
避難場所（一時避難場所）地盤高一覧表

施　　 設　　 名 所　 在　 地 標　　　高（Ｍ）

青葉公園 青葉町1丁目15番地 5.7 
青葉中央公園 青葉町1丁目15番地 6.3 
青葉2丁目公園 青葉町2丁目11番地 5.5 
明野6号公園 明野新町1丁目8番地 7.1 
明野3号公園 明野新町2丁目9番地 7.1 
あけの公園 明野新町3丁目9番地 7.0 
明野5号公園 明野新町4丁目20番地 7.2 
明野１号公園 明野新町6丁目9番地 7.2 
明野2号公園 明野新町6丁目9番地 7.3 
明野8号公園 明野元町1丁目6番地 5.5 
明野7号公園 明野元町2丁目7番地 5.8 
明野北公園 あけぼの町4丁目9番地 8.1 
旭町2丁目公園 旭町2丁目16番地 6.2 
有明1丁目公園 有明町1丁目5番地 6.4 
有明2丁目公園 有明町2丁目9番地 6.5 
泉町1丁目公園 泉町1丁目38番地 7.5 
一本松公園 一本松町13番地 7.0 
糸井なかよし公園 字糸井149番地 5.4 
植苗ファミリー公園 字植苗50番地 5.8 
植苗1号公園 字植苗227番地 4.0 
くわがた公園 有珠の沢町1丁目17番地 11.2 
有珠10号公園 有珠の沢町2丁目56番地 14.0 
有珠7号公園 有珠の沢町2丁目56番地 10.7 
きつつき公園 有珠の沢町3丁目11番地 12.1 
そよかぜ公園 有珠の沢町3丁目5番地 8.4 
有珠わんぱく公園 有珠の沢町4丁目24番地 19.9 
有珠公園 有珠の沢町4丁目番地 15.6 
有珠5号公園 有珠の沢町5丁目23番地 15.2 
有珠2号公園 有珠の沢町5丁目405番地 25.2 
有珠4号公園 有珠の沢町5丁目405番地 16.8 
有珠1号公園 有珠の沢町6丁目405番地 25.0 
有珠3号公園 有珠の沢町6丁目408番地 22.8 
有珠6号公園 有珠の沢町6丁目408番地 16.3 
有珠9号公園 有珠の沢町7丁目408番地 26.9 
みどりの公園 有珠の沢町7丁目408番地 19.0 
永福2丁目公園 永福町2丁目14番地 5.7 
大町公園 大町1丁目3番地 6.9 
音羽1丁目公園 音羽町1丁目38番地 7.2 
音羽2丁目公園 音羽町2丁目39番地 7.0 
表町公園 表町1丁目111番地 6.3 
柏木1丁目公園 柏木町1丁目24番地 7.3 
豊陵公園 柏木町2丁目15番地 7.7 
柏木2丁目公園 柏木町2丁目19番地 7.8 
柏木5丁目公園 柏木町5丁目17番地 8.2 
柏木6丁目公園 柏木町6丁目22番地 8.6 
柏原2号公園 字柏原6～214番地 5.7 
柏原3号公園 字柏原32～15番地 13.3 
春日1丁目公園 春日町1丁目45番地 6.9 
春日2丁目公園 春日町2丁目17番地 7.1 
春日なかよし公園 春日町3丁目11番地 7.5 
川沿1丁目公園 川沿町1丁目19番地 6.3 
川沿2丁目公園 川沿町2丁目11番地 5.8 

川沿公園
川沿町3～6丁目､柏木町2～5丁目 
澄川町1～7丁目､ときわ町6丁目　 6.5 

川沿5丁目公園 川沿町5丁目14番地 6.5 
川沿6丁目公園 川沿町6丁目22番地 7.4 
新生公園 木場町2丁目107番地 7.7 
木場町なかよし公園 木場町3丁目46番地 8.0 
啓北1丁目12号公園 啓北町1丁目12番地 5.3 
啓北1丁目公園 啓北町1丁目13番地 5.3 
