
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】

番号 No. 地区支部
風水害緊急
避難場所

名　称 所　在　地 多目的トイレ

1 2 葵 城内中学校 葵区駿府町1-107 ○

2 5 葵 静岡英和女学院中学・高等学校 葵区西草深町8-1 ○

3 6 葵 女性会館・葵生涯学習センター 葵区東草深町3-18 ○

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 ○

5 11 番町 ○(浸) 番町小学校 葵区新富町1-23-1 ○

6 12 番町 特別支援教育センター 葵区一番町50

7 16 田町 西部生涯学習センター 葵区田町3-46-5 ○

8 17 田町 静岡商業高等学校 葵区田町7-90 ○

9 21 伝馬町 静岡大成中学･高等学校 葵区鷹匠2-4-18

10 23 井宮 ◎(浸･土) 井宮小学校 葵区平和1-7-1

11 24 井宮 籠上中学校 葵区平和2-2-1 ○

12 25 井宮北 ◎(浸･土) 井宮北小学校 葵区上伝馬2-1 ○

13 26 井宮北 北部生涯学習センター 葵区昭府2-14-1 ○

14 28 賤機南 賤機中学校 葵区下1353-1

15 29 賤機南 北部体育館 葵区松富4-14-1 ○

16 30 賤機中 ◎(浸･土) 賤機中小学校 葵区牛妻2095-2

17 31 賤機北 ◎(浸･土) 賤機北小学校 葵区俵沢234-1

18 35 足久保 足久保小学校 葵区足久保奥組741-1

19 36 足久保 ◎(浸･土) 美和中学校 葵区足久保口組3276-2

20 37 松野 ◎(浸･土) 松野小学校 葵区松野598-2

21 41 井川 ◎(浸･土) 井川生涯学習交流館 葵区井川656-2 ○

22 46 大河内 ◎(浸･土) 大河内生涯学習交流館 葵区平野1097-38 ○

23 48 玉川 玉川小学校 葵区落合103-3

24 52 横内 東中学校 葵区沓谷1-6-1

25 53 横内 静岡学園中学・高等学校 葵区東鷹匠町25 ○

26 54 安東 ◎(浸･土) 安東小学校 葵区安東3-16-1

27 57 安東 静岡城北高等学校 葵区北安東2-3-1 ○

28 58 安東 静岡高等学校 葵区長谷町66 ○

29 59 城北 ◎(浸･土) 城北小学校 葵区北安東4-27-3

30 61 城北 静岡中央高等学校 葵区城北2-29-1 ○

31 62 竜南 ○(浸) 竜南小学校 葵区竜南1-23-1

32 63 竜南 市立高等学校 葵区千代田3-1-1 ○

33 64 千代田 ◎(浸･土) 千代田小学校 葵区沓谷5-47-1

34 66 千代田 静岡農業高等学校 葵区古庄3-1-1 ○

35 68 千代田 東部生涯学習センター 葵区千代田7-8-15 ○

36 70 千代田 科学技術高等学校 葵区長沼500-1 ○

37 71 千代田東 静岡東高等学校 葵区川合3-24-1 ○

38 72 千代田東 ◎(浸･土) 千代田東小学校 葵区川合3-4-1

39 73 千代田東 東部体育館 葵区東千代田2-3-1 ○

40 74 西奈 ◎(浸･土) 西奈小学校 葵区瀬名3-23-1

41 76 西奈 常葉学園橘中学・高等学校 葵区瀬名2-1-1

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 ○

43 79 西奈南 ○(浸) 西奈南小学校 葵区南瀬名町1-20

44 80 西奈南 西奈中学校 葵区東瀬名町14-1

45 84 麻機 ◎(浸･土) 麻機小学校 葵区有永421-1 ○

46 85 服織 ◎(浸･土) 服織小学校 葵区羽鳥6-9-1 ○

47 86 服織 服織中学校 葵区羽鳥1-8-1 ○

48 89 服織西 ◎(浸･土) 服織西小学校 葵区新間759-1-1 ○

49 90 南藁科 ◎(浸･土) 南藁科小学校 葵区吉津400 ○

50 91 南藁科 静岡西高等学校 葵区牧ケ谷680-1 ○

51 92 中藁科 ◎(浸･土) 中藁科小学校 葵区大原942-1

52 93 中藁科 藁科中学校 葵区大原1398-1

53 97 中藁科 藁科都市山村交流センター 葵区大原1834 ○

54 98 清沢 清沢小学校 葵区相俣99-1

55 100 清沢 ◎(浸･土) 清沢生涯学習交流館 葵区昼居渡66-2 ○

56 104 大川 ◎(浸･土) 大川生涯学習交流館 葵区日向10 ○

葵区小計 全104施設のうち、56施設 33


