
避難対象市町 県内避難先 県外避難先 

敦賀市 ○福井市、小浜市 ○奈良県
・奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市 

美浜町 
○おおい町
○大野市

若狭町 ○越前町
○兵庫県
・篠山市、丹波市 
・西脇市、小野市、三木市、加西市、加東市、多可町 

小浜市 ○鯖江市、越前市
○兵庫県
・豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 
・姫路市、市川町、福崎町、神河町 

おおい町 ○敦賀市 ○兵庫県
・伊丹市、川西市 

高浜町 ○敦賀市 ○兵庫県
・宝塚市、三田市、猪名川町 

南越前町 ○永平寺町

福井市 ○福井市内※

鯖江市 ○坂井市、勝山市 ○石川県
・加賀市 

越前市 ○坂井市、あわら市 ○石川県
・小松市、能美市 

越前町 ○坂井市

池田町 ○大野市

原子力災害時の県内市町の避難先について 

※３０ｋｍ圏外の福井市内に避難 

資 料 ５ 



原子力災害時の県内・県外避難の使用施設数

避難対象市町
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敦賀市 130 1 247 378

美浜町 10 16 26

若狭町 41 53 94

小浜市 14 31 82 127

おおい町 20 43 63

高浜町 17 22 39

南越前町 27 27

福井市 3 3

鯖江市 18 32 54 104

越前市 22 22 82 126

越前町 37 37

池田町 5 5

小　計 133 1 10 21 41 14 31 37 27 77 32 22 247 200 136 1,029

合　計 1,029

県内避難先 県外避難先

446 583

合
　
計



関係市町の避難施設

市町 避難施設 市町 避難施設

西浦 352 130 生駒市コミュニティーセンター

常宮 290 111 生駒市図書会館

赤崎 452 194 福井市芦見生涯教育施設 奈良県天理市 天理市立東部公民館　他２箇所

粟野 9,994 3,896 福井市松本公民館　他１５箇所 奈良市立平城東中学校　他３３箇所

粟野南 7,389 2,782 福井市明倫中学校　他７箇所 奈良市立登美ヶ丘小学校　他３０箇所

沓見 1,471 525 福井県立高志高等学校 奈良県生駒市 南コミュニティーセンターせせらぎ　他４箇所

黒河 2,263 821 福井市美山啓明小学校　他７箇所 奈良県奈良市 登美ヶ丘公民館　他８箇所

中央 9,671 4,058 福井市東藤島小学校　他１２箇所 奈良県大和郡山市 大和郡山市南部公民館　他２６箇所

敦賀北 4,267 1,853 福井市川西中学校　他１５箇所 奈良県天理市 天理市立山の辺小学校　他１２箇所

敦賀西 5,960 2,691 福井市清水北小学校　他１１箇所 奈良市立鳥見小学校　他１６箇所

敦賀南 7,105 3,142 福井市西藤島小学校　他１４箇所 奈良市立済美小学校　他３３箇所

中郷 7,718 3,083 福井県立藤島高等学校　他１４箇所 奈良市立田原小学校　他３６箇所

東浦 938 386 福井市東体育館 奈良県天理市 天理市立二階堂小学校　他４箇所

松原 7,947 3,334 福井市社中学校　他１４箇所 奈良県生駒市 北コミュニティーセンターISTAはばたき　他１６箇所

咸新 2,483 1,008 福井市本郷小学校　他７箇所 奈良県天理市 天理市立三島体育館　他１２箇所

合計 68,300 28,014

菅浜 452 141 おおい町立大飯中学校 大野市尚徳中学校

丹生 467 203 おおい町立大飯中学校 大野市富田小学校　他１箇所

美浜東 2,057 711 おおい町立佐分利小学校　他２箇所 大野市エキサイト広場総合体育施設

弥美 3,288 1,172 名田庄体育館　他３箇所 大野市上庄小学校　他７箇所

新庄 559 206 里山文化交流センター 下庄公民館

美浜北 1,166 464 おおい町総合町民体育館 大野市有終東小学校　他１箇所

美浜南 2,384 835 おおい町総合町民福祉センター　他１箇所 福井県立大野高等学校　他１箇所

合計 10,373 3,732

福井市立羽生小学校、一乗小学校
福井県立若狭東高等学校

敦賀市

福井市
小浜市

市　町 地　　域
（小学校区別）

人口 世帯数
避難先１

おおい町

避難先２

大野市
美浜町

奈良県生駒市

奈良県奈良市

奈良県奈良市

福井市



市町 避難施設 市町 避難施設
市　町 地　　域

（小学校区別）
人口 世帯数

避難先１ 避難先２

みそみ 2,428 810 越前町立宮崎小学校　他１０箇所 口吉川町公民館　他１０箇所

明倫 949 290 越前町営朝日体育館　 自由が丘公民館　他２箇所

兵庫県篠山市篠山総合スポーツセンター　他５箇所

兵庫県加東市やしろ国際学習塾

気山 941 299 越前町立朝日中学校　他１箇所 山南農業者等体育施設　他３箇所

梅の里 1,093 307 織田健康福祉センター　他１箇所 三ッ塚ふれあいセンター愛育館　他１箇所

岬 499 134 越前町営織田勤労者体育館　 氷上住民センター　

鳥羽 1,840 511 越前町立織田小学校　他２箇所 兵庫県西脇市黒っこプラザ　他４箇所

瓜生 1,989 633 越前町立越前中学校　他２箇所 兵庫県加西市市民会館　他８箇所

熊川 716 250 越前町立萩野小学校　他３箇所 兵庫県多可町文化会館　他３箇所

兵庫県加東市滝野総合公園体育館

コミュニティーセンター下東条　他１箇所

野木 1,280 345 越前町立城崎小学校　他３箇所 兵庫県立小野高等学校　他３箇所

合計 16,119 5,034

小浜 4,407 1,773 越前市武生東小学校　他８箇所 兵庫県立大学書写キャンパス　他８箇所

雲浜 5,075 2,188 福井県立武生工業高等学校　他５箇所 姫路球場　他６箇所

西津 3,336 1,342 福井県立武生東高等学校　他４箇所 船津公園ふれあい館　他５箇所

内外海 1,682 531 福井県立武生商業高等学校　他２箇所 ネスパルやすとみ　他４箇所

国富 1,750 540 福井県立武生高等学校 姫路市立飾磨高等学校　他５箇所

宮川 799 263 鯖江市 鯖江市河和田小学校 姫路みなとドーム

松永 1,277 427 越前市 越前市北日野体育館 他３箇所 兵庫県朝来市 和田山体育センター　他４箇所

遠敷 3,235 1,182 鯖江市 鯖江市中央中学校　他３箇所 兵庫県豊岡市 豊岡市総合体育館　他１２箇所

今富 5,018 1,869 鯖江市 鯖江市豊小学校　他４箇所 兵庫県姫路市 姫路市立中央体育館　他４箇所

兵庫県市川町 市川町スポーツセンター体育館　他２箇所

兵庫県福崎町 福崎町立田原小学校　他４箇所

兵庫県神河町 旧神河町立上小田小学校　他１箇所

中名田 1,240 520 鯖江市立待小学校 兵庫県養父市 関宮農林漁業者等健康増進施設　他８箇所

兵庫県新温泉町 健康公園体育館　他１箇所

兵庫県香美町 射添体育館　他３箇所

合計 31,131 11,803

兵庫県丹波市

兵庫県小野市

越前町

越前市
兵庫県姫路市

三宅 1,958 680 越前サブコミュニティーセンター庁舎　他５箇所

2,426 775 福井県立丹生高等学校　他３箇所三方

若狭町

兵庫県三木市

小浜市

越前市口名田 1,922 674 越前市服間小学校　他３箇所

鯖江市
加斗 1,390 494 鯖江市鳥羽小学校　他１箇所



市町 避難施設 市町 避難施設
市　町 地　　域

（小学校区別）
人口 世帯数

避難先１ 避難先２

大島 765 280 敦賀市立粟野中学校 川西市立加茂小学校　他３箇所

佐分利 1,598 564 敦賀市立敦賀西小学校　他２箇所 川西市立緑台小学校　他６箇所

名田庄 2,595 912 敦賀市立東浦小学校　他７箇所 兵庫県伊丹市伊丹市立天王寺川中学校　他１３箇所

兵庫県川西市 川西市立牧の台小学校　他７箇所

兵庫県伊丹市 伊丹市立笹原小学校　他９箇所

合計 8,728 3,200

青郷 2,783 1,004 敦賀市体育館　他４箇所 兵庫県宝塚市 兵庫県立宝塚高等学校　他７箇所

内浦 740 276 少年自然の家　他４箇所 兵庫県三田市 駒ケ谷運動公園

兵庫県宝塚市 東公民館　他６箇所

兵庫県猪名川町 スポーツセンター　他２箇所

和田 2,556 982 福井県立敦賀高等学校　他３箇所 兵庫県三田市 兵庫県立三田西陵高等学校　他３箇所

合計 10,999 4,167

今庄 2,927 1,004 上志比体育館　他７箇所

河野 1,895 628 上志比中学校、上志比小学校

南条 5,434 1,547 松岡中学校　他１３箇所

湯尾 1,306 362 永平寺開発センター、永平寺中学校

合計 11,562 3,541

越廼 315 111 すかっとランド九頭竜

清水西 530 155 フェニックスプラザ

清水南 529 144 フェニックスプラザ

殿下 55 28 福井市美山森林温泉みらくる亭

合計 1,429 438

本郷 3,770 1,444 プラザ万象　他７箇所

敦賀市

福井県立敦賀工業高等学校　他２箇所

福井市
福井市

南越前町
永平寺町

高浜町 高浜 4,920 1,905

おおい町

敦賀市

兵庫県川西市



市町 避難施設 市町 避難施設
市　町 地　　域

（小学校区別）
人口 世帯数

避難先１ 避難先２

惜陰 勝山市立村岡小学校　他１５箇所
進徳 福井県立勝山高等学校　他４箇所
豊 4,708 1,598 勝山市教育会館 他１０箇所
鯖江東 5,119 1,681 丸岡体育館　他８箇所
中河 4,536 1,310 丸岡公民館　他８箇所
神明 加賀市スポーツセンター　他６箇所
鳥羽 加賀市立三木小学校　他９箇所
片上 1,925 561 加賀市立山代小学校
立待 8,486 2,815 加賀市立片山津小学校　他１１箇所
吉川 7,120 2,151 加賀市立庄小学校　他１３箇所
北中山 2,975 807 加賀市立山代中学校　他２箇所
河和田 4,487 1,321 加賀市立山中中学校　他６箇所

合　計 68,901 22,619
神山 3,571 1,185 坂井市春江女性の家　他１箇所
大虫 5,990 2,002 春江Ｂ＆Ｇ海洋センター　他９箇所
坂口 464 150 坂井市ゆりの里公園
王子保 6,047 2,014 文化の森・YURI文化情報交流館　他３箇所

白山 1,825 559 坂井市立大石小学校　他３箇所
丸岡町総合福祉保健センター
あわら市本荘小学校　他１１箇所

北日野 4,711 1,497 福井県立金津高等学校　他９箇所
武生東 5,495 2,326 小松市立芦城小学校　他９箇所
武生西 7,890 3,261 こまつドーム　他１７箇所
吉野 7,667 2,562 小松市立苗代小学校　他８箇所
国高 10,583 3,621 小松市立能美小学校　他１２箇所
味真野 4,838 1,502 小松市立国府小学校　他７箇所

小松市立板津中学校
寺井中央児童館　他３箇所

花筐 3,753 1,160 石川県立寺井高等学校　他５箇所
岡本 3,442 991 辰口健康福祉センター　他４箇所
南中山 3,428 944 能美市立辰口中央小学校　他４箇所
服間 2,052 601 宮竹コミュニティーセンター　他２箇所

