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津波避難ビル一覧表

地区 施設名 避難可能場所 備考

中島中学校 ３階・屋上

中島浄化センター（水処理棟） 屋上

有料老人ホーム ナーシングホームあしたば2号館※ ４階ホール、屋上

有料老人ホーム ナーシングホームあしたば1号館※ 屋上

アンビ・ア タクシー 静岡事業部 立体駐車場 屋上

市営中島住宅 ３階以上の階段・踊場・廊下

中島小学校 ３階～屋上

介護老人保健施設 サンライズ大浜 屋上

特別養護老人ホーム　なごみ ３階共有スペース

学校法人　静岡朝鮮学園※ 屋上

幼保連携型認定こども園ふじみ幼稚園※ 屋上

JTK第一ビル※ 屋上

あっとほーむ高松 ３～４階の廊下、屋上

大里東小学校 ３階～屋上

下島公民館※ 屋上

介護老人保健施設プルメリア※ ２～３階バルコニー、屋上

宮竹小学校 ３階

南中学校 ３階～屋上

静岡銀行　下島支店 屋上

大谷
(１)

大谷小学校 ３・４階

リバティーリゾート久能山　立体駐車場※ 屋上

久能小学校 ３階～屋上

特別養護老人ホーム 久能の里 ３階ホール、４階事務室・屋上、新館屋上

かわはら会館 ３階

市営桃園団地 ３階以上の階段・踊場・廊下

有料老人ホーム ペリデ下川原 ３階の階段・踊場、屋上

静岡徳洲会病院※ ５階ベランダ、９階廊下、PHエレベータホール

川原小学校 ３階～屋上

SBSマイホームセンター静岡展示場津波避難駐車場※ 屋上

市営用宗団地 ３階以上の階段・踊場・廊下

用宗老人福祉センター 屋上

大三ビル ３～５階の階段・踊場・廊下、屋上

用宗公民館※ 屋上

長田南小学校 ３階～屋上

静岡広野病院 ５階の食堂兼談話室・廊下、６階倉庫

城山中学校 ３～４階廊下・階段・踊場

コーポラス用宗Ⅰ・Ⅱ ３・４階階共用部分

公益財団法人野村生涯教育センター　静岡研修会館別館※ ２・３階

清水駒越小学校 ３階～屋上

ベルドミール ３階廊下

ベイドリーム清水 屋上

国土交通省清水港湾事務所駒越北宿舎A棟、B棟 ３階以上の階段・踊場・廊下

三保電話交換所※ 屋上

静岡県立清水南高等学校・同中等部 ３階～屋上

市営清水折戸西団地　1・2号棟 ４～５階の階段・踊場

東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 ５～８階の廊下、階段・踊場

清水三保第二小学校 ３・４階

特別養護老人ホーム ベイコート清水 ３階の廊下・ホール、屋上（３階部分）

市営清水折戸北団地１，２号棟 ３～５階の階段・踊場

市営清水折戸団地１～３，６～１３号棟 ３・４階の階段・踊場

国立清水海上技術短期大学校 ３階・屋上

東海大学清水校舎１～３，８号棟 ３階～屋上

川原
(６)

折戸
(９)

久能
(３)

(危機管理総室)

宮竹
(３)

長田南
(９)

駒越
(５)

大里東
(４)

