
【伊野地区】
施　設　名 所　在　地 対象地域 施　設　名 所　在　地 対象地域

谷老人里の家 いの町２９６０－１ 谷 伊野南中学校体育館 いの町八田２３００ 八田、天王地区全域

いの町商工会 いの町３１６５－１ 西町、元町、幸町、公園町 八田コミュニティセンター いの町八田３６０ 八田地区全域
紙の博物館 いの町幸町１１０－１ 伊野地区全域 奈呂集会所 いの町八田奈呂 八田３・４・５区
椙本神社 いの町大国町143 谷、羽根、大国町 高知県立高知青少年の家 いの町天王北１－１４ 天王、八田地区全域

いの町立図書館 いの町元町41番地 本町、元町、旭町 高知県立青少年体育館 いの町八田１７６７ 天王、八田地区全域

天理教伊野大教会 いの町３６４５ 元町、公園町、旭町、本町 天王コミュニティセンター いの町天王南５－２－９ 天王地区全域
伊野体育館 いの町３５９６ 伊野地区全域 かんぽの宿伊野 いの町波川１５６９ 川内地区全域
伊野小学校体育館 いの町柳町12 伊野地区全域 高知県農業大学校体育館 いの町波川２３４ 波川地区全域
新町集会所 いの町１７１３－５ 新町 波川公民館 いの町波川６０６－２ 波川地区全域
加茂老人憩の家 いの町加茂町56 西町、旭町、加茂 川内小学校体育館 いの町鎌田２１６ 川内地区全域
内野老人憩の家 いの町内野東町27 内野 小鎌田集会所 いの町大内２０６ 小鎌田
コスモス農協伊野支所4Ｆホール いの町駅前町２２１ 北山、駅前町、駅東町 大八十集会所 いの町大内３１０－２ 大八十
駅前町集会所 いの町１６４８ 駅前町 大内農村婦人の家 いの町大内６３７－１ 大内地区全域
伊野中学校体育館 いの町１１５２ 伊野地区全域 南の谷集落センター いの町大内２４３７ 南の谷
駅南老人里の家 いの町１４０７ 駅南町、天神町 高知県消防学校 いの町大内２０３０ 大内地区全域
すこやかセンター伊野 いの町１４００ 伊野地区全域 加田老人憩の家 いの町加田３００ 加田
仁淀川漁協３階会議室 いの町４０５５－５ 天神町 旧神谷中学校 いの町加田２４７９ 神谷地区全域
近澤製紙所 いの町４００３ 天神町 奈呂集会所 いの町神谷３７１５－５ 奈呂
天神集会所 いの町４１２６－２ 天神町 毛田老人里の家 いの町神谷２０１２ 毛田
20-3区集会所（ウェルネス伊野） いの町６０３２－２ 天神町 保木集会所 いの町神谷７３９ 保木
音竹老人憩の家 いの町５２１７ 音竹 神谷小・中学校体育館 いの町神谷６９４ 神谷地区全域
北山・駅東集会所 いの町駅東５７ 北山、駅東町 鹿敷生活改善センター いの町鹿敷５０７ 鹿敷
いの町総合健康センター いの町１５１０－１ 北山、駅前町、駅東町 旧町田工業倉庫 いの町鹿敷 鹿敷
是友公民館 いの町６４７９－１ 是友 土佐和紙工芸村２階会議室 いの町鹿敷１２２６ 鹿敷
槙老人里の家 いの町槙５８２－４ 槙 小野公民館 いの町小野 小野
伊野商業高等学校体育館 いの町３３２－１ 北内、枝川地区全域 成山七色の里 いの町成山８９３ 成山地区全域
枝川コミュニティセンター いの町枝川２４６２ 枝川地区全域 北成山地区集会所 いの町成山１４３３ 北成山
枝川小学校体育館 いの町枝川２９６４－１ 枝川地区全域 中追診療所 いの町中追１７３７－イ 中追西
サンシャインラヴィーナ駐車場 いの町枝川１１３３ 枝川地区全域 中追農業協同館 いの町中追２９２６ 中追西
枝川南高齢者生きがいセンター いの町２３－１ 西浦３区・６区 中追小学校 いの町中追２９２９ 中追地区全域
枝川北高齢者生きがいセンター いの町枝川２８９５－６ 西浦４区・５区 中追東農業共同館 いの町中追４４２ 中追東
東浦老人憩の家 いの町枝川１９４５－１ 東浦 勝賀瀬小学校体育館 いの町勝賀瀬９０５ 勝賀瀬地区全域
八代地区多目的構造改善センター いの町枝川３２５４ 八代 レストランあおぎ いの町勝賀瀬３１９２ 下川口
北浦公民館 いの町枝川６６４ 北浦 三瀬中学校体育館 いの町楠瀬５４ 三瀬地区全域
中山公民館 いの町枝川２３３－２１ 北浦 楠瀬集会所 いの町楠瀬１１５７ 楠瀬
高知ニュードライバー学院 いの町枝川２８２ 北浦、藤ヶ瀬、泉の本 石見老人里の家 いの町柳瀬石見１２０９ 石見
藤ヶ瀬集会所 いの町枝川５７－２ 藤ヶ瀬、泉の本 柳瀬複合集会所 いの町柳瀬本村９２９－１ 柳瀬
池ノ内コミュニティセンター いの町池ノ内１０２７－３ 池ノ内地区全域 柳瀬小学校 いの町柳瀬本村５３９ 柳瀬
天満宮 いの町池ノ内 向流 柏原集会所 いの町柳瀬上分１８４－２ 柏原
肩抜公民館 いの町池ノ内３２６－３ 肩抜 出来地小学校 いの町柳瀬上分３５７ 柳瀬上分
伊野南小学校体育館 いの町八田２３２１ 八田、天王地区全域 出来地集会所 いの町柳瀬上分３９７－１ 出来地

