
指定避難所のうち、敷地内にスロープが設置されている施設

【葵区】 【駿河区】 【清水区】
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1 2 葵 城内中学校 葵区駿府町1-107 ○ 1 3 森下 静岡女子高等学校 駿河区八幡3-6-1 ○ 1 1 辻 清水東高等学校 清水区秋吉町5-10 ○

2 5 葵 静岡英和女学院中学・高等学校 葵区西草深町8-1 ○ 2 4 中田 ○(浸) 中田小学校 駿河区中田2-14-1 2 2 辻 清水辻小学校 清水区辻4-3-40 ○

3 6 葵 女性会館・葵生涯学習センター 葵区東草深町3-18 ○ 3 6 南部 ○(浸) 南部小学校 駿河区南八幡町11-1 3 4 江尻 清水江尻小学校 清水区江尻町14-63 ○

4 8 新通 県男女共同参画センター(あざれあ) 駿河区馬渕1-17-1 ○ 4 8 南部 南部生涯学習センター 駿河区南八幡町25-21 ○ 4 5 江尻 ○(浸) 江尻生涯学習交流館 清水区小芝町3-35 ○

5 11 番町 ○(浸) 番町小学校 葵区新富町1-23-1 ○ 5 11 大里西 ○(浸) 大里西小学校 駿河区中原400 5 6 入江 清水入江小学校 清水区追分2-3-1 ○

6 12 番町 特別支援教育センター 葵区一番町50 6 12 大里西 大里中学校 駿河区中野新田57-5 6 7 入江 清水第八中学校 清水区追分4-2429 ○

7 16 田町 西部生涯学習センター 葵区田町3-46-5 ○ 7 13 大里西 大里生涯学習センター 駿河区中野新田57-5 ○ 7 9 浜田 ○(浸) 浜田生涯学習交流館 清水区浜田町4-4 ○

8 17 田町 静岡商業高等学校 葵区田町7-90 ○ 8 15 大里西 静岡聴覚特別支援学校 駿河区中村町251 ○ 8 10 浜田 清水浜田小学校 清水区浜田町11-1 ○

9 21 伝馬町 静岡大成中学･高等学校 葵区鷹匠2-4-18 9 16 大里東 ○(浸) 大里東小学校 駿河区高松2310 9 11 浜田 清水中央図書館 清水区入江岡町15-23 ○

10 23 井宮 ◎(浸･土) 井宮小学校 葵区平和1-7-1 10 17 中島 ○(浸) 中島小学校 駿河区中島2992-1 10 12 浜田 浜田 清水テルサ（東部勤労者福祉センター） 清水区島崎町223 ○

11 24 井宮 籠上中学校 葵区平和2-2-1 ○ 11 23 富士見 ◎(浸･土) 富士見小学校 駿河区登呂1-1-1 ○ 11 13 岡 清水西高等学校 清水区青葉町5-1 ○

12 25 井宮北 ◎(浸･土) 井宮北小学校 葵区上伝馬2-1 ○ 12 26 富士見 駿河総合高等学校 駿河区有東3-4-17 ○ 12 14 岡 清水岡小学校 清水区神田町4-3 ○

13 26 井宮北 北部生涯学習センター 葵区昭府2-14-1 ○ 13 30 西豊田 南部体育館 駿河区曲金3-1-30 ○ 13 16 岡 ○(浸) 岡生涯学習交流館 清水区桜が丘町7-1 ○

14 28 賤機南 賤機中学校 葵区下1353-1 14 31 西豊田 静岡県農業会館 駿河区曲金3-8-1 ○ 14 17 岡 清水桜が丘高等学校 清水区桜が丘町7-15 ○

15 29 賤機南 北部体育館 葵区松富4-14-1 ○ 15 32 西豊田 静岡視覚特別支援学校 駿河区曲金6-1-5 ○ 15 19 船越 清水船越小学校 清水区船越三丁目15-1 ○

16 30 賤機中 ◎(浸･土) 賤機中小学校 葵区牛妻2095-2 16 33 西豊田 ツインメッセ静岡 駿河区曲金3-1-10 ○ 16 20 船越 清水船越老人福祉センター 清水区船越町2-9-26 ○