中島
(12)
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清水三保第一小学校 ３・４階

清水第五中学校 ３階

介護付有料老人ホーム ベストライフ三保の松原 屋上

東海大学三保研修館 ３階の居室

三保シーサイドホテル福田家※ ３～４階の階段・廊下・居室、屋上

日本平消防署 三保出張所 ４階ホール

鈴与三保クラブハウス※ 屋上

日本軽金属(株)三保白浜社宅 ３・４階廊下

市営清水羽衣団地１～８号棟 ３階階段室

グランディール塚間 ３階廊下

介護付有料老人ホーム ラ・ナシカ三保の松原※ 屋上

清水第四中学校 ３・４階

清水不二見小学校 ３階～屋上

マルハン村松店駐車場 ３階・屋上

清水南部浄化センター（管理棟） 屋上

LIBERTE MIYAKAMI ３・４階廊下

清水埠頭株式会社港湾荷役管理棟 ３～６階の廊下・事務所、屋上

三明電子産業㈱ ３階ホール

市営三光町団地 ３階以上の階段・踊場・廊下

清水第三中学校 ３階

清水小学校 ３階～屋上

清水築地ポンプ場 屋上

鈴与㈱港湾センター 屋上

㈱天野回漕店※ ２階会議室、３階ホール、屋上

浪漫館 14階市民ホール

清水港湾合同庁舎 屋上

港湾会館清水日の出センター（清水マリンビル） ３～７階の階段、５・６階の廊下・会議室、７階廊下・ホール、屋上

静岡県清水港湾交流センター（清水マリンターミナル） ２階ホール、３階会議室、屋上

アオキトランス㈱ 屋外階段・踊場

エスパルスドリームプラザ※ ３階廊下ルーフテラス

エスパルスドリームプラザP１立体駐車場※ ３～７階、屋上

鈴与㈱本社ビル ５階ホール、屋上

(社)日本海事検定協会 清水事業所 屋外階段、屋上

木材ビル別館 屋上

木産パーク（立体駐車場） ３階・屋上

清水生涯学習交流館 ３階・屋上

清水富士山病院 ３～５階病室

清水港日の出駐車場（マリンパーキング） ２階・屋上

清水第二中学校 ３・４階

清水岡小学校 ３階

清水聖母保育園※ 屋上

日軽産業㈱ 本社ビル ３階～６階の屋外階段

静岡市役所　清水庁舎 ３～９階の会議室・ホール

清水合同庁舎 低層部屋上

静岡市清水産業情報プラザ ３～７階、施設立体駐車場屋上

介護老人福祉施設 巴の園 屋上

清水浜田小学校 ３階

清水駅東口駐車場（立体駐車場） ３階、屋上

勤労者福祉センター清水テルサ ３～８階

新興港運㈱立体駐車場 ３・４階

三保
(11)

岡
(３)

不二見
(６)

清水
(21)

浜田
(9)
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清水江尻小学校 ３階

江尻生涯学習交流館 ３階、屋上

清水国際高等学校 ３階体育館・廊下

庵原屋日和館※ ３～６階の廊下、屋上

ホテルマイステイズ清水 ３～１１階の階段・踊場、屋上

静岡市社会福祉会館はーとぴあ清水 ３～６階

清水第一中学校 ３・４階

清水辻小学校 ３階

清水駅西口第一自転車等駐車場 ３階

第一倉庫㈱ 本社 ３階の階段・踊場、４階会議室、屋上

静岡県立清水東高等学校 ３・４階

県営住宅宮下団地　１・２・３号棟 ３～４階の階段・踊場

アトラス清水駅前 ３階以上の階段・踊場・廊下

静岡市清水駅西口第２自転車駐車場 ３階

えじりあ　駐車場 ３階～屋上

清水シティホテル※ ２～６階廊下、屋上

清水郵便局 屋上

マルハン袖師店駐車場 ３～４階、屋上

㈱ＡＢＣ清水袖師町店立体駐車場 ３～５階、屋上

ベイホテル入船館 ５～９階の階段・踊場・廊下、屋上

清水袖師小学校 ３・４階

パチンコプラザ－1・2立体駐車場 屋上

市営清水横砂団地 ３～５階の階段・踊場

清水北部浄化センター（水処理棟） 屋上

興津生涯学習交流館 ３階

清水興津中学校 ３・４階

清水興津小学校 ３階

県営住宅興津団地　１号棟～９号棟 ３～５階の階段・踊場

市営清水興津東町西団地　１・２号棟 ３～５階の廊下・階段・踊場

果樹茶業研究部門カンキツ研究領域　共同実験室 屋上

駿河健康ランド ３階～屋上

静岡銀行　興津支店※ 屋上

由比小学校 ３階

由比中学校 ３階

旧由比庁舎 屋上

由比生涯学習交流館 ３階

清水銀行　由比支店 屋上

由比港漁業協同組合 屋上

蒲原市民センター（蒲原生涯学習交流館） ３階

静岡銀行　蒲原支店 ３階多目的室、屋上

株式会社エイシンフーズ 屋上

リョービ株式会社（静岡工場総合事務所） 屋上

株式会社ヤママル　工場 ベランダ

蒲原中学校 ３階～屋上

計１４６施設

※静岡市津波避難ビル整備事業費補助金にて整備した施設

蒲原
(６)

袖師
(７)

辻
(13)

由比
(６)

興津
(８)

江尻
(４)


