
地域避難集合場所一覧　 （平成３０年４月現在）

土砂・洪水 地震

日野－１ 村井１区 北今町上 北今町上会議所 同左

　　－２ 〃 北今町下 北今町下会議所 同左

　　－３ 〃 北上町 北上町会議所 同左

　　－４ 〃 北中町 村井会議所 同左

　　－５ 〃 西之宮町 西之宮町会議所 同左

　　－６ 〃 宮前町 宮前町会議所 同左

　　－７ 村井２区 本町上 本町下会議所 本町駐車場

　　－８ 〃 本町下 本町下会議所 本町駐車場

　　－９ 〃 新町 新町会議所 新町山倉前広場

　　－１０ 〃 村井越川町 越川町会議所 同左

　　－１１ 村井３区 呉服町 村井会議所 同左

　　－１２ 〃 横町 村井会議所 同左

　　－１３ 〃 長嶋町 村井会議所 同左

　　－１４ 〃 鍛冶今町 村井会議所 同左

　　－１５ 村井４区 村井４区会議所 中央公園

　　－１６ 小井口 小井口区草の根集会所 同左

　　－１７ 寺尻 寺尻公民館 公民館前広場

　　－１８ 木津 木津会議所 いこいの広場

　　－１９ 日田 日田会所 しまむら駐車場

　　－２０ 大窪１区 清水町 清水町会議所 字内広場（久田家前）

　　－２１ 〃 内池町 内池町会議所 ふれあい広場

　　－２２ 〃 双六町 双六町会議所 ふれあい広場

　　－２３ 〃 河原田町 河原田町会議所 同左

　　－２４ 〃 上清雲町 上清雲町会議所 会議所前広場

　　－２５ 〃 下清雲町 下清雲町会議所 同左

　　－２６ 大窪２区 下大将軍町 下大将軍町会議所 同左

　　－２７ 〃 今井町 今井町会議所 会議所前駐車場

　　－２８ 〃 仕出町 仕出町会議所 商人館駐車場

　　－２９ 〃 永繁町 奥村燃料前広場 同左

　　－３０ 〃 杉野神町 杉野神町会議所 字内広場（勝田家前）

　　－３１ 〃 下鍛冶町 下鍛冶町会議所 同左

　　－３２ 大窪３区 上鍛冶町 上鍛冶町会議所 同左

　　－３３ 〃 金英町 金英町会議所 会議所前駐車場

　　－３４ 〃 南大窪町 南大窪町会議所 会議所前
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土砂・洪水 地震
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　　－３５ 大窪４区 上岡本町 上岡本町会議所 八雲神社前広場

　　－３６ 〃 中岡本町 中岡本町会議所 山本氏駐車場

　　－３７ 〃 下岡本町 下岡本町会議所 西田氏所有地

　　－３８ 大窪５区 大窪町 大窪町会議所 学童駐車場

　　－３９ 〃 上大窪町 上大窪町会議所 会議所空き地

　　－４０ 〃 大窪越川町 越川町会議所 法務局跡地

　　－４１ 〃 大和町 大和町会議所 字内広場

　　－４２ 〃 御舎利町 御舎利町会議所 同左

　　－４３ 〃 堀端町 堀端町会議所 同左

　　－４４ 〃 玉屋町 玉屋町会議所 学童駐車場

　　－４５ 河原 河原会議所
浄光寺境内
東部１号公園

　　－４６ 松尾１区 松尾１区会議所 同左

　　－４７ 松尾２区 松尾２区会議所 各隣組単位に各広場に集合

　　－４８ 松尾３区 松尾３区会議所 同左

　　－４９ 上野田 上野田上 ひばり野会館 ひばり野公園

　　－５０ 〃 上野田中 上野田会議所 五社の森広場

　　－５１ 〃 上野田下
上野田老人憩いの家
上野田会議所

五社の森広場

　　－５２ 〃 いせの いせの会館 いせの公園

　　－５３ 大谷 大谷会議所 同左

　　－５４ 椿野台 椿野台集会所 同左

　　－５５ 五月台 五月台集会所 同左

　　－５６ 雇用促進 雇用促進集会所 同左

　　－５７ 中道 中道公園 中道公園

東桜谷－１ 原 原会議所 同左

　　　－２ 川原 川原会議所 同左

　　　－３ 杉 杉会議所 応瑞寺

　　　－４ 杣 杣会議所 同左

　　　－５ 小野 小野会議所 同左

　　　－６ 奥師 奥師会議所 会議所前広場

　　　－７ 鳥居平 鳥居平会議所 同左

　　　－８ 中之郷 中之郷会議所 同左

　　　－９ 佐久良 佐久良会議所 草の根広場

　　－１０ 奥之池 奥之池会議所 同左・字内広場
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西桜谷－１ 安部居 安部居会議所 同左

