
◎ 避難地（指定緊急避難場所）　　地震や火災などの場合に一時的に避難する公園や広場などの空き地（子供広場，運動広場を除く）

　　　　（災害対策基本法第４９条の４第１項の規定に基づく指定緊急避難場所） 令和５年４月１日現在

洪水
崖崩れ
土石流
地滑り

高潮 地震 津波
大規模
な火災

国府 大森公園 国府町12-75 0.22 47.3

国府 国府新町公園 国府町2200-1 0.15 38.0

国府 西之城戸公園 国府町4165 0.23 46.2

国府 国府台１号公園 国府町4922-822 0.27 48.6

国府 国府台２号公園 国府町4922-589 0.09 58.5

国府 国府台３号公園 国府町4922-468 0.08 50.4

国府 赤坂公園 国府町5646-138 0.13 46.0

国府 国府工業団地内公園 国府町7651-17 0.37 39.0

国府 東谷口公園 住吉町7265-50 0.02 43.5

国府 住吉公園 住吉一丁目7058-271 0.06 27.7

国府 五反畑公園 住吉二丁目4-2 0.25 29.1

国府 東半沢公園 住吉二丁目4-1 0.13 30.5

国府 平野公園 平野町965 0.20 32.0 ×

国府 国府小学校グラウンド 国府町2373-1 0.39 40.0

国府 平田野中学校グラウンド 国府町9105-1 1.15 44.5

庄野 仁上公園 汲川原町字仁上509-11 0.01 25.5 ×

庄野 庄野公園 庄野町1506-10 0.15 21.3 ×

庄野 鈴鹿川河川緑地 庄野町1180 15.82 20.5 ×

庄野 庄野共進三丁目公園 庄野共進三丁目3429-63 0.06 27.5

庄野 イオンモール鈴鹿平面駐車場 庄野羽山四丁目1-2 5.68 30.0

庄野 庄野羽山四丁目１号公園 庄野羽山四丁目3000-8 0.11 31.1

庄野 庄野羽山四丁目２号公園 庄野羽山四丁目3000-131 0.03 32.3

庄野 庄野羽山四丁目３号公園 庄野羽山四丁目3000-340 0.06 30.0

庄野 庄野東二丁目１号公園 庄野東二丁目1398-14 0.01 24.1 ×

庄野 庄野小学校グラウンド 庄野東二丁目5-35 0.56 22.4 ×

庄野 鈴鹿高校・中学校　グラウンド 庄野町1260 3.68 22.0 ×

加佐登 鈴鹿フラワーパーク 加佐登町1690-1 9.90 54.9

加佐登 上田一色公園 加佐登町字北端2829-5 0.03 23.0 ×

加佐登 白鳥ﾚｲｸﾀｳﾝ中央公園 高塚町1841-324 0.22 59.0

加佐登 白鳥ﾚｲｸﾀｳﾝ親水公園 高塚町1841-353 0.28 57.8

加佐登 高塚１号公園 高塚町1843-85 0.02 57.6

加佐登 高塚２号公園 高塚町1843-102 0.01 58.0

加佐登 津賀公園 津賀町1456 0.27 46.7

加佐登 広瀬町大塚公園 広瀬町1442-14 0.01 60.2

加佐登 加佐登小学校グラウンド 高塚町1069 0.37 55.8

加佐登 白鳥中学校グラウンド 加佐登三丁目1-1 1.09 46.2 ×

牧田 川俣公園 阿古曽町2014-1 0.20 21.7

牧田 橘公園 阿古曽町2014-2 0.27 21.1

牧田 阿古曽公園（ふれあい広場） 阿古曽町2014-3 0.12 22.4

牧田 弁天山公園 算所二丁目1224-1 1.04 22.0

牧田 算所三丁目公園 算所三丁目102-15 0.01 21.3

牧田 算所三丁目２号公園 算所三丁目921-67 0.01 23.3

牧田 算所四丁目公園 算所四丁目20-18 0.05 19.5

牧田 算所五丁目公園 算所五丁目330-20 0.02 19.3

牧田 算所公園 算所五丁目843 0.23 20.0

牧田 岡田一丁目１号公園 岡田一丁目92-2 0.03 21.6

牧田 岡田三丁目公園 岡田三丁目332-33 0.02 20.0

牧田 有竹公園 弓削町965-32 0.08 18.9 ×

牧田 弓削一丁目公園 弓削一丁目48-10 0.01 21.1

牧田 大池一丁目公園 大池一丁目858-11 0.01 24.0

牧田 大池一丁目２号公園 大池一丁目1710-33 0.01 25.7

牧田 大池二丁目1号公園 大池二丁目835-87 0.02 27.4

牧田 平田池公園 大池二丁目833-1 1.11 26.0

牧田 大池公園 大池二丁目1720-186 0.24 27.0 ×

牧田 平田本町一丁目1号公園 平田本町一丁目91-6 0.02 22.3 ×

牧田 平田本町二丁目１号公園 平田本町二丁目552-4 0.01 23.0

牧田 平田公園 平田本町二丁目485 0.19 21.8

牧田 平田一色公園 平田一丁目392-28 0.08 24.3

牧田 平田二丁目1号公園 平田二丁目1436-55 0.02 26.3

牧田 平田二丁目2号公園 平田二丁目1436-100 0.03 25.9

牧田 平田二丁目公園 平田二丁目1568-1 0.45 26.0

牧田 清和小学校グラウンド 算所五丁目21-12 0.91 19.4
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牧田 牧田小学校グラウンド 岡田一丁目29-1 0.65 20.4