啓北公園 啓北町2丁目11番地 6.8 
小糸井１丁目公園 小糸井町1丁目4番地 5.9 
光洋1丁目公園 光洋町1丁目18番地 5.9 
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光洋2丁目公園 光洋町2丁目9番地 5.9 
あやめ公園 光洋町3丁目12番地 6.1 
光洋3丁目公園 光洋町3丁目21番地 5.9 
なかよし公園 幸町1丁目1番地 6.0 
さいわいパーク 幸町1丁目24番地 6.1 
栄公園 栄町3丁目8番地 6.9 
桜木1丁目公園 桜木町1丁目25番地 6.7 
桜木2丁目公園 桜木町2丁目32番地 6.7 
桜木3丁目公園 桜木町3丁目26番地 7.2 
桜木4丁目公園 桜木町4丁目21番地 6.8 
望洋台南公園 桜坂町1丁目  37.5 
望洋台北公園 桜坂町2丁目   50.7 
三光町1号公園 三光町2丁目69番地 7.0 
三光町公園 三光町2丁目70番地 7.0 
三光町3号公園 三光町3丁目26番地 6.8 
三光町2号公園 三光町3丁目69番地 7.1 
新生台公園 三光町4丁目22番地 6.9 
三光町4号公園 三光町4丁目26番地 6.9 
三光町5号公園 三光町5丁目26番地 7.0 
三光町6号公園 三光町5丁目26番地 7.0 
三光町7号公園 三光町6丁目26番地 6.9 
かもめ公園 汐見町1丁目2番地 7.3 
汐見公園 汐見町2丁目29番地 6.6 
汐見3丁目公園 汐見町3丁目1番地 6.6 
汐見なかよし公園 汐見町3丁目8番地 4.0 
しらかばなかよし公園 しらかば町2丁目187番地 8.7 
しらかば公園 しらかば町2丁目313番地 6.4 
あすなろ公園 しらかば町3丁目23番地 6.5 
糸井公園 しらかば町5丁目7番地 7.5 
しらかば6丁目公園 しらかば町6丁目34番地 6.4 
わかば公園 しらかば町6丁目75番地 6.9 
白金公園 白金町2丁目27番地 5.9 
ゆたか公園 新開町2丁目9番地 7.1 
たくみ公園 新開町4丁目5番地 7.9 
新富1丁目公園 新富町1丁目18番地 5.9 
新富2丁目公園 新富町2丁目10番地 5.6 
新中野1丁目公園 新中野町1丁目8番地 6.2 
新中野2丁目公園 新中野町2丁目5番地 6.7 
新中野3丁目公園 新中野町3丁目16番地 6.2 
ひばり公園 新明町4丁目9番地 7.2 
はんのき公園 新明町5丁目75番地 7.3 
ひまわり公園 新明町5丁目77番地 7.8 
末広中央公園 末広町1丁目12番地 5.5 
末広北公園 末広町1丁目19番地 5.4 
末広なかよし公園 末広町1丁目2番地 5.7 
末広1丁目公園 末広町1丁目33番地 5.4 
市民文化公園 末広町3丁目1、2番地 9.4 
澄川1丁目公園 澄川町1丁目15番地 7.4 
澄川公園 澄川町2丁目4番地 7.9 
澄川3丁目公園 澄川町3丁目30番地 7.6 
澄川4丁目公園 澄川町4丁目12番地 6.9 
澄川5丁目公園 澄川町5丁目16番地 8.3 
澄川6丁目公園 澄川町6丁目20番地 7.8 
澄川7丁目公園 澄川町7丁目17番地 9.4 
澄川8丁目公園 澄川町8丁目11番地 10.3 
住吉1丁目2号公園 住吉町1丁目15番地 7.1 
住吉1丁目1号公園 住吉町1丁目1番地 6.7 
住吉2丁目公園 住吉町2丁目 7.1 