　　　－２ 中在寺 中在寺会議所 ふれあい広場

　　　－３ 北脇 北脇会議所 北脇子ども会館

　　　－４ 蓮花寺 蓮花寺会館 広場

　　　－５ 野出 託仁寺 友遊広場

西大路－１ 西大路１区 向町 向町会議所 旧山中邸駐車場

　　　－２ 〃 栄町 栄町会議所 同左

　　　－３ 〃 堀端町 堀端町会議所 旧山中邸駐車場

　　　－４ 〃 殿町 殿町会議所 同左

　　　－５ 西大路２区 水落町 水落町会議所 落神神社

　　　－６ 〃 仲出町 仲出町会議所 落神神社

　　　－７ 〃 大日町 大日町会議所 落神神社

　　　－８ 西大路３区 大石町 大石町会議所 字内広場

　　　－９ 〃 幅野町 幅野町会議所 同左

　　－１０ 〃 浦出町 浦出町会議所 野神神社広場

　　－１１ 仁本木 仁本木会議所 同左

　　－１２ 音羽 音羽会議所 草の根広場

　　－１３ 北畑 北畑会議所 同左

　　－１４ 西明寺
西明寺会議所
八丁野会議所

同左
広場

　　－１５ 蔵王 蔵王会議所 同左

　　－１６ 平子 平子会議所 同左

　　－１７ 熊野 熊野会議所 グリム冒険の森

　　－１８ 青葉台 森下宅 同左

鎌掛－１ 鎌掛１区 第１区会議所 同左

　　　－２ 鎌掛２区 第２区会議所 同左

　　　－３ 鎌掛３区 第３区会議所 同左

　　　－４ 鎌掛４区 第４区会議所 字内広場（野嵜晶子）

　　　－５ 鎌掛５区 第５区会議所 森林交流センター前広場

　　　－６ 鎌掛６区 第６区会議所 八坂神社前広場
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南比－１ 上駒月 上駒月会議所 上駒月倉庫前広場

　　　－２ 下駒月 西照院 下駒月会議所

　　　－３ 深山口 深山口会議所 同左

　　　－４ 上迫 上迫会議所 作業所前広場

　　　－５ 下迫 下迫会議所 同左

　　　－６ 清田 清田会議所 清田作業場

　　　－７ 別所
アグリフィーチャー別所作業場
天理教日野大教会

同左
同左

　　　－８ 曙
曙会議所
天理教日野大教会

同左
同左

必佐－１ 三十坪下 三十坪下会議所 農業倉庫

　　　－２ 三十坪上 三十坪上会議所 同左

　　　－３ 内池西 内池西会議所 同左

　　　－４ 内池東 内池東会議所 内池東遊園地

　　　－５ 猫田 猫田会議所 公園

　　　－６ 十禅師 十禅師会議所 広場

　　　－７ 里口 里口会議所 八幡神社

　　　－８ 山本
山本会議所
山本新田集会所

作業場前広場
同左

　　　－９ 小御門 小御門会議所 同左

　　－１０ 小谷 小谷会議所 同左

　　－１１ 石原 石原会議所 石原公園

　　－１２ 増田 増田会議所 小林医院跡広場

　　－１３ 豊田１区 西山集会所 同左

　　－１４ 豊田２区 豊田２区集会所 同左

　　－１５ 豊田３区 豊田３区集会所 同左

　　－１６ 豊田４区 豊田４区集会所 集会所前駐車場

　　－１７ 豊田５区 豊田５区集会所 公園

　　－１８ 中山西 中山西会議所 農村広場

　　－１９ 中山東 中山東会議所 農村広場

　　－２０ 徳谷 徳谷会議所 同左

　　－２１ 湖南サンライズ サンライズ自治会館 同左

　　－２２ 内池団地 内池団地集会所 同左

　　－２３ 出雲の里 出雲の里集会所 同左

※地域避難集合場所は、災害時に身の安全を守る場所で安否確認を行うために住民が集まる場所です。

※上記箇所が災害で被害を受けた場合は、近隣の地域避難集合場所や指定避難所に避難してください。

※上記の地域避難集合場所は、災害発生時の状況によりすぐ開設されない場合があります。
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