牧田 明生小学校グラウンド 大池二丁目13-1 1.09 27.4

石薬師 石薬師1号公園 石薬師町字開戸部173-39 0.03 34.2

石薬師 うの花タウン公園 石薬師町字寺東452-153 0.02 43.1

石薬師 自由ヶ丘公園 自由ヶ丘二丁目2726 1.30 44.3

石薬師 上田公園 上田町字北火之坪192-16 0.25 31.0

石薬師 上田2号公園 上田町1036-10 0.04 28.9

石薬師 貝戸部公園 上野町字貝戸部950-1 0.08 35.1

石薬師 石薬師小学校グラウンド 石薬師町1713 0.37 45.2

石薬師 石薬師高校グラウンド 石薬師町452 2.82 42.1

白子 江島総合スポーツ公園 江島台二丁目13 2.95 9.9

白子 松池公園 江島台二丁目14 0.23 8.4

白子 江島台公園 江島台一丁目970-55 0.13 8.1

白子 江島大山公園 江島町字大山1698-22 0.02 17.0

白子 冨士見ヶ丘公園 江島町字富士下3538 0.35 21.1

白子 北江島１号公園 北江島町2258-32 0.01 14.2

白子 北江島町２号公園 北江島町2367-15 0.01 20.4

白子 愛宕公園 北江島町3418 0.17 8.2

白子 石橋公園 中江島町171 0.25 4.9

白子 東石橋公園 中江島町282 0.20 3.2 ×

白子 江島公園 東江島町2859-2 0.98 2.0 ×

白子 鬼黒公園 南江島町195 0.05 4.4

白子 後端公園 南江島町275 0.35 3.0

白子 東後端公園 南江島町371 0.20 1.7 ×

白子 東旭が丘一丁目公園 東旭が丘一丁目1137-16 0.01 16.0

白子 東旭が丘一丁目２号公園 東旭が丘一丁目6618-9 0.03 16.1

白子 東旭が丘二丁目公園 東旭が丘二丁目6700-146 0.08 13.8

白子 東旭が丘キャナルパーク 東旭が丘二丁目6700-163 0.12 14.0

白子 コモンシティ東旭が丘南公園 東旭が丘二丁目6700-388 0.03 14.1

白子 コモンシティ東旭が丘東公園 東旭が丘二丁目6700-393 0.05 14.0

白子 コモンシティ東旭が丘西公園 東旭が丘二丁目6700-400 0.03 15.1

白子 コモンシティ東旭が丘北公園 東旭が丘二丁目6700-412 0.03 14.8

白子 コモンシティ東旭が丘中央公園 東旭が丘二丁目6700-418 0.22 15.3

白子 東旭が丘三丁目公園 東旭が丘三丁目6755-49 0.07 12.0

白子 東旭が丘三丁目２号公園 東旭が丘三丁目6722-28 0.01 12.3

白子 東旭が丘公園 東旭が丘四丁目6822-8 0.06 11.1