住吉公園 住吉町2丁目30番地 7.2 
錦岡西18号公園 青雲町1丁目5番地 5.4 
錦岡西16号公園 青雲町2丁目7番地 5.4 
凌雲公園 青雲町3丁目1番地 5.5 
大成1号公園 大成町1丁目14番地 5.1 
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大成2号公園 大成町1丁目14番地 5.3 
大成3号公園 大成町1丁目15番地 5.6 
大成4号公園 大成町1丁目15番地 5.2 
西町公園 大成町2丁目11番地 5.6 
高丘3号公園 字高丘 16.4 
緑ヶ丘公園 字高丘､清水町1～3丁目 34.7 
高丘1号公園 字高丘6番地 15.6 
高丘2号公園 字高丘6番地 18.9 
高丘公園 字高丘9番地 7.5 
あけぼの公園 高砂町1丁目48番地 6.5 
沼ノ端北3号公園 拓勇西町2丁目7番地 7.5 
沼ノ端北2号公園 拓勇西町3丁目6番地 5.9 
沼ノ端北4号公園 拓勇西町4丁目12番地 5.4 
拓勇公園 拓勇西町5丁目1番地 5.4 
沼ノ端北1号公園 拓勇西町6丁目9番地 5.8 
沼ノ端北9号公園 拓勇東町1丁目14番地 5.3 
緑葉公園 拓勇東町2丁目 4.9 
沼ノ端北7号公園 拓勇東町2丁目6番地 7.2 
沼ノ端北6号公園 拓勇東町3丁目12番地 5.2 
沼ノ端北8号公園 拓勇東町4丁目8番地 4.9 
白鳥公園 拓勇東町5丁目 4.3 
沼ノ端北5号公園 拓勇東町6丁目16番地 5.0 
樽前公園 字樽前13番地 5.1 
錦大沼公園 字樽前421番地､字錦岡495番地 18.5 
沼ノ端南11号公園 東開町1丁目12番地 4.5 
沼ノ端南7号公園 東開町2丁目5番地 7.2 
沼ノ端南1号公園 東開町3丁目21番地 5.7 
沼ノ端中央公園 東開町3丁目3番地 5.4 
沼ノ端南6号公園 東開町4丁目8番地 5.1 
沼ノ端南5号公園 東開町5丁目7番地 4.9 
沼ノ端南公園 東開町6丁目2番地 5.2 
沼ノ端南10号公園　 東開町6丁目4番地 6.0 
ときわ公園 ときわ町1丁目12番地 5.9 
ときわ西公園 ときわ町2丁目20番地 5.5 
すこやか公園 ときわ町3丁目12番地 6.2 
ときわ4丁目公園 ときわ町4丁目27番地 6.8 
ときわ6丁目公園 ときわ町6丁目24番地 6.5 
豊川2丁目公園 豊川町2丁目17番地 7.3 
豊川3丁目公園 豊川町3丁目29番地 7.3 
豊川4丁目公園 豊川町4丁目15番地 7.7 
オーシャンヒルズ2号公園 字錦岡 45.3 
錦岡西7号公園 字錦岡270番地 5.6 
うぐいす１号公園 字錦岡491番地 17.2 
錦岡西9号公園 字錦岡521番地 7.3 
錦岡西10号公園 字錦岡521番地 7.1 
北星公園 字錦岡521番地 5.9 
鈴蘭公園 字錦岡573番地 7.1 
錦岡西19号公園 字錦岡573番地 6.7 
錦岡西8号公園 字錦岡573番地 6.8 
いずも公園 錦町1丁目5番地 6.8 
みずほ公園 日新町2丁目2番地 7.6 
日新2丁目公園 日新町2丁目348番地 7.8 
糸井団地5号公園 日新町3丁目359番地 7.5 
糸井団地3号公園 日新町3丁目359番地 7.5 
糸井団地4号公園 日新町3丁目359番地 7.5 
こじか公園 日新町3丁目359番地 7.8 