合　計 84,487 28,896

12,967

16,578

9,850

越前市

坂井市

武生南

石川県能美市

北新庄 2,881 817

鯖江市

勝山市

坂井市

石川県加賀市

3,704
あわら市

4,583

石川県小松市

5,792



市町 避難施設 市町 避難施設
市　町 地　　域

（小学校区別）
人口 世帯数

避難先１ 避難先２

朝日 7,500 2,428 三国体育館　他７箇所

常磐 445 119 坂井市立加戸小学校

糸生 1,660 504 三国社会福祉センター

宮崎 3,978 1,109 坂井市立三国西小学校　他１２箇所

四ヶ浦 2,905 1,000 みくに文化未来館　他１箇所

城崎 2,353 813 坂井市立三国中学校　他３箇所

織田 3,561 1,098 坂井体育館　他４箇所

萩野 1,178 339 福井県立坂井農業高等学校　他２箇所

合計 23,580 7,410

池田 3,051 1,033 大野市 大野市下庄小学校　他４箇所

合計 3,051 1,033
池田町

越前町
坂井市



［敦賀市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

色浜 78 26 福井市羽生小学校 大宮町１２－３１ 生駒市コミュニティセンター 生駒市元町1丁目6番12号

浦底 85 40 福井市羽生小学校 大宮町１２－３１ 生駒市コミュニティセンター 生駒市元町1丁目6番12号

立石 69 26 福井市羽生小学校 大宮町１２－３１ 生駒市コミュニティセンター 生駒市元町1丁目6番12号

白木 １丁目 61 18 福井市羽生小学校 大宮町１２－３１ 生駒市コミュニティセンター 生駒市元町1丁目6番12号

手 59 20 福井市羽生小学校 大宮町１２－３１ 生駒市コミュニティセンター 生駒市元町1丁目6番12号

二村 7 2 福井市一乗小学校 西新町１－４ 生駒市図書会館 生駒市辻町238番地

名子 47 15 福井市一乗小学校 西新町１－４ 生駒市図書会館 生駒市辻町238番地

縄間 67 32 福井市一乗小学校 西新町１－４ 生駒市図書会館 生駒市辻町238番地

常宮 91 33 福井市一乗小学校 西新町１－４ 生駒市図書会館 生駒市辻町238番地

沓 78 29 福井市一乗小学校 西新町１－４ 生駒市図書会館 生駒市辻町238番地

鞠山 53 25 福井市芦見生涯教育施設 西中町３－９－１ 天理市立東部公民館 天理市豊田町87番地

田結 235 94 福井市芦見生涯教育施設 西中町３－９－１ 天理市立福住中学校 天理市福住町2105番地

赤崎 164 75 福井市芦見生涯教育施設 西中町３－９－１ 天理市立井戸堂小学校 天理市西井戸堂町301番地

福井市松本公民館 文京１－１７－１２ 奈良市立平城東中学校 奈良市朱雀六丁目11番地

福井市日新公民館 文京５－３－２５

福井市体育館 松本４－１０－１ 奈良市立朱雀小学校 奈良市朱雀六丁目10番地の1

平城東公民館 奈良市朱雀六丁目9番地の1

奈良県立平城高等学校 奈良市朱雀二丁目11

ならやまコミニュティスポーツ会館 奈良市朱雀二丁目12番地

朱雀地域ふれあい会館 奈良市朱雀二丁目12番地

左京地域ふれあい会館 奈良市左京五丁目4番地の1

福井市春山小学校 文京３－１３－１ 奈良市立左京小学校 奈良市左京三丁目1番地の1

福井市日新小学校 文京５－２５－３０ 総合福祉センター 奈良市左京五丁目3-1

奈良市立佐保台小学校 奈良市佐保台三丁目902番地の341

佐保台地域ふれあい会館 奈良市佐保台二丁目902番地の239

奈良県立奈良高等学校 奈良市法蓮町836番地

福井市湊小学校 学園１－４－８ 奈良市立一条高等学校 奈良市法華寺町1351番地

奈良市立佐保小学校 奈良市法蓮町280番地の1

佐保川地域ふれあい会館　 奈良市法連町391番地の4

桜ケ丘町 723 371 福井市進明中学校 松本１－１０－１ 中央体育館 奈良市法蓮佐保山四丁目1番3号

西浦

常宮

赤崎

粟野

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

市野々町 １丁目 404 168

沢 578 237

櫛林 1,336 469

莇生野 1,140 421



［敦賀市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

福井市美山トレーニングセンター 境寺町２－７ 中央体育館 奈良市法蓮佐保山四丁目1番3号

福井市美山中学校 美山町９－１４ 中央第二体育館 奈良市法蓮佐保山四丁目6番1号

福井市美山公民館 美山町２－１２ 中央武道場 奈良市法蓮佐保山四丁目1番2号

中央第二武道場　 奈良市法蓮佐保山四丁目6番3号

奈良県立奈良高等学校 奈良市法蓮町836番地

福井県立足羽高等学校 杉谷町４４ 奈良市立佐保川小学校 奈良市法蓮町229番地の1

奈良県立奈良高等学校 奈良市法蓮町836番地

奈良市立一条高等学校 奈良市法華寺町1351番地

福井市西藤島公民館 三郎丸１－１４１０ 奈良市立一条高等学校 奈良市法華寺町1351番地

福井市大安寺公民館 田ノ野町１４－６ 三笠公民館 奈良市大宮町四丁目313番地の3

男女共同参画センター 奈良市西之阪町12番地

ボランティアインフォメーションセンター 奈良市三条本町13番1号

福井市成和中学校 城東３－１０－１ 大宮児童館 奈良市西之阪町5番地の1

奈良市立大宮小学校 奈良市大宮町四丁目223番地の1

中人権文化センター 奈良市畑中町4番地の4

なら１００年会館 奈良市三条宮前町7番1号

ならまちセンター 奈良市東寺林町38番地

奈良市立椿井小学校 奈良市椿井町25番地

福井市宝永小学校 松本３－１５－１ 中部公民館　 奈良市上三条町23番地の4

福井市明道中学校 文京２－５－１ 奈良市立大安寺西小学校 奈良市大安寺西一丁目342番地

奈良市立三笠中学校 奈良市三条川西町3番1号

防災センター 奈良市八条五丁目404番地の1

奈良市立大安寺小学校 奈良市大安寺二丁目15番1号

福井市河合公民館 川合鷲塚町１６－２０ 奈良市立登美ヶ丘小学校 奈良市西登美ヶ丘四丁目21番1号

福井市河合小学校 山室町１０－１２ 奈良市立登美ヶ丘北中学校 奈良市北登美ヶ丘一丁目1番1号

福井市明倫中学校 木田１－１３６０ 奈良市立登美ヶ丘北中学校 奈良市北登美ヶ丘一丁目1番1号

奈良市立東登美ヶ丘小学校 奈良市東登美ヶ丘四丁目21番33号

奈良市立神功小学校 奈良市神功二丁目2番地

粟野

新和町 ２丁目 666 281

246新和町 １丁目 514

粟野南

萩野町 1,488 574

ひばりケ丘町 1,606 623

金山 1,023 377

92

野坂 1,425 564

関 271



［敦賀市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

福井市森田小学校 下森田新町１９－６７ 奈良市立平城西中学校 奈良市神功二丁目1番地

福井市森田中学校 上野本町３７－１２ 平城西公民館 奈良市神功四丁目25番地

高の原コミニュティスポーツ会館 奈良市神功三丁目6番地

奈良市立右京小学校 奈良市右京四丁目11番地の1

北福祉センター 奈良市右京一丁目1番地の4（北部会館2階）

右京地域ふれあい会館 奈良市右京三丁目18番地

奈良市北部会館 奈良市右京一丁目1番地の4

奈良市立平城小学校 奈良市秋篠町1394番地

福井市大安寺小中学校 岸水町１６－２５－１ 奈良市立平城中学校 奈良市秋篠町1333番地

福井市灯明寺中学校 灯明寺町５４－１ 平城公民館 奈良市秋篠町1468番地

とみの里地域ふれあい会館 奈良市中山町西二丁目1012番地の1

奈良市立平城西小学校 奈良市東登美ヶ丘三丁目1093番地の1

奈良市立登美ヶ丘中学校 奈良市東登美ヶ丘三丁目1059番地

福井県立武道館 三ツ屋町８－１－１ 登美ヶ丘南公民館 奈良市中山町西二丁目921番地の1

奈良市立鶴舞小学校 奈良市鶴舞東町2番1号

奈良市立西大寺北小学校 奈良市西大寺赤田町一丁目6番1号

西大寺北地域ふれあい会館 奈良市西大寺東町一丁目1番15号

奈良市立あやめ池小学校 奈良市あやめ池南九丁目939番地の39

西武公民館 奈良市学園南三丁目1番5号

奈良市立伏見小学校 奈良市菅原町370番地

奈良市立伏見中学校 奈良市西大寺野神町一丁目6番1号

伏見公民館 奈良市青野町191番地の1

奈良市立都跡小学校 奈良市四条大路五丁目6番1号

奈良市立都跡中学校 奈良市柏木町13番地

都跡公民館 奈良市五条町204番地の1

奈良県立奈良養護学校 奈良市七条町135番地

奈良県立奈良朱雀高等学校 奈良市柏木町248番地

福井県立高志高等学校 御幸２－２５－８ 生駒市立生駒南中学校 生駒市萩原町90番地

むかいやま公園体育館 生駒市萩原町673番地

南コミュニティセンターせせらぎ 生駒市小瀬町18番地

生駒市井出山体育館 生駒市小平尾町1766番地1

生駒市小平尾南体育館 生駒市小平尾町1629番地

粟野南

市野々町 ２丁目 1,258 460

公文名 3,372 1,181

和久野 1,579 614

沓見 沓見 1,471 525



［敦賀市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

福井市美山啓明小学校 朝谷町１－２０ 登美ヶ丘公民館 奈良市中登美ヶ丘三丁目4162番地の81

福井市美山公民館上味見分館 中手町１０－３－１ 奈良県立登美ヶ丘高等学校 奈良市二名町1944番地の12

福井市下宇坂小学校 市波町５５－５ 奈良県立登美ヶ丘高等学校 奈良市二名町1944番地の12

福井市美山公民館羽生分館 大宮町１１－８ 奈良市立二名小学校 奈良市二名一丁目3716番地の1

福井市美山公民館下宇坂分館 市波町２５－１１－１ 奈良市立二名中学校 奈良市二名一丁目3667番地の2

福井市上味見生涯教育施設 中手町７－３ 二名公民館 奈良市学園赤松町3684番地

みどりケ丘町 226 88 福井市円山公民館 北今泉町７－１２ 奈良市立青和小学校 奈良市百楽園四丁目1番1号

福井市研修センター 文京６－８－１８ 奈良市立青和小学校 奈良市百楽園四丁目1番1号

西福祉センター 奈良市百楽園一丁目9番13号

青和地域ふれあい会館 奈良市百楽園四丁目1番20-5号

奈良市立富雄北小学校 奈良市富雄北一丁目13番6号

福井市東藤島小学校 藤島町４４－８ 奈良県立盲学校 大和郡山市丹後庄町222番地1

奈良県立ろう学校 大和郡山市丹後庄町456番地

福井市中藤小学校 高木町６４－１２ 大和郡山市南部公民館 大和郡山市筒井町600番地4

大和郡山市治道地区公民館 大和郡山市横田町261番地1

奈良県立大和中央高等学校 大和郡山市筒井町1201番地

福井市中藤島公民館 高木北２－１００１ 大和郡山市立郡山南小学校 大和郡山市柳町85番地

福井市日之出公民館 四ツ井１－７－２４

福井市北体育館 天池町５－６５ 大和郡山市中央公民館 大和郡山市南郡山町529番地1

大和郡山市立郡山北小学校 大和郡山市北郡山町115番地

福井市清水中学校 島寺町２－５５ やまと郡山城ホール 大和郡山市北郡山町211番地3

福井市きらら館 風巻町２０－１７ 奈良県立郡山高等学校（冠山学舎） 大和郡山市城内町1番地26

奈良県立郡山高等学校（城内学舎） 大和郡山市城内町2番地45

福井県社会福祉センター 光陽２－３－２２ 大和郡山市片桐地区公民館 大和郡山市小泉町105番地1

大和郡山市立片桐小学校 大和郡山市池ﾉ内町117番地

大和郡山市立片桐西小学校 大和郡山市小泉町1618番地

大和郡山市立片桐中学校 大和郡山市小泉町173番地1

呉羽町 160 85 福井市酒生小学校 成願寺町５－１ 大和郡山市市民交流館 大和郡山市高田町92番地16

1,186 483

中央町 ２丁目 1,172 536

木崎 2,368 951

１丁目

御名

487

山 489 164

長谷 197

砂流 479 165

582 207

１丁目 337 175

386

646

190

290２丁目

黒河

中央

昭和町

昭和町

平和町

中央町



［敦賀市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

福井県立羽水高等学校 羽水１－３０２ 大和郡山市総合公園多目的体育館 大和郡山市矢田山町2番地

大和郡山市矢田コミュニティ会館 大和郡山市矢田町4547番地

大和郡山市立矢田小学校 大和郡山市矢田町966番地2

大和郡山市立矢田南小学校 大和郡山市山田町83番地

大和郡山市立郡山西中学校 大和郡山市田中町767番地

福井市少年自然の家 脇三ヶ町６６－２－１０ 大和郡山市平和地区公民館 大和郡山市若槻町4番地4

大和郡山市立郡山東中学校 大和郡山市若槻町134番地2

福井市啓蒙小学校 開発１－１００８ 大和郡山市昭和地区公民館 大和郡山市馬司町331番地56

大和郡山市額田部運動公園施設 大和郡山市額田部北町642番地

大和郡山市立昭和小学校 大和郡山市額田部北町555番地

若葉町 ３丁目 538 216 福井市日之出小学校 日之出５－１１－１ 大和郡山市立郡山中学校 大和郡山市柳町404番地

金ケ崎町 291 126 福井市鶉小学校 砂子坂町４－３１ 天理市立山の辺小学校 天理市別所町380番地

港町 422 173 福井市鷹巣小中学校 和布町３－６ 奈良県立添上高等学校　体育館 天理市櫟本町1532番地2

栄新町 342 153 福井市川西コミュニティーセンター（鶉公民館） 砂子坂町５－５８ 天理市立丹波市小学校 天理市丹波市町180番地

福井市国見小学校 鮎川町１０９－３－３ 天理市立西中学校 天理市二階堂上ﾉ庄町210番地1

福井市国見公民館 鮎川町１９５－７

天筒町 42 19 福井市上文殊公民館 北山町３４－１ 天理市立井戸堂公民館 天理市西井戸堂町122番地4

桜町 131 62 福井市長橋小学校 長橋町１８－４８ 天理市立総合体育館 天理市西長柄町595番地

蓬莱町 372 163 福井市東郷小学校 栃泉町３－１０５ 天理市立北中学校 天理市石上町777番地

福井市棗小中学校 石新保町１２－３２ 天理市立総合体育館 天理市西長柄町595番地

福井市棗公民館 石新保町１２－３２

相生町 627 268 福井市川西中学校 水切町３９－２４ 天理市民会館 天理市川原城町739番地

神楽町 １丁目 226 91 宝永公民館 松本４－８－４ 天理市立二階堂体育館 天理市嘉幡町520番地

神楽町 ２丁目 185 83 春山公民館 文京３－１１－１２ 天理市立朝和小学校 天理市成願寺町420番地

角鹿町 322 160 福井市国見中学校 福井市鮎川町１０９－９－２ 天理市立前栽小学校 天理市前栽町329番地

江良 41 14 福井市高須城小学校 高須町７１－３１ 天理市立二階堂公民館 天理市嘉幡町520番地

五幡 163 64 福井市鷹巣公民館 蓑町１６－２－１ 天理市立福住小学校 天理市福住町1954番地1

挙野 23 10 福井市鷹巣公民館 蓑町１６－２－１ 天理市立井戸堂公民館 天理市西井戸堂町122番地4

福井市清水北小学校 グリーンハイツ５－１０１ 奈良市立鳥見小学校 奈良市鳥見町三丁目11番地の2

富雄公民館 奈良市鳥見町二丁目9番地

福井市足羽小学校 足羽３－１－１ 奈良市立富雄第三小中学校 奈良市帝塚山南二丁目11番1号

奈良県立奈良西養護学校 奈良市帝塚山西二丁目1-1

１丁目

２丁目

津内町

津内町

243

268551

209424

713 304

若葉町 １丁目 491 178

367 163

野神 1,794 711

若葉町 ２丁目 593

中央

敦賀北

曙町

元町

敦賀西



［敦賀市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

福井市清水南小学校 真栗町１５－３３ 奈良県立奈良西養護学校 奈良市帝塚山西二丁目1-1

奈良市立三碓小学校 奈良市西千代ヶ丘一丁目20番9号

福井市清水東小学校 三留町６９－２ 奈良市立三碓小学校 奈良市西千代ヶ丘一丁目20番9号

奈良市立富雄中学校 奈良市三碓二丁目3番12号

福井市明新小学校 灯明寺町１－２１０１ 奈良市立富雄中学校 奈良市三碓二丁目3番12号

奈良市立富雄南小学校 奈良市中町4185番地

福井市安居小学校 本堂町８４－５－６ 奈良市立富雄南小学校 奈良市中町4185番地

奈良市立富雄南中学校 奈良市藤ﾉ木台一丁目5番13号

福井市藤島中学校 八ツ島町７－６ 奈良市立富雄南中学校 奈良市藤ﾉ木台一丁目5番13号

富雄南公民館 奈良市中町501番地の3

奈良市西部生涯スポーツセンター 奈良市中町4860番地

福井市光陽中学校 光陽４－７－１ 奈良市西部生涯スポーツセンター 奈良市中町4860番地

奈良市立伏見南小学校 奈良市宝来五丁目2番1号

奈良市立京西中学校 奈良市平松四丁目3番1号

福井市清水西公民館 大森町２０－４３－１ 奈良市立京西中学校 奈良市平松四丁目3番1号

福井市清水北公民館 グリーンハイツ５－１
３１

奈良市立六条小学校 奈良市六条二丁目14番1号

福井市南体育館 下莇生田町３３－１ 奈良市立六条小学校 奈良市六条二丁目14番1号

京西公民館 奈良市六条西一丁目3番43-2号

奈良県立奈良東養護学校 奈良市七条二丁目670番地

奈良県立西の京高等学校 奈良市六条西三丁目24-1

福井市清水西小学校 大森町９－２ 奈良県立西の京高等学校 奈良市六条西三丁目24-1

七条コミュニティスポーツ会館 奈良市七条一丁目2番1号

福井市西藤島小学校 三郎丸１－１４１０ 奈良市立済美小学校 奈良市西木辻町5番地の2

奈良市立春日中学校 奈良市西木辻町67番地

福井市松本小学校 町屋３－１４－２０ 奈良市立春日中学校 奈良市西木辻町67番地

福井市東郷公民館 東郷二ヶ町６－１３－１ 春日公民館　 奈良市南京終町一丁目86番地の1

生涯学習センター 奈良市杉ヶ町23番地

奈良市立済美南小学校 奈良市南京終町676番地

奈良市音声館 奈良市鳴川町32-1

敦賀西

169368舞崎町

4221,025２丁目舞崎町

340818

309710

130356

4751,078

185381

228

220

168

476

456

346

２丁目

１丁目

２丁目

１丁目

３丁目

開町

呉竹町

呉竹町

三島町

364 159

松栄町

三島町

川崎町

三島町

結城町

敦賀南
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避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

福井市西体育館 飯塚町１０－８ 奈良市音声館 奈良市鳴川町32-1

済美ふれあい会館 奈良市南京終町201番地の12

奈良市立飛鳥小学校  奈良市紀寺町785番地

奈良市立飛鳥中学校　 奈良市高畑町1475番地の1

南紀寺コミニュティスポーツ会館 奈良市南紀寺町五丁目54番地の1

福井市木田小学校 木田１－１３６０ 南紀寺コミニュティスポーツ会館 奈良市南紀寺町五丁目54番地の1

奈良県立高円高等学校 奈良市白毫寺町633番地

福井市麻生津小学校 浅水二日町２８－５ 奈良県立高円高等学校 奈良市白毫寺町633番地

飛鳥公民館 奈良市紀寺町984番地

奈良市立東市小学校 奈良市古市町268番地

福井市六条小学校 上莇生田町５－１６ 奈良市立東市小学校 奈良市古市町268番地

東人権センター 奈良市古市町1226番地

（旧）横井人権センター  奈良市横井一丁目616番地の1

古市児童館 奈良市古市町1263番地

福井市足羽中学校 今市町５－１０－１ 古市児童館 奈良市古市町1263番地

横井児童館 奈良市横井五丁目337番地の2

東市コミニュティスポーツ会館 奈良市古市町265番地の1

福井市足羽第一中学校 稲津町８３－１ 南部体育館　 奈良市横井五丁目337番地の1 

東市地域ふれあい会館 奈良市古市町99番地の1

奈良市立明治小学校 奈良市北永井町414番地

鉄輪町 ２丁目 148 65 福井市清明公民館 下荒井町８－４１４ 奈良市立明治小学校 奈良市北永井町414番地

福井市豊小学校 月見３－９－１ 奈良市立明治小学校 奈良市北永井町414番地

奈良市立都南中学校 奈良市南永井町98番地の1

福井県立福井農林高等学校 新保町49-1 奈良市立都南中学校 奈良市南永井町98番地の1

南福祉センター 奈良市南永井町45番地の1

奈良市立辰市小学校 奈良市西九条町一丁目7番地の1

奈良南部生涯スポーツセンター 奈良市杏町467番地の1

南人権文化センター 奈良市杏町401番地の1

辰市ふれあい会館 奈良市西九条町二丁目2番地の44

227497３丁目津内町

東洋町 885 362

261567白銀町

177335１丁目鉄輪町

4901,091１丁目清水町

250535２丁目本町

208432１丁目本町

288633２丁目清水町

敦賀南
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避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

福井市木田公民館 木田1－１４０１ 辰市ふれあい会館 奈良市西九条町二丁目2番地の44

福井市麻生津公民館 浅水三ヶ町１－９３ 奈良市立帯解小学校 奈良市柴屋町9番地

南部公民館 奈良市山町27番地の1

帯解地域ふれあい会館 奈良市田中町342番地の1

南部公民館精華分館 奈良市高樋町640番地の1

福井市六条公民館 天王町４３－４ 南部公民館精華分館 奈良市高樋町640番地の1

米谷町集会所 奈良市米谷町566番地の1

福井市六条公民館 天王町４３－４ 興隆寺町公民館 奈良市興隆寺町356番地の2

中畑町公民館 奈良市中畑町1276番地

福井県立藤島高等学校 文京２－８－３０ ボランティアセンター 奈良市法蓮町1702番地の1

東福祉センター 奈良市法連町1702番地の1

奈良市立若草中学校 奈良市法蓮町1416番地の1

奈良市立鼓阪小学校 奈良市雑司町97番地

若草公民館 奈良市川上町575番地

福井市大東中学校 北今泉町１０－６－２ 若草公民館 奈良市川上町575番地

北人権文化センター 奈良市川上町418番地の1

福井市大東中学校 北今泉町１０－６－２ 北人権文化センター 奈良市川上町418番地の1

東之阪児童館 奈良市川上町461番地の1

奈良市立鼓阪北小学校 奈良市青山九丁目3番地の1

福井県立福井商業高等学校 乾徳４－８－１９ 奈良市立田原小学校 奈良市横田町199番地の1

福井県立福井産業技術専門学院 林藤島町２０－１－３ 奈良市立田原中学校 奈良市横田町295番地の1

田原公民館 奈良市茗荷町1078番地の1

（旧）水間小学校 奈良市水間町450番地の2

奈良市立柳生小学校 奈良市柳生下町138番地

奈良市立柳生中学校 奈良市柳生町212番地の2

柳生公民館邑地分館 奈良市邑地町451番地の4

柳生公民館 奈良市柳生町340番地

柳生地域ふれあい会館 奈良市丹生町847番地

青少年活動センター 奈良市阪原町25-1

（旧）大柳生小学校 奈良市大柳生町832番地

奈良市立興東中学校 奈良市大柳生町4736番地

興東公民館 奈良市大柳生町3633番地

敦賀南

布田町

115

272

58

585

古田刈 7572,004

3 3

長沢

岡山町

岡山町

１丁目

２丁目

990 425

中郷

181510

39木ノ芽町

若泉町

76
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福井市岡保小学校 河水町１８－８ 興東公民館 奈良市大柳生町3633番地

興東公民館大平尾分館 奈良市大平尾町471番地

奈良市立興東小学校 奈良市須川町1424番地

興東公民館狭川分館 奈良市下狭川町3109番地の2

奈良市立月ヶ瀬中学校及び体育館　 奈良市月ヶ瀬尾山2551番地

福井市円山小学校 北四ツ居３－１５－１
７

奈良市立月ヶ瀬中学校及び体育館　 奈良市月ヶ瀬尾山2551番地

福井市和田小学校 和田１－２－１ 奈良市立月ヶ瀬小学校 奈良市月ヶ瀬尾山2350番地の1

福井県自治研修所 大畑町９７－２１－３ 月ヶ瀬公民館 奈良市月ヶ瀬尾山2815番地

月ヶ瀬温泉 奈良市月ヶ瀬尾山2681

月ヶ瀬ふれあい会館　　　　　　　 奈良市月ヶ瀬尾山356番地の2

奈良市立並松小学校 奈良市藺生町1894番地

奈良県立山辺高等学校　 奈良市都祁友田町937番地

奈良市立都祁小学校 奈良市都祁白石町974番地

福井市和田公民館 和田東１－１５０４ 奈良市立都祁小学校 奈良市都祁白石町974番地

奈良市立都祁中学校 奈良市針町2554番地

衣掛町 274 99 福井市文殊小学校 下河北町５３－１ 奈良市立都祁中学校 奈良市針町2554番地

坂下 160 59 福井市旭公民館 手寄２－１－１ 奈良市立都祁中学校 奈良市針町2554番地

福井市湊公民館 学園１－４－８ 奈良市立都祁中学校 奈良市針町2554番地

都祁体育館 奈良市都祁白石町1161番地

鳩原 56 24 福井市啓蒙公民館 開発１－２１０５ 都祁体育館 奈良市都祁白石町1161番地

小河口 90 30 福井市啓蒙公民館 開発１－２１０５ 都祁体育館 奈良市都祁白石町1161番地

小河 76 35 福井市一乗公民館 西新町１－３１ 都祁体育館 奈良市都祁白石町1161番地

市橋 61 27 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 都祁体育館 奈良市都祁白石町1161番地

福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 都祁体育館 奈良市都祁白石町1161番地

都祁公民館 奈良市針町2191番地

奈良市立吐山小学校 奈良市都祁吐山町3939番地

追分 57 20 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立吐山小学校 奈良市都祁吐山町3939番地