【吾北地区】 【本川地区】
施　設　名 所　在　地 対象地域 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・伊守川 寺川老人憩の家 いの町寺川36 寺　川
清水第一小学校 いの町清水上分2327-3 程野・敷槙・清水土居・伊守川 越裏門小学校・体育館 いの町越裏門340－8 越裏門
清水第二小学校 いの町清水上分2106 川窪 越裏門公民館 いの町越裏門246－6 越裏門
吾北体育館 いの町上八川甲3005 木ノ瀬・上八川土居大久保・枝川・本郷 本川中学校体育館 いの町長沢22－1 長　沢
吾北中央公民館 いの町上八川甲2010 木ノ瀬・上八川土居大久保・枝川・本郷 本川プラチナ交流センター いの町長沢123－8 長　沢
三水防災コミュニティ いの町上八川甲7274-1 大野・西川・成川 本川基幹集落センター いの町長沢34－6 長　沢
寺野集会所 いの町上八川丙1183 寺野 大森集会所 いの町大森170－2 大　森
津賀谷集会所 いの町上八川丙1911-1 津賀谷 戸中集会所 いの町戸中100－7 戸　中
上東小学校 いの町上八川丙4904 古江・柿薮・連行・小申田 ｸﾞﾘｰﾝﾜｰｶｰ研修館 いの町戸中74－14 戸　中
清雲寺 いの町小川東津賀才191 南越・致川・高岩 出合研修館 いの町桑瀬225－4 桑　瀬
吾北小学校体育館 いの町小川西津賀才553 新別上･新別下･西津賀才･松尾 中野川集会所 いの町中野川228－2 中野川
小川公民館 いの町小川新別946－1 新別上･新別下･西津賀才･松尾 葛原集会所 いの町葛原10－1 葛　原
柳野公民館 いの町小川柳野850-1 柳野 足谷集会所 いの町足谷37 足　谷
東谷公民館 いの町小川樅ノ木山22-2 川又・仏堂・奥大野 本川小学校・体育館 いの町脇ノ山228－7 脇ノ山・高薮
妙見集会所 いの町小川樅ノ木山4732-6 妙見・中峰・高樽 高薮一区集会所 いの町高薮7－2 高薮一区
下八川小学校体育館 いの町下八川丁3800 下八川 高薮二区集会所 いの町高薮224－23 高薮二区
下八川公民館 いの町下八川乙408-2 下八川

※対象地域は目安として記載していますので、他地区の方が避難することを排除するものではありません。

あなたの地区の

避難所 をご存知ですか？

危険を感じたら早めに避難しましょう。

町の指定する避難所は次のとおりです。

災害時には、状況に応じて避難所を選んでください。