日新町三角公園 日新町4丁目2番地 8.0 
糸井団地1号公園 日新町4丁目359番地 8.1 
糸井団地2号公園 日新町4丁目359番地 8.9 
おおぞら公園 日新町4丁目359番地 7.3 
もみじ公園 日新町5丁目2番地 7.6 
草笛公園 日新町6丁目1番地 9.2 
ウトナイ5号公園 字沼ﾉ端229番地 5.2 
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ウトナイ6号公園 字沼ﾉ端229番地 5.8 
ウトナイ8号公園 字沼ﾉ端230番地 4.6 
ウトナイ1号公園 字沼ﾉ端250番地 5.0 
ウトナイ3号公園 字沼ﾉ端264番地 4.6 
沼ノ端南2号公園 字沼ﾉ端616番地 8.3 
沼ノ端南3号公園 字沼ﾉ端620番地 5.3 
沼ノ端北公園 字沼ノ端627番地 5.3 
沼ノ端南4号公園 字沼ﾉ端634番地 4.9 
沼ノ端南8号公園 字沼ﾉ端648番地 4.7 
沼ノ端南9号公園 字沼ﾉ端663番地 4.8 
花畔公園 字沼ﾉ端918番地1 4.8 
ウトナイ2号公園 字沼ﾉ端925番地 6.3 
清流公園公園 字沼ﾉ端947番地31 4.3 
沼ノ端東公園 字沼ﾉ端2番地 5.2 
沼ノ端南12号公園 字沼ノ端25番地 4.5 
のぞみ公園 のぞみ町1丁目12番地 7.1 
錦岡東1号公園 のぞみ町3丁目13番地 8.6 
柏原1号公園 字柏原6～70番地 13.0 
花園1丁目公園 花園町1丁目9番地 6.3 
花園2丁目公園 花園町2丁目13番地 6.0 
花園公園 花園町3丁目9番地 7.3 
はまなす公園 浜町2丁目88番地 7.8 
浜町2丁目公園 浜町2丁目91番地 6.2 
おおぐま公園 はまなす町1丁目 12.5 
こぐま公園 はまなす町１丁目 11.6 
晴海町1号公園 晴海町 6.7 
晴海町2号公園 晴海町 3.4 
日の出公園 日の出町1丁目1番地 7.5 
日の出2丁目公園 日の出町2丁目71番地 6.9 
日吉1丁目公園 日吉町1丁目8番地 6.0 
日吉2丁目公園 日吉町2丁目11番地 5.9 
あかつき公園 日吉町3丁目14番地 7.6 
日吉運動公園 日吉町3丁目4番地 5.9 
日吉4丁目公園 日吉町4丁目30番地 5.9 
双葉町1号公園 双葉町1丁目7番地 7.7 
双葉3丁目公園 双葉町3丁目64番地 7.4 
船見1丁目公園 船見町1丁目4番地 7.5 
船見2丁目公園 船見町2丁目8番地 7.2 
沼ノ端南13号公園 字沼ノ端23番地 4.3 
沼ノ端北13号公園 北栄町1丁目5番地 4.4 
沼ノ端北12号公園 北栄町2丁目17番地 4.7 
新栄公園 北栄町3丁目 4.4 
沼ノ端北11号公園 北栄町3丁目10番地 4.8 
沼ノ端北10号公園 北栄町4丁目9番地 4.3 
こばと公園 北光町4丁目 6.5 
本幸２丁目公園 本幸町2丁目69番地 7.0 
真砂公園 真砂町 9.1 
松風公園 松風町4番地 9.8 
美園公園 美園町1丁目10番地 7.3 
美園町2丁目公園 美園町2丁目40番地 7.6 
美園町3丁目公園 美園町3丁目39番地 8.2 
美園町4丁目公園 美園町4丁目9番地 7.7 
緑町1丁目公園 緑町1丁目44番地 6.8 
緑町2丁目公園 緑町2丁目25番地 7.2 
港公園 港町1丁目 6.9 
港町南3号公園 港町1丁目 5.9 
錦岡東5号公園 美原町1丁目10番地 5.3 
