
公共施設等被害整理シート

施設No. 1 施設区分 指定避難所 施設名 大塚保育園 緯度 34.8188 経度 137.2868

所在地 大塚町後広畑84-1

場所 遊戯棟

構造 木造

階数 1

面積 142.56 ㎡

収容人員 58 人

海抜 28 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性は
ない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒
れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れる
ものもある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 2 施設区分 指定避難所 施設名 大塚西保育園 緯度 34.8122 経度 137.2723

所在地 大塚町西屋敷68-1

場所 遊戯棟

構造 木造

階数 1

面積 149.72 ㎡

収容人員 43 人

海抜 8 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 危険度が極めて低い

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は危険度が極めて低い。津波、洪水、高潮の浸水はないが、高潮は敷地周辺まで浸水が及
ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない
家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震
性が低い建物では倒れるものもある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 3 施設区分 指定避難所 施設名 大塚小学校 緯度 34.8143 経度 137.2895

所在地 大塚町大門42-5

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1237.79 ㎡

収容人員 330 人

海抜 9 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 危険度が高い

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は危険度が高い。津波、洪水、高潮の浸水はないが、津波と高潮は敷地周辺まで浸水が及
ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震や液状化により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定し
ていない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割
れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 4 施設区分 指定避難所 施設名 大塚中学校 緯度 34.8138 経度 137.2920

所在地 大塚町南向山15-3

場所 体育館

構造 鉄筋

階数 2

面積 2846.56 ㎡

収容人員 820 人

海抜 9.3 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 0.5m～3.0m浸水あり 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水の浸水はないが、津波は敷地周辺まで浸水
が及ぶ。高潮は0.5m～3mの浸水がある。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震と高潮により被災するリスクがあ
る。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、
壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。高潮は、避難所となる2階体育館までは浸水が及ば
ない。



公共施設等被害整理シート

施設No. 5 施設区分 指定避難所 施設名 蒲郡東高等学校 緯度 34.8196 経度 137.2747

所在地 大塚町上千尾12-2

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1060 ㎡

収容人員 530 人

海抜 18.7 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能
性はない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがあ
る。



公共施設等被害整理シート

施設No. 6 施設区分 指定避難所 施設名 三谷小学校 緯度 34.8168 経度 137.2459

所在地 三谷町迫1-1

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1017.7 ㎡

収容人員 310 人

海抜 6.6 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6強 液状化 危険度が極めて高い

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 0.5m～3.0m浸水あり 土砂災害 対象区域なし

所見：
震度は6強、液状化危険度は危険度が極めて高い。津波、洪水の浸水はないが、敷地周辺まで浸水が及ぶ。高潮は0.5m～3mの
浸水がある。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震、液状化、高潮により被災するリスクがある。震度6強の揺れで
は、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材
に、ひび割れ・亀裂が多くなり、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。液状化により地盤沈下が起こり、下水
管の破損によるトイレ等の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。高潮により1階床上浸水し、避難スペースが1階
の場合には使用できなくなる。



公共施設等被害整理シート

施設No. 7 施設区分 指定避難所 施設名 三谷東保育園 緯度 34.8130 経度 137.2568

所在地 三谷町東四丁目146

場所 遊戯棟

構造 木造

階数 1

面積 200.65 ㎡

収容人員 63 人

海抜 18 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性は
ない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒
れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れる
ものもある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 8 施設区分 指定避難所 施設名 三谷東小学校 緯度 34.8143 経度 137.2579

所在地 三谷町南山1-7

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1161.72 ㎡

収容人員 430 人

海抜 29.6 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性は
ないが、敷地内に土砂災害警戒区域（急傾斜地）が及ぶ。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の
揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの
部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 9 施設区分 指定避難所 施設名 三谷中学校 緯度 34.8149 経度 137.2622

所在地 三谷町原山1-40

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 2229.41 ㎡

収容人員 530 人

海抜 39.6 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）あり

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害は、土砂災
害警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設では地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6弱の揺れで
は、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材
に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生じるおそれ
がある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 10 施設区分 指定避難所 施設名 竹島小学校 緯度 34.8261 経度 137.2372

所在地 府相町三丁目40

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1000 ㎡

収容人員 400 人

海抜 11.5 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 ～0.5m浸水あり

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、高潮の浸水はない。洪水は～0.5mの浸水あり。
土砂災害の可能性はない。当該施設では地震と洪水により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していな
い家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂
がみられることがある。洪水は、建物が床下浸水するが、1階以上が利用可能である。蓄電池等の資機材等を地表に保
管している場合、利用できなくなる。