白子 東旭が丘五丁目１号公園 東旭が丘五丁目6872-44 0.04 11.0

白子 東旭が丘五丁目２号公園 東旭が丘五丁目6872-42 0.04 11.7

白子 東旭が丘七丁目公園 東旭が丘七丁目5 0.12 11.9

白子 南旭が丘二丁目公園 南旭が丘二丁目1549-2 0.01 13.0

白子 南旭が丘二丁目２号公園 南旭が丘二丁目7280-187 0.02 12.9

白子 旭が丘中央公園 南旭が丘三丁目7280-6 0.71 11.3

白子 南旭が丘三丁目２号公園 南旭が丘三丁目7280-187 0.01 11.6

白子 中旭が丘二丁目１号公園 中旭が丘二丁目7360-20 0.02 13.0

白子 中旭が丘二丁目２号公園 中旭が丘二丁目7445-11 0.02 13.2

白子 鈴鹿高専　陸上競技場 白子町 2.01 13.2

白子 新生公園 白子駅前3016-8 0.21 1.0 ×

白子 白子東町公園 白子本町6307-2 0.14 2.2 ×

白子 白子三丁目１号公園 白子三丁目3884-6 0.01 1.0 × ×

白子 白子三丁目２号公園 白子三丁目3935-11 0.03 1.0 × ×

白子 白子三丁目３号公園 白子三丁目3920-10 0.01 1.0 × ×

白子 白子三丁目４号公園 白子三丁目3971-3 0.02 1.1 × ×

白子 白子三丁目５号公園 白子三丁目3908-2 0.01 1.0 × ×

白子 白子四丁目公園 白子四丁目3814-4 0.02 1.5 × ×

白子 御座池公園 寺家町字当郷1224 4.19 3.1

白子 鼓ヶ浦１号公園 寺家一丁目2076-74 0.07 1.4 × ×

白子 鼓ヶ浦２号公園 寺家一丁目2149-19 0.04 1.2 × ×

白子 鼓ヶ浦３号公園 寺家一丁目2076-98 0.01 1.4 × ×

白子 寺家二丁目公園 寺家二丁目2185-4 0.02 1.6 × ×

白子 鼓ヶ浦公園 寺家三丁目2373-51 0.03 3.1 × ×

白子 堀切公園 寺家三丁目2540-15 0.03 1.1 × ×

白子 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 寺家三丁目2450-15 3.03 1.6 × ×

白子 塩塚公園 寺家五丁目1579-31 0.06 1.1 ×

白子 寺家六丁目公園 寺家六丁目1843-16 0.01 1.9 × ×

白子 寄町１号公園 寺家八丁目413-11 0.12 1.6 × ×

白子 寄町２号公園 寺家八丁目336-3 0.06 1.6 × ×
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白子 旭が丘小学校グラウンド 東旭が丘五丁目3-18 0.49 12.9