深坂 6 3 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立吐山小学校 奈良市都祁吐山町3939番地

駄口 14 9 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立吐山小学校 奈良市都祁吐山町3939番地

山中 2 1 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立吐山小学校 奈良市都祁吐山町3939番地

奥野 47 22 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立吐山小学校 奈良市都祁吐山町3939番地

吉河

疋田

57

山泉

堂

152318

61145道口

143

6431,760

181508

中郷
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福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立吐山小学校 奈良市都祁吐山町3939番地

奈良市立六郷小学校 奈良市針ヶ別所町820番地

麻生口 12 6 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立六郷小学校 奈良市針ヶ別所町820番地

奥麻生 23 9 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立六郷小学校 奈良市針ヶ別所町820番地

新道 37 17 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立六郷小学校 奈良市針ヶ別所町820番地

刀根 92 46 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立六郷小学校 奈良市針ヶ別所町820番地

杉箸 84 44 福井県中小企業産業大学校 下六条町１６－１５ 奈良市立六郷小学校 奈良市針ヶ別所町820番地

阿曽 216 89 福井市東体育館 東郷二ヶ町６－６－１ 天理市立二階堂小学校 天理市二階堂南菅田町640番地1

杉津 190 85 福井市東体育館 東郷二ヶ町６－６－１ 天理市立柳本小学校 天理市柳本町1213番地

横浜 236 100 福井市東体育館 東郷二ヶ町６－６－１ 天理市立櫟本小学校 天理市櫟本町2426番地1

大比田 258 94 福井市東体育館 東郷二ヶ町６－６－１ 奈良県立二階堂養護学校 天理市庵治町358番地1

元比田 38 18 福井市東体育館 東郷二ヶ町６－６－１ 天理市立朝和公民館 天理市三昧田町460番地3

福井市社中学校 若杉４－１４０２ 生駒市立生駒中学校 生駒市西松ヶ丘9番19号

生駒市立光明中学校 生駒市小明町55番地

松島町 ２丁目 317 140 福井市社北小学校 若杉４－１４３ 生駒市立緑ヶ丘中学校 生駒市緑ヶ丘2232番地

鋳物師町 581 252 福井市東安居小学校 水越２－５０３ 生駒山麓公園 生駒市俵口町2088番地

新松島町 716 334 福井市社西小学校 下江守町２２－１８ サンヨースポーツセンター体育館 生駒市高山町166番地2

福井県立道守高等学校 若杉町３５－２１ 生駒市市民体育館 生駒市門前町9番20号

生駒市武道館 生駒市門前町9番20号

福井市社南小学校 種池２－１２８ 奈良県立生駒高等学校 生駒市壱分町532番地1

福井市社南公民館 種池２－２０６ 生駒市立大瀬中学校 生駒市小瀬町911番地1

福井市順化小学校 大手３－１６－１

福井市順化公民館 大手３－１１－１

福井県立科学技術高等学校 下江守町２８ 生駒市北大和体育館 生駒市北大和3丁目5077番地

福井市至民中学校 南江守町６５－２０ 奈良県立奈良北高等学校 生駒市上町4600番地

福井県教育研究所 福新町２５０５ 生駒市立上中学校 生駒市上町3000番地

北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 生駒市上町1543番地

生駒市総合公園体育館 生駒市小明町1807番地1

福井市社北公民館 若杉４－３０８ 生駒市立鹿ノ台中学校 生駒市鹿ﾉ台南2丁目16番地

福井市東安居公民館 飯塚町６－１８ 鹿ノ台ふれあいホール 生駒市鹿ﾉ台南2丁目3番地3

原 123 36 福井市東藤島公民館 林町４８－２５ たけまるホール 生駒市北新町9番28号

松原町

2659曽々木

327828松島町

櫛川町

櫛川 2,602 1,055

339785

２丁目 409

東浦

松原

169

中郷

松葉町 1,586 682
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福井市清水東公民館 三留町１４－１１－１ 天理市立三島体育館 天理市三島町140番地1

福井市清水南公民館 風巻町２０－１７

福井市清水東公民館 三留町１４－１１－１ 天理市立櫟本公民館 天理市櫟本町2064番地2

福井市清水南公民館 風巻町２０－１７

中 337 143 福井市森田公民館 下森田藤巻町２ 天理市障害者ふれあいセンター 天理市柳本町719番地

井川 116 45 福井市清明小学校 下荒井町１３－２４０ 奈良県立二階堂高等学校　格技室 天理市荒蒔町100番地1

高野 116 41 福井市清明小学校 下荒井町１３－２４０ 天理市立前栽公民館 天理市杉本町351番地3

谷 16 6 福井市清明小学校 下荒井町１３－２４０ 天理市障害者ふれあいセンター 天理市柳本町719番地

谷口 73 27 福井市清明小学校 下荒井町１３－２４０ 天理市立福住公民館 天理市福住町2025番地

川北 35 13 福井市清明小学校 下荒井町１３－２４０ 天理市立式上公民館 天理市遠田町45番地9

深山寺 75 30 福井市清明小学校 下荒井町１３－２４０ 天理市立丹波市公民館 天理市丹波市町285番地2

樫曲 166 62 福井市清明小学校 下荒井町１３－２４０ 天理市立南中学校 天理市兵庫町336番地2

池河内 5 3 福井市清明小学校 下荒井町１３－２４０ 天理市トレイルセンター 天理市柳本町577番地1

獺河内 57 26 福井市上文殊小学校 生部町３６－６ 天理市立柳本公民館 天理市柳本町1127番地

越坂 30 9 福井市上文殊小学校 生部町３６－６ 天理市立前栽公民館 天理市杉本町351番地3

田尻 41 19 福井市上文殊小学校 生部町３６－６ 天理市立三島体育館 天理市三島町140番地1

葉原 147 65 福井市上文殊小学校 生部町３６－６ 天理市立南中学校 天理市兵庫町336番地2

新保 85 32 福井市上文殊小学校 生部町３６－６ 天理市トレイルセンター 天理市柳本町577番地1

福井市清水東公民館 三留町１４－１１－１ 天理市福祉センター 天理市福住町4890番地

福井市清水南公民館 風巻町２０－１７

福井市本郷小学校 大年町６５－３２ 天理市福祉センター 天理市福住町4890番地

福井市本郷公民館 荒谷町１９－５５

泉ケ丘町 418 202 福井市旭小学校 手寄２－２－５ 奈良県立二階堂高等学校　体育館 天理市荒蒔町100番地1

※西浦小学校区、常宮小学校区については、敦賀発電所での発災の場合は、小浜市の福井県立若狭東高等学校（金屋４８－３）を避難先とする。

咸新

藤ケ丘町 504 191

河原町 23 9

余座 157 54

3182大蔵



［美浜町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

竹波 124 44 おおい町立大飯中学校 野尻57－1 大野市富田小学校 大野市上野42-3

丹生 343 159 おおい町立大飯中学校 野尻57－1 富田公民館 大野市上野42-6-1

菅浜 菅浜 452 141 おおい町立大飯中学校 野尻57－1 大野市尚徳中学校 大野市土打45-9

坂尻 178 60 おおい町立佐分利小学校 鹿野21-22-1 大野市エキサイト広場総合体育施設 大野市桜塚町601

山上 276 80 おおい町立佐分利小学校 鹿野21-22-1 大野市エキサイト広場総合体育施設 大野市桜塚町601

太田 242 78 おおい町立佐分利小学校 鹿野21-22-1 大野市エキサイト広場総合体育施設 大野市桜塚町601

佐田 859 305 いきいき長寿村 本郷82-14 大野市エキサイト広場総合体育施設 大野市桜塚町601

北田 148 43 いきいき長寿村 本郷82-14 大野市エキサイト広場総合体育施設 大野市桜塚町601

けやき台 354 145 おおい町立本郷小学校 本郷80－7 大野市エキサイト広場総合体育施設 大野市桜塚町601

五十谷 27 6 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 上庄公民館 大野市稲郷43－2

寄戸 26 7 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 上庄公民館 大野市稲郷43－2

宮代 95 25 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 大野市上庄中学校 大野市稲郷74-25

安江 17 5 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 上庄公民館 大野市稲郷43－2

河原市 424 158 おおい町立名田庄中学校 名田庄小倉2－9 大野市上庄小学校 大野市稲郷27-11

南市 636 255 おおい町立名田庄中学校 名田庄小倉2－9 大野市開成中学校 大野市新庄16-7

和田 109 37 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 大野市上庄小学校 大野市稲郷27-11

木野 110 35 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 Ｂ＆Ｇ海洋センター 大野市稲郷43-17-1

佐柿 244 87 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 Ｂ＆Ｇ海洋センター 大野市稲郷43-17-1

麻生 138 47 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 Ｂ＆Ｇ海洋センター 大野市稲郷43-17-1

中寺 88 24 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 大野市上庄中学校 大野市稲郷74-25

