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【伊野地区】
施　設　名 所　在　地 対象地域

谷老人里の家 いの町2960-1 谷
いの町商工会 　〃　3165-1 西町、元町、幸町、公園町
紙の博物館 　〃　幸町110-1 伊野地区全域
椙本神社 　〃　大国町143 谷、羽根、大国町
いの町立図書館 　〃　元町41番地 本町、元町、旭町
天理教伊野大教会 　〃　3645 元町、公園町、旭町、本町
伊野体育館 　〃　3596 伊野地区全域
伊野小学校 　〃　柳町12 伊野地区全域
新町集会所 　〃　1713-5 新町
加茂老人憩の家 　〃　加茂町56 西町、旭町、加茂
内野老人憩の家 　〃　内野東町27 内野
コスモス農協伊野支所 　〃　駅前町221 北山、駅前町、駅東町
駅前町集会所 　〃　1648 駅前町
伊野中学校 　〃　1152 伊野地区全域
天神保育園 　〃　1255-1 駅南町、天神町
駅南老人里の家 　〃　1407 駅南町、天神町
すこやかセンター伊野 　〃　1400 伊野地区全域
仁淀川漁協 　〃　4055-5 天神町
天神集会所 　〃　4126-2 天神町
20-3区集会所（ウェルネス伊野） 　〃　6032-2 天神町
音竹老人憩の家 　〃　5217 音竹
北山・駅東集会所 　〃　駅東57 北山、駅東町
いの町総合健康センター 　〃　1510-1 北山、駅前町、駅東町
是友公民館 　〃　6479-1 是友
槙老人里の家 　〃　槙582-4 槙
伊野商業高等学校 　〃　332-1 北内、枝川地区全域
枝川コミュニティセンター 　〃　枝川2462 枝川地区全域
枝川小学校 　〃　枝川2964-1 枝川地区全域
枝川南高齢者生きがいセンター 　〃　23-1 西浦
枝川北高齢者生きがいセンター 　〃　枝川2895-6 西浦
東浦老人憩の家 　〃　枝川1945-1 東浦
八代地区多目的構造改善センター 　〃　枝川3254 八代
北浦公民館 　〃　枝川664 北浦
中山公民館 　〃　枝川233-21 北浦
高知ニュードライバー学院 　〃　枝川282 北浦、藤ヶ瀬、泉の本
藤ヶ瀬集会所 　〃　枝川57-2 藤ヶ瀬、泉の本
池ノ内コミュニティセンター 　〃　池ノ内1027-3 池ノ内地区全域
天満宮 　〃　池ノ内 向流
肩抜公民館 　〃　池ノ内326-3 肩抜
伊野南小学校 　〃　八田2321 八田、天王地区全域
伊野南中学校 　〃　八田2300 八田、天王地区全域
若宮様 　〃　八田 八田1・2区