白子 愛宕小学校グラウンド 東江島町23-15 0.47 4.4 ×

白子 白子小学校グラウンド 白子一丁目12-12 0.47 1.9 × ×

白子 鼓ヶ浦小学校グラウンド 寺家一丁目41-1 0.55 1.5 ×

白子 白子中学校グラウンド 中旭が丘四丁目5-62 1.72 8.0

白子 鼓ヶ浦中学校グラウンド 寺家四丁目11-1 1.47 0.9 ×

白子 白子高校グラウンド 白子四丁目17-1 2.25 2.0 ×

稲生 鈴鹿サーキット駐車場 稲生町7992 16.40 50.0

稲生 中尾公園 稲生町字中尾9436-59 0.03 10.0

稲生 希望ヶ丘東公園 稲生町字折戸7486-5 0.03 15.9

稲生 希望ヶ丘公園 稲生町字稲生山8800-31 0.04 16.9

稲生 稲生一丁目１号公園 稲生一丁目3317-10 0.01 5.1

稲生 稲生一丁目２号公園 稲生一丁目3317-11 0.01 5.1

稲生 稲生一丁目３号公園 稲生一丁目2718-20 0.02 5.0

稲生 稲生一丁目４号公園 稲生一丁目3323-10 0.01 5.2

稲生 稲生一丁目５号公園 稲生一丁目3323-8 0.01 4.7

稲生 稲生一丁目６号公園 稲生一丁目542-15 0.01 3.9

稲生 稲生一丁目７号公園 稲生一丁目3287-4 0.01 4.9

稲生 稲生二丁目１号公園 稲生二丁目3118-9 0.03 8.4

稲生 稲生二丁目２号公園 稲生二丁目3174-20 0.03 6.5

稲生 稲生二丁目３号公園 稲生二丁目3183-8 0.03 7.5

稲生 高林公園 稲生西二丁目6870-14 0.01 10.8

稲生 稲生西三丁目2号公園 稲生西三丁目7274-14 0.02 7.5

稲生 稲生西三丁目１号公園 稲生西三丁目6951-17 0.02 10.8

稲生 折戸公園 稲生西三丁目7522-2 0.02 14.0

稲生 稲生塩屋公園 稲生塩屋二丁目2373-12 0.01 3.9

稲生 稲生塩屋二丁目公園 稲生塩屋二丁目2460-18 0.01 4.1

稲生 中村公園 稲生こがね園2580-53 0.22 5.0

稲生 河内浦公園 稲生こがね園2800-11 0.15 7.7

稲生 門前公園 稲生こがね園3300-8 0.03 7.0

稲生 鈴鹿ハイツ北公園 鈴鹿ハイツ7992-1127 0.33 24.1

稲生 鈴鹿ハイツ東公園 鈴鹿ハイツ7992-1211 0.13 24.2

稲生 鈴鹿ハイツ南公園 鈴鹿ハイツ8308-8 0.12 28.0

稲生 東裏公園 野町中一丁目901-1 0.15 18.1

稲生 東山公園 野町東一丁目501-1 0.30 17.2

稲生 野町公園 野町東二丁目1107-1 0.47 17.0

稲生 葵公園 野町西二丁目674 0.24 19.0

稲生 祓川公園 野町南一丁目663-176 0.04 18.4

稲生 清水公園 野村町字北新田418 0.18 11.0

稲生 稲生小学校グラウンド 稲生三丁目10-1 0.44 12.0

稲生 稲生高校グラウンド 稲生町8232-1 3.66 26.4

飯野 飯野寺家町公園 飯野寺家町字堂山140-9 0.02 6.5 ×

飯野 飯野地子町公園 地子町字宮ノ腰468 0.25 15.2

飯野 安塚１号公園 安塚町1081-6 0.03 12.9

飯野 安塚２号公園 安塚町874-36 0.02 11.0

飯野 安塚３号公園 安塚町954-17 0.02 11.0

飯野 西山公園 安塚町字西山675-13 0.01 11.8

飯野 山の花公園 安塚町字山の花1376-34 0.04 12.0

飯野 西条二丁目１号公園 西条二丁目463-37 0.03 14.0

飯野 西条１号公園 西条四丁目118 0.35 9.0 ×

飯野 西条２号公園 西条五丁目115 0.20 11.0

飯野 西条３号公園 西条七丁目6 0.05 12.0

飯野 西条中央公園 西条六丁目43 0.47 10.9

飯野 大廻公園 西条八丁目70 0.24 12.0

飯野 替取公園 西条九丁目23 0.12 12.4

飯野 三日市一丁目公園 三日市一丁目240-20 0.02 19.0

飯野 三日市二丁目公園 三日市二丁目820-33 0.02 17.0

飯野 中之池１号公園 三日市南二丁目2063-35 0.03 22.0

飯野 中之池２号公園 三日市南二丁目2079-17 0.01 22.1

飯野 中之池３号公園 三日市南二丁目2079-38 0.01 22.2

飯野 中之池４号公園 三日市南二丁目2075-27 0.02 22.2

飯野 モイットタウン北公園 道伯町2139-263 0.15 25.5

飯野 モイットタウン南公園 道伯町2139-265 0.03 30.8

飯野 飯野道伯公園 道伯三丁目1723-7 0.12 23.6

飯野 道伯三丁目１号公園 道伯三丁目1734-130 0.02 25.7

飯野 道伯三丁目２号公園 道伯三丁目1736-37 0.01 24.3
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飯野 道伯四丁目１号公園 道伯四丁目1750-24 0.01 21.6

