
せたな町避難所等海抜測量成果一覧

番号 地区 集落 標高 避難場所

1 北檜山 小倉山 163.74 小倉山小学校付近

2 北檜山 丹羽 24.29 檜山北高等学校付近

3 北檜山 丹羽 15.40 丹羽活性化センタ-（水仙パレス）付近

4 北檜山 丹羽 15.86 玉川小学校（校舎）付近

5 北檜山 共和 4.01 兜野交差点付近

6 北檜山 兜野 19.26 兜野神社付近

7 北檜山 共和 16.81 共和地区砂採取場高台付近

8 北檜山 共和 28.82 北部桧山衛生センタ-付近

9 北檜山 共和 6.21 生渕生活改善センタ-付近

10 北檜山 太櫓 9.00 旧太櫓小学校付近

11 北檜山 太櫓 5.27 はまなす荘付近

12 北檜山 太櫓 25.59 旧ふとろ荘付近

13 北檜山 太櫓 47.75 旧太櫓荘上施設付近

14 北檜山 新成 18.05 鵜泊避難路頂上付近

15 北檜山 新成 68.75 鵜泊団地母と子の家付近

16 北檜山 新成 73.46 旧新成小学校付近

17 北檜山 栄 13.26 栄石（八幡神社)付近

18 北檜山 栄 9.03 サキリカンナイ（八幡神社）付近

19 北檜山 愛知 6.46 R229愛知地区入口付近

20 北檜山 愛知 5.66 浮島公園入口付近

21 北檜山 愛知 7.91 愛知集落センタ-付近

22 北檜山 愛知 12.35 旧愛知小学校付近

23 北檜山 若松 22.97 若松基幹集落センタ-（イエロ-パレス）付近

24 北檜山 若松 22.74 若松小学校付近

25 北檜山 小川 94.36 小川生活改善センタ-付近

26 北檜山 松岡 82.54 真駒内ダム公園休憩所付近

27 北檜山 徳島 42.54 狩場葬苑付近

28 北檜山 徳島 7.89 町健康センター付近

29 北檜山 徳島 7.71 町高齢者センタ-（グリ-ンパレス）付近

30 北檜山 二俣 40.90 旧二俣小学校付近

31 北檜山 二俣 42.96 町農業センタ-管理棟付近

32 北檜山 富里 101.42 旧左股小学校付近

33 北檜山 豊岡 10.71 北檜山小学校付近

34 北檜山 豊岡 10.07 町青少年センター付近

35 北檜山 豊岡 10.06 町民体育館付近

36 北檜山 豊岡 19.81 北檜山中学校付近

37 北檜山 北檜山 6.03 渡島信金新せたな支店付近

38 北檜山 北檜山 5.60 せたな町情報センター付近
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39 北檜山 北檜山 6.65 町民ふれあいプラザ付近

40 北檜山 北檜山 5.84 R229JA北檜山交差点付近

41 北檜山 北檜山 5.81 R229・R230三叉路付近

42 北檜山 北檜山 6.61 内田建設前三叉路付近

43 北檜山 北檜山 5.04 町青少年女性研修所付近

44 瀬棚 北島歌2 28.03 須築公衆トイレ付近

45 瀬棚 北島歌2 7.34 北島歌へき地保健福祉館付近

46 瀬棚 北島歌2 7.33 須築漁港入口付近

47 瀬棚 北島歌2 6.59 須築新港入口付近

48 瀬棚 北島歌1 6.22 上美谷バス停付近

49 瀬棚 北島歌1 6.21 森商店付近

50 瀬棚 北島歌1 13.10 北島歌青年研修所付近

51 瀬棚 北島歌1 5.96 島歌簡易郵便局付近

52 瀬棚 北島歌1 6.12 美谷漁港入口付近

53 瀬棚 北島歌1 18.77 美谷漁港付近高台付近

54 瀬棚 島歌3 6.55 島歌生活館付近

55 瀬棚 島歌3 7.80 佐藤潔宅前付近

56 瀬棚 島歌2 7.93 島歌母と子の家付近

57 瀬棚 島歌2 6.57 吹込バス停付近

58 瀬棚 島歌1 6.07 吹込漁港入口付近

59 瀬棚 島歌1 6.27 島歌小学校入口付近

60 瀬棚 島歌1 10.03 島歌小学校付近

61 瀬棚 島歌1 5.32 白岩漁村センター付近

62 瀬棚 島歌1 6.07 島歌林道入口付近

63 瀬棚 元浦4 5.56 虻羅漁港入口付近

64 瀬棚 元浦4 5.55 虻羅稲荷神社入口付近

65 瀬棚 元浦4 13.86 虻羅稲荷神社付近

66 瀬棚 元浦4 9.05 元浦漁村センタ-付近

67 瀬棚 元浦3 5.53 嗣内バス停付近

68 瀬棚 元浦2 5.43 中歌バス停付近

69 瀬棚 元浦1 5.53 中歌漁港入口付近

70 瀬棚 元浦1 6.50 梅花都バス停付近

71 瀬棚 元浦1 8.09 旧梅花都小学校入口付近

72 瀬棚 元浦1 19.09 旧梅花都小学校付近

73 瀬棚 元浦1 5.76 オホン泊バス停付近

74 瀬棚 三本杉 5.70 ヨド駐車帯付近

75 瀬棚 三本杉 7.98 海水浴場駐車場付近

76 瀬棚 三本杉 4.71 B＆G海洋センタ-艇庫前付近
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77 瀬棚 三本杉 7.81 水産物保管作業所（三本杉会館)付近