雲谷 19 6 名田庄体育館 名田庄小倉24 大野市上庄中学校 大野市稲郷74-25

野口 139 36 名田庄体育館 名田庄小倉24 大野市上庄中学校 大野市稲郷74-25

佐野 101 31 名田庄体育館 名田庄小倉24 大野市上庄中学校 大野市稲郷74-25

上野 100 25 名田庄体育館 名田庄小倉24 大野市上庄中学校 大野市稲郷74-25

興道寺 355 111 名田庄体育館 名田庄小倉24 大野市小山小学校 大野市下舌9-1-1

小倉 326 148 おおい町立名田庄小学校 名田庄小倉6－1 学びの里めいりん 大野市城町９－１

栄 334 129 おおい町立名田庄小学校 名田庄小倉6－1 青少年教育センター 大野市中野57-6-1

新庄 新庄 559 206 里山文化交流センター 名田庄久坂3－21－1 下庄公民館 大野市中野町3-1-16

早瀬 474 200 おおい町総合町民体育館 成和２－１ 大野市有終東小学校 大野市美里町901

笹田 54 22 おおい町総合町民体育館 成和２－１ 大野市有終東小学校 大野市美里町901

日向 638 242 おおい町総合町民体育館 成和２－１ 福井県立大野高等学校 大野市新庄10-28

人口 世帯数
避難先１ 避難先２

美浜東

弥美

美浜北

小学校区

丹生

地区名



［美浜町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所
人口 世帯数

避難先１ 避難先２
小学校区 地区名

気山 139 41 おおい町総合町民体育館 成和２－１ 福井県立大野高等学校 大野市新庄10-28

大藪 159 56 おおい町総合町民体育館 成和２－１ 福井県立大野高等学校 大野市新庄10-28

金山 371 148 おおい町総合町民体育館 成和２－１ 大野市有終南小学校 大野市春日2-8-30

久保 54 21 おおい町総合町民福祉センター 本郷１３６－１－１ 大野市有終南小学校 大野市春日2-8-30

郷市 446 145 おおい町総合町民福祉センター 本郷１３６－１－１ 福井県立大野高等学校 大野市新庄10-28

松原 328 102 おおい町総合町民福祉センター 本郷１３６－１－１ 福井県立大野高等学校 大野市新庄10-28

久々子 789 278 おおい町総合町民福祉センター 本郷１３６－１－１ 福井県立大野高等学校 大野市新庄10-28

矢筈 98 44 おおい町総合町民福祉センター 本郷１３６－１－１ 大野市有終南小学校 大野市春日2-8-30

美浜南



［若狭町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

倉見 166 51 江波コミュニティセンター 江波６２－５２ 口吉川町公民館 三木市口吉川町殿畑144

八田集落センター 八田４９－１２－１ 三木コミュニティスポーツセンター 三木市加佐572

八田新保・舟場集落センター 船場３－１５－２

円満ふれあい会館 円満１３－２９－３０

成願寺 96 32 小曽原区民会館 小曽原３６－４１ 三木コミュニティスポーツセンター 三木市加佐572

上野 151 44 越前町立宮崎小学校 江波１２２－１ 細川町公民館 三木市細川町豊地55-1

越前町立宮崎中学校 樫津２０－２０ 中央公民館 三木市本町2-2-10

勤労者福祉センター（サンライフ三木） 三木市福井1933-12

横渡 293 109 越前町立宮崎中学校 樫津２０－２０ 三木南交流センター 三木市福井2484-9

井崎 354 103 越前町立宮崎小学校 江波１２２－１ 吉川総合公園 三木市吉川町西奥

高岸 204 106 越前町立宮崎小学校 江波１２２－１ 別所町公民館 三木市別所町西這田1-10

若竹荘 小曽原１１９－１－２ 市民活動センター（福祉会館） 三木市末広1-6-46

西三区集落センター 熊谷３５－３６

田上 147 43 樫津隣保館 樫津１６－１３ 志染町公民館 三木市志染町井上173

東黒田 138 43 陶の谷サブセンター 寺１１－１１ 吉川町公民館 三木市吉川町吉安246

相田 329 95 越前町営朝日体育館 気比庄５８－８５－１ 自由が丘公民館 三木市志染町西自由が丘1-595

藤井 301 94 越前町営朝日体育館 気比庄５８－８５－１ 緑が丘町公民館 三木市緑が丘町中3-38

南前川 319 101 越前町営朝日体育館 気比庄５８－８５－１ 青山公民館 三木市志染町青山3-15-2

北前川 266 94 越前町立朝日小学校 天王５－７ やしろ国際学習塾 加東市上三草1175

佐古 144 35 越前町立朝日小学校 天王５－７ やしろ国際学習塾 加東市上三草1175

田名 64 23 越前町生涯学習センター 内郡１３－１９－３ やしろ国際学習塾 加東市上三草1175

向笠 304 92 越前町生涯学習センター 内郡１３－１９－３ やしろ国際学習塾 加東市上三草1175

福井県立丹生高等学校 内郡４１－１８－１ 篠山総合スポーツセンター 篠山市郡家451-4

B&G海洋センター 篠山市日置385-1

四季の森生涯学習センター西館 篠山市網掛429

福井県立丹生高等学校 内郡４１－１８－１ 西紀体育館 篠山市宮田111

越前町立糸生小学校 上糸生８１－１９ 川代体育館 篠山市大山下347

館川 168 53 越前町立糸生小学校 上糸生８１－１９ 今田健康増進センター 篠山市今田町下立杭字茶屋場16-3

古川 29 14 越前町立朝日中学校 気比庄５１－５－１ 山南農業者等体育施設 丹波市山南町谷川1180

中山 52 14 越前町立朝日中学校 気比庄５１－５－１ 山南農業者等体育施設 丹波市山南町谷川1180

市 163 49 越前町立朝日中学校 気比庄５１－５－１ 山南農業者等体育施設 丹波市山南町谷川1180

中村 160 53 越前町立朝日中学校 気比庄５１－５－１ 山南B&G海洋センター体育館 丹波市山南町野坂297

みそみ

明倫

三方

気山

三方 654 231

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

能登野 339 118

白屋 230 69

岩屋 310 92

鳥浜 826 247



［若狭町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

寺谷 55 16 越前町立朝日中学校 気比庄５１－５－１ 春日体育センター 丹波市春日町黒井496-2

切追 46 16 越前町立朝日中学校 気比庄５１－５－１ 春日体育センター 丹波市春日町黒井496-2

苧 126 40 越前町立朝日中学校 気比庄５１－５－１ 春日体育センター 丹波市春日町黒井496-2

上瀬 310 97 越前町立常盤小学校 青野２０－９ 柏原住民センター 丹波市柏原町柏原5528

成出 38 10 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

田井野 132 39 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

梅ケ原 60 20 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

田立 81 21 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

別庄 98 36 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

世久津 89 25 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

伊良積 102 29 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

北庄 45 11 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

海山 106 25 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

世久見 136 37 越前町商工会館 織田４２－５４ 青垣住民センター 丹波市青垣町佐治114

食見 80 19 越前町商工会館 織田４２－５４ 青垣住民センター 丹波市青垣町佐治114

塩坂越 69 19 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

遊子 57 16 織田保健福祉センター 織田１０６－５１－１ 三ッ塚ふれあいセンター愛育館 丹波市市島町上田1139

小川 212 57 越前町営織田勤労者体育館 下河原３７－１６－６ 氷上住民センター 丹波市氷上町成松字甲賀1

神子 134 37 越前町営織田勤労者体育館 下河原３７－１６－６ 氷上住民センター 丹波市氷上町成松字甲賀1

常神 153 40 越前町営織田勤労者体育館 下河原３７－１６－６ 氷上住民センター 丹波市氷上町成松字甲賀1

大鳥羽 243 78 越前町立織田小学校 大王丸２０－１７ 黒っこプラザ 西脇市黒田庄町前坂2140

朝霧 193 54 越前町立織田小学校 大王丸２０－１７ 黒っこプラザ 西脇市黒田庄町前坂2140

上黒田 93 26 越前町立織田小学校 大王丸２０－１７ 黒田庄体育センター 西脇市黒田庄町前坂2159

麻生野 145 39 オタイコ・ヒルズ 下河原３７－１９－１ 黒田庄体育センター 西脇市黒田庄町前坂2159

海士坂 151 47 オタイコ・ヒルズ 下河原３７－１９－１ 黒田庄福祉センター 西脇市黒田庄町前坂2140

三生野 127 33 オタイコ・ヒルズ 下河原３７－１９－１ 黒田庄福祉センター 西脇市黒田庄町前坂2140

無悪 138 40 越前町立織田中学校 下河原３７－２－１０ 黒田庄福祉センター 西脇市黒田庄町前坂2140

三田 143 39 越前町立織田中学校 下河原３７－２－１０ 総合市民センター 西脇市西脇790-15

小原 130 27 オタイコ・ヒルズ 下河原３７－１９－１ 総合市民センター 西脇市西脇790-15

南 109 28 オタイコ・ヒルズ 下河原３７－１９－１ 総合市民センター 西脇市西脇790-15

山内 171 43 越前町立織田中学校 下河原３７－２－１０ 勤労福祉センター 西脇市西脇801-52

持田 69 22 越前町立織田中学校 下河原３７－２－１０ 勤労福祉センター 西脇市西脇801-52

長江 128 35 越前町立織田中学校 下河原３７－２－１０ 勤労福祉センター 西脇市西脇801-52

岬

鳥羽

気山

梅の里



［若狭町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

越前町立越前中学校 大樟１４－１９ 北部公民館 加西市満久町230

オークタウン加西 加西市鴨谷町159-40

越前町立越前中学校 大樟１４－１９ 善防公民館 加西市戸田井町388-10

防災センター 加西市北条町東高室993-1

厨地区集会施設 厨１６－１７－１ 北部公民館 加西市満久町230

オークタウン加西 加西市鴨谷町159-40

有田 127 50 越前町立越前中学校 大樟１４－１９ 勤労者体育センター 加西市玉野町1124

下吉田 123 37 越前町立越前中学校 大樟１４－１９ 市民会館 加西市北条町古坂1-1

上吉田 158 42 越前町立越前中学校 大樟１４－１９ 市民会館 加西市北条町古坂1-1

脇袋 212 74 越前町営アクティブランド体育館 厨７１－３２６－１ 南部公民館 加西市上宮木町524-2

瓜生 151 55 越前町営アクティブランド体育館 厨７１－３２６－１ すぱーく加西 加西市北条町北条1320-1

若葉 128 36 越前町営アクティブランド体育館 厨７１－３２６－１ 健康福祉会館 加西市北条町古坂1072-14

サンコーポラス瓜生 94 40 越前町営アクティブランド体育館 厨７１－３２６－１ 健康福祉会館 加西市北条町古坂1072-14

グリーンハイツ 196 61 越前町営アクティブランド体育館 厨７１－３２６－１ 健康福祉会館 加西市北条町古坂1072-14

関 150 41 越前町営アクティブランド体育館 厨７１－３２６－１ すぱーく加西 加西市北条町北条1320-1

織田農村環境改善センター 織田１０９－５７ 中央公民館 多可町中区茂利20

越前町萩野生活改善センター 織田２－１ 文化会館 多可町中区中村町135

越前町立萩野小学校 細野７３－２３ 健康福祉センター「アスパル」 多可町中区岸上281-51

越前町立萩野小学校旧笈松分校 笈松２４－３７

せせらぎ（進道） 95 27 中央公園北アリーナ 多可町中区岸上281-22 中央公園北アリーナ 多可町中区岸上281-22

河内 16 4 越前町萩野生活改善センター 織田２－１ 中央公園北アリーナ 多可町中区岸上281-22

仮屋 114 35 新保地区集会施設 新保１２－３５ 滝野総合公園体育館 加東市河高4007

三宅 356 110 玉川地区集会施設 玉川４４－２７－１ 滝野総合公園体育館 加東市河高4007

若王子 97 28 越前町営越前体育館 梅浦６０－２－１ 滝野総合公園体育館 加東市河高4007

市場 206 73 越前町営越前体育館 梅浦６０－２－１ コミュニティセンター下東条 小野市福住町247-5　

井ノ口 373 155 越前町立四ヶ浦小学校 小樟４２－１７５ 滝野総合公園体育館 加東市河高4007

あじさい団地 176 73 越前町立四ヶ浦小学校 小樟４２－１７５ 滝野総合公園体育館 加東市河高4007

天徳寺 263 89 大樟地区集会施設 大樟８－５８－９ 兵庫県立小野工業高等学校 小野市片山町1034-1

神谷 169 56 越前サブコミュニティセンター庁舎 梅浦６０－２－１ コミュニティセンター下東条 小野市福住町247-5　

日笠 204 61 越前サブコミュニティセンター庁舎 梅浦６０－２－１ 兵庫県立小野工業高等学校 小野市片山町1034-1

瓜生

熊川

三宅

新道 314 93

下タ中 242 71

熊川 289 126

安賀里 248 72

末野 160 54



［若狭町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

杉山 162 44 高佐地区集会施設 高佐３２－１３－１ 兵庫県立小野高等学校 小野市西本町518

堤 273 75 米ノ地区集会施設 米ノ５２－４９ 兵庫県立小野高等学校 小野市西本町518

兼田 148 41 越前町立城崎南保育所 米ノ４６－６ 兵庫県立小野高等学校 小野市西本町518

武生 111 29 越前町立城崎南保育所 米ノ４６－６ コミュニティセンターおおべ 小野市敷地町1570-1

玉置 235 63 越前町立城崎南保育所 米ノ４６－６ 伝統産業会館 小野市王子町806-1

上野木 174 47 越前町立城崎小学校 茂原４－８－１ 匠台公園体育館 小野市匠台77

中野木 55 14 越前町立城崎小学校 茂原４－８－１ 匠台公園体育館 小野市匠台77

下野木 122 32 越前町立城崎小学校 茂原４－８－１ 匠台公園体育館 小野市匠台77

野木



［小浜市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

小浜清滝 160 63 越前市武生東小学校 国府２－９－１２ 兵庫県立大学書写キャンパス 姫路市書写2167

小浜津島 193 90 越前市武生東小学校 国府２－９－１２ 兵庫県立大学書写キャンパス 姫路市書写2167

小浜多賀 162 60 越前市武生東小学校 国府２－９－１２ 兵庫県立大学書写キャンパス 姫路市書写2167

小浜鈴鹿 121 47 越前市大虫体育館 丹生郷町１３－２０－１ 兵庫県立大学姫路新在家キャンパス 姫路市新在家本町1-1-12

小浜塩竃 132 64 越前市大虫体育館 丹生郷町１３－２０－１ 兵庫県立大学姫路新在家キャンパス 姫路市新在家本町1-1-12

小浜生玉 171 64 越前市武生第一中学校 平出１－６－１ 兵庫県立大学姫路新在家キャンパス 姫路市新在家本町1-1-12

小浜玉前 116 44 越前市武生第一中学校 平出１－６－１ 姫路市立生涯学習大学校 姫路市田寺東二丁目11-1

小浜今宮 199 73 越前市武生第一中学校 平出１－６－１ 姫路市立生涯学習大学校 姫路市田寺東二丁目11-1

小浜広峰 171 65 越前市武生第一中学校 平出１－６－１ 姫路市立生涯学習大学校 姫路市田寺東二丁目11-1

小浜白鬚 80 33 越前市武生西小学校 中央２－２－１３ 兵庫県立大学姫路新在家キャンパス 姫路市新在家本町1-1-12

小浜酒井 212 82 越前市武生西小学校 中央２－２－１３ 姫路市立生涯学習大学校 姫路市田寺東二丁目11-1

駅前町 452 200 越前市武生西小学校 中央２－２－１３ 姫路市立好古学園大学校 姫路市田寺東二丁目2-1

小浜竜田 125 47 越前市青年センター 高瀬２－８－２３ 姫路市立好古学園大学校 姫路市田寺東二丁目2-1

小浜住吉 191 74 越前市青年センター 高瀬２－８－２３ 兵庫県立姫路工業高等学校 姫路市伊伝居600-1

小浜日吉 121 50 越前市武道館 中央１－８－１５ 姫路市立好古学園大学校 姫路市田寺東二丁目2-1

小浜神田 116 42 越前市武道館 中央１－８－１５ 兵庫県立姫路工業高等学校 姫路市伊伝居600-1

小浜大宮 125 55 越前市武道館 中央１－８－１５ 兵庫県立姫路工業高等学校 姫路市伊伝居600-1

小浜男山 78 27 越前市武道館 中央１－８－１５ 兵庫県立姫路飾西高等学校 姫路市飾西148-2

小浜鹿島 158 59 越前市武道館 中央１－８－１５ 兵庫県立姫路飾西高等学校 姫路市飾西148-2

小浜白鳥 147 65 越前市武道館 中央１－８－１５ 兵庫県立姫路西高等学校 姫路市北八代2-1-33

小浜貴船 111 42 越前市武道館 中央１－８－１５ 兵庫県立姫路飾西高等学校 姫路市飾西148-2

小浜浅間 164 63 越前市大虫小学校 高森町１４－１５ 兵庫県立姫路西高等学校 姫路市北八代2-1-33

小浜大原 92 38 越前市大虫小学校 高森町１４－１５ 兵庫県立姫路西高等学校 姫路市北八代2-1-33

小浜香取 92 40 越前市大虫小学校 高森町１４－１５ 兵庫県立こどもの館 姫路市太市中915-49

小浜飛鳥 121 56 越前市武生勤労青少年ホーム 高瀬２－９－３２ 兵庫県立こどもの館 姫路市太市中915-49

青井 590 226 越前市生涯学習センター 府中１－１３－１５ 姫路市立姫路高等学校 姫路市辻井九丁目1-10

川崎 7 4 越前市大虫体育館 丹生郷町１３－２０－１ 兵庫県立大学姫路新在家キャンパス 姫路市新在家本町1-1-12

南川町 559 257 越前市体育館 高瀬２－８－２３ 姫路球場 姫路市飯田540

後瀬町 331 178 越前市体育館 高瀬２－８－２３ 姫路市市民会館 姫路市総社本町112

上竹原 115 41 福井県立武生工業高等学校 文京１－１４－１６ 姫路市市民会館 姫路市総社本町112

関 57 25 福井県立武生工業高等学校 文京１－１４－１６ 姫路市市民会館 姫路市総社本町112

千種 １丁目 270 132 福井県立武生工業高等学校 文京１－１４－１６ 姫路市市民会館 姫路市総社本町112

小浜

雲浜

小学校区 地区名 人口 世帯数
避難先１ 避難先２



［小浜市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所
小学校区 地区名 人口 世帯数

避難先１ 避難先２

千種 ２丁目 287 117 福井県立武生工業高等学校 文京１－１４－１６ 姫路市市民会館 姫路市総社本町112

大手町 96 52 越前市武生第二中学校 妙法寺町４２－１５ 兵庫県立姫路東高等学校 姫路市姫路市本町68-70

四谷町 286 129 越前市武生第二中学校 妙法寺町４２－１５ 姫路市立琴丘高等学校 姫路市今宿668

一番町 228 102 越前市武生第二中学校 妙法寺町４２－１５ 兵庫県立姫路別所高等学校 姫路市別所町北宿303-1

城内 １丁目 213 90 越前市花筐小学校 粟田部町４１－１２ 兵庫県立ものづくり大学校 姫路市市之郷1001-1

城内 ２丁目 229 96 越前市花筐小学校 粟田部町４１－１２ 兵庫県立ものづくり大学校 姫路市市之郷1001-1

雲浜 １丁目 301 109 越前市岡本小学校 定友町１０－１５ 勤労市民会館 姫路市中地354

雲浜 ２丁目 163 66 越前市岡本小学校 定友町１０－１５ 勤労市民会館 姫路市中地354

山手 １丁目 164 67 越前市社会福祉センター 杉尾町１－２７－１ 兵庫県立ものづくり大学校 姫路市市之郷1001-1

山手 ２丁目 516 223 越前市社会福祉センター 杉尾町１－２７－１ 兵庫県立ものづくり大学校 姫路市市之郷1001-1

山手 ３丁目 295 122 越前市社会福祉センター 杉尾町１－２７－１ 兵庫県立ものづくり大学校 姫路市市之郷1001-1

水取 １・２丁目 557 219 越前市社会福祉センター 杉尾町１－２７－１ 兵庫県立ものづくり大学校 姫路市市之郷1001-1

水取 ３・４丁目 408 163 越前市社会福祉センター 杉尾町１－２７－１ 兵庫県立ものづくり大学校 姫路市市之郷1001-1

堀屋敷 143 56 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 船津公園ふれあいの館 姫路市船津町3288

板屋町 187 83 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 香寺健康福祉センター 姫路市香寺町矢田部733

福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 香寺総合公園スポーツセンター 姫路市香寺町行重333

越前市北日野小学校 小野谷町２－２

越前市今立体育センター 岩本町１－９

大湊 151 66 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 香寺健康福祉センター 姫路市香寺町矢田部733

北塩屋 276 110 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 兵庫県立香寺高等学校 姫路市香寺町土師547

西長町 123 48 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 花北体育館 姫路市増位新町二丁目12

北長町 89 39 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 花北体育館 姫路市増位新町二丁目12

西津福谷 730 293 越前市万葉中学校 西尾町４８－１８ 香寺総合公園スポーツセンター 姫路市香寺町行重333

新小松原 285 115 越前市味真野小学校 池泉町９－１ 姫路市休養センター・香寺荘 姫路市香寺町恒屋1470

下竹原 193 89 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 船津公園ふれあいの館 姫路市船津町3288

小松原川東 125 47 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 香寺健康福祉センター 姫路市香寺町矢田部733

小松原川西 186 81 福井県立武生東高等学校 北町８９－１０ 香寺健康福祉センター 姫路市香寺町矢田部733

甲ケ崎 384 147 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ 夢前スポーツセンター 姫路市夢前町神種1042

阿納尻 119 56 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ 兵庫県立夢前高等学校 姫路市夢前町前之庄643-1

加尾 23 8 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ 兵庫県立夢前高等学校 姫路市夢前町前之庄643-1

西小川 73 13 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ 兵庫県立夢前高等学校 姫路市夢前町前之庄643-1

宇久 37 9 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ 兵庫県立夢前高等学校 姫路市夢前町前之庄643-1

848 315

内外海

雲浜

西津

小湊



［小浜市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所
小学校区 地区名 人口 世帯数

避難先１ 避難先２

若狭 46 14 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ ネスパルやすとみ 姫路市安富町安志1151

仏谷 50 14 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ 兵庫県立夢前高等学校 姫路市夢前町前之庄643-1

堅海 186 55 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ 夢前ふれあいの館フレンデ 姫路市夢前町菅生澗1384-1

泊 102 31 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ 夢前ふれあいの館フレンデ 姫路市夢前町菅生澗1384-1

阿納 100 22 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ ネスパルやすとみ 姫路市安富町安志1151

犬熊 47 13 福井県立武生商業高等学校 家久町２４ ネスパルやすとみ 姫路市安富町安志1151

志積 47 13 越前市国高公民館スポーツルーム 国高２－３２４－１３ ネスパルやすとみ 姫路市安富町安志1151

矢代 53 17 越前市国高公民館スポーツルーム 国高２－３２４－１３ ネスパルやすとみ 姫路市安富町安志1151

田烏 415 119 鯖江市鯖江東小学校 新横江２丁目６番３７号 網干南公園ふれあいの館 姫路市網干区新在家246

丸山 89 30 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 姫路市立飾磨高等学校 姫路市飾磨区妻鹿672

羽賀 173 51 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 兵庫県立姫路南高等学校 姫路市大津区天満191-5

奈胡 206 56 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ サンライフ姫路 姫路市田寺東二丁目2-3

熊野 123 38 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 姫路市立飾磨高等学校 姫路市飾磨区妻鹿672

次吉 106 32 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 姫路市立飾磨高等学校 姫路市飾磨区妻鹿672

栗田 79 25 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 兵庫県立網干高等学校 姫路市網干区新在家259-1

高塚 328 103 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 兵庫県立飾磨工業高等学校 姫路市飾磨区細江319

太良庄 284 79 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 兵庫県立網干高等学校 姫路市網干区新在家259-1

江古川 134 47 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 兵庫県立姫路南高等学校 姫路市大津区天満191-5

北川 228 79 福井県立武生高等学校 八幡１－２５－１５ 姫路勤労者体育センター 姫路市飾磨区細江104-3

大戸 165 52 鯖江市河和田小学校 西袋町第６７号８番地 姫路みなとドーム 姫路市飾磨区細江1228-2

竹長 76 25 鯖江市河和田小学校 西袋町第６７号８番地 姫路みなとドーム 姫路市飾磨区細江1228-2

本保 167 49 鯖江市河和田小学校 西袋町第６７号８番地 姫路みなとドーム 姫路市飾磨区細江1228-2

大谷 91 28 鯖江市河和田小学校 西袋町第６７号８番地 姫路みなとドーム 姫路市飾磨区細江1228-2

新保 158 49 鯖江市河和田小学校 西袋町第６７号８番地 姫路みなとドーム 姫路市飾磨区細江1228-2

加茂 142 60 鯖江市河和田小学校 西袋町第６７号８番地 姫路みなとドーム 姫路市飾磨区細江1228-2

東市場 277 101 越前市北日野体育館 矢放町２１－１１ 朝来体育館 朝来市立脇20-1

太興寺 143 45 越前市王子保小学校 今宿町５－１４ 山東体育館 朝来市山東町末歳710-1

平野 179 61 越前市王子保小学校 今宿町５－１４ 山東老人福祉センター、さんとう緑風ホール 朝来市山東町楽音寺95

上野 283 95 越前市武生第六中学校 四郎丸町１６－１ 和田山体育センター 朝来市和田山町玉置87

四分一 123 36 越前市王子保小学校 今宿町５－１４ 朝来体育館 朝来市立脇20-1

三分一 78 25 越前市王子保公民館 四郎丸町６５－２－１ 山東公民館 朝来市山東町末歳710

門前 57 22 越前市王子保公民館 四郎丸町６５－２－１ 山東老人福祉センター、さんとう緑風ホール 朝来市山東町楽音寺95

松永

内外海

国富

宮川



［小浜市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所
小学校区 地区名 人口 世帯数

避難先１ 避難先２

松永 池河内 137 42 越前市王子保公民館 四郎丸町６５－２－１ 和田山体育センター 朝来市和田山町玉置87

検見坂 187 64 鯖江市中央中学校 三六町１丁目１番５０号 豊岡市立新田小学校 豊岡市河谷596

池田 163 65 鯖江市中央中学校 三六町１丁目１番５０号 豊岡市豊岡地区公民館 豊岡市立野町1-4

市場 142 46 鯖江市中央中学校 三六町１丁目１番５０号 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市大磯町1-65

島 90 34 鯖江市中央中学校 三六町１丁目１番５０号 豊岡市八条地区公民館 豊岡市九日市下町402

中村 250 79 鯖江市中央中学校 三六町１丁目１番５０号 豊岡市立総合体育館 豊岡市大磯町1-75

国分 139 47 鯖江市鯖江中学校 小黒町２丁目１２番１号 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市大磯町1-65

金屋 215 70 鯖江市鯖江中学校 小黒町２丁目１２番１号 豊岡市立市民体育館 豊岡市立野町1-3

竜前 178 51 鯖江市鯖江中学校 小黒町２丁目１２番１号 豊岡市五荘地区公民館 豊岡市上陰137-7

神宮寺 126 43 鯖江市鯖江中学校 小黒町２丁目１２番１号 豊岡市立五荘小学校 豊岡市中陰1

忠野 30 9 鯖江市鯖江中学校 小黒町２丁目１２番１号 豊岡市新田地区公民館 豊岡市河谷596

下根来 105 37 鯖江市鯖江中学校 小黒町２丁目１２番１号 豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市中陰250

上根来・中ノ畑 10 7 鯖江市鯖江中学校 小黒町２丁目１２番１号 豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市中陰250

中の宮 269 102 鯖江市鯖江中学校 小黒町２丁目１２番１号 豊岡市立日高小学校 豊岡市日高町岩中22

遠敷 １丁目・２丁目 202 79 鯖江市進徳小学校 長泉寺町２丁目５番１号 豊岡市立八条小学校 豊岡市九日市下町402

遠敷 ３丁目・４丁目 230 80 鯖江市進徳小学校 長泉寺町２丁目５番１号 豊岡市立五荘小学校 豊岡市中陰1

遠敷 ５丁目 145 61 鯖江市進徳小学校 長泉寺町２丁目５番１号 豊岡市立豊岡小学校 豊岡市中央町16-5

遠敷 ６丁目 187 89 鯖江市進徳小学校 長泉寺町２丁目５番１号 豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市中陰250