17 31 賤機北 ◎(浸･土) 賤機北小学校 葵区俵沢234-1 17 34 東源台 ◎(浸･土) 東源台小学校 駿河区国吉田6-7-45 17 22 清水 清水総合運動場 清水区清開2-1-1 ○

18 35 足久保 足久保小学校 葵区足久保奥組741-1 18 35 東源台 東豊田中学校 駿河区国吉田5-23-1 ○ 18 23 清水 清水老人憩の家清開きらく荘 清水区清開2-1-1 ○

19 36 足久保 ◎(浸･土) 美和中学校 葵区足久保口組3276-2 19 37 東源台 静岡県立大学 駿河区谷田52-1 ○ 19 24 清水 清水小学校 清水区松井町15-1 ○

20 37 松野 ◎(浸･土) 松野小学校 葵区松野598-2 20 38 東源台 静岡英和学院大学 駿河区池田1769 20 26 不二見 清水不二見小学校 清水区新緑町2-21 ○

21 41 井川 ◎(浸･土) 井川生涯学習交流館 葵区井川656-2 ○ 21 39 東豊田 ◎(浸･土) 東豊田小学校 駿河区池田491-2 ○ 21 27 不二見 清水第四中学校 清水区村松 683-1 ○

22 46 大河内 ◎(浸･土) 大河内生涯学習交流館 葵区平野1097-38 ○ 22 40 東豊田 静岡聖光学院中学･高等学校 駿河区小鹿1440 ○ 22 30 駒越 清水南部交流センター 清水区駒越南町9-50 ○

23 48 玉川 玉川小学校 葵区落合103-3 23 41 大谷 ◎(浸･土) 大谷小学校 駿河区大谷3683-2 23 32 折戸 折戸老人福祉センター羽衣荘 清水区折戸4-8-53 ○

24 52 横内 東中学校 葵区沓谷1-6-1 24 42 大谷 静岡大学 駿河区大谷836 24 33 折戸 清水三保第二小学校 清水区折戸5-8-2 ○

25 53 横内 静岡学園中学・高等学校 葵区東鷹匠町25 ○ 25 43 大谷 ふじのくに地球環境史ミュージアム 駿河区大谷5762 ○ 25 34 三保 清水三保第一小学校 清水区三保1069-1 ○

26 54 安東 ◎(浸･土) 安東小学校 葵区安東3-16-1 26 44 久能 ◎(浸･土) 久能小学校 駿河区古宿213-2 26 35 三保 清水第五中学校 清水区三保1720 ○

27 57 安東 静岡城北高等学校 葵区北安東2-3-1 ○ 27 45 長田北 ◎(浸･土) 長田北小学校 駿河区向敷地890 27 37 飯田 清水飯田小学校 清水区下野中2-40 ○

28 58 安東 静岡高等学校 葵区長谷町66 ○ 28 46 長田東 ◎(浸) 長田東小学校 駿河区東新田3-10-1 28 38 飯田 清水飯田東小学校 清水区八坂北1-23-40 ○

29 59 城北 ◎(浸･土) 城北小学校 葵区北安東4-27-3 29 47 長田東 長田南中学校 駿河区みずほ3-9-1 29 39 飯田 清水飯田中学校 清水区山原112-1

30 61 城北 静岡中央高等学校 葵区城北2-29-1 ○ 30 49 長田東 長田体育館 駿河区鎌田574-1 ○ 30 40 飯田 清水北部交流センター 清水区八坂町2110-2 ○

31 62 竜南 ○(浸) 竜南小学校 葵区竜南1-23-1 31 50 長田東 オーク長田(長田支所) 駿河区上川原13-1 ○ 31 41 飯田 清水特別支援学校 清水区八坂東1-16-1 ○

32 63 竜南 市立高等学校 葵区千代田3-1-1 ○ 32 51 長田西 ◎(浸･土) 長田西小学校 駿河区丸子6-15-65 ○ 32 43 高部 清水高部小学校 清水区押切1115-2 ○

33 64 千代田 ◎(浸･土) 千代田小学校 葵区沓谷5-47-1 33 54 長田西 長田生涯学習センター 駿河区寺田131-1 ○ 33 44 高部 清水第六中学校 清水区天王西10-40 ○

34 66 千代田 静岡農業高等学校 葵区古庄3-1-1 ○ 34 55 川原 ◎(浸) 川原小学校 駿河区下川原4-14-1 34 46 有度 清水有度第一小学校 清水区有度本町3-1 ○