施　設　名 所　在　地 対象地域
八田コミュニティセンター いの町八田360 八田3・4・5区
奈呂集会所 　〃　八田奈呂 八田3・4・5区
高知県立高知青少年の家 　〃　天王北1-14 天王、八田地区全域
高知県立青少年体育館 　〃　八田1767 天王、八田地区全域
天王コミュニティーセンター 　〃　天王南5-2-9 天王地区全域
かんぽの宿伊野 　〃　波川1569 川内地区全域
高知県農業大学校 　〃　波川234 波川地区全域
波川公民館 　〃　波川606-2 新道、宮の前、金剛寺
川内小学校 　〃　鎌田216 川内地区全域
小鎌田集会所 　〃　大内206 小鎌田
大八十集会所 　〃　大内310-2 大八十
大内農村婦人の家 　〃　大内637-1 大内地区全域
南の谷集落センター 　〃　大内2437 南の谷
高知県消防学校 　〃　大内2030 高野谷
加田老人憩の家 　〃　加田300 加田
旧神谷中学校 　〃　加田2479 神谷地区全域
奈呂集会所 　〃　神谷3715-5 奈呂
神谷保育園 　〃　神谷1508 奈呂
毛田老人里の家 　〃　神谷2012 毛田
保木集会所 　〃　神谷739 保木
神谷小・中学校 　〃　神谷694 神谷地区全域
鹿敷生活改善センター 　〃　鹿敷507 鹿敷
旧町田工業倉庫 　〃　鹿敷 鹿敷
小野公民館 　〃　小野 小野
成山七色の里 　〃　成山893 成山地区全域
北成山地区集会所 　〃　成山1433 北成山
中追診療所 　〃　中追1737-イ 中追西
中追農業協同館 　〃　中追2926 中追西
中追小学校 　〃　中追2929 中追地区全域
中追東農業共同館 　〃　中追442 中追東
勝賀瀬小学校 　〃　勝賀瀬905 勝賀瀬地区全域
レストランあおぎ 　〃　勝賀瀬3192 下川口
住吉神社 　〃　勝賀瀬 西ノ谷
若宮神社 　〃　勝賀瀬 長原比
三瀬中学校 　〃　楠瀬54 三瀬地区全域
楠瀬集会所 　〃　楠瀬1157 楠瀬
石見老人里の家 　〃　柳瀬石見1209 石見
柳瀬複合集会所 　〃　柳瀬本村929-1 柳瀬
柳瀬小学校 　〃　柳瀬本村539 柳瀬
柏原集会所 　〃　柳瀬上分184-2 柏原
出来地小学校 　〃　柳瀬上分357 柳瀬上分
出来地集会所 　〃　柳瀬上分397-1 出来地

【吾北地区】
施　設　名 所　在　地 対象地域

清水公民館 いの町清水下分1000 日比原・馬路・槙川・松ノ木
清水第一小学校体育館 　〃　清水上分2340 程野・敷槙・清水土居・伊守川
清水第二小学校 　〃　清水上分2106 川窪
吾北体育館 　〃　上八川甲3005 木ノ瀬・上八川土居・大久保・枝川・本郷
三水防災コミュニティ 　〃　上八川甲7274-1 大野・西川・成川
寺野集会所 　〃　上八川丙1183 寺野
津賀谷集会所 　〃　上八川丙1911-1 津賀谷
上東小学校 　〃　上八川丙4904 古江・柿藪・連行・小申田
清雲寺 　〃　小川東津賀才191 南越・致川・高岩
吾北小学校体育館 　〃　小川西津賀才553 西津賀才・松尾
小川公民館 　〃　小川新別946-1 新別上・新別下
柳野公民館 　〃　小川柳野580 柳野
東谷公民館 　〃　小川樅ノ木山10 川又・仏堂・奥大野
妙見集会所 　〃　小川樅ノ木山妙見 妙見・中峯・高樽
下八川小学校体育館 　〃　下八川丁3800 下八川
下八川公民館 　〃　下八川乙408-2 下八川

【本川地区】
施　設　名 所　在　地 対象地域

寺川老人憩の家 いの町寺川36 寺　川
越裏門小学校・体育館 　〃　越裏門340-8 越裏門
越裏門公民館 　〃　越裏門246-6 越裏門
長沢小学校 　〃　長沢13 長　沢
本川プラチナ交流センター 　〃　長沢123-8 長　沢
本川基幹集落センター 　〃　長沢34-6 長　沢
大森集会所 　〃　大森170-2 大　森
戸中集会所 　〃　戸中100-7 戸　中
出合研修館 　〃　桑瀬225-4 桑　瀬
中野川集会所 　〃　中野川228-2 中野川
葛原集会所 　〃　葛原10-1 葛　原
足谷集会所 　〃　足谷37 足　谷
本川小学校・体育館 　〃　脇ノ山228-7 脇ノ山・高薮
高薮一区集会所 　〃　高薮7-2 高薮一区
高薮二区集会所 　〃　高薮224-23 高薮二区

あなたの地区の

避難場所 をご存知ですか？

危険を感じたら早めに避難しましょう。
町の指定する避難場所は次のとおりです。
災害時には、状況に応じて避難場所を選んでください。


