
避難場所一覧

地区 自主防災会 自主防災会一次避難場所 指定避難所

本郷第1 中山公園・高山寺

本郷第2 藤の瀬会館

滝沢 滝沢ふれあい広場

滝ノ谷 滝ノ谷公民館

本郷第3 藤太夫島会館・戸渕会館

中里 中里中央公民館

峠 びく石ふれあい広場駐車場

市之瀬
市ノ瀬交流ビレッジ”おかえり”

（旧高根幼稚園）

蔵田 蔵田観光駐車場

舟ケ久保 防災無線前

大久保 大久保キャンプ場

谷稲葉 谷稲葉ふれあい広場

堀之内 堀之内ふれあい広場

宮原 宮原公民館

寺島
寺島町内会館前広場・稲葉地区交流セン
ター北側駐車場・杉村製茶駐車場・消防団

車庫北側駐車場

助宗 助宗農村ふれあい広場・助宗町内会館

西方第1 西北ふれあい広場

西方第2 ＪＡ大井川葉梨支店跡地

西方第3 西方第3町内会館

上大沢 静鉄バス旧上大沢停留所

下大沢 下大沢防災倉庫

北方 白ふじの里

白藤 白藤中央公園

時ケ谷第1 葉梨地区交流センター・時ケ谷ふれあい広場

時ケ谷第2 時ヶ谷第二町内会館

時ケ谷第3 時ヶ谷中央ふれあい広場

時ケ谷第4 三沢会館・三沢公園

上薮田 上薮田ふれあい広場

下薮田 下薮田ふれあい広場

藤枝サニーヒルズ 東浦公園・町内会館

高田 高田町内会館

清里1丁目 カリヨン公園

清里2丁目 水の瀬公園（スポーツ公園）

南清里 南清里ちびっこ公園

中ノ合 中ノ合ふれあい広場

花倉 花倉公会堂

上川 葉梨第２ふれあい広場

横見 横見町内会館広場

中田
葉梨小学校教職員駐車場

（旧葉梨地区交流センター駐車場）

葉梨

葉梨西北小学校

葉梨小学校

葉梨中学校

瀬戸谷

瀬戸谷小学校

瀬戸谷中学校

稲葉 稲葉小学校



避難場所一覧

地区 自主防災会 自主防災会一次避難場所 指定避難場所

鬼島 鬼島公園

下当間 久保田公会堂・下当間公園

八幡（一部） 鬼島公園

水守 水守中央公園

上当間 上当間公園・町内会館

八幡 八幡町内会館

横内 横内町内会館

仮宿 仮宿ふれあい広場

潮 潮ふれあい広場

平島第1 平島第一ふれあい広場

平島第2 平島第２ふれあい広場

平島第3 平島第２公園

平島第4 団地内集会所

郡１ 郡ふれあい広場

田中1丁目 田中公園・西益津中学校

田中2丁目 西益津小学校

郡２ 藤枝北高校

大手 大手公園

左車 左車会館前広場

稲川 稲川会館

益津下 城南ふれあい広場

長楽寺２ 長楽寺公園

田中3丁目 田中城下屋敷公園駐車場

広幡

広幡小学校

広幡中学校

静清高校

西益津

西益津小学校

西益津中学校

藤枝北高校

藤枝西高校



避難場所一覧

地区 自主防災会 自主防災会一次避難場所 指定避難場所

藤岡1丁目 藤岡中央公園

藤岡2丁目 藤岡第4公園

藤岡3丁目 藤岡第６公園

藤岡4丁目 藤岡グリーン公園

藤岡5丁目 藤岡西公園

長楽寺１ 各組長宅前

千歳

洞雲寺駐車場・シルバー人材センター駐車
場・むらまつファミリークリニック駐車
場・蓮華寺池公園時計台付近・若王子第１
公園

白子 白子会館

下伝馬 下伝馬会館

原第3 音羽町公園

原第4 大谷川公園

原第5 大谷川公園

原第6 大谷川公園

原第1 藤枝中学校

原第2 藤枝中学校

木町第1 月見里神社・新町公園

木町第2 大光地蔵尊・リフレシティ茶町公園

木町第3 新町公園

木町第4 茶町公園

木町第5 茶町公園

市部 市部公園

五十海 五十海第１公園・第２公園・第３公園

栄 こもれび広場

小坂 生涯学習センターグラウンド

上伝馬
上伝馬会館（神明神社境内）・
上伝馬交番横駐車場・大門跡

益津 飽波神社駐車場

岡出山1丁目 緑公園

岡出山2丁目 山崎公園

岡出山3丁目 長楽寺公園

藤枝

藤岡小学校

藤枝小学校

大谷川公園

藤枝中学校

藤枝東高校

生涯学習センター・
同グラウンド

市民会館駐車場



避難場所一覧

地区 自主防災会 自主防災会一次避難場所 指定避難場所

東町 青島東小学校

青島第6 青木中央公園

志太第1 町内会隣組各指定場所

志太第2 志太２丁目不燃物集積所

志太第3 志太河川敷公園

志太第4 あいネットホール藤枝駐車場

志太第5 青島東小学校

駿河台1丁目 三角公園（６号緑地）

