市朝倉東町24-33 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　124 朝倉総合体育館 1F事務室 高知市朝倉戊585-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　125 海老川市民会館 1F事務室 高知市朝倉己419-3 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　126 西山市民会館 1F事務室 高知市神田134-26 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　127 松田市民会館 1F事務室 高知市朝倉己959-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　128 一宮市民会館 1F事務室 高知市一宮西町3丁目22-14 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　129 小石木市民会館 1F事務室 高知市小石木町182-4 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　130 介良市民会館 1F事務室 高知市介良丙329 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　131 高知中央郵便局 2F業務管理課 高知市北本町1-10-18 2Fﾏｸﾞﾈｯﾄ、屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　132 高知県建設業協会 2F事務室 高知市本町4丁目2-15 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　133 高知県社会福祉協議会 4F事務室 高知市朝倉戊375-1 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　134 高知県教育センター 3F第31研修室 高知市大津乙181 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　135 春野文化ホールピアステージ 1F事務室 高知市春野町西分340 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

ぼうさいこうちし　136 春野公民館 1F事務室 高知市春野町西分18 屋上設置 可搬移動型 5W 153.73

※市波２：防災相互波（158.35MHz）により他の防災関係機関（消防，海上保安部　等）所属の無線局と通信可。
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