
信濃川浸水想定区域外の避難場所（信濃川早期警戒情報発出時に開設）

No. 地域 地区 施設名称 所在地
1 長岡（川東） 宮内 石坂保育園 長岡市村松町2467-3

2 長岡（川東） 宮内 石坂小学校 長岡市村松町2735

3 長岡（川東） 六日市 埋蔵文化財収蔵センター 長岡市中潟町286

4 長岡（川東） 六日市 六日市コミュニティセンター 長岡市中潟町728

5 長岡（川東） 六日市 信濃川妙見防災センター(妙見記念館) 長岡市妙見町29

6 長岡（川東） 山通 柿が丘学園 長岡市柿町115

7 長岡（川東） 山通 柿小学校 長岡市柿町650-1

8 長岡（川東） 山通 山通保育園 長岡市柿町650-1

9 長岡（川東） 山通 山通コミュニティセンター 長岡市柿町650-4

10 長岡（川東） 栖吉 中沢保育園 長岡市中沢2-1913-4

11 長岡（川東） 栖吉 中貫保育園 長岡市悠久町2-127

12 長岡（川東） 栖吉 栖吉中学校 長岡市悠久町2-1720

13 長岡（川東） 栖吉 栖吉小学校 長岡市悠久町3-232

14 長岡（川東） 栖吉 栖吉コミュニティセンター 長岡市悠久町3-734

15 長岡（川東） 栖吉 長岡大学 長岡市御山町80-8

16 長岡（川東） 栖吉 長岡商業高等学校 長岡市西片貝町字大木1726

17 長岡（川東） 栖吉 長岡工業高等専門学校 長岡市西片貝町888

18 長岡（川東） 栖吉 栖吉コミュニティセンター分室 長岡市栖吉町2065

19 長岡（川東） 栖吉 栖吉保育園 長岡市栖吉町2585-1

20 長岡（川東） 山本 浦瀬小学校 長岡市浦瀬町301

21 長岡（川東） 山本 山本保育園 長岡市浦瀬町774

22 長岡（川東） 山本 山本コミュニティセンター 長岡市浦瀬町1072-1

23 長岡（川東） 山本 山本中学校 長岡市浦瀬町11230

24 長岡（川東） 山本 桂小学校 長岡市桂町8

25 長岡（川東） 山本 桂保育園 長岡市桂町53-1

26 長岡（川西） 日越 長岡ロングライフセンター 長岡市大字日越185-2

27 長岡（川西） 日越 総合支援・高等総合支援学校 長岡市大字日越1402

28 長岡（川西） 日越 上除保育園 長岡市上除町3638-1

29 長岡（川西） 深才 長岡技術科学大学 長岡市上富岡町1603-1

30 長岡（川西） 深才 深沢小学校 長岡市深沢町3081

31 長岡（川西） 深才 深才コミュニティセンター 長岡市上富岡2-65-2

32 長岡（川東） 太田 太田コミュニティセンター 長岡市濁沢町482-3

33 長岡（川東） 太田 太田小・中学校 長岡市濁沢町485

34 長岡（川西） 関原 関原小学校 長岡市関原町2-110

35 長岡（川西） 関原 関原コミュニティセンター 長岡市五反田町950

36 長岡（川西） 関原 関原中学校 長岡市関原南3-4920

37 長岡（川西） 宮本 宮本保育園 長岡市宮本町1-甲8

38 長岡（川西） 宮本 宮本小学校 長岡市宮本町1-甲67-1

39 長岡（川西） 宮本 宮本コミュニティセンター 長岡市宮本町1-甲105-2

40 長岡（川西） 青葉台 青葉台小学校 長岡市青葉台4-15
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41 長岡（川西） 青葉台 青葉台中学校 長岡市青葉台1-甲222-1