遠敷 ７丁目・８丁目 298 121 鯖江市神明小学校 水落町４丁目１３番２３号 豊岡市立総合体育館 豊岡市大磯町1-75

遠敷 ９丁目・１０丁目 269 98 鯖江市神明小学校 水落町４丁目１３番２３号 豊岡市立豊岡小学校 豊岡市中央町16-5

府中 278 96 鯖江市豊小学校 下野田第３９号２９番地 兵庫県立武道館 姫路市西延末504

和久里 753 295 鯖江市吉川小学校 大倉町第２２号１番地 兵庫県立武道館 姫路市西延末504

木崎 177 69 鯖江市吉川小学校 大倉町第２２号１番地 総合スポーツ会館 姫路市中地453

多田 836 360 鯖江市東陽中学校 落井町３２－７ 姫路市立中央体育館 姫路市西延末90

生守 1,743 601 ラポーゼかわだ 上河内町１９－６－１ 姫路市文化センター 姫路市西延末426-1

野代 162 55 鯖江市豊小学校 下野田第３９号２９番地 姫路市文化センター 姫路市西延末426-1

尾崎 235 72 鯖江市惜陰小学校 日の出町６番－３７ 兵庫県立姫路商業高等学校 姫路市井ノ口468

湯岡 218 69 鯖江市惜陰小学校 日の出町６番－３７ 姫路市文化センター 姫路市西延末426-1

伏原 467 182 鯖江市惜陰小学校 日の出町６番－３７ 総合スポーツ会館 姫路市中地453

生守団地 149 70 ラポーゼかわだ 上河内町１９－６－１ 姫路市文化センター 姫路市西延末426-1

東相生 223 83 越前市服間小学校 藤木町１２－１１ 旧神河町立川上小学校 神河町川上483

西相生 211 67 越前市服間小学校 藤木町１２－１１ 旧神河町立上小田小学校 神河町上小田363

遠敷

今富

口名田



［小浜市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所
小学校区 地区名 人口 世帯数

避難先１ 避難先２

越前市南越中学校 野岡町２８－４ 福崎町立田原小学校 福崎町西田原1274

福崎町立福崎小学校 福崎町馬田169-4

下中井 220 72 越前市南越中学校 野岡町２８－４ 福崎町立福崎東中学校 福崎町南田原1200-1

越前市南越中学校 野岡町２８－４ 福崎町立田原小学校 福崎町西田原1274

福崎町立福崎小学校 福崎町馬田169-4

口田縄 159 50 越前市今立勤労青少年ホーム 西庄境町２１－７－１ 福崎町立福崎西中学校 福崎町福田597

越前市今立勤労青少年ホーム 西庄境町２１－７－１ 市川町スポーツセンター体育館 市川町北田中498

市川町スポーツセンター武道館 市川町北田中498

新滝 44 17 越前市南越中学校 野岡町２８－４ 福崎町コミュニティセンター サルビア会館 福崎町西田原1397-1

須縄 163 59 越前市南越中学校 野岡町２８－４ 市川町公民館 市川町小畑848

越前市岡本公民館 定友町１０－２－２ 市川町スポーツセンター体育館 市川町北田中498

市川町スポーツセンター武道館 市川町北田中498

鯖江市立待小学校 杉本町第１号５番地 関宮農林漁業者等健康増進施設

関宮コミュニティスポーツセンター

鯖江市立待小学校 杉本町第１号５番地 ようか武道館 養父市八鹿町八鹿1809-5

八鹿体育館 養父市八鹿町八鹿1809-5

鯖江市立待小学校 杉本町第１号５番地 関宮農林漁業者等健康増進施設 養父市関宮630

関宮コミュニティスポーツセンター 養父市関宮627

鯖江市立待小学校 杉本町第１号５番地 養父体育館 養父市広谷280

養父公民館他産業就業研修室 養父市八鹿町八鹿1675

深野 135 48 鯖江市立待小学校 杉本町第１号５番地 あけのべ自然学校　体育館・研修室「レンゲ」 養父市大屋町明延1184

鯖江市立待小学校 杉本町第１号５番地 おおやB&G海洋センター 養父市大屋町大屋市場975

大屋老人福祉センター2階ホール 養父市大屋町大屋市場934

東勢 198 110 鯖江市鳥羽小学校 神明町４丁目１番３８号 健康公園体育館 新温泉町湯1684-5

西勢 164 48 鯖江市鳥羽小学校 神明町４丁目１番３８号 健康公園体育館 新温泉町湯1684-5

荒木 211 69 鯖江市鳥羽小学校 神明町４丁目１番４８号 射添体育館 香美町村岡区川会33

黒駒 113 28 鯖江市鳥羽小学校 神明町４丁目１番４８号 村岡体育館 香美町村岡区村岡396

法海 148 59 鯖江市鳥羽小学校 神明町４丁目１番４８号 おじろドーム 香美町小代区実山65

下加斗 189 61 鯖江市片上小学校 大野町第１６号６番地 福岡体育館 香美町村岡区福岡1110-1

上加斗 130 50 鯖江市片上小学校 大野町第１６号６番地 福岡体育館 香美町村岡区福岡1110-1

岡津 148 42 鯖江市片上小学校 大野町第１６号６番地 浜坂体育センター 新温泉町浜坂2440-1

鯉川 89 27 鯖江市片上小学校 大野町第１６号６番地 浜坂体育センター 新温泉町浜坂2440-1

深谷 257 162

加斗

311 105

和多田 294 108

中名田

小屋 55 24

上田 188 73

下田

87 33

谷田部 404 141

342 134

滝谷 69 18

口名田

上中井

奥田縄



［おおい町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

大島 西村 182 73 敦賀市立粟野中学校 金山７８－１－１ 川西市立加茂小学校 川西市加茂3-14-1

大島 河村 154 49 敦賀市立粟野中学校 金山７８－１－１ 川西市立久代小学校 川西市久代3-27-9

大島 日角浜 49 45 敦賀市立粟野中学校 金山７８－１－１ 川西市立桜が丘小学校 川西市日高町4－1

大島 畑村 70 22 敦賀市立粟野中学校 金山７８－１－１ 川西市立桜が丘小学校 川西市日高町4－1

大島 脇今安 81 26 敦賀市立粟野中学校 金山７８－１－１ 川西市立桜が丘小学校 川西市日高町4－1

大島 宮留 133 30 敦賀市立粟野中学校 金山７８－１－１ 川西市立川西小学校 川西市栄根1-1-1

大島 南浦 96 26 敦賀市立粟野中学校 金山７８－１－１ 川西市立川西小学校 川西市栄根1-1-1

川上 225 85 敦賀市立敦賀西小学校 結城町８－６ 川西市立緑台小学校 川西市向陽台1-7-1

三森 35 12 敦賀市立敦賀西小学校 結城町８－６ 川西市立川西北小学校 川西市丸の内町7-1

久保 132 45 敦賀市立敦賀西小学校 結城町８－６ 川西市立川西北小学校 川西市丸の内町7-1

安川 73 24 敦賀市立敦賀西小学校 結城町８－６ 川西市立明峰小学校 川西市萩原台西3-242

福谷 130 46 敦賀市立敦賀西小学校 結城町８－６ 川西市立明峰小学校 川西市萩原台西3-242

石山 166 60 敦賀市男女共同参画センター 三島町２－１－６ 兵庫県立川西明峰高等学校 川西市萩原台西2-324

佐畑 21 8 敦賀市男女共同参画センター 三島町２－１－６ 兵庫県立川西明峰高等学校 川西市萩原台西2-324

小車田 57 24 敦賀市男女共同参画センター 三島町２－１－６ 兵庫県立川西明峰高等学校 川西市萩原台西2-324

鹿野 179 54 敦賀市男女共同参画センター 三島町２－１－６ 兵庫県立川西明峰高等学校 川西市萩原台西2-324

笹谷 125 50 敦賀市男女共同参画センター 三島町２－１－６ 川西市立多田東小学校 川西市東多田3-21-1

岡安 184 60 敦賀市立敦賀北小学校 曙町１１－９２ 川西市立多田小学校 川西市多田院1-4-1

神崎 72 25 敦賀市立敦賀北小学校 曙町１１－９２ 川西市立多田東小学校 川西市東多田3-21-1

広岡 42 15 敦賀市立敦賀北小学校 曙町１１－９２ 川西市立けやき坂小学校 川西市けやき坂3-1-2

万願寺 157 56 敦賀市立敦賀北小学校 曙町１１－９２ 川西市立けやき坂小学校 川西市けやき坂3-1-2

納田終 140 60 旧敦賀市立葉原小学校 葉原９９－３６ 伊丹市立天王寺川中学校 伊丹市鴻池3-4-28

奥坂本 62 19 旧敦賀市立葉原小学校 葉原９９－３６ 伊丹市立鴻池小学校 伊丹市鴻池4-4-5

口坂本 172 61 敦賀市東浦体育館 阿曽７７－１２ 伊丹市立鴻池小学校 伊丹市鴻池4-4-5

井上 209 62 敦賀市立東浦小中学校 杉津１９－１２－１ 伊丹市立荻野小学校 伊丹市荻野2-11

西谷 52 17 敦賀市立東浦小中学校 杉津１９－１２－１ 伊丹市立天神川小学校 伊丹市荒牧南3-17-12

中 167 68 敦賀市立東浦小中学校 杉津１９－１２－１ 伊丹市立天神川小学校 伊丹市荒牧南3-17-12

敦賀市立咸新小学校 井川１７－２０ 伊丹市立荒牧中学校 伊丹市荒牧5-2-18

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市瑞穂町3-50-1

小倉 149 44 敦賀市立中郷小学校 津内３８－１－２ 伊丹市立有岡小学校 伊丹市伊丹7-1-1

美川 堂本 98 32 敦賀市立赤崎小学校 赤崎３９－８ 伊丹市立神津小学校 伊丹市森本1-8-1

避難先１ 避難先２

坂本

下

地区名 人口 世帯数

305 105

小学校区

大島

佐分利

名田庄



［おおい町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先１ 避難先２
地区名 人口 世帯数小学校区

美川 槇谷 12 6 敦賀市立赤崎小学校 赤崎３９－８ 伊丹市立神津小学校 伊丹市森本1-8-1

久坂 232 84 敦賀市民文化センター 桜町７－１ 伊丹市立伊丹小学校 伊丹市船原1-1-1

挙野 172 63 敦賀市民福祉会館 高野５４－４－４ 伊丹市立稲野小学校 伊丹市昆陽1-175

下三重 112 32 敦賀市民福祉会館 高野５４－４－４ 伊丹市立北中学校 伊丹市清水4-3-1

山田 91 34 敦賀市民福祉会館 高野５４－４－４ 伊丹市立北中学校 伊丹市清水4-3-1

秋和 44 16 敦賀市民福祉会館 高野５４－４－４ 伊丹市立緑丘小学校 伊丹市高台2-14

兵瀬 131 48 敦賀市民福祉会館 高野５４－４－４ 伊丹市立緑丘小学校 伊丹市高台2-14

尾ノ内 147 57 敦賀市民福祉会館 高野５４－４－４ 伊丹市立東中学校 伊丹市高台2-54

小倉畑 205 69 敦賀市立中郷小学校 津内３８－１－２ 伊丹市立桜台小学校 伊丹市中野西4-100

虫鹿野・木谷・虫谷 95 35 敦賀市立中郷小学校 津内３８－１－２ 伊丹市立神津小学校 伊丹市森本1-8-1

本郷 駅前区 137 46 敦賀市立粟野小学校 莇生野４７－１１ 伊丹市立笹原小学校 伊丹市南野6-5-33

本郷 青戸区 190 79 敦賀市立粟野小学校 莇生野４７－１１ 伊丹市立笹原中学校 伊丹市南野北2-7-4

本郷 1の1区 96 31 敦賀市立粟野小学校 莇生野４７－１１ 伊丹市立鈴原小学校 伊丹市御願塚6-3-1

本郷 1の2区 56 19 敦賀市立看護専門学校 木崎２４－７－１ 伊丹市立鈴原小学校 伊丹市御願塚6-3-1

本郷 2区 47 17 敦賀市立看護専門学校 木崎２４－７－１ 伊丹市立鈴原小学校 伊丹市御願塚6-3-1

本郷 13区 297 111 敦賀市立看護専門学校 木崎２４－７－１ 伊丹市立伊丹高校 伊丹市行基町4-1

本郷 3区 83 30 敦賀市立黒河小学校 御名２５－５ 伊丹市立南小学校 伊丹市御願塚2-6-1

本郷 仲の町 78 27 敦賀市立黒河小学校 御名２５－５ 伊丹市立南小学校 伊丹市御願塚2-6-1

本郷 5区 98 34 敦賀市立黒河小学校 御名２５－５ 伊丹市立南中学校 伊丹市南町2-4-1

本郷 6区 110 40 敦賀市立常宮小学校 常宮１３－２５ 伊丹市立南中学校 伊丹市南町2-4-1

本郷 8区 53 19 敦賀市立常宮小学校 常宮１３－２５ 伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市山田2-1-2

本郷 9区 40 14 敦賀市立常宮小学校 常宮１３－２５ 伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市山田2-1-2

本郷 10の1区 41 12 敦賀市立常宮小学校 常宮１３－２５ 伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市山田2-1-2

本郷 10の2区 30 12 敦賀市立常宮小学校 常宮１３－２５ 伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市山田2-1-2

本郷 11区 36 18 敦賀市武道館 曙町１１－８０ 伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市山田2-1-2

本郷 12の1区 79 29 敦賀市武道館 曙町１１－８０ 伊丹市立松崎中学校 伊丹市山田2-1-1

本郷 12の2区 44 20 敦賀市武道館 曙町１１－８０ 伊丹市立松崎中学校 伊丹市山田2-1-1

本郷 14区 93 34 敦賀市武道館 曙町１１－８０ 伊丹市立松崎中学校 伊丹市山田2-1-1

本郷 7区 79 26 敦賀市武道館 曙町１１－８０ 伊丹市立摂陽小学校 伊丹市昆陽南2-1-55

敦賀市武道館 曙町１１－８０ 伊丹市立摂陽小学校 伊丹市昆陽南2-1-55

伊丹市立西中学校 伊丹市昆陽東4-2-5

名田庄

久坂

三重

下久田

本郷

本郷 15区 295 181



［おおい町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先１ 避難先２
地区名 人口 世帯数小学校区

尾内 168 58 プラザ萬象 東洋町１－１ 川西市立牧の台小学校 川西市大和東1-47-1

長井 長井・東浜 203 78 プラザ萬象 東洋町１－１ 川西市立陽明小学校 川西市向陽台3-6-219

山田 50 16 プラザ萬象 東洋町１－１ 兵庫県立川西緑台高等学校 川西市向陽台1-8

芝崎 39 14 プラザ萬象 東洋町１－１ 兵庫県立川西緑台高等学校 川西市向陽台1-8

野尻 野尻・楊梅苑 315 137 プラザ萬象 東洋町１－１ 兵庫県立川西緑台高等学校 川西市向陽台1-8

父子 202 67 敦賀市立気比中学校 清水町１－１１－４１ 川西市立東谷小学校 川西市見野2-30-1

岡田 325 102 敦賀市立気比中学校 清水町１－１１－４１ 兵庫県立川西北陵高等学校 川西市緑が丘2-14-1

小堀 127 48 敦賀市立気比中学校 清水町１－１１－４１ 川西市立北陵小学校 川西市丸山台1-3-2

犬見 66 29 敦賀市立気比中学校 清水町１－１１－４１ 川西市立北陵小学校 川西市丸山台1-3-2

敦賀市立敦賀南小学校 清水町１－１０－４０ 川西市立清和台小学校 川西市清和台東2-2-2

川西市立清和台南小学校 川西市清和台西5-1-2

本郷

成和 293 96



［高浜町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

敦賀短期大学 木崎７８－２－１ 兵庫県立宝塚高等学校 宝塚市逆瀬台2-2-1

宝塚市立逆瀬台小学校 宝塚市逆瀬台6-1-1

西三松 371 131 敦賀市立粟野南小学校 公文名３１－２－１ 兵庫県立宝塚西高等学校 宝塚市ゆずり葉台１-１-１

日置 160 53 敦賀市立体育館 松葉町１－２ 末広体育館 宝塚市末広町3-77

青葉 65 30 敦賀市立体育館 松葉町１－２ 兵庫県立宝塚西高等学校 宝塚市ゆずり葉台１-１-１

青 239 93 敦賀市立体育館 松葉町１－２ 西公民館 宝塚市小林2-7-30

横津海 97 27 敦賀市立体育館 松葉町１－２ 西公民館 宝塚市小林2-7-30

敦賀市立体育館 松葉町１－２ くらんど人権文化センター 宝塚市中野町22-19

さらら仁川北館公益施設 宝塚市仁川北2-5-1

蒜畠 39 9 敦賀市立松原小学校 松島町２７－２２ 西公民館 宝塚市小林2-7-30

高野 123 48 敦賀市立体育館 松葉町１－２ 末広体育館 宝塚市末広町3-77

今寺 34 14 敦賀市立体育館 松葉町１－２ 末広体育館 宝塚市末広町3-77

小和田 231 76 敦賀市立体育館 松葉町１－２ 宝塚市立末広小学校 宝塚市末広町3-1

敦賀市立体育館 松葉町１－２ くらんど人権文化センター 宝塚市中野町22-19

さらら仁川北館公益施設 宝塚市仁川北2-5-1

中山 91 47 敦賀市立体育館 松葉町１－２ 末広体育館 宝塚市末広町3-77

敦賀市立体育館 松葉町１－２ くらんど人権文化センター 宝塚市中野町22-19

さらら仁川北館公益施設 宝塚市仁川北2-5-1

六路谷 67 28 敦賀市立松陵中学校 松葉町１－１ 西公民館 宝塚市小林2-7-30

難波江 61 22 敦賀市立松陵中学校 松葉町１－１ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

小黒飯 52 16 敦賀市立松陵中学校 松葉町１－１ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

音海 148 73 敦賀市立松陵中学校 松葉町１－１ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

神野 60 22 敦賀市立少年自然の家 野坂８０－１５ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

神野浦 22 9 敦賀市立少年自然の家 野坂８０－１５ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

上瀬 55 18 敦賀市立少年自然の家 野坂８０－１５ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

日引 86 27 敦賀市立少年自然の家 野坂８０－１５ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

宮尾 25 11 敦賀市立少年自然の家 野坂８０－１５ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

下 31 9 敦賀市立少年自然の家 野坂８０－１５ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

鎌倉 82 27 敦賀市立少年自然の家 野坂８０－１５ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

山中 118 42 敦賀市立少年自然の家 野坂８０－１５ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

青郷

内浦

小学校区

出合

人口

東三松

避難先２

571 199

世帯数
避難先１

緑ヶ丘

299 114

関屋 214 73

地区名

182 62



［高浜町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所
小学校区 人口

避難先２
世帯数

避難先１
地区名

若宮 332 144 敦賀市立中央小学校 野神４０－２４９ 東公民館 宝塚市山本南2-5-2

塩土 314 119 敦賀市立中央小学校 野神４０－２４９ 兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市すみれガ丘4-1-1

畑 116 39 愛発公民館 疋田３７－１ 兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市すみれガ丘4-1-1

