
５ 避難所等 

 

５-１ 通常の避難所（１次開設） 

  （備考欄に×となっている避難所は、津波の場合は除く） 

避難所の名称 避難施設 所在地 
施設の 

状況 

収容 

人員 
電話 備考 

老人福祉センター ホール 松山町新橋 268 鉄骨 200 487-2111  

やっちくふれあいセンター  松山町泰野 3410 鉄骨 1,000 481-4000  

尾野見地区公民館 ホール 松山町尾野見 44-3 鉄骨 200 487-8776  

志布志小学校 体育館 志布志町帖 6390-3 鉄筋 500 472-1229 × 

潤ケ野小学校  志布志町帖 10638 鉄筋 60 479-1314  

森山小学校  志布志町内之倉 1642-2 鉄筋 50 479-1616  

四浦地域ふれあいセンター  志布志町内之倉 7185 鉄筋 20 479-2300  

田之浦ふるさと交流館  志布志町田之浦 2038 鉄筋 50   

旧出水中学校 体育館 志布志町内之倉 3500 鉄筋 200   

香月地区公民館  志布志町志布志三丁目 28 番 6 号 鉄筋 100 473-0321 × 

安楽地区公民館  志布志町安楽 1750-4 鉄筋 100 472-3627  

帖五区農産加工研修センター  志布志町帖 4789-2 鉄骨 30   

上田之浦地区山村研修センター  志布志町田之浦 1684-4 鉄骨 30   

八野地区農業構造改善センター  志布志町内之倉 4525 木造 50   

志布志市文化会館  志布志町志布志 2238-1 鉄筋 500 472-3050  

志布志支所  志布志町志布志二丁目 1 番 1 号 鉄筋 100 472-1111  

夏井地区公民館  志布志町夏井 485 木造 60   

潤ｹ野地区営農研修センター  志布志町内之倉 3453 鉄骨 30   

伊﨑田地区公民館  有明町伊﨑田 8846 鉄筋 50 474-1510  

有明小学校 体育館 有明町野井倉 1182 鉄筋 500 474-0006  

通山小学校 体育館 有明町野井倉 8304-4 鉄筋 500 477-0555 × 

蓬原小学校 体育館 有明町蓬原 815 鉄筋 500 475-0102  

野神小学校 体育館 有明町野神 3139 鉄筋 500 475-0002  

原田小学校 体育館 有明町原田 529-2 鉄筋 500 475-0004  

山重小学校 体育館 有明町山重 10873-2 鉄筋 500 475-0055  

有明地区公民館  有明町野井倉 1756 鉄筋 500 474-1111  

川西地区公民館   有明町蓬原 2249-1 木造 30 475-1107  

 



５－２ 災害救助法が適用された場合等の追加避難所（２次開設） 

避難所の名称 避難施設 所在地 
施設の 

状況 

収容 

人員 
電話 備考 

松山小学校 体育館 松山町新橋 1502 鉄筋 500 487-2004  

泰野小学校 体育館 松山町泰野 3743 鉄筋 500 487-8159  

尾野見小学校 体育館 松山町尾野見 36-1 鉄筋 500 487-8615  

松山中学校 体育館 松山町泰野 3870 鉄筋 500 487-8158  

香月小学校 体育館 志布志町安楽 188 鉄筋 500 472-0246 × 

安楽小学校 体育館 志布志町安楽 1768-1 鉄筋 500 472-1426  

旧八野小学校  志布志町内之倉 5450 鉄筋 100   

志布志中学校 体育館 志布志町帖 3389 鉄筋 500 472-1357  

一丁田公民館   志布志町安楽 6142-19 木造 30   

天神地域ふれあいセン

ター（旧老人憩いの家） 
 志布志町帖 6571-9 鉄骨 50   

志布志市健康ふれあいプラザ  志布志町志布志 3222-1 鉄筋 200 472-1800 × 

志布志運動公園体育館  志布志町安楽 201-13 鉄筋 1,000 473-2551 × 

志布志運動公園武道館  志布志町安楽 201-13 鉄筋 100 473-2551 × 

旧四浦小学校 体育館 志布志町内之倉 7185 鉄筋 100   

旧田之浦中学校 体育館 志布志町田之浦 2018 鉄筋 200   

伊﨑田中学校 体育館 有明町伊﨑田 8866 鉄筋 500 474-0623  

有明中学校 体育館 有明町野井倉 1582 鉄筋 500 474-0011  

宇都中学校 体育館 有明町原田 2256-1 鉄筋 500 475-0115  

有明総合体育館  有明町野井倉 1760 鉄筋 1,000 474-1670  

       

 

  