公共施設等被害整理シート

施設No. 11 施設区分 指定避難所 施設名 東部保育園 緯度 34.8295 経度 137.2444

所在地 豊岡町池田16-3

場所 遊戯棟

構造 木造

階数 1

面積 175.53 ㎡

収容人員 63 人

海抜 20 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性は
ない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒
れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れる
ものもある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 12 施設区分 指定避難所 施設名 蒲郡東部小学校 緯度 34.8292 経度 137.2448

所在地 豊岡町池田3

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 858.29 ㎡

収容人員 300 人

海抜 20.6 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能
性はない。当該施設は、地震により被災する可能性がある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがあ
る。



公共施設等被害整理シート

施設No. 13 施設区分 指定避難所 施設名 とかみ会館 緯度 34.8240 経度 137.2539

所在地 豊岡町下久貝18-1

場所 ―

構造 鉄骨

階数 1

面積 80 ㎡

収容人員 40 人

海抜 32.7 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はなし。土砂災害の可能
性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 14 施設区分 指定避難所 施設名 上組会館 緯度 34.8325 経度 137.2495

所在地 豊岡町軒山11-1

場所 ―

構造 鉄骨

階数 1

面積 80 ㎡

収容人員 40 人

海抜 33.5 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能
性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 15 施設区分 指定避難所 施設名 迫公民館 緯度 34.8294 経度 137.2525

所在地 豊岡町八ツ田27-9

場所 ―

構造 鉄骨

階数 1

面積 60 ㎡

収容人員 30 人

海抜 31.9 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性は
ない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒
れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 16 施設区分 指定避難所 施設名 五井町多目的ホール緯度 34.8363 経度 137.2445

所在地 五井町岡海道79-5

場所 ―

構造 鉄骨

階数 1

面積 120 ㎡

収容人員 60 人

海抜 47.4 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性は
ない。当該施設では、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 17 施設区分 指定避難所 施設名 平田町民センター 緯度 34.8283 経度 137.2412

所在地 平田町西長根49

場所 ―

構造 鉄骨

階数 1

面積 120 ㎡

収容人員 60 人

海抜 20.6 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はないが、洪水は敷地周
辺まで浸水が及ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固
定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 18 施設区分 指定避難所 施設名 北部保育園 緯度 34.8434 経度 137.2315

所在地 清田町門前2-16

場所 遊戯棟

構造 鉄筋

階数 1

面積 162 ㎡

収容人員 56 人

海抜 42 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 19 施設区分 指定避難所 施設名 蒲郡北部小学校 緯度 34.8431 経度 137.2328

所在地 清田町間堰52

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 878.59 ㎡

収容人員 300 人

海抜 40.6 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 20 施設区分 指定避難所 施設名 中部中学校 緯度 34.8418 経度 137.2289

所在地 水竹町下川原11-1

場所 体育館・武道場

構造 鉄骨

階数 2

面積 1652.6 ㎡

収容人員 760 人

海抜 32.6 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 21 施設区分 指定避難所 施設名 西部保育園 緯度 34.8401 経度 137.2242

所在地 神ノ郷町壱町田14-5

場所 遊戯・保育棟

構造 木造

階数 1

面積 382.5 ㎡

収容人員 44 人

海抜 30 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れ
るものもある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 22 施設区分 指定避難所 施設名 蒲郡西部小学校 緯度 34.8397 経度 137.2234

所在地 神ノ郷町壱町田10

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 753.26 ㎡

収容人員 260 人

海抜 30.9 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 23 施設区分 指定避難所 施設名 南部保育園 緯度 34.8254 経度 137.2303

所在地 神明町22-28

場所 遊戯棟

構造 木造

階数 1

面積 120 ㎡

収容人員 60 人

海抜 8 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れ
るものもある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 24 施設区分 指定避難所 施設名 蒲郡南部小学校 緯度 34.8264 経度 137.2301

所在地 神明町22-3

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1133.89 ㎡

収容人員 390 人

海抜 9.8 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 25 施設区分 指定避難所 施設名 蒲郡中学校 緯度 34.8293 経度 137.2351

所在地 新井町南111

場所 体育館

構造 鉄筋

階数 2

面積 1655.9 ㎡

収容人員 520 人

海抜 17 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 26 施設区分 指定避難所 施設名 勤労福祉会館 緯度 34.8254 経度 137.2277