立石 217 80 愛発公民館 疋田３７－１ 市立老人福祉センター（フレミラ宝塚） 宝塚市売布東の町12-8

敦賀気比高等学校 沓見１６４－１ 市立スポーツセンター 宝塚市小浜1-1-11

昭英高等学校 長谷６５－９８ 宝塚市総合福祉センター 宝塚市安倉西2-1-1

敦賀気比高等学校 沓見１６４－１ 兵庫県立宝塚東高等学校 宝塚市中山五月台1-12-1

昭英高等学校 長谷６５－９８

敦賀気比高等学校 沓見１６４－１ 市立スポーツセンター 宝塚市小浜1-1-11

昭英高等学校 長谷６５－９８ 宝塚市総合福祉センター 宝塚市安倉西2-1-1

敦賀気比高等学校 沓見１６４－１ 市立スポーツセンター 宝塚市小浜1-1-11

昭英高等学校 長谷６５－９８ 宝塚市総合福祉センター 宝塚市安倉西2-1-1

敦賀気比高等学校 沓見１６４－１ スポーツセンター 猪名川町万善字十貫25-1

昭英高等学校 長谷６５－９８

事代 288 118 敦賀市角鹿中学校 角鹿町６－１ ピピアめふ公益施設 宝塚市売布2-5-1

敦賀市角鹿中学校 角鹿町６－１ 市立スポーツセンター 宝塚市小浜1-1-11

宝塚市総合福祉センター 宝塚市安倉西2-1-1

敦賀市中郷体育館 羽織町３４（坂下） 市立スポーツセンター 宝塚市小浜1-1-11

宝塚市総合福祉センター 宝塚市安倉西2-1-1

岩神 96 38 敦賀市中郷体育館 羽織町３４（坂下） 文化体育館 猪名川町白金1-74-24

紫水ケ丘 102 47 福井県立敦賀工業高校 山泉１３－１ 生涯学習センター 猪名川町白金1-74-16

子生 75 27 福井県立敦賀工業高校 山泉１３－１ 文化体育館 猪名川町白金1-74-24

坂田 8 3 敦賀市角鹿中学校 角鹿町６－１ 文化体育館 猪名川町白金1-74-24

坂田グリーンタウン 105 31 敦賀市角鹿中学校 角鹿町６－１ 文化体育館 猪名川町白金1-74-24

笠原 4 2 敦賀市角鹿中学校 角鹿町６－１ 文化体育館 猪名川町白金1-74-24

中寄 103 38 敦賀市角鹿中学校 角鹿町６－１ 兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市すみれガ丘4-1-1

南 222 94 福井県立敦賀工業高校 山泉１３－１ 兵庫県立宝塚東高等学校 宝塚市中山五月台1-12-1

湯谷 586 213 福井県立敦賀工業高校 山泉１３－１ ピピアめふ公益施設 宝塚市売布2-5-1

福井県立敦賀工業高校 山泉１３－１ 市立スポーツセンター 宝塚市小浜1-1-11

宝塚市総合福祉センター 宝塚市安倉西2-1-1

福井県立敦賀工業高校 山泉１３－１ 市立スポーツセンター 宝塚市小浜1-1-11

宝塚市総合福祉センター 宝塚市安倉西2-1-1

高浜

横町

大西

宇治

本町

中央

赤尾町

151

233

157

415

406

144

62

361

中町 99 35

122

97

59

167

188

今在家 110 38

薗部 420



［高浜町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所
小学校区 人口

避難先２
世帯数

避難先１
地区名

福井県立敦賀高等学校 松葉町２－１ 兵庫県立三田西陵高等学校 三田市ゆりのき台3-4

敦賀市立沓見小学校 沓見６６－２－１０ 兵庫県立三田祥雲館高等学校 三田市学園1-1

安土 267 155 敦賀市児童文化センター 櫛川４２－２－１ 駒ケ谷運動公園 三田市ゆりのき台1-44

水明 60 30 敦賀市粟野スポーツセンター 長谷４７－５４ 兵庫県立北摂三田高等学校 三田市狭間が丘1-１-１

青戸 353 118 敦賀市粟野スポーツセンター 長谷４７－５４ 兵庫県立北摂三田高等学校 三田市狭間が丘1-１-１

馬居寺 33 13 敦賀市粟野スポーツセンター 長谷４７－５４ 兵庫県立北摂三田高等学校 三田市狭間が丘1-１-１

車持 155 50 敦賀市粟野スポーツセンター 長谷４７－５４ 兵庫県立北摂三田高等学校 三田市狭間が丘1-１-１

けいあいの里 7 7 敦賀市粟野スポーツセンター 長谷４７－５４ 兵庫県立北摂三田高等学校 三田市狭間が丘1-１-１

和田

和田1区～6区 1,681 609



［南越前町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

久喜 91 25 上志比体育館 石上２８－８

長沢 44 14 上志比体育館 石上２８－８

馬上免 83 21 上志比体育館 石上２８－８

古木 157 52 上志比体育館 石上２８－８

上温谷 21 8 上志比体育館 石上２８－８

小倉谷 92 40 上志比体育館 石上２８－８

瀬戸 53 24 上志比体育館 石上２８－８

杉谷・杣木俣 78 23 上志比体育館 石上２８－８

上志比文化会館 石上２９－６７－１

永平寺町松岡公民館 松岡神明１－１２９

永平寺保健センター 東古市８－１６－２

南今庄 59 19 永平寺老人福祉センター 飯島６－３４

下新道 76 23 永平寺老人福祉センター 飯島６－３４

上新道 65 26 永平寺老人福祉センター 飯島６－３４

大桐 27 13 永平寺老人福祉センター 飯島６－３４

二ツ屋 32 12 永平寺老人福祉センター 飯島６－３４

合波 110 36 永平寺生活改善センター 吉波６－１０３－３

大門 62 19 永平寺町志比北小学校 岩野２－１

孫谷 57 19 永平寺町志比北小学校 岩野２－１

荒井 23 8 永平寺町志比北小学校 岩野２－１

板取 4 1 永平寺町志比北小学校 岩野２－１

八飯 112 33 永平寺町志比小学校 谷口１－７０

宇津尾 81 41 永平寺町志比小学校 谷口１－７０

橋立 40 21 永平寺町志比小学校 谷口１－７０

広野 59 21 永平寺町志比小学校 谷口１－７０

大谷 54 21 永平寺町上志比中学校 栗住波１６－４７

大良・桜団地 160 43 永平寺町上志比中学校 栗住波１６－４７

河内・菅谷 58 18 永平寺町上志比中学校 栗住波１６－４７

具谷 66 19 永平寺町上志比中学校 栗住波１６－４７

赤萩 127 35 永平寺町上志比中学校 栗住波１６－４７

河野 217 77 永平寺町上志比小学校 栗住波２６－１５

避難先１ 避難先２

今庄

今庄 1,501 505

小学校区 地区名 人口 世帯数

河野



［南越前町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先１ 避難先２
小学校区 地区名 人口 世帯数