35 68 千代田 東部生涯学習センター 葵区千代田7-8-15 ○ 35 57 長田南 ○(浸) 長田南小学校 駿河区広野4-7-1 35 47 有度 清水第七中学校 清水区草薙3-9-20 ○

36 70 千代田 科学技術高等学校 葵区長沼500-1 ○ 駿河区小計 全58施設のうち、35施設 19 36 48 有度 清水有度第二小学校 清水区草薙杉道3-19-1 ○

37 71 千代田東 静岡東高等学校 葵区川合3-24-1 ○ 37 51 庵原 清水庵原小学校 清水区庵原町1723 ○

38 72 千代田東 ◎(浸･土) 千代田東小学校 葵区川合3-4-1 38 52 庵原 清水庵原中学校 清水区原245 ○

39 73 千代田東 東部体育館 葵区東千代田2-3-1 ○ 39 54 袖師 清水袖師小学校 清水区袖師町420 ○

40 74 西奈 ◎(浸･土) 西奈小学校 葵区瀬名3-23-1 40 55 袖師 清水袖師中学校 清水区西久保125-1 ○

41 76 西奈 常葉学園橘中学・高等学校 葵区瀬名2-1-1 41 57 袖師 清水清見潟公園スポーツセンター 清水区横砂408-38 ○

42 78 西奈 リンク西奈(西奈生涯学習センター) 葵区瀬名2-32-43 ○ 42 60 興津 清水興津小学校 清水区興津中町350-1 ○

43 79 西奈南 ○(浸) 西奈南小学校 葵区南瀬名町1-20 43 61 興津 清水東部老人憩の家 清水区興津中町1288

44 80 西奈南 西奈中学校 葵区東瀬名町14-1 44 62 興津 清水興津中学校 清水区興津中町1478-10 ○

45 84 麻機 ◎(浸･土) 麻機小学校 葵区有永421-1 ○ 45 64 小島 清水小河内小学校 清水区小河内2723 ○

46 85 服織 ◎(浸･土) 服織小学校 葵区羽鳥6-9-1 ○ 46 65 小島 清水小島小学校 清水区小島町619 ○

47 86 服織 服織中学校 葵区羽鳥1-8-1 ○ 47 66 小島 清水宍原小学校 清水区宍原919 ○

48 89 服織西 ◎(浸･土) 服織西小学校 葵区新間759-1-1 ○ 48 69 両河内 清水西河内小学校 清水区西里143 ○

49 90 南藁科 ◎(浸･土) 南藁科小学校 葵区吉津400 ○ 49 70 両河内 清水両河内中学校 清水区和田島303 ○

50 91 南藁科 静岡西高等学校 葵区牧ケ谷680-1 ○ 50 72 蒲原 ◎(浸･土) 蒲原市民センター（蒲原生涯学習交流館） 清水区蒲原新田1-21-１ ○

51 92 中藁科 ◎(浸･土) 中藁科小学校 葵区大原942-1 51 73 蒲原 蒲原中学校 清水区蒲原49

52 93 中藁科 藁科中学校 葵区大原1398-1 52 74 蒲原 蒲原西小学校 清水区蒲原新田2-25-1 ○

53 97 中藁科 藁科都市山村交流センター 葵区大原1834 ○ 53 75 蒲原 蒲原東小学校 清水区蒲原666

54 98 清沢 清沢小学校 葵区相俣99-1 54 76 由比 由比中学校 清水区由比456 ○

55 100 清沢 ◎(浸･土) 清沢生涯学習交流館 葵区昼居渡66-2 ○ 55 77 由比 由比小学校 清水区由比町屋原329

56 104 大川 ◎(浸･土) 大川生涯学習交流館 葵区日向10 ○ 清水区小計 全78施設のうち、55施設 50

葵区小計 全104施設のうち、56施設 33 市 合 計 全240施設のうち、146施設 102

※スロープが設置されている施設は、全240施設のうち、146施設。（※こども園35施設（乳幼児優先施設33施設、優先施設以外２施設）は抜いている。）
※多目的トイレが設置させている施設は、全240施設のうち、108施設。
※スロープが設置されている施設のうち、多目的トイレが設置されている施設は、102施設。