所在地 神明町18-4

場所 会議室等

構造 鉄筋

階数 4

面積 3174.28 ㎡

収容人員 490 人

海抜 6.9 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 27 施設区分 指定避難所 施設名 蒲郡高等学校 緯度 34.8317 経度 137.2304

所在地 上本町8-9

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1060 ㎡

収容人員 530 人

海抜 18.7 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能
性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 28 施設区分 指定避難所 施設名 中央小学校 緯度 34.8293 経度 137.2182

所在地 緑町3-49

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 1

面積 1066.45 ㎡

収容人員 370 人

海抜 6.3 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 危険度が低い

津波 浸水なし 洪水 ～0.5m浸水あり

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は低い。津波、高潮による浸水はない。洪水により～0.5m浸水する。土砂災害の可能性はな
い。当該施設は、地震と洪水により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがあ
る。洪水は、建物が床下浸水するが1階以上が利用可能である。蓄電池等の資機材等を地表に保管している場合、利用
できなくなる。



公共施設等被害整理シート

施設No. 29 施設区分 指定避難所 施設名 中部保育園 緯度 34.8269 経度 137.2207

所在地 旭町22-18

場所 遊戯棟

構造 鉄筋

階数 1

面積 193.5 ㎡

収容人員 61 人

海抜 7 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 30 施設区分 指定避難所 施設名 市民体育センター 緯度 34.8280 経度 137.2169

所在地 緑町3-69

場所 武道館

構造 鉄筋

階数 3

面積 3655.23 ㎡

収容人員 800 人

海抜 3.8 ｍ

非常用発電機 〇

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 危険度が極めて低い

津波 浸水なし 洪水 0.5m～3.0m浸水あり

高潮 0.5m～3.0m浸水あり 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は極めて低い。津波による浸水はない。洪水により0.5m～3.0m浸水する。高潮により0.5m～
3.0m浸水する。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震、洪水、高潮により被災するリスクがある。震度6弱の揺
れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部
材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。洪水、高潮は1階床上浸水するが2階以上が利用可能である。蓄電池等の
資機材等が地表又は1階に保管されている場合、利用できなくなる。



公共施設等被害整理シート

施設No. 31 施設区分 指定避難所 施設名 塩津保育園 緯度 34.8271 経度 137.2011

所在地 竹谷町今御堂63-1

場所 遊戯棟

構造 木造

階数 1

面積 187.75 ㎡

収容人員 65 人

海抜 20 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 危険度が極めて低い、計算対象層なし

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）あり

所見：

震度は6弱、液状化危険度は極めて低い。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害は土砂災害特別警戒区域（急
傾斜地の崩壊）がある。当該施設は、地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定してい
ない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、
耐震性が低い建物では倒れるものもある。土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体
に著しい危害が生じるおそれがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 32 施設区分 指定避難所 施設名 塩津小学校 緯度 34.8286 経度 137.2020

所在地 竹谷町今御堂31-1

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 964.81 ㎡

収容人員 370 人

海抜 5.9 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象層なし

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は計算対象層なし。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施
設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもあ
る。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 33 施設区分 指定避難所 施設名 塩津中学校 緯度 34.8312 経度 137.2049

所在地 竹谷町上ノ山2

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1856.43 ㎡

収容人員 680 人

海抜 17 ｍ

非常用発電機 ソーラー有

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）あり

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害は土砂災
害警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設は、地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6弱の揺れで
は、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材
に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそ
れがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 34 施設区分 指定避難所 施設名 愛知工科大学・愛知工 緯度 34.8328 経度 137.1924
科大学自動車短期大学

所在地 西迫町馬乗50-2

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1554 ㎡

収容人員 777 人

海抜 40.6 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）あり

所見：
震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害は土砂災害特
別警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設は、地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固
定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・
亀裂がみられることがある。土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じ
るおそれがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 35 施設区分 指定避難所 施設名 拾石町会館 緯度 34.8215 経度 137.2017

所在地 拾石町塩浜81

場所 ―

構造 鉄骨

階数 2

面積 120 ㎡

収容人員 60 人

海抜 2.54 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 危険度が極めて高い

津波 浸水なし 洪水 0.5～3.0m浸水あり

高潮 0.5m～3.0m浸水あり 土砂災害 対象区域なし

所見：
震度は6弱、液状化危険度は極めて高い。津波の浸水はないが、敷地周辺まで浸水が及ぶ。洪水により0.5m～3.0m浸水する。
高潮により0.5m～3.0m浸水する。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震、液状化、洪水、高潮により被災するリスクが
ある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、
梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。液状化により地盤沈下が起こり、下水管の破裂によるトイレ等
の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。洪水、高潮は1階床上浸水するが2階以上が利用可能である。蓄電池等の
資機材等が地表又は1階に保管されている場合、利用できなくなる。