飯野 道伯四丁目２号公園 道伯四丁目2338-6 0.02 21.1

飯野 飯野小学校グラウンド 三日市南二丁目1-7 0.56 22.2

飯野 創徳中学校グラウンド 三日市町1803-8 1.54 21.4

飯野 飯野高校グラウンド 三日市町1695 1.97 10.0

河曲 若宮公園 木田町字南山1281 0.15 45.8

河曲 天神公園 国分町字天神813-1 0.43 48.0

河曲 木田公園 木田町808-1 0.33 14.9

河曲 山辺公園 山辺町字川原田373-2 0.09 15.4 ×

河曲 川原田公園 山辺町字川原田83-30 0.01 15.3 ×

河曲 田中公園 十宮二丁目409-1 0.02 10.6 ×

河曲 十宮二丁目公園 十宮二丁目633-5 0.01 11.1 ×

河曲 宮之前１号公園 十宮二丁目637-5 0.01 11.4 ×

河曲 宮之前２号公園 十宮二丁目640-9 0.02 11.3 ×

河曲 十宮三丁目１号公園 十宮三丁目643-9 0.02 11.0 ×

河曲 十宮四丁目１号公園 十宮四丁目522-3 0.02 10.7 ×

河曲 十宮四丁目2号公園 十宮四丁目810-13 0.02 10.9 ×

河曲 阿自賀神社境内 須賀一丁目6 0.06 11.2

河曲 竹野一丁目１号公園 竹野一丁目3-9 0.01 15.5

河曲 竹野公園 竹野二丁目692-1 0.27 17.3

河曲 野辺公園 野辺一丁目880 0.30 14.0

河曲 河曲小学校グラウンド 十宮町719-2 0.46 12.0 ×

河曲 神戸中学校グラウンド 十宮町1335 1.32 12.0 ×

一ノ宮 長太新町三丁目公園 長太新町三丁目1740-199 0.13 3.0 × ×

一ノ宮 長太新町三丁目2号公園 長太新町三丁目1735-73 0.03 2.5 × ×

一ノ宮 長太新町四丁目公園 長太新町四丁目1761-25 0.02 2.0 × ×

一ノ宮 北長太町公園 北長太町字三宮神256-14 0.02 1.8 × ×

一ノ宮 三宮神公園 北長太町字三宮神260-5 0.01 1.4 × ×

一ノ宮 長太旭町公園 北長太町字三宮神310-11 0.03 2.0 × ×

一ノ宮 長太旭町三丁目公園 長太旭町三丁目466-7 0.02 3.4 ×

一ノ宮 長太旭町四丁目公園 長太旭町四丁目629-1 0.07 2.2 ×

一ノ宮 長太旭町六丁目１号公園 長太旭町六丁目2043-16 0.02 3.0 × ×

一ノ宮 長太栄町二丁目１号公園 長太栄町二丁目556-11 0.01 3.0 × ×

一ノ宮 長太栄町二丁目２号公園 長太栄町二丁目580-18 0.01 3.4 ×

一ノ宮 神波公園 長太栄町四丁目951-10 0.02 2.1 × ×

一ノ宮 長太栄町五丁目１号公園 長太栄町五丁目801-4 0.05 2.0 × ×

一ノ宮 下り長１号公園 池田町字下り長898-54 0.07 3.9 ×

一ノ宮 下り長２号公園 池田町字下り長1050-21 0.03 3.0 ×

一ノ宮 下り長３号公園 池田町字下り長898-49 0.03 4.1 ×

一ノ宮 櫛引公園 池田町字櫛引1160-4 0.01 4.4 ×

一ノ宮 一ノ宮南公園 一ノ宮町字鍋端333-53 0.32 9.1 ×

一ノ宮 一ノ宮池公園 一ノ宮町字池586-15 0.02 6.5 ×

一ノ宮 一ノ宮公園 一ノ宮町字地蔵堂875-1 0.22 8.0 ×

一ノ宮 高岡ふれあい公園 高岡町字社田527-2 0.20 9.0 ×

一ノ宮 高岡公園 高岡町字川原1064-6 0.33 9.9 ×

一ノ宮 高岡城跡公園 高岡町字茶山1353-1 0.17 46.0

一ノ宮 高岡山北公園 高岡台二丁目274-1 0.25 22.8

一ノ宮 青谷公園 高岡台三丁目4 0.21 32.0

一ノ宮 高岡山中央公園 高岡台四丁目180-1 1.00 41.2

一ノ宮 長太小学校グラウンド 長太旭町五丁目4-5 0.41 2.2 × ×

一ノ宮 一ノ宮小学校グラウンド 一ノ宮町557 0.68 7.2 ×

箕田 箕田公園 下箕田二丁目458 2.80 2.6 × ×

箕田 下箕田四丁目２号公園 下箕田四丁目242-27 0.03 3.0 × ×