78 瀬棚 三本杉 5.03 事比羅神社入口付近

79 瀬棚 三本杉 4.05 瀬棚橋付近

80 瀬棚 本町 9.45 B＆G海洋センタ-体育館・スポ－ツ公園付近

81 瀬棚 本町 7.39 三杉球場付近

82 瀬棚 本町 5.78 瀬棚小学校付近

83 瀬棚 本町 5.38 瀬棚児童会館付近

84 瀬棚 本町 4.63 R229・r447交差点付近

85 瀬棚 本町 7.27 瀬棚町民センタ-付近

86 瀬棚 本町 31.16 瀬棚中学校入口付近

87 瀬棚 本町 36.74 瀬棚中学校付近

88 瀬棚 本町 64.93 瀬棚ふれあいセンタ-付近

89 瀬棚 本町 5.39 せたな消防瀬棚支署前付近

90 瀬棚 本町 9.52 瀬棚総合支所付近

91 瀬棚 本町 9.21 瀬棚老人と母と子の家付近

92 瀬棚 本町 10.34 瀬棚診療所付近

93 瀬棚 本町 10.59 せたなクリ-ンセンタ-付近

94 瀬棚 本町 10.93 本町7区交差点付近

95 瀬棚 本町 3.38 本町5区との交差点付近

96 瀬棚 本町 3.92 港湾道路交差点付近

97 瀬棚 本町 3.04 新保漁業交差点付近

98 瀬棚 本町 3.11 ひやま漁協瀬棚支所横付近

99 瀬棚 本町 10.90 10区住宅地付近

100 瀬棚 本町 13.59 風海鳥変電所付近

101 瀬棚 南川 9.55 南川町道交差点付近

102 瀬棚 南川 2.59 南川青年研修所・川濯神社付近

103 瀬棚 南川 13.48 南川新保宅付近

104 瀬棚 共和 10.34 共和生活改善センタ-付近

105 瀬棚 大里 63.00 馬場川小学校付近

106 大成 太田 5.91 太田漁港入口付近

107 大成 太田 6.48 太田バス停付近

108 大成 太田 6.94 太田地区振興会館付近

109 大成 太田 44.97 太田地区防災センタ-付近

110 大成 太田 11.57 太田神社拝殿付近

111 大成 富磯 9.53 富磯第一付近

112 大成 富磯 21.07 富磯生活館付近

113 大成 上浦 9.33 上浦うしお橋付近

114 大成 上浦 8.44 上浦生活館付近
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115 大成 上浦 4.55 上浦バス停付近

116 大成 上浦 4.67 上浦漁港入口付近

117 大成 都 3.13 小歌岬付近

118 大成 都 5.45 小歌交差点付近

119 大成 都 4.66 大成浄化センタ-付近

120 大成 都 37.80 久遠小学校（大成中学校）付近

121 大成 都 36.98 大成農漁村総合センタ-付近

122 大成 都 37.13 大成町民センタ-付近

123 大成 本陣 4.73 本陣橋付近

124 大成 本陣 26.66 本陣避難経路　長栄橋付近

125 大成 久遠 6.02 久遠神社付近

126 大成 久遠 29.74 久遠神社社殿付近

127 大成 久遠 5.82 せたな商工会大成支所駐車場付近

128 大成 久遠 7.65 久遠西部中央付近

129 大成 久遠 5.02 久遠漁港入口付近

130 大成 久遠 14.62 東部ことぶきの家付近

131 大成 久遠 6.68 久遠漁港東端部入り口付近

132 大成 花歌 19.62 花歌生活館付近

133 大成 宮野 6.20 宮野地区避難路付近

134 大成 宮野 7.91 宮野生活改善センタ-付近

135 大成 宮野 20.47 特別養護老人ホ-ム大成長生園付近

136 大成 平浜 8.81 平浜墓地道路付近

137 大成 平浜 6.12 平田内小学校付近

138 大成 平浜 4.76 平浜生活館付近

139 大成 平浜 5.20 平浜六軒町バス停車付近

140 大成 貝取澗 6.45 あわび山荘入口付近

141 大成 貝取澗 13.47 国民温泉保養センタ-

142 大成 貝取澗 21.60 大成野営場付近

143 大成 貝取澗 5.75 貝取澗ことぶきの家付近

144 大成 貝取澗 5.76 中貝取澗バス停付近

145 大成 貝取澗 7.07 貝取澗坂下

146 大成 長磯 6.21 建石バス停付近

147 大成 長磯 7.40 長磯生活改善センタ-付近

148 大成 長磯 4.71 長磯漁港入口付近

149 大成 長磯 4.69 長磯岬バス停付近

150 大成 長磯 29.42 長磯小学校付近