今泉 87 32 永平寺町上志比小学校 栗住波２６－１５

甲楽城 534 185 永平寺町上志比小学校 栗住波２６－１５

糠 587 194 永平寺町上志比小学校 栗住波２６－１５

杉山・八田 5 4 永平寺町上志比小学校 栗住波２６－１５

東大道 656 190 松岡老人福祉センター 松岡町吉野堺１５－４
４

西大道 632 187 松岡老人福祉センター 松岡町吉野堺１５－４
５

東谷 183 49 松岡中学校 松岡町吉野堺６１－１
０－１

清水 143 37 松岡中学校 松岡町吉野堺６１－１
０－１

脇本 417 116 松岡中学校 松岡町吉野堺６１－１
０－１

嶋 102 28 松岡中学校 松岡町吉野堺６１－１
０－１

上平吹 212 45 松岡多目的集会センター 松岡吉野２５－１８

日野 261 84 松岡ふるさと学習館 松岡松ケ原４－８０３

鋳物師 390 167 松岡小学校 松岡神明３－１３２

牧谷 332 93 松岡小学校 松岡神明３－１３２

上野 520 135 御陵小学校 松岡兼定島３９－１５

堂宮 97 25 永平寺農家高齢者創作館 市野々２－２０

金粕 98 25 永平寺町立図書館 松岡神明３－８９－１

桜町・促進住宅 450 121 松岡Ｂ＆Ｇ海洋センター 松岡湯谷５３－８－１

中小屋 126 35 おたっしゃ夢サロン 松岡兼定島38－45

阿久和 251 60 上志比老人福祉センター 石上２７‐６０

鯖波 214 54 松岡ディサービスセンター 松岡吉野堺１５－４７

奥野々 113 34 松岡農業改善センター 松岡兼定島３６－３４

上別所 145 37 吉野小学校 松岡吉野２６－３

関ケ鼻 92 25 松岡ディサービスセンター 松岡吉野堺１５－４７

永平寺開発センター 東古市１０－５

永平寺町永平寺中学校 東古市２２－４６

八乙女 107 25 永平寺町永平寺中学校 東古市２２－４６

燧 60 20 永平寺町永平寺中学校 東古市２２－４６

社谷 94 20 永平寺町永平寺中学校 東古市２２－４６

1,045 297

河野

南条

湯尾

湯尾



［福井市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

八ツ俣町 21 8 すかっとランド九頭竜 福井市天菅生町3-10

城有町 55 17 すかっとランド九頭竜 福井市天菅生町3-10

赤坂町 4 3 すかっとランド九頭竜 福井市天菅生町3-10

居倉町 166 53 すかっとランド九頭竜 福井市天菅生町3-10

浜北山町 69 30 すかっとランド九頭竜 福井市天菅生町3-10

笹谷町 296 84 フェニックスプラザ 福井市田原町1-13-6

山内町 234 71 フェニックスプラザ 福井市田原町1-13-6

在田町 271 67 フェニックスプラザ 福井市田原町1-13-6

甑谷町 258 77 フェニックスプラザ 福井市田原町1-13-6

尼ヶ谷町 39 21 福井市美山森林温泉みらくる亭 福井市市波町38-2

別畑町 16 7 福井市美山森林温泉みらくる亭 福井市市波町38-2

越廼

清水西

清水南

殿下

地区名
避難先２

小学校区 人口 世帯数
避難先１



［鯖江市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

本町1丁目 188 67 勝山市立村岡公民館 勝山市郡町2-2-7

本町2丁目 185 62 勝山市立村岡公民館 勝山市郡町2-2-7

本町3丁目 139 39 勝山市勤労婦人センター 勝山市郡町3-415

本町4丁目 319 117 勝山市勤労婦人センター 勝山市郡町3-415

旭町1丁目 153 55 勝山市立勝山中部中学校 勝山市郡町1-3-34

旭町2丁目 109 37 勝山市立勝山中部中学校 勝山市郡町1-3-34

旭町3丁目 163 60 勝山市立勝山中部中学校 勝山市郡町1-3-34

旭町4丁目 264 91 勝山市立勝山中部中学校 勝山市郡町1-3-34

658 240 福井県立勝山高等学校 勝山市昭和町2-3-1

柳町2丁目 287 131 福井県立勝山高等学校 勝山市昭和町2-3-1

柳町団地 133 50 勝山市立荒土小学校 勝山市荒土町伊波2-28

柳町3.4丁目 662 255 福井県立勝山高等学校 勝山市昭和町2-3-1

桜町1.2.3丁目 764 279 勝山市立勝山南部中学校 勝山市旭毛屋町3401

長泉寺町1.2丁目 990 331 勝山市営体育館 勝山市昭和町2-2-62

西山町 286 108 勝山市健康福祉センターすこやか 勝山市郡町1-1-50

日の出町 315 105 勝山市健康福祉センターすこやか 勝山市郡町1-1-50

深江町 292 94 勝山市健康福祉センターすこやか 勝山市郡町1-1-50

屋形町 233 90 勝山市健康福祉センターすこやか 勝山市郡町1-1-50

舟津町1丁目 111 41 勝山市健康福祉センターすこやか 勝山市郡町1-1-50

舟津町2丁目 200 81 勝山市立野向小学校 勝山市野向町竜谷50-9

舟津町3丁目 371 124 勝山市立成器西小学校 勝山市昭和町1-6-81

舟津町4丁目 841 298 勝山市立成器南小学校 勝山市元町3-10-38

勝山市北郷小学校 勝山市北郷町東の13-25

勝山市立北郷児童センター 勝山市北郷町坂東島29-1-1

住吉町1丁目 615 230 勝山市立勝山北部中学校 勝山市荒土町伊波21-2

住吉町2丁目 683 237 勝山市立村岡小学校 勝山市郡町2-9-1

住吉町3丁目 685 236 勝山市立勝山南部中学校 勝山市旭毛屋町3401

有定町1.2.3丁目 977 319 Ｂ＆Ｇ勝山海洋センター 勝山市荒土町新保8-101

上鯖江1丁目 259 86 勝山市立野向公民館 勝山市野向町竜谷15-1

上鯖江2丁目 312 101 勝山市立荒土公民館 勝山市荒土町松田8-4

小黒町1.2.3丁目 849 296 勝山市民会館 勝山市元町1-5-16

宮前1丁目 208 84 勝山市民会館 勝山市元町1-5-16

宮前2丁目 281 105 勝山市民会館 勝山市元町1-5-16

避難先２
地区名小学校区 人口 世帯数

避難先１

惜陰・進徳

舟津町5丁目 435 134

柳町1丁目、横江町1.2丁目



［鯖江市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
地区名小学校区 人口 世帯数

避難先１

下野田町 1,292 380 勝山市教育会館 勝山市元町1-5-6

和田町 304 85 勝山市立北郷公民館 勝山市北郷町東野13-25

石生谷町 224 87 勝山市立三室小学校 勝山市遅羽町大袋40-67

漆原町 183 55 勝山市立北郷児童センター 勝山市北郷町坂東島29-1-1

上野田町 346 108 勝山市立遅羽公民館 勝山市遅羽町大袋48-42

勝山市立平泉寺公民館 勝山市平泉寺170-110

勝山市立平泉寺小学校 勝山市平泉寺164-12

下司町 239 68 勝山市林業者健康トレーニングセンター 勝山市毛屋町1408

鳥井町 212 71 勝山勤労青少年体育センター 勝山市昭和町1-6-13

当田町 256 77 勝山市立鹿谷公民館 勝山市鹿谷町本郷31-7

下氏家町 343 102 勝山市立鹿谷小学校 勝山市鹿谷町本郷34-1

相生 95 38 鹿谷児童センター 勝山市鹿谷町本郷31-8

青武台団地 312 110 勝山市立猪野瀬公民館 勝山市北市7-4

光道園 189 189 勝山市教育会館 勝山市元町1-5-6

五岳園 13 13 遅羽児童館 勝山市遅羽町大袋48-55

福井高専 5 5 勝山市立猪野瀬公民館 勝山市北市7-4

横越町 366 103 丸岡体育館 坂井市丸岡町霞町3-1-2

新町 365 118 丸岡体育館 坂井市丸岡町霞町3-1-2

下新庄町 870 243 坂井市立丸岡中学校 坂井市丸岡町寅国5-15

坂井市立高椋小学校 坂井市丸岡町寅国2-13

高椋東部公民館 坂井市丸岡町板倉45-47

五郎丸町 520 177 坂井市立長畝小学校 坂井市丸岡町松川2-131

新横江1丁目 333 117 長畝公民館 坂井市丸岡町八ｹ郷24-9

新横江2丁目 755 237 坂井市立丸岡南中学校 坂井市丸岡町高瀬15-2

東鯖江1丁目 127 45 城北児童館 坂井市丸岡町城北6-6

東鯖江2丁目 304 137 坂井市立平章小学校 坂井市丸岡町霞町2-41

東鯖江3丁目 123 47 坂井市立平章小学校 坂井市丸岡町霞町2-41

東鯖江4丁目 215 90 坂井市立平章小学校 坂井市丸岡町霞町2-41

豊

上氏家町

鯖江東

定次町
定次団地

695 210

1,141 367



［鯖江市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
地区名小学校区 人口 世帯数

避難先１

中野町/出口・木引 407 110 磯部公民館 坂井市丸岡町下安田19-15

中野町/花出 127 36 丸岡武道 坂井市丸岡町今福13-29

中野町/町 246 71 丸岡武道 坂井市丸岡町今福13-29

中野町/松成 160 43 丸岡公民館 坂井市丸岡町霞町1-13-1

中野町/樋口 284 80 丸岡公民館 坂井市丸岡町霞町1-13-1

中野町/原 171 49 丸岡今福体育館 坂井市丸岡町今福13-27

中野町/曲木 327 88 丸岡今福体育館 坂井市丸岡町今福13-27

今市児童館 坂井市丸岡町今市16-11

高椋公民館 坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1

西瓜屋児童館 坂井市丸岡町西瓜屋9-10-1

舟枝町 189 50 坂井市立明章小学校 坂井市丸岡町油為頭14-5

下河端町 1,088 346 福井県立丸岡高等学校 丸岡町篠岡23-11-1

水落町1丁目 1,426 480 加賀市スポーツセンター 加賀市山田町ﾘ245-2

水落町2丁目 766 249 石川県立大聖寺高等学校 加賀市大聖寺永町33-1

水落町3丁目 797 299 石川県立大聖寺高等学校 加賀市大聖寺永町33-1

水落町4丁目 558 212 石川県立大聖寺高等学校 加賀市大聖寺永町33-1

北野町1丁目 399 143 加賀市立錦城中学校 加賀市大聖寺地方町6乙74-1

北野町2丁目 663 217 加賀市立錦城中学校 加賀市大聖寺地方町6乙74-1

神明町1丁目 193 74 加賀市立錦城中学校 加賀市大聖寺地方町6乙74-1

神明町2丁目 704 239 加賀市立錦城中学校 加賀市大聖寺地方町6乙74-1

神明町3・4丁目 581 200 加賀市立錦城中学校 加賀市大聖寺地方町6乙74-1

神明町4・5丁目 598 179 加賀市立橋立小学校 加賀市小塩町ろ1

三六町1丁目 546 167 加賀市立黒崎小学校 加賀市黒崎町め23

三六町2丁目 236 70 大聖寺老人児童センター 加賀市大聖寺鷹匠町57-1

幸町1丁目 331 102 大聖寺地区会館 加賀市大聖寺京町1

幸町2丁目 441 155 石川県立大聖寺実業高等学校 加賀市熊坂町ｦ77

神中町1・2・3丁目 882 337 石川県立大聖寺実業高等学校 加賀市熊坂町ｦ77

御幸町1・3丁目 1,417 545 加賀市立錦城小学校 加賀市大聖寺八間道57

御幸町2・4丁目 930 329 加賀市体育館 加賀市大聖寺東町2丁目3-1

田所町 141 48 石川県立大聖寺実業高等学校 加賀市熊坂町ｦ77

中河

297

470

神明・鳥羽

上河端町
新出

橋立町
青葉町

1,067

140 坂井市立明章小学校 坂井市丸岡町油為頭14-5



［鯖江市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
地区名小学校区 人口 世帯数

避難先１

加賀市立緑丘小学校 加賀市大聖寺瀬越町塩屋境山1-1

加賀市立三木小学校 加賀市三木町ﾆ98-1

鳥羽1・2丁目 941 331 加賀市立錦城東小学校 加賀市大聖寺敷地ﾜ13

鳥羽3丁目 664 251 石川県立加賀聖城高等学校 加賀市大聖寺馬場町28

加賀市立橋立中学校 加賀市小塩町ろ1

加賀市立橋立小学校 加賀市小塩町ろ1

つつじヶ丘町 609 207 加賀市立三谷小学校 加賀市直下町ﾆ丙73

東米岡1丁目 111 39 三谷地区会館 加賀市曽宇町ﾎ7

加賀市立橋立中学校 加賀市小塩町ろ1

加賀市立橋立小学校 加賀市小塩町ろ1

吉谷町 505 136 加賀市立山代小学校 加賀市山代温泉山背台2-44-1

四方谷町 256 67 加賀市立山代小学校 加賀市山代温泉山背台2-44-1

南井町 271 73 加賀市立山代小学校 加賀市山代温泉山背台2-44-1

大野町 340 94 加賀市立山代小学校 加賀市山代温泉山背台2-44-1

別所町 109 34 加賀市立山代小学校 加賀市山代温泉山背台2-44-1

乙坂今北町 134 37 加賀市立山代小学校 加賀市山代温泉山背台2-44-1

吉谷青葉台 281 91 加賀市立山代小学校 加賀市山代温泉山背台2-44-1

ことぶき荘 29 29 加賀市立山代小学校 加賀市山代温泉山背台2-44-2

吉江町 403 120 加賀市立片山津小学校 加賀市片山津町ｽ丙21

吉江中 623 217 加賀市立片山津小学校 加賀市片山津町ｽ丙21

吉江住宅団地 33 25 加賀市立片山津小学校 加賀市片山津町ｽ丙21

平和台団地 658 256 加賀市立分校小学校 加賀市打越町ﾆ22

吉江山手団地 113 37 片山津老人児童センター 加賀市片山津温泉ﾋ19-1

米岡町 156 50 加賀市立東和中学校 加賀市動橋町ﾈ54-1

入町 19 5 加賀市立片山津小学校 加賀市片山津町ｽ丙21

西番町 244 68 片山津地区会館 加賀市片山津温泉7-1-1

上杉本町 1,146 364 加賀市立片山津中学校 加賀市潮津町ﾚ1-1

中杉本町 344 114 加賀市立片山津中学校 加賀市潮津町ﾚ1-1

下杉本町 279 84 加賀市立片山津中学校 加賀市潮津町ﾚ1-1

西杉本町 189 59 加賀市立片山津中学校 加賀市潮津町ﾚ1-1

糺町 1,488 503 加賀市立東和中学校 加賀市動橋町ﾈ54-1

石田上町 1,434 474 石川県立加賀高等学校 加賀市動橋町ﾑ53

石田中町 83 27 石川県立加賀高等学校 加賀市動橋町ﾑ53

片上

丸山町

東鳥羽

みどり町内会

1,290 447

239 69

1,115 403

神明・鳥羽

立待



［鯖江市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
地区名小学校区 人口 世帯数

避難先１

石田下町 845 260 加賀市立湖北小学校 加賀市柴山町ひ92-1

丸山町3丁目 176 51 加賀市立東和中学校 加賀市動橋町ﾈ54-1

東米岡2丁目 222 75 動橋地区会館 加賀市動橋町ﾎ15-1

吉江学園 31 26 動橋児童センター 加賀市動橋町ﾎ15-1

加賀市立庄小学校 加賀市庄町ﾜ101-1

庄地区会館 加賀市庄町ﾜ142-1

西大井町 185 48 加賀市立作見小学校 加賀市作見町ﾅ154

田村町 462 144 加賀市立作見小学校 加賀市作見町ﾅ154

作見児童センター 加賀市松が丘1-8-1

作見地区会館 加賀市作見町ﾖ36-1

冬島町 278 77 加賀市立作見小学校 加賀市作見町ﾅ154

二丁掛町 311 88 加賀市立動橋小学校 加賀市動橋町ﾍ1-1

吉田町 62 17 分校地区会館 加賀市分校町68-2

大倉町 606 171 加賀市立南郷小学校 加賀市吸板町ﾔ26

小泉町 578 165 加賀市立勅使小学校 加賀市勅使町24

加賀市立山中小学校 加賀市山中温泉上野町ﾙ15-9

加賀市立東谷口小学校 加賀市水田丸町ﾇ36-1

熊田町 352 101 加賀市立金明小学校 加賀市塩浜町104

西和町内会 227 76 加賀市立作見小学校 加賀市作見町ﾅ154

朝露町内会 200 64 加賀市立作見小学校 加賀市作見町ﾅ154

あすなろ町内会 311 96 加賀市立動橋小学校 加賀市動橋町ﾍ1-1

あずま町内会 221 70 加賀市立動橋小学校 加賀市動橋町ﾍ1-1

あおい町 322 89 加賀市立動橋小学校 加賀市動橋町ﾍ1-1

日野町内会 110 51 東谷口地区会館 加賀市水田丸町ﾁ12

橋立地区会館 加賀市橋立町ﾛ357

南郷地区会館 加賀市下河崎町へ102

松成町 224 63 加賀市立山代中学校 加賀市上野町ｴ45-2

落井町 599 160 加賀市立山代中学校 加賀市上野町ｴ45-2

磯部町 358 100 加賀市立山代中学校 加賀市上野町ｴ45-2

戸口町 634 177 加賀市立山代中学校 加賀市上野町ｴ45-2

中戸口町 205 63 加賀市立山代中学校 加賀市上野町ｴ45-2

平井町 1,613 516

吉川

川去町

持明寺町

若葉町内会 87

739 229

244 62

299

立待

北中山



［鯖江市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
地区名小学校区 人口 世帯数

避難先１

上戸口町 253 65 加賀市立山代中学校 加賀市上野町ｴ45-2

山代老人児童センター 加賀市山代温泉ﾖ22-2

加賀市文化会館 加賀市山代温泉北部2-68

別司町 386 122 加賀市立山中中学校 加賀市山中温泉上原町ﾄ甲1-1

莇生田町 294 74 加賀市立山中中学校 加賀市山中温泉上原町ﾄ甲1-1

片山町 672 203 加賀市立菅谷小学校 加賀市山中温泉菅谷町二32

金谷町 135 32 加賀市立山中中学校 加賀市山中温泉上原町ﾄ甲1-1

寺中町 186 58 加賀市立山中中学校 加賀市山中温泉上原町ﾄ甲1-1

北中町 526 146 加賀市立山中中学校 加賀市山中温泉上原町ﾄ甲1-1

東清水町 106 33 加賀市立山中中学校 加賀市山中温泉上原町ﾄ甲1-1

尾花町 237 62 山代地区会館 加賀市山代温泉山背台1-60

沢町 150 46 加賀市立山中中学校 加賀市山中温泉上原町ﾄ甲1-1

加賀市立中津原保育園 加賀市山中温泉中津原町ﾊ5-1

東谷生活改善センター 加賀市山中温泉荒谷町ﾄ20

西袋町
椿坂

川島町 702

河和田

河和田町

上河内町

179

299 加賀市立河南小学校 加賀市山中温泉中田町ﾆ25-1

656 196 山中温泉ゆけむり健康村 加賀市山中温泉こおろぎ町ｲ19

138 50

1,001

北中山



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

岡本町 408 199 福井県児童科学館 坂井市春江町東太郎丸3-1

広瀬町 1,869 591 福井県児童科学館 坂井市春江町東太郎丸3-1

池の上町 675 189 福井県児童科学館 坂井市春江町東太郎丸3-1

広瀬ひばりが丘 283 107 福井県児童科学館 坂井市春江町東太郎丸3-1

向が丘町 242 74 坂井市春江女性の家 坂井市春江町江留上昭和4-5

新小野 94 25 坂井市春江女性の家 坂井市春江町江留上昭和4-5

大虫町 773 239 春江B＆G海洋センター 坂井市春江町正蓮花21-7

大虫本町 427 116 坂井市立春江小学校 坂井市春江町境28-28

上四目町 169 55 春江保健センター 坂井市春江町随応寺20-30

下四目町 400 120 坂井市立春江小学校 坂井市春江町境28-28

高森町 542 167 福井県立春江工業高等学校 坂井市春江町江留上緑8-1

丹生郷町 590 171 福井県立春江工業高等学校 坂井市春江町江留上緑8-1

三ツ俣町 123 33 春江東公民館 坂井市春江町中筋24-6

横根町 169 50 春江中公民館 坂井市春江町随応寺17-17

北山町 588 180 春江中公民館 坂井市春江町随応寺17-17

上太田町 1,038 434 坂井市立磯部小学校 坂井市丸岡町上安田7-24

下太田町 625 231 坂井市春江東小学校 坂井市春江町中筋29-1

新保町 389 146 丸岡スポーツランド合宿所 坂井市丸岡町長崎6-69

新保 1丁目 96 41 高椋西部公民館 坂井市丸岡町舟寄110-15-1

新保 ２丁目 16 8 高椋西部公民館 坂井市丸岡町舟寄110-15-1

大虫本町勝蓮花 45 11 春江保健センター 坂井市春江町随応寺20-30

湯谷町 69 24 坂井市ゆりの里公園 坂井市春江町石塚21-2-3

中山町 64 24 坂井市ゆりの里公園 坂井市春江町石塚21-2-3

下別所町 8 5 坂井市ゆりの里公園 坂井市春江町石塚21-2-3

勾当原町 117 33 坂井市ゆりの里公園 坂井市春江町石塚21-2-3

中津原町 124 34 坂井市ゆりの里公園 坂井市春江町石塚21-2-3

下中津原町 82 30 坂井市ゆりの里公園 坂井市春江町石塚21-2-3

四郎丸町 2,061 663 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

塚原町 384 123 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

白崎町 505 239 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

春日野町 171 53 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

今宿町 411 143 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１

神山

大虫

坂口

王子保

地区名



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

国兼町 309 91 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

大塩町 304 89 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

上小松町 42 15 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

森久町 62 21 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

瓜生野町 8 5 文化の森・YURI文化情報交流館 坂井市春江町西太郎丸15-22

中平吹町 537 163 春江体育館 坂井市春江町西太郎丸12-14

下平吹町 255 88 春江体育館 坂井市春江町西太郎丸12-14

富士見が丘一 367 127 春江西公民館 坂井市春江町本堂22-15

富士見が丘二 237 73 春江西公民館 坂井市春江町本堂22-15

向陽町 394 121 坂井市立春江西小学校 坂井市春江町西太郎丸3-3

都辺町 62 23 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

上杉本町 4 3 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

二階堂町 44 14 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

千合谷町 70 21 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

菖蒲谷町 91 28 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

堀町 101 29 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

土山町 31 9 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

小谷町 32 8 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

安戸町 15 8 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

菅町 0 0 坂井市立大石小学校 坂井市春江町上小森5-7-1

米口町 75 20 大石公民館 坂井市春江町上小森6-12

仏谷町 6 2 大石公民館 坂井市春江町上小森6-12

丸岡町 138 47 大石公民館 坂井市春江町上小森6-12

沓掛町 55 22 大石公民館 坂井市春江町上小森6-12

勝蓮花町 6 2 大石公民館 坂井市春江町上小森6-12

小野町 0 0 大石公民館 坂井市春江町上小森6-12

上黒川町 110 41 坂井市立春江中学校 坂井市春江町江留中15-15

下黒川町 87 26 坂井市立春江中学校 坂井市春江町江留中15-15

安養寺町 548 154 坂井市立春江中学校 坂井市春江町江留中15-15

曽原町 72 19 坂井市立春江中学校 坂井市春江町江留中15-15

粟野町 18 4 春江中小企業センター 坂井市春江町随応寺20-24-1

小杉町 60 20 春江中小企業センター 坂井市春江町随応寺20-24-1

王子保

白山



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

牧町 38 11 春江中小企業センター 坂井市春江町随応寺20-24-1

若須町 25 9 春江中小企業センター 坂井市春江町随応寺20-24-1

中野町 81 25 春江中小企業センター 坂井市春江町随応寺20-24-1

萩原町 11 3 春江中小企業センター 坂井市春江町随応寺20-24-1

鴉ヶ平町 45 11 坂井市立春江中学校 坂井市春江町江留中15-15

南 １丁目 339 129 丸岡町総合福祉保健センター 坂井市丸岡町八ｹ郷21-7-1

南 ２丁目 500 172 丸岡町総合福祉保健センター 坂井市丸岡町八ｹ郷21-7-1

南 ３丁目 263 92 丸岡町総合福祉保健センター 坂井市丸岡町八ｹ郷21-7-1

武生柳町 422 145 あわら市本荘小学校 あわら市下番7-1

若竹町 357 131 あわら市新郷小学校 あわら市中浜1-1

あおば町 242 84 あわら市北潟小学校 あわら市北潟35-11

神明町 265 89 あわら市文化会館 あわら市舟津7-65

豊町 263 96 あわら市文化会館 あわら市舟津7-65

姫川 １丁目 177 63 福井県立芦原青年の家 あわら市北潟250-20

姫川 ２丁目 493 177 福井県立芦原青年の家 あわら市北潟250-20

文京 １丁目 497 167 トリムパークかなづ あわら市山室67-30-1

文京 ２丁目 534 198 トリムパークかなづ あわら市山室67-30-1

御幸町 479 205 あわら市芦原小学校 あわら市田中々2-25

東千福町 768 288 丸岡町総合福祉保健センター 坂井市丸岡町八ｹ郷21-7-1

行松町 670 265 あわら市農業者トレーニングセンター あわら市国影23-1

妙法寺町 311 105 あわら市農業者トレーニングセンター あわら市国影23-1

松森町 514 178 あわら市芦原中学校 あわら市舟津2-75

月見町 300 101 あわら市波松小学校 あわら市波松25-1

畷町 213 78 あわら市芦原中学校 あわら市舟津2-75

常久町 196 72 あわら市芦原中学校 あわら市舟津2-75

常久団地 61 21 浜坂区民館 あわら市浜坂4-5

学園団地 543 180 あわら市金津中学校 あわら市市姫1-5-1

三ツ口町 294 143 あわら市金津中学校 あわら市市姫1-5-1

千福町 1,149 525 丸岡町総合福祉保健センター 坂井市丸岡町八ｹ郷21-7-1

矢放町 560 177 福井県立金津高等学校 あわら市市姫4-5-1

帆山町 640 209 福井県立金津高等学校 あわら市市姫4-5-1

矢船町 433 157 あわら市金津小学校 あわら市花乃杜1-20-1

武生南

北日野

白山



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

向新保町 244 69 あわら市剱岳公民館 あわら市椚第18-10

畑町 93 22 福井県立金津高等学校 あわら市市姫4-5-1

小野谷町 375 115 あわら市金津保育所 あわら市春宮3-24-20

西谷町 136 69 あわら市金津保育所 あわら市春宮3-24-20

荒谷町 40 11 あわら市吉崎小学校 あわら市吉崎8-55

平林町 236 61 あわら市吉崎小学校 あわら市吉崎8-55

庄田町 323 107 あわら市金津東小学校 あわら市中川18-10

大手町 77 23 あわら市多目的共同利用施設さくらセンター あわら市柿原36-20

西尾町 560 168 あわら市金津小学校 あわら市花乃杜1-20-1

岩内町 196 48 熊坂農村環境改善センター あわら市熊坂42-20

大屋町 240 71 あわら市伊井小学校 あわら市清間13-24

葛岡町 114 38 あわら市伊井小学校 あわら市清間13-24

問屋町 0 0 あわら市細呂木小学校 あわら市滝63-8

北日野団地 444 152 あわら市細呂木小学校 あわら市滝63-8

府中 １丁目 156 69 小松市立芦城小学校 小松市西町25

府中 ２丁目 199 88 小松市立芦城小学校 小松市西町25

府中 ３丁目 326 154 小松市立芦城小学校 小松市西町25

吾妻町 254 98 小松市立犬丸小学校 小松市犬丸町甲61

住吉町 235 100 小松市立松陽中学校 小松市大領町ｲ103

堀川町 378 206 小松市立松陽中学校 小松市大領町ｲ103

錦町 177 76 小松市立松陽中学校 小松市大領町ｲ103

万代町 245 117 小松市立向本折小学校 小松市向本折町寅188

天王町 129 61 小松短期大学 小松市四丁町ﾇ1-3