駿河台2丁目 栗下公園

駿河台3丁目（一部） 大島公園

駿河台5丁目 駿河台５丁目防災倉庫前

県営駿河台団地 団地集会所前広場

県営駿河台西団地 団地集会所前広場

南駿河台1･2丁目 萩公園

南駿河台3丁目 滝ケ谷公園

南駿河台4丁目 青島北小学校

南駿河台5丁目 塩田公園

南駿河台6丁目 南駿河台エクセレント公園

メゾン駿河台 三角公園

南新屋 南新屋会館

新南新屋 新南新屋会館

水上（一部） 光ヶ丘公園

瀬古第1 瀬古公園

瀬古第2 瀬古公園

瀬古第3 丸山北公園・丸山南公園

ふじみ台 ふじみ台公園

県営瀬古団地 瀬古団地内集会所

駿河台3丁目（一部） 大島公園 市民グラウンド

青島第4 駅西公園
市民体育館駐車場・

市武道館

富士見町 駅前公園

日の出町 駅前第1緑地広場

小石川町 小石川町内会館

メゾングランツ藤枝 マンション玄関

マークスザタワー藤枝
マンション自室または

マンション駐車場前の広場

青島北

青島東小学校

青島北小学校

青島北中学校

サンライフ藤枝



避難場所一覧

地区 自主防災会 自主防災会一次避難場所 指定避難場所

瀬戸新屋 瀬戸新屋ふれあい広場

芙蓉台 水上公園

追分 追分ふれあい広場・駅西公園

追分西 下青島公園

一里山 一里山ふれあい広場

三軒屋 三軒屋ふれあい広場

瀬戸 瀬戸ふれあい広場

内瀬戸 内瀬戸ふれあい広場

水上（一部） 水上公民館

緑の丘 緑の丘中央公園

光洋台 光洋台北公園

青葉町中
青葉中ふれあい広場・青葉公園・ハルモニア駐車場・
ウェルシア駐車場・青島中学校・正泉寺

青葉町南 青葉町南ふれあい広場

青島第11 青南町ふれあい広場

前島上東 前島上東公園

前島上西 前島上西公園

前島仲 前島神社

田沼北 田沼公園

田沼中 田沼中会館・駅南公園

田沼南 田沼南公園

築地 築地ふれあい広場

築地上 築地上公園

高柳上 高柳第３ふれあい広場

高柳仁平 高柳仁平公会堂・高柳第３ふれあい広場

高柳切島 高柳切島会館

高柳茶屋河原 高柳茶屋河原公園

高柳下 高柳第１ふれあい広場

高柳大渕 高柳第１ふれあい広場

高柳巾溝 高柳巾溝防災広場

兵太夫北 兵太夫北ふれあい広場

兵太夫中 兵中多目的広場

兵太夫南 兵太夫南ふれあい広場

兵太夫上第1 高洲第４自治会館

兵太夫上第2 高岡ふれあい広場

兵太夫上第3 高岡ふれあい広場

兵太夫上第4 高岡ふれあい広場

兵太夫上第5 兵上ふれあい広場

兵太夫下 兵太夫下ふれあい広場

与左衛門 与左衛門ふれあい広場

大新島 大新島ふれあい広場

青島南

青島小学校

青島中学校

静岡県武道館
藤枝順心高校

高洲

高洲小学校

高洲南小学校

高洲中学校



避難場所一覧

地区 自主防災会 自主防災会一次避難場所 指定避難場所

善左衛門上 善左衛門上ふれあい広場

善左衛門下 善左衛門下ふれあい広場

源助 源助公会堂

五平 五平公会堂

大東町東 大東町東ふれあい広場

大東町西 大東町西ふれあい広場

大東町南 大東町稲荷神社

大東町北 栃山川代官島橋公園

弥左衛門 弥左衛門ふれあい広場

忠兵衛 忠兵衛ふれあい広場

青洲団地 青洲団地集会所前

泉町 泉町ふれあい広場

廻沢 廻沢公民館

横添 横添公民館

岡部台 岡部台第一公園

川原町 岡部小学校

岡部 天神前第２公園

内谷一 うついち公園

内谷二第1 岡部小グラウンド

内谷二第2 五智如来公園

内谷二第3 岡部小グラウンド

岡部南 内谷公園

岡部本郷 本郷ふれあい会館

山東 内谷三輪公園

三輪旭ケ丘 内谷三輪公園

三輪やよい 三輪やよい団地集会場

三輪 三輪公民館・松崎公園・神神社

オレンジ オレンジ公園（第二集会場）

三輪向原 三輪保育園

子持坂 子持坂ふれあいセンター

入野 入野スポーツ広場

村良 村良公民館

桂島 桂島集会所

羽佐間 羽佐間会館

殿 殿公会堂

新舟 新舟会館

宮島 いきいき交流センター

小園 小園公民館

玉取 活性化施設たまゆら・玉取ふれあい広場

青羽根 たくみお茶工場・青羽根公民館

大洲

大洲小学校

大洲中学校

藤枝明誠高校

岡部

岡部小学校

岡部中学校

朝比奈第1小学校

いきいき交流センター