５－３ 津波の際の避難場所（高台） 

避難場所の名称 避難施設 所在地 
施設の 

状況 

収容 

人員 
電話 備考 

通山保育園 園庭等 有明町野井倉 8547-1 鉄筋 300 474-1506  

尚志館高等学校 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体

育館等 
志布志町安楽 6200 鉄筋 1,000 472-1318  

安楽地区公民館   志布志町安楽 1751-1 鉄筋 100 472-3627  

志布志市文化会館   志布志町志布志 2238-1 鉄筋 500 472-3050  

志布志中学校 体育館 志布志町帖 3389 鉄筋 500 472-1357  

双葉保育園 駐車場等 志布志町帖 6571-15・16 鉄筋 500 472-0544  

大山病院 駐車場等 志布志町夏井 1212-1 鉄筋 100 472-1400  

 

５－４ 津波の際の緊急退避ビル（高台避難所までの時間がない場合の一時退避場所） 

避難場所の名称 避難施設 所在地 
施設の 

状況 
階数 電話 備考 

プライム 30 香月 階段等 志布志町志布志三丁目 2-15 鉄筋 6 473-1000  

ホテル ポラリス 階段・屋上等 志布志町志布志三丁目 2-11 鉄筋 5 471-1200  

サンパーム志布志 階段等 志布志町志布志三丁目 17-31 鉄筋 5 472-5007  

チャオ天志館 階段・屋上等 志布志町志布志二丁目 17-21 鉄筋 6 471-1212  

ブォンジョルノ天志館 階段・屋上等 志布志町志布志二丁目 17-6 鉄筋 6 471-1212  

ヴィラ志布志 階段等 志布志町志布志二丁目 16-16 鉄筋 7 472-5007  

志布志支所 階段・屋上等 志布志町志布志二丁目 1-1 鉄筋 5 472-1111  

 

  



５－５ ヘリコプターの発着場 

発着予定地 所在地 面積 ㎡ 備考 

松山小学校 松山町新橋1502番地 11,36.00  

尾野見小学校 松山町尾野見36番地1   

松山中学校 松山町泰野3870番地 9,695.00  

城山総合公園 松山町新橋1570番地17 31,388.00 防災ヘリ 

旧四浦小学校 志布志町内之倉7185番地 6,720.00  

志布志中学校 志布志町帖 3389 番地 24,550.00  

田之浦ふるさと交流館 志布志町田之浦 2038 番地   

旧出水中学校 志布志町内之倉 3500 番地 5,629.00  

運動公園陸上競技場 志布志町安楽190番地46 60,000.00 防災ヘリ 

志布志消防署ヘリポート 志布志町志布志428番地２  防災ヘリ 

市役所前広場 有明町野井倉1565番地 4,500.00  

伊﨑田小学校 有明町伊﨑田8845番地 10,559.00  

通山小学校 有明町野井倉8304番地４ 8,535.00  

野神小学校 有明町野神3139番地 7,625.00  

山重小学校 有明町山重10873番地２ 7,625.00  

宇都中学校 有明町原田2256番地１ 9,036.00  

志布志運動公園ふれあい広場 志布志町安楽201番地13 12,140.85 防災ヘリ 

有明野球場 有明町野井倉1787番地１  防災ヘリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５‐６ ドクターヘリ離着陸場所（ランデブーポイント） 

発着予定地 所在地 備考 

伊﨑田中学校 有明町伊﨑田8866番地  

清流の里 高下谷農村公園 有明町伊﨑田1569番地１  

ありあけ苑グラウンド 有明町野井倉8288番地１  

有明農村運動場（宇都鼻） 有明町蓬原2252番地２  

宮下公園 有明町野神1147番地６  

清水グラウンドゴルフ場 有明町野神4149番地18  

志布志運動公園 志布志町安楽190番地46  

しおかぜ公園 志布志町安楽296番地１  

旧出水中学校 志布志町内之倉3500番地４  

旧四浦小学校 志布志町内之倉7185番地  

田之浦ふるさと交流館 志布志町田之浦2038番地  

志布志消防署 志布志町志布志428番地２  

ダグリ岬遊園地 志布志町夏井211番地２  

城山総合運動公園 松山町新橋1536番地1  

松山中学校 松山町泰野3870番地  

松山家畜指導センター 松山町泰野4211番地28  

尾野見地区運動場 松山町尾野見20番地1  

志布志畜産株式会社 志布志町安楽5972番地8  

西中野運動公園 有明町蓬原3511番地  

野神小学校 有明町野神3139番地  

原田小学校 有明町原田529番地2  

城山総合公園陸上競技場 松山町新橋1570番地17  

志布志運動公園ふれあい広場 志布志町安楽201番地13  

有明野球場 有明町野井倉1787番地１  

 

 