公共施設等被害整理シート

施設No. 36 施設区分 指定避難所 施設名 形原保育園 緯度 34.8027 経度 137.1821

所在地 形原町中村3-3

場所 遊戯棟

構造 木造

階数 1

面積 178.6 ㎡

収容人員 67 人

海抜 15 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れ
るものもある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 37 施設区分 指定避難所 施設名 形原南保育園 緯度 34.7951 経度 137.1839

所在地 形原町西根崎17-4

場所 遊戯棟

構造 鉄筋

階数 1

面積 213 ㎡

収容人員 70 人

海抜 17 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6強 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動
し、倒れるものが多くなる。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなり、耐
震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 38 施設区分 指定避難所 施設名 形原小学校 緯度 34.7995 経度 137.1863

所在地 形原町御嶽34-2

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1026.47 ㎡

収容人員 310 人

海抜 12.2 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 39 施設区分 指定避難所 施設名 形原中学校 緯度 34.8015 経度 137.1816

所在地 形原町佃20-1

場所 体育館・技術教室棟

構造 鉄筋

階数 2

面積 3143.01 ㎡

収容人員 800 人

海抜 16.5 ｍ

非常用発電機 ソーラー有

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物で
は、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 40 施設区分 指定避難所 施設名 蒲郡文化広場 緯度 34.8003 経度 137.1816

所在地 形原町袋川25-1

場所 体育館

構造 鉄筋

階数 1

面積 1374 ㎡

収容人員 600 人

海抜 16.3 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 41 施設区分 指定避難所 施設名 形原4区しあわせ会館 緯度 34.7959 経度 137.1799

所在地 形原町北上松22

場所 ―

構造 鉄筋

階数 1

面積 130 ㎡

収容人員 65 人

海抜 23.2 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能
性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがあ
る。



公共施設等被害整理シート

施設No. 42 施設区分 指定避難所 施設名 形原北保育園 緯度 34.8109 経度 137.1851

所在地 金平町三本木1

場所 遊戯棟

構造 木造

階数 1

面積 158.94 ㎡

収容人員 70 人

海抜 10 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 危険度が高い

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は高い。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地
震、液状化により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもあ
る。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。
液状化により地盤沈下が起こり、下水管の破裂によるトイレ等の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 43 施設区分 指定避難所 施設名 形原北小学校 緯度 34.8115 経度 137.1858

所在地 金平町屋敷田1

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1110.8 ㎡

収容人員 410 人

海抜 10.4 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6弱 液状化 危険度が高い

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は高い。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地
震、液状化により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもあ
る。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。液状化により地
盤沈下が起こり、下水管の破裂によるトイレ等の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 44 施設区分 指定避難所 施設名 西浦保育園 緯度 34.7832 経度 137.1804

所在地 西浦町丸落20-3

場所 遊戯棟

構造 鉄筋

階数 1

面積 213 ㎡

収容人員 70 人

海抜 5 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6強 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はないが、津波、高潮は敷
地周辺まで浸水が及ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6強の揺れで
は、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱など
の部材に、ひび割れ・亀裂が多くなり、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 45 施設区分 指定避難所 施設名 西浦小学校 緯度 34.7839 経度 137.1807

所在地 西浦町宮地10

場所 体育館

構造 鉄骨

階数 2

面積 1001.36 ㎡

収容人員 300 人

海抜 9.4 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6強 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性
はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動
し、倒れるものが多くなる。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなり、耐
震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。



公共施設等被害整理シート

施設No. 46 施設区分 指定避難所 施設名 西浦中学校 緯度 34.7823 経度 137.1834

所在地 西浦町原山1-24

場所 体育館・技術教室棟

構造 鉄骨

階数 2

面積 2806.97 ㎡

収容人員 810 人

海抜 38.2 ｍ

非常用発電機 ―

蓄電池 〇

求めている機能 避難所

地震 震度6強 液状化 計算対象外

津波 浸水なし 洪水 浸水なし

高潮 浸水なし 土砂災害 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）あり

所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害は土砂災
害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設は、地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6強の揺
れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱
などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなり、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。土砂災害が発生した
場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある。


