
H31.2.22

洪水 土砂 高潮 地震 津波 火事
内水
氾濫

2 羽幌小学校グラウンド 南5-5-1 2,136人
3 羽幌小学校 南5-5-1 指定避難

所
1,163人

4 築港集会所 港町1-17 16人
5 羽幌保育園跡地 南2-1-16 × × 512人
6 羽幌町老人憩の家 南4-4-11-1 × × 60人
7 羽幌町武道館 南6-4-5-1 × 209人
8 羽幌町立中央公民館 南6-2-16-1 指定避難

所
444人

9 レストパークはぼろ 南7-3 2,400人
10 幸陽館跡地 南4-1 × 85人
11 なかよし遊園地 港町4 46人
12 よいこの広場 南1-6 330人
13 羽幌高等学校グラウンド 南町8-3 8,322人
14 羽幌高等学校 南町8-3 指定避難

所
1,265人

15 南町集会所 南町16-84 × 21人
16 南町運動広場 南町1-2 2,400人
17 羽幌中学校グラウンド 北5-3-2 × 3,813人
18 羽幌中学校 北5-3-2 × 指定避難

所
1,367人

19 川北地区青少年育成センター 北3-4-1 × × 34人
20 リバーサイド公園 北5-1-19 × × 1,400人
21 北町集会所 北町55-13 × × 26人
22 栄町南集会所 栄町175-1 × 16人
23 栄町コミュニティセンター 栄町101-73 21人
24 栄町夕陽ヶ丘団地集会所 栄町93 17人
25 羽幌町スポーツ公園（陸上競技場） 栄町243番地 × 3,800人
26 幸町南集会所 幸町53-2 × 16人
27 幸町コミュニティセンター 港町6-22 26人
28 寿町集会所 寿町2-2 × × 16人
29 寿生活改善センター 寿町178-6 × 39人
30 羽幌町総合体育館 朝日31-1 × 指定避難

所
703人

31 朝日集会所 朝日393-2 16人
32 旧朝日小学校校庭 朝日1683-1 280人
33 高台地区集会所 高台400 × 20人
34 旧光洋小学校校庭 汐見338-1 904人
35 築別集会所 築別67-1 × 40人
36 築別老人寿の家 築別416 × 27人
37 上築西集会所 上築115-11 × 20人
38 上築中央集会所 上築265 × 41人
39 上築東集会所 上築424-3 × 8人
40 旧幌北小学校校庭 上築613-2 882人
41 曙生活館 曙139 × 40人
42 旧曙小学校校庭 曙140-2 974人
43 中央集会所 中央623 × 25人
44 旧中央小学校校庭 中央618 1,030人
45 平集会所 平191 × 23人
46 焼尻総合研修センター 焼尻字東浜260-2 × 指定避難

所
125人

47 西浦コミュニティセンター 焼尻字西浦146-1 34人
48 焼尻総合グラウンド 焼尻字緑岡9 2,102人
49 焼尻中学校グラウンド 焼尻字豊崎189 2,000人

50 焼尻小学校グラウンド 焼尻字豊崎105 1,060人
51 焼尻小中学校 焼尻字豊崎105 × 342人
52 天売小中学校グラウンド 天売字和浦121 × 3,645人
53 天売小中学校 天売字和浦121 指定避難

所
506人

54 天売へき地保健福祉館 天売字弁天53 × 34人
55 天売総合研修センター 天売字和浦73 × × 62人
56 天売ちびっこランド 天売字和浦40 × 32人
57 天売弁天展望台 天売字弁天 400人

1 羽幌町すこやか健康センター 南6-3-14 指定避難
所

200人

はぼろ温泉サンセットプラザ 北3-1 360人

指定緊急避難場所・指定避難所一覧

NO 施設・場所名 住所
災害対応 指定避難

所
の指定

収容人数

※「災害対応」欄に「×」が記された施設は、その災害時において当該施設に避難することはできません。

【福祉避難所（指定避難所）】

※福祉避難所は、必要に応じて開設する避難所であり、災害時に最初から避難することはできません。

【津波避難ビル】

※3階以上の廊下等