42 長岡（川西） 青葉台 青葉台コミュニティセンター 長岡市青葉台1-甲120-8

43 長岡（川西） 大積 大積小学校 長岡市大積町1-甲1021

44 長岡（川西） 大積 大積コミュニティセンター 長岡市大積町1-甲1083

45 中之島 中之島 中之島文化センター 長岡市中之島3807-3

46 中之島 中之島 中之島体育館 長岡市中之島3807-3

47 越路 石津 石津トレーニングセンター 長岡市浦4068-1

48 越路 来迎寺 こしじ保育園 長岡市浦4800

49 越路 来迎寺 浦体育館 長岡市浦4802-3

50 越路 来迎寺 越路中学校 長岡市来迎寺甲841-10

51 越路 来迎寺 越路体育館 長岡市来迎寺甲885

52 越路 来迎寺 来迎寺保育園 長岡市来迎寺3568

53 越路 来迎寺 越路総合福祉センター 長岡市来迎寺3697

54 越路 塚山 塚山保育園 長岡市塚野山850-3

55 越路 塚山 塚山南部地域体育センター 長岡市塚野山927

56 越路 岩塚 越路西小学校 長岡市不動沢210-2

57 三島 日吉 日吉小学校 長岡市鳥越甲420

58 三島 脇野町 みしま会館 長岡市上岩井1260-1

59 三島 脇野町 みしまコミュニティセンター 長岡市上岩井1261-1

60 山古志 種苧原 山古志公民館種苧原分館（旧種苧原小学校） 長岡市山古志種苧原2603

61 山古志 虫亀 山古志地域福祉センターなごみ苑 長岡市山古志虫亀219-2

62 山古志 虫亀 山古志公民館虫亀分館（旧虫亀小学校） 長岡市山古志種苧原2603

63 山古志 竹沢 山古志体育館 長岡市山古志竹沢甲2837-1

64 山古志 竹沢 竹沢保育園 長岡市山古志竹沢甲43-1

65 山古志 竹沢 山古志小・中学校 長岡市山古志竹沢乙284

66 小国 上小国 旧上小国小学校 長岡市小国町諏訪井丙32

67 小国 上小国 自然休養体験館（養楽館） 長岡市小国町小国沢2531

68 小国 渋海 小国会館 長岡市小国町新町176-1

69 小国 渋海 おぐにコミュニティセンター 長岡市小国町新町304-1

70 小国 渋海 小国中学校 長岡市小国町新町673

71 小国 渋海 ひまわり保育園 長岡市小国町相野原139-1

72 小国 渋海 小国小学校 長岡市小国町二本柳80

73 小国 渋海 小国商工物産館 長岡市小国町法坂738-1

74 小国 渋海 小国勤労者体育センター 長岡市小国町横沢1558

75 小国 渋海 旧小国公民館八王子分館 長岡市小国町八王子2783-1

76 小国 下小国 旧下小国小学校 長岡市小国町七日町2784-1

77 和島 和島 北辰中学校 長岡市島崎5687

78 和島 和島 道の駅良寛の里わしま地域交流センター 長岡市島崎5713-2

79 寺泊 寺泊 老人憩いの家 夕映荘 長岡市寺泊金山170-3

80 寺泊 寺泊 伊勢崎市臨海学校 長岡市寺泊田ノ尻603-1
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81 寺泊 寺泊 寺泊スポーツセンター 長岡市寺泊烏帽子平1977-8

82 寺泊 寺泊 寺泊小学校 長岡市寺泊一里塚3890-1

83 寺泊 寺泊 寺泊文化センター 長岡市寺泊磯町7411-14

84 寺泊 寺泊 青少年研修センター 長岡市寺泊郷本208-3

85 寺泊 寺泊 寺泊中学校 長岡市寺泊吉1681

86 寺泊 寺泊 寺泊野積センター 長岡市寺泊野積3223

87 寺泊 大河津 大河津小学校 長岡市寺泊求草1035

88 栃尾 栃尾東 栃尾体育館 長岡市中央公園1-34

89 栃尾 栃尾東 栃尾地域交流拠点施設（トチオーレ） 長岡市中央公園1-67

90 栃尾 栃尾東 栃尾東小学校 長岡市栃尾原町4-3-1

91 栃尾 栃尾東 刈谷田中学校 長岡市吉水353

92 栃尾 栃尾南 栃尾南小学校 長岡市上の原町1-18

93 栃尾 栃尾南 秋葉中学校 長岡市上の原町6-3

94 栃尾 荷頃 荷頃地区センター 長岡市北荷頃2439甲

95 栃尾 下塩 下塩小学校 長岡市吉水1720

96 栃尾 下塩 吉水体育館 長岡市上樫出3039-40

97 栃尾 上塩 上塩小学校 長岡市上塩878-1

98 栃尾 東谷 栃尾産業交流センター 長岡市栃尾宮沢1765

99 栃尾 東谷 高齢者センターとちお 長岡市赤谷179-2

100 栃尾 東谷 東谷小学校 長岡市栃堀53

101 栃尾 西谷 旧西谷小学校 長岡市中1426

102 栃尾 中野俣 旧中野俣小学校 長岡市西中野俣1316

103 与板 与板 与板幼稚園 長岡市与板町与板甲95

104 与板 与板 志保の里荘 長岡市与板町本与板2380-1

105 川口 和南津 和南津集会所 長岡市川口和南津882-2

106 川口 中山 川口運動公園体育館 長岡市川口中山2447-1

107 川口 川口 西川口集落開発センター 長岡市西川口1605

108 川口 上川 川口公民館泉水分館 長岡市川口牛ヶ島424-1

109 川口 木沢 川口体験交流センター 長岡市川口木沢467

110 川口 田麦山 川口公民館田麦山分館 長岡市川口田麦山543
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