蓬莱町 236 98 小松短期大学 小松市四丁町ﾇ1-3

幸町 280 110 小松短期大学 小松市四丁町ﾇ1-3

国府 １丁目 263 101 小松市立今江小学校 小松市今江町6-167

国府 ２丁目 438 183 末広体育館 小松市末広町72

北府 １丁目 0 0 末広体育館 小松市末広町72

北府 ２丁目 492 190 末広体育館 小松市末広町72

北府 ３丁目 665 259 小松市立御幸中学校 小松市村松町50

北府 ４丁目 368 133 小松市立串小学校 小松市串町乙1-1

桂町 208 84 小松市立芦城中学校 小松市芦田町2-69

北日野

武生東



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

本多 ２丁目 310 134 小松市立芦城中学校 小松市芦田町2-69

本多 ３丁目 136 65 小松市立芦城中学校 小松市芦田町2-69

北府本町 0 0 末広体育館 小松市末広町72

本町 229 84 小松市ふれあい松東 小松市長谷町49

元町 263 88 小松市立粟津小学校 小松市井口町ﾁ24

京町 １丁目 186 72 小松市立粟津小学校 小松市井口町ﾁ24

京町 ２丁目 130 60 いしかわ子ども交流センター小松館 小松市符津町念仏3-1

京町 ３丁目 191 63 里山自然学校こまつ滝ケ原 小松市滝ｹ原町ｳ20

本多 １丁目 249 103 小松市立西尾小学校 小松市観音下町ﾛ48

平和町 430 173 石川県立小松特別支援学校 小松市金平町丁76

若松町 264 103 小松市立符津小学校 小松市符津町ﾊ100

高瀬 １丁目 695 281 小松市立波佐谷小学校 小松市波佐谷町子27

高瀬 ２丁目 130 59 小松市立波佐谷小学校 小松市波佐谷町子27

中央 １丁目 234 96 小松市立蓮代寺小学校 小松市蓮代寺町ハ丙16

中央 ２丁目 276 113 小松市立蓮代寺小学校 小松市蓮代寺町ハ丙16

深草 １丁目 374 138 小松市南部地区児童体育館 小松市矢田野町ﾎ10

深草 ２丁目 295 117 小松市立矢田野小学校 小松市下粟津町ｸ101-1

平出 １丁目 264 99 小松市立木場小学校 小松市木場町わ1

平出 ２丁目 680 255 小松市立南部中学校 小松市島町ﾇ43

平出 ３丁目 351 126 小松市立金野小学校 小松市大野町子43

小松 １丁目 210 73 小松サン・アビリティーズ 小松市符津町念仏ｹ2-7

小松 ２丁目 586 251 小松サン・アビリティーズ 小松市符津町念仏ｹ2-7

日野美 １丁目 16 6 小松市立南部中学校 小松市島町ﾇ43

日野美 ２丁目 169 106 小松市立南部中学校 小松市島町ﾇ43

野上町 440 180 こまつドーム 小松市林町ほ5

新町 147 62 石川県立小松特別支援学校 小松市金平町丁76

北千福町 419 234 小松市立那谷小学校 小松市那谷町ﾕ54-1

小松町 0 0 小松市立那谷小学校 小松市那谷町ﾕ54-1

沢町 662 319 小松市立松東中学校 小松市江指町丙30

本保町 864 290 小松市立苗代小学校 小松市北浅井町ﾇ16-1

片屋町 747 232 小松市立安宅小学校 小松市安宅町安宅林5

氷坂町 546 184 小松市立安宅中学校 小松市安宅町安宅林4-112

武生西

武生東

吉野



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

余田町 441 113 小松市立月津小学校 小松市月津町ﾕ113

小松市立高等学校 小松市八幡ﾄ1

小松市立東陵小学校 小松市西軽海町1-41

芝原町 0 0 小松市立稚松小学校 小松市殿町2-7

芝原 １丁目 614 266 石川県立小松工業高等学校 小松市打越町丙67

芝原 ２丁目 277 96 小松市立稚松小学校 小松市殿町2-7

芝原 ３丁目 128 54 小松市立日末小学校 小松市日末町二52

芝原 ４丁目 252 87 小松市立稚松小学校 小松市殿町2-7

芝原 ５丁目 1,060 321 石川県立小松工業高等学校 小松市打越町丙67

村国 １丁目 555 195 小松市立能美小学校 小松市能美町ｿ51

村国 ２丁目 924 317 石川県立小松明峰高等学校 小松市平面町ﾍ72

村国 ３丁目 1,431 526 小松市桜木体育館 小松市桜木町104-3

村国 ４丁目 331 101 石川県立小松高等学校 小松市丸内町二の丸15

八幡 １丁目 435 146 小松市北部地区体育館 小松市大川町2-12

八幡 ２丁目 231 78 小松総合体育館 小松市下牧町69

押田 １丁目 686 221 小松総合体育館 小松市下牧町69

押田 ２丁目 104 41 小松総合体育館 小松市下牧町69

国高 １丁目 433 162 小松市民センター 小松市大島町丙42-3

国高 ２丁目 877 310 石川県立小松北高等学校 小松市島田町ｲ85-1

国高 ３丁目 234 78 石川県こまつ芸術劇場うらら 小松市土居原町710

横市町 726 262 小松市立丸内中学校 小松市小寺町甲27

庄町 211 74 石川県立小松産業技術専門校 小松市青路町130

塚町 563 162 小松市民センター 小松市大島町丙42-3

馬上免町 203 90 小松市板津地区体育館 小松市長田町ル146

稲寄町 658 201 石川県立小松明峰高等学校 小松市平面町ﾍ72

瓜生町 1,165 411 石川県立小松高等学校 小松市丸内町二の丸15

小松市荒屋小学校 小松市荒屋町ほ1

小松市板津地区体育館 小松市長田町ル146

村国町 0 0 小松市立能美小学校 小松市能美町ｿ51

長土呂町 279 76 小松市立丸内中学校 小松市小寺町甲27

押田町 0 0 石川県立小松産業技術専門校 小松市青路町130

家久町

国高

高木町

2,738 919

537 170

吉野



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

入谷町 99 33 小松市立国府小学校 小松市河田町丁40-1

中居町 163 51 小松市立国府小学校 小松市河田町丁40-1

蓑脇町 128 41 小松市立国府小学校 小松市河田町丁40-1

桧尾谷町 106 24 小松市立中海中学校 小松市軽海町弐号4-1

余川町 326 92 小松市中海地区体育館 小松市軽海町ﾆ号1-4

池泉町 479 143 小松市立中海中学校 小松市軽海町弐号4-1

文室町 264 76 小松市立国府小学校 小松市河田町丁40-1

萱谷町 200 114 石川県立小松商業高等学校 小松市希望丘10

上大坪町 430 127 石川県立小松商業高等学校 小松市希望丘10

味真野町 378 121 石川県立小松商業高等学校 小松市希望丘10

南小山町 81 23 小松市立中海小学校 小松市中海町山林ﾆ8-1

北小山町 74 24 小松市立中海小学校 小松市中海町山林ﾆ8-1

吉村町 97 29 小松市立中海小学校 小松市中海町山林ﾆ8-1

若宮町 73 17 小松市立中海小学校 小松市中海町山林ﾆ8-1

五分市町 794 243 小松市立第一小学校 小松市白江町ﾊ73-1

清水頭町 121 41 小松市立第一小学校 小松市白江町ﾊ73-1

上真柄町 97 27 小松市立中海小学校 小松市中海町山林ﾆ8-1

徳間町 119 33 小松市立第一小学校 小松市白江町ﾊ73-1

金屋町 0 0 小松市立第一小学校 小松市白江町ﾊ73-1

宮谷町 366 111 小松市国府地区体育館 小松市河田ﾇ18

奥宮谷町 270 76 小松市立国府中学校 小松市小野町己152-2

上真柄宮谷入会 31 11 小松市立国府中学校 小松市小野町己152-2

味真野団地 142 45 小松市立国府中学校 小松市小野町己152-2

寺井中央児童館 能美市寺井町中84

湯野児童館 能美市佐野町ﾗ70

杉崎町 166 41 小松市立板津中学校 小松市松梨町丙8

真柄町 164 48 小松市立板津中学校 小松市松梨町丙8

戸谷町 404 114 寺井老人福祉センター「亀齢荘」 能美市湯谷町乙25 

長尾町 175 56 寺井老人福祉センター「亀齢荘」 能美市湯谷町乙25 

中新庄町 478 126 小松市立板津中学校 小松市松梨町丙8

三ツ屋町 266 76 能美市健康福祉センター「サンテ」 能美市寺井町ﾇ48 

1,228 356

北新庄

北町

味真野



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

西樫尾町 319 84 石川県立寺井高等学校 能美市吉光町ﾄ90

粟田部町西山 618 171 能美市立根上中学校 能美市浜町ﾜ60

粟田部町栄 500 153 能美市立寺井中学校 能美市寺井町ﾗ161

粟田部町宝栄 287 93 石川県立寺井高等学校 能美市吉光町ﾄ90

粟田部町蓬莱 363 121 石川県立寺井高等学校 能美市吉光町ﾄ90

粟田部町富永 484 158 能美市立浜小学校 能美市中町ｶ14

根上総合文化会館 能美市大成町ﾇ118

老人健康福祉センター「白寿」 能美市大浜町ﾉ35-1

粟田部町旭 437 139 石川県立寺井高等学校 能美市吉光町ﾄ90

今立西部工業団地 0 0 石川県立寺井高等学校 能美市吉光町ﾄ90

不老町 539 143 辰口健康福祉センター 能美市緑が丘11丁目50−1

大滝町 530 151 能美市立粟生小学校 能美市粟生町ﾛ45

岩本町 773 231 辰口健康福祉センター 能美市緑が丘11丁目50−1

新在家町 342 100 能美市立寺井小学校 能美市寺井町ﾖ60

定友町 536 152 能美市立湯野小学校 能美市湯谷町ﾍ76

杉尾町 189 53 辰口健康福祉センター 能美市緑が丘11丁目50−1

轟井町 159 46 能美市立福岡小学校 能美市福岡町ﾊ35

島町 70 18 能美市立湯野小学校 能美市湯谷町ﾍ76

長五町 38 9 能美市立粟生小学校 能美市粟生町ﾛ45

大平町 31 13 能美市立粟生小学校 能美市粟生町ﾛ45

八石町 33 11 能美市立福岡小学校 能美市福岡町ﾊ35

中印町 44 13 辰口健康福祉センター 能美市緑が丘11丁目50−1

別印町 95 30 能美市立福岡小学校 能美市福岡町ﾊ35

南坂下町 63 21 能美市立寺井小学校 能美市寺井町ﾖ60

野岡町 617 176 能美市立辰口中央小学校 能美市辰口町735

マインドタウン 135 35 物見山総合体育館 能美市辰口町ﾘ1

山室町 358 102 物見山総合体育館 能美市辰口町ﾘ1

富士見台 30 9 物見山総合体育館 能美市辰口町ﾘ1

下戸板 12 3 物見山総合体育館 能美市辰口町ﾘ1

東庄境町 423 117 泉台スポーツセンター（体育館） 能美市泉台町東11

西庄境町 317 92 物見山総合体育館 能美市辰口町ﾘ1

赤坂町 345 106 物見山総合体育館 能美市辰口町ﾘ1

745 241

花筐

南中山

岡本

粟田部町鞍谷



［越前市］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

新堂町 262 64 岩内コミュニティセンター 能美市岩内町ﾜ−35 

国中町 269 63 物見山総合体育館 能美市辰口町ﾘ1

中津山町 516 139 辰口福祉会館 能美市辰口町ﾇ10 

仲山 144 38 辰口福祉会館 能美市辰口町ﾇ10 

朽飯町 345 96 宮竹コミュニティセンター 能美市宮竹町ﾊ7-1

高岡町 82 19 宮竹コミュニティセンター 能美市宮竹町ﾊ7-1

藤木町 98 28 宮竹コミュニティセンター 能美市宮竹町ﾊ7-1

領家町 97 32 宮竹コミュニティセンター 能美市宮竹町ﾊ7-1

春山町 107 27 宮竹コミュニティセンター 能美市宮竹町ﾊ7-1

東樫尾町 109 52 宮竹コミュニティセンター 能美市宮竹町ﾊ7-1

波垣町 87 23 岩内体育館 能美市岩内町ｲ164-1

寺地町 108 32 岩内体育館 能美市岩内町ｲ164-1

横住町 246 69 岩内体育館 能美市岩内町ｲ164-1

清根町 21 8 岩内体育館 能美市岩内町ｲ164-1

相木町 65 18 岩内体育館 能美市岩内町ｲ164-1

西河内町 41 14 岩内体育館 能美市岩内町ｲ164-1

室谷町 87 24 岩内体育館 能美市岩内町ｲ164-1

長谷町 91 27 岩内体育館 能美市岩内町ｲ164-1

北坂下町 87 17 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

殿町 16 5 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

大谷町 29 8 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

南中町 46 12 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

赤谷町 63 20 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

水間町 64 19 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

柳元町 85 23 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

市野々町 78 28 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

メゾンいまだて 0 0 能美市立宮竹小学校 能美市宮竹町ｲ153

服間

南中山



［越前町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

西田中 1,303 395 三国体育館 坂井市三国町中央1－6－2

内郡 325 93 三国体育館 坂井市三国町中央1－6－2

朝日 1,242 632 三国体育館 坂井市三国町中央1－6－2

上川去 254 68 三国体育館 坂井市三国町中央1－6－2

春日 322 110 三国運動公園健康管理センター 坂井市三国町運動公園1-4-1

岩開 157 42 雄島公民館 坂井市三国町宿3-2-5

佐々生 421 115 三国運動公園健康管理センター 坂井市三国町運動公園1-4-1

宇田 154 53 三国運動公園健康管理センター 坂井市三国町運動公園1-4-1

気比庄 1,221 350 福井県立三国高等学校 三国町緑ケ丘2-1-3

加戸体育館 坂井市三国町加戸136-7-7

加戸公民館 坂井市三国町加戸136-7-7

市 106 28 加戸公民館 坂井市三国町加戸136-7-7

乙坂 321 87 坂井市立三国北小学校 坂井市三国町緑ケ岡1-4-1

栃川 450 132 坂井市立三国北小学校 坂井市三国町緑ケ岡1-4-1

天王 468 112 坂井市立雄島小学校 坂井市三国町陣ケ岡16-3

宝泉寺 150 41 坂井市立雄島小学校 坂井市三国町陣ケ岡16-3

金谷 173 49 坂井市立加戸小学校 坂井市三国町加戸30-1

青野 150 38 坂井市立加戸小学校 坂井市三国町加戸30-1

頭谷 10 4 坂井市立加戸小学校 坂井市三国町加戸30-1

茱原 78 18 坂井市立加戸小学校 坂井市三国町加戸30-1

境野 34 10 坂井市立加戸小学校 坂井市三国町加戸30-1

横山 184 61 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

牛越 63 17 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

野末 49 14 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

大畑 21 8 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

小倉 480 140 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

葛野 45 18 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

野田 131 39 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

下糸生 140 41 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

脇 21 5 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

大谷寺 44 13 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

中野 37 8 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

避難先２

朝日

常磐

田中 606

小学校区 人口 世帯数
避難先１

糸生

170

地区名



［越前町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

上糸生 162 41 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

大玉 44 14 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

清水 67 20 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

森 48 17 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

杖立 11 5 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

小川 50 19 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

真木 7 5 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

天谷 55 18 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

東二ッ屋 1 1 三国社会福祉センター 坂井市三国町中央1－6－3

熊谷 46 16 坂井市立三国西小学校 坂井市三国町山岸31-1

古屋 54 13 坂井市立三国西小学校 坂井市三国町山岸31-1

増谷 24 8 坂井市立三国西小学校 坂井市三国町山岸31-1

小曽原一区 394 120 新保公民館 坂井市三国町新保12-9

小曽原二区 283 105 新保体育館 坂井市三国町新保37-1-25

小曽原三区 332 93 坂井市立三国西小学校 坂井市三国町山岸31-1

江波一区 400 111 浜四郷公民館 坂井市三国町下野58-16

江波二区 203 43 臨海体育館 坂井市三国町米納津47-192

江波三区 308 80 坂井市立木部小学校 坂井市坂井町高柳117-1

広野 76 20 坂井木部児童館 坂井町高柳117-11

蚊谷寺 33 10 坂井木部児童館 坂井町高柳117-11

樫津一区 272 77 坂井市立三国南小学校 坂井市三国町山王1-1-50

樫津二区 582 154 坂井市立三国南小学校 坂井市三国町山王1-1-50

八田新保 61 16 坂井市木部公民館 坂井市坂井町高柳117-9

舟場 83 19 坂井市木部公民館 坂井市坂井町高柳117-9

八田 315 75 坂井市立大関小学校 坂井町東24-3

円満 63 17 坂井市立兵庫小学校 坂井市坂井町上兵庫65－5

上野 67 24 坂井市立兵庫小学校 坂井市坂井町上兵庫65－5

野 40 13 兵庫公民館 坂井市坂井町上兵庫65-15-1

宇須尾 100 27 兵庫児童館 坂井市坂井町上兵庫62-11

大谷 44 15 坂井市立兵庫小学校 坂井市坂井町上兵庫65－5

蝉口 79 21 坂井市立兵庫小学校 坂井市坂井町上兵庫65－5

寺 119 32 兵庫公民館 坂井市坂井町上兵庫65-15-1

糸生

宮崎



［越前町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

玉川 96 33 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

血ヶ平 62 32 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

左右 64 26 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

梨子ヶ平 40 14 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

上瀬 191 71 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

中筋 68 21 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

下側 235 72 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

上側 178 63 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

鷺崎 92 35 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

宿 213 90 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

新保 294 112 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

城ヶ谷 236 79 みくに文化未来館 坂井市三国町神明1-4-20

小樟 674 211 三国公民館 坂井市三国町北本町2-1-33

大樟 462 141 三国公民館 坂井市三国町北本町2-1-33

道口 425 138 キンダーホール三国 坂井市三国町南本町3-3-46

厨 792 272 坂井市立三国中学校 坂井市三国町錦1-7-3

茂原 159 53 坂井市立三国中学校 坂井市三国町錦1-7-3

白浜 128 44 坂井市立三国中学校 坂井市三国町錦1-7-3

高佐 274 90 坂井市立三国中学校 坂井市三国町錦1-7-3

米ノ 548 204 三国木部公民館
三国木部体育館 坂井市三国町楽円30-1
坂井市三国町楽円30-1

午房ヶ平 5 4 三国木部体育館 坂井市三国町楽円30-1

六呂師 22 8 三国木部体育館 坂井市三国町楽円30-1

鎌坂 63 17 坂井体育館 坂井市坂井町下新庄19-7-1

北 205 51 坂井体育館 坂井市坂井町下新庄19-7-1

東 290 142 坂井体育館 坂井市坂井町下新庄19-7-1

高橋 246 74 坂井体育館 坂井市坂井町下新庄19-7-1

馬場 142 47 坂井体育館 坂井市坂井町下新庄19-7-1

上野 352 113 坂井体育館 坂井市坂井町下新庄19-7-1

寺家 264 76 坂井体育館 坂井市坂井町下新庄19-7-1

辻 170 51 坂井市立坂井中学校 坂井市坂井町上新庄28-21

杉の花 182 55 坂井市立坂井中学校 坂井市坂井町上新庄28-21

市場 229 67 坂井市立坂井中学校 坂井市坂井町上新庄28-21

織田

四ヶ浦

城崎



［越前町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１
地区名

堤 75 22 坂井市立坂井中学校 坂井市坂井町上新庄28-21

平等 290 95 坂井市立坂井中学校 坂井市坂井町上新庄28-21

下河原 51 14 坂井市立坂井中学校 坂井市坂井町上新庄28-21

矢倉 64 17 坂井体育館 坂井市坂井町下新庄19-7-1

中 162 39 坂井市立東十郷小学校 坂井市坂井町長畑27-1

大王丸 109 29 坂井市立東十郷小学校 坂井市坂井町長畑27-1

三崎 178 54 坂井市立東十郷小学校 坂井市坂井町長畑27-1

打越 155 50 坂井児童センター 坂井町宮領50-42-6

四ツ杉 64 16 坂井武道館 坂井市坂井町上新庄14-3

下山中 103 28 坂井武道館 坂井市坂井町上新庄14-3

上山中 167 41 坂井武道館 坂井市坂井町上新庄14-3

細野 139 37 福井県立坂井農業高等学校 坂井町宮領57-5

岩倉 61 19 福井県立坂井農業高等学校 坂井町宮領57-5

笹川 33 10 福井県立坂井農業高等学校 坂井町宮領57-5

桜谷 66 18 東十郷公民館 坂井市坂井町長畑25-11-1

山田 30 8 大関友遊館 坂井市坂井町東12-5-1

赤井谷 198 52 大関友遊館 坂井市坂井町東12-5-1

萩野の里 114 28 東十郷公民館 坂井市坂井町長畑25-11-1

脇谷 117 35 福井県立坂井農業高等学校 坂井町宮領57-5

丸山 96 29 大関友遊館 坂井市坂井町東12-5-1

西ヶ丘 174 50 東十郷公民館 坂井市坂井町長畑25-11-1

入尾 20 8 大関友遊館 坂井市坂井町東12-5-1

笈松 22 14 大関友遊館 坂井市坂井町東12-5-1

上戸 108 31 東十郷公民館 坂井市坂井町長畑25-11-1

萩野

織田



［池田町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所

稲荷 258 91 大野市下庄小学校 大野市中野町2-1-1

月ヶ瀬 49 18 大野市下庄小学校 大野市中野町2-1-1

志津原 38 15 大野市下庄小学校 大野市中野町2-1-1

土合皿尾 31 16 大野市下庄小学校 大野市中野町2-1-1

常安 141 69 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

寺島 110 28 大野市下庄小学校 大野市中野町2-1-1

市 56 19 大野市下庄小学校 大野市中野町2-1-1

上荒谷 171 51 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

東角間 38 13 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

東俣 142 54 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

新保 104 30 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

辻 40 13 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

中出 60 21 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

金山 47 16 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

菅生 27 10 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

西角間 149 34 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

定方 27 12 大野市陽明中学校 大野市陽明町3-202

板垣 92 27 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

池田 15 5 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

学園 71 20 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

山田 113 38 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

寺谷 80 24 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

広瀬 24 9 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

清水谷 151 43 大野市文化会館 大野市有明町11-10

柿ヶ原 44 9 大野市文化会館 大野市有明町11-10

持越 26 13 大野市文化会館 大野市有明町11-10

野尻 53 15 大野市文化会館 大野市有明町11-10

谷口 175 64 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

安善寺 5 4 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

水海 428 124 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

薮田 66 26 福井県立奥越明成高等学校 大野市友江9-1

白粟 42 18 大野市乾側小学校 大野市牛ヶ原66-1

池田

地区名
避難先２

小学校区 人口 世帯数
避難先１



［池田町］

避難先名称 住所 避難先名称 住所
地区名

避難先２
小学校区 人口 世帯数

避難先１

松ヶ谷 61 19 大野市乾側小学校 大野市牛ヶ原66-1

下小畑 14 7 大野市乾側小学校 大野市牛ヶ原66-1

上小畑 19 10 大野市乾側小学校 大野市牛ヶ原66-1

千代谷 35 17 大野市乾側小学校 大野市牛ヶ原66-1

金見谷 14 11 大野市乾側小学校 大野市牛ヶ原66-1

大本 35 20 大野市乾側小学校 大野市牛ヶ原66-1

池田


