
避難場所について 

 

串間市では下記を避難場所に指定しています。避難する場合は、避難場所の準備

等を行いますので、総務課危機管理係まで連絡ください。 

連絡先（７２－１111 内線：３１６，３１７） 

 

 津波が予想される場合は、まずは、近くの高台に避難をしてください。海岸沿い

に住まわれている方は、日頃から高台への避難経路を確認しておきましょう。 

 

地震災害時避難場所 

地震で長期の避難を要するときの避難場所となります。 

名 称 住 所 

市総合体育館 大字西方 9050 

中央公民館  大字西方 9050 

市総合運動公園 大字西方 9080－1 

串間市総合保健福祉センター 大字西方 9365－8 

福島高校 大字西方 4015 

福島中学校 大字西方 8607 

福島小学校 大字西方4184 

笠祇小学校 大字奴久見 1297 

市木中学校 大字市木 1835 

市木小学校 大字市木 7295 

都井中学校 大字都井 4766 



本城中学校 大字本城 5951－2 

本城小学校 大字本城 7764 

北方中学校 大字北方 3768 

秋山小学校 大字秋山 2485 

大束中学校 大字大平 5714 

大束小学校 大字大平 5715 

大平小学校 大字大平 1881 

赤池活性化センター 大字大矢取 608 

りんぽかん保育園 大字西方 14894 

都井支所 大字都井 2157 

望洋の郷 大字南方 4201－１ 

※地震災害の場合は、市内の公園・学校のグラウンド等を避難場所として指定してい

ます。被災者を収容する場合は、上記施設の主に体育館等を利用します。 

 

 

風水害一時避難場所 

風水害等に対する一時避難を目的とし、災害の状況及び長期化する場合は、 

変更することがあります。 

● 福島地区（北方含む） 

名 称 住 所 

桂原地区研修センター 大字西方桂原 

穂佐ヶ原研修施設 大字西方穂佐ヶ原 

松尾集落センター 大字西方松尾 

福島高校 大字西方 4015 



福島中学校 大字西方 8607 

霧島地区集落センター 大字西方霧島 

福島小学校 大字西方 4184 

串間市役所 大字西方 5550 

串間市総合体育館 大字西方 9050 

中央公民館 大字西方 9050 

正国寺 大字西方 7009 

有明小学校 大字西方 15077－2 

高松公民館 大字高松 

笠祇小学校 大字奴久見 1297 

秋山小学校 大字秋山 2485 

北方中学校 大字北方 3768 

西上池公民館 大字串間西上池 

東上池集落センター 大字串間東上池 

北方小学校 大字北方 4894 

北方地区農村研修センター 大字北方 1466－1 

金谷小学校 大字南方 4438 

下弓田公民館 大字南方下弓田 

● 本城地区 

名 称 住 所 

下千野集落センター 大字本城下千野 

中千野集落センター 大字本城中千野 



港公民館 大字本城港 

崎田地区多目的集会施設 大字崎田上南 

永田公民館 大字崎田永田 

本城小学校 大字本城 7764 

本城中学校 大字本城 5951－2 

中園公民館 大字本城下中園 

道場公民館 大字本城道場 

居城田公民館 大字本城居城田 

遍保ヶ野公民館 大字本城遍保ヶ野 

口広公民館 大字本城口広 

小田代公民館 大字本城小田代 

本城公民館 大字本城 6040 

● 都井地区 

名 称 住 所 

都井地区基幹集落センター 大字都井 2157 

都井小学校 大字都井 2257－１ 

黒井公民館 大字都井黒井 

都井中学校 大字都井 4766 

岬公民館 大字大納岬 

大納小学校 大字大納 2607 

● 市木地区 

名 称 住 所 



石波公民館 大字市木石波 

市木中学校 大字市木 1835 

郡司部公民館 大字市木郡司部 

石原公民館 大字市木石原 

海北公民館 大字市木海北 

内ノ畑集落センター 大字市木内ノ畑 

市木支所 大字市木 7375－ロ 

市木地区中央公民館 大字市木 7350－７ 

市木小学校 大字市木 7295 

藤公民館 大字市木藤 

築島集会所 大字市木築島 

漁民研修センター 大字市木舳 

● 大束地区 

名 称 住 所 

一氏公民館 大字一氏一氏 

大束地区中央公民館 大字奈留 5225－１ 

石木田集落センター 大字奈留 

虎渓寺 大字奈留古大内 

仲別府営農研修施設 大字奈留仲別府 

徳山公民館 大字奈留徳山 

小山集落センター 大字奈留小山 

白坂公民館 大字奈留白坂 



揚原集落センター 大字大平揚原 

高則集落センター 大字大平高則 

下園田研修施設 大字奈留 5490－１ 

上園田集落センター 大字奈留上園田 

大束中学校 大字大平 5714 

市ノ瀬公民館 大字大平市ノ瀬 

堂園集落センター 大字奈留堂園 

烏帽子野公民館 大字奈留烏帽子野 

広野集落センター 大字大平広野 

大重野集落センター 大字一氏大重ヶ野 

上大矢取公民館 大字大矢取大矢取 

三幸ヶ野集落センター 大字一氏三幸ヶ野 

赤池地区活性化センター 大字大矢取 608 

大平小学校 大字大平 1881 

大平集落センター 大字大平大平 

西ノ園集落センター 大字奈留西ノ園 

井牟田公民館 大字大平井牟田 

三ケ平公民館 大字一氏三ヶ平 

中原営農研修施設 大字大平中原 

  

 