清川公園 美原町2丁目13番地 5.1 
錦岡東4号公園 美原町3丁目11番地 5.4 
宮の森3号公園 宮の森町1丁目 10.2 
糸井山公園 宮ノ森町1丁目4番地 9.7 
宮の森４号公園 宮の森町2丁目 11.2 
宮の森１号公園 宮の森町2丁目 16.7 
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宮の森2号公園 宮の森町2丁目 14.3 
見山1丁目公園 見山町1丁目60番地 7.0 
見山2丁目公園 見山町2丁目11番地 6.5 
見山3丁目公園 見山町3丁目15番地 6.8 
錦岡西17号公園 宮前町1丁目3番地 7.3 
錦岡西14号公園 宮前町2丁目27番地 4.3 
錦岡西13号公園 宮前町3丁目9番地 4.6 
錦岡西12号公園 宮前町4丁目11番地 5.3 
錦岡西15号公園 明徳町1丁目6番地 5.4 
錦岡西5号公園 明徳町2丁目325番地 7.6 
錦岡西4号公園 明徳町2丁目325番地 7.5 
錦岡西6号公園 明徳町3丁目325番地 9.2 
錦岡西3号公園 明徳町3丁目328番地 8.6 
こまどり公園 明徳町4丁目327番地 7.2 
錦岡公園 明徳町4丁目327番地 8.0 
錦岡団地7号公園 明徳町4丁目327番地 7.4 
錦岡団地4号公園 明徳町4丁目327番地 7.7 
錦岡団地6号公園 明徳町4丁目327番地 8.2 
錦多峰公園 明徳町4丁目9番地 8.4 
錦岡西11号公園 もえぎ町1丁目10番地 5.9 
錦岡西1号公園 もえぎ町2丁目268番地 7.7 
錦岡西2号公園 もえぎ町2丁目268番地 8.5 
元中野2丁目公園 元中野町2丁目13番地 6.4 
まきば公園 元中野町3丁目10番地 6.8 
中野公園 元中野町4丁目4番地 6.7 
元町公園 元町1丁目190番地 7.9 
元町中央公園 元町2丁目117番地 5.6 
元町西公園 元町3丁目5番地 7.1 
矢代1号公園 矢代町1丁目11番地 6.4 
矢代１丁目公園 矢代町1丁目5番地 5.6 
矢代２丁目公園 矢代町2丁目20番地 5.8 
矢代公園 矢代町2丁目97番地 5.8 
㈱イオン駐車場 柳町3丁目 7.9 
明野4号公園 柳町4丁目12番地 11.1 
柳町4丁目公園 柳町4丁目20番地 7.3 
佐羽内公園 山手町1丁目11番地 7.3 
山手１丁目公園 山手町1丁目9番地 7.0 
山手公園 山手町2丁目13番地 7.1 
山手北公園 山手町2丁目549番地 6.8 
弥生公園 弥生町2丁目10番地 5.7 
西弥生公園 弥生町2丁目23番地 5.7 
勇払埠頭公園 字勇払 3.3 
勇払3号公園 字勇払4番地 1.6 
勇払5号公園 字勇払12番地 2.7 
勇払7号公園 字勇払21番地 1.5 
勇払6号公園 字勇払26番地 3.3 
勇払2号公園 字勇払42番地 1.9 
勇払4号公園 字勇払31番地 3.1 
勇払1号公園 字勇払49番地 2.2 
勇払ふるさと公園 字勇払132番地 1.7 
勇払10号公園 字勇払132番地 1.7 
勇払友達公園 字勇払142番地 3.6 
勇払11号公園 字勇払151番地 2.5 
勇払8号公園 字勇払156番地 2.1 
勇払9号公園 字勇払160番地 3.1 
中央公園 若草町2丁目3番地 7.0 
若草公園 若草町5丁目12番地 6.8 


