
番号 避　難　場　所　名 広域・一時 対象地区

1 大総小学校 広域

2 大総会館 一時 木戸台

3 木戸台共同利用施設 一時 木戸台

4 町原集会所 一時 木戸台

5 小堤集会所 一時 小堤

6 曽根合集会所 一時 曽根合・寺方

7 於幾集会所 一時 於幾

8 坂田集会所 一時 坂田

9 取立集会所 一時 取立

10 長倉共同利用施設 一時 長倉

11 姥山共同利用施設 一時 姥山

12 遠山共同利用施設 一時 遠山

13 桜前集会所 一時 遠山

14 中台農村広場 一時 中台

15 中台共同利用施設 一時 中台

16 角田集会所 一時 中台

17 牛熊共同利用施設 一時 牛熊

18 谷台集会所 一時 谷台

19 横芝中学校 広域

20 横芝小学校 広域

21 横芝光町文化会館 広域

22 横芝敬愛高等学校 広域

23 上町共同利用施設 一時 上町

24 本町集会所 一時 本町

25 古川集会所 一時 古川

26 両国新田集会所 一時 両国新田

27 東町共同利用施設 一時 東町

28 健康づくりセンタープラム 一時

29 栗山中央共同利用施設 一時
栗山東部・栗山第１～
第４・新生会

30 栗山共同利用施設 一時
橋本・伸和会・青芝会・
東ケ丘・緑台・宮脇・水

31 南部１集会所 一時 南部１
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番号 避　難　場　所　名 広域・一時 対象地区

32 南部２集会所 一時 南部２

33 鳥喰上・新田集会所 一時 鳥喰上・新田

34 鳥喰中央集会所 一時 鳥喰上・新田

35 鳥喰下共同利用施設 一時 鳥喰下

36 鳥喰沼共同利用施設 一時 鳥喰沼

37 上堺小学校 広域

38 上堺会館 一時 入間

39 屋形荒場集会所 一時 屋形荒場

40 宮前集会所 一時 宮前

41 南集会所 一時 南

42 三本松集会所 一時 三本松

43 立会集会所 一時 立会

44 南川岸集会所 一時 南川岸

45 新島集会所 一時 新島

46 三島集会所 一時 三島

47 西集会所 一時 西

48 北清水集会所 一時 新青・東

49 関場集会所 一時 関場

50 三軒家集会所 一時 三軒家

51 桜台集会所 一時 桜台

52 篠本二区公民館 一時 篠本一区・二区・三区

53 日吉小学校 広域

54 新井農村協同館 一時 新井

55 宝米公民館 一時 二又・宝米

56 傍示戸青年館 一時 傍示戸

57 富下青年館 一時 富下・虫生

58 小川台青年館 一時 小川台

59 台区民館 一時 台

60 小田部青年館 一時 小田部

61 母子集会所 一時 母子

62 南条小学校 広域

63 町体育館　・　町民会館 広域

64 光中学校 広域



番号 避　難　場　所　名 広域・一時 対象地区

65 橋場青年館 一時 橋場

66 桑郷集落センター 一時 桑郷

67 西高野共同館 一時 西高野

68 古屋集落センター 一時 古屋

69 東陽小学校 広域

70 宮内集会所 一時 宮内

71 入区民館 一時 入

72 谷中集落センター 一時 谷中

73 作間内正等院 一時 作間内

74 篠原青年館 一時 篠原

75 原方青年館 一時 原方

76 白浜小学校 広域

77 長塚青年館 一時 長塚

78 木戸公民館 一時 木戸

79 関区民館 一時 関

80 辻青年館 一時 辻

81 白磯青年館 一時 白磯

82 尾垂六区青年館 一時 尾垂六区

83 おだれ五区ふれあい館 一時 尾垂五区

84 五ノ神集会所 一時 五ノ神

85 テンダーヴィラ九十九里 一時 立会・南川岸

86 セザールマンション 一時 白磯・辻・尾垂六区

は、津波避難場所

は、広域避難所

※この避難場所一覧表は横芝光町防災マップより転写したものです。