箕田 下箕田四丁目３号公園 下箕田四丁目290-28 0.01 2.5 × ×

箕田 下箕田四丁目４号公園 下箕田四丁目235-23 0.01 3.0 × ×

箕田 八反田１号公園 北堀江二丁目144-58 0.04 3.0 × ×

箕田 八反田２号公園 北堀江二丁目202-47 0.07 3.0 × ×

箕田 箕田小学校グラウンド 南堀江一丁目1-1 0.36 4.0 ×

箕田 大木中学校グラウンド 北堀江二丁目15-1 1.69 3.0 × ×

玉垣 鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス

岸岡町1001-1 2.00 8.0

玉垣 泉野公園 岸岡町字泉野1200-56 0.08 8.0

玉垣 ひばりヶ丘中央公園 岸岡町字山中1700-179 0.36 18.0

玉垣 ひばりヶ丘ひばり公園 岸岡町字見当山2626-86 0.12 34.0

玉垣 ひばりヶ丘東公園 岸岡町字雲雀山2707-177 0.24 19.2
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玉垣 江島丘公園 岸岡町2248-5 0.14 22.7

玉垣 海のみえる岸岡山緑地 岸岡町2696 9.37 32.0

玉垣 岸岡天王１号公園 岸岡町字天王3132-74 0.03 6.4

玉垣 岸岡天王２号公園 岸岡町字天王3132-114 0.03 7.0

玉垣 八反坪公園 岸岡町字八反坪3133 0.07 6.1

玉垣 岸岡大通公園 岸岡町字大通3374 0.10 7.8

玉垣 北新田公園 岸岡町字北新田3490 0.16 12.6

玉垣 打越公園 岸岡町字打越3548 0.25 14.5

玉垣 岩ヶ谷公園 岸岡町字岩ヶ谷3656 0.10 15.0

玉垣 大門公園 岸岡町字大門2869-21 0.02 6.0

玉垣 新大門公園 岸岡町字大門3782 0.04 4.5

玉垣 岸岡ユウ公園 岸岡町字ユウ25-4 0.02 2.5 × ×

玉垣 岸岡ユウ２号公園 岸岡町字ユウ27-27 0.02 3.0 × ×

玉垣 岸岡虹の木公園 岸岡町字ユウ48-22 0.02 3.0 × ×

玉垣 割塚公園 桜島町一丁目7 0.09 17.2

玉垣 桜島公園 桜島町一丁目18 1.08 16.0

玉垣 新池公園 桜島町二丁目12-6 0.07 15.2

玉垣 町田公園 桜島町三丁目8-1 0.20 14.4

玉垣 城山公園 桜島町四丁目6 0.11 14.6

玉垣 野田公園 桜島町五丁目10 0.22 15.8

玉垣 吉沢公園 桜島町六丁目7-4 0.06 16.0

玉垣 石垣池公園 桜島町七丁目1-3 23.42 17.0

玉垣 西割塚公園 桜島町七丁目15-6 0.03 17.7

玉垣 桜島町七丁目1号公園 桜島町七丁目19-27 0.01 16.9

玉垣 末広町１号公園 末広南一丁目5333-18 0.02 18.6

玉垣 末広町２号公園 末広北三丁目5474-9 0.03 20.5

玉垣 末広町３号公園 末広南二丁目5351-96 0.02 20.1

玉垣 末広町４号公園 末広北二丁目5517-14 0.03 20.0

玉垣 末広南三丁目公園 末広南三丁目5349-155 0.02 21.1

玉垣 末広西１号公園 末広西1820-116 0.04 22.3

玉垣 末広西２号公園 末広西1820-139 0.02 22.2

玉垣 稲生道公園 末広東7 0.12 16.0

玉垣 西玉垣１号公園 石垣一丁目5345-118 0.01 18.9

玉垣 西玉垣２号公園 石垣一丁目5345-83 0.02 18.2

玉垣 西玉垣公園 西玉垣町字市場8-4 0.27 11.0

玉垣 市場公園 西玉垣町字市場1429-9 0.01 9.7

玉垣 市場２号公園 西玉垣町字市場1454-19 0.02 8.7

玉垣 玉垣中央公園 東玉垣町300-5 1.28 7.1

玉垣 井沢公園 東玉垣町字井沢300-10 0.06 8.0

玉垣 東玉垣公園 東玉垣町字門田522-7 0.11 7.0

玉垣 東玉垣２号公園 東玉垣町字北浦612-1 0.05 6.4

玉垣 丸田公園 東玉垣町字丸田1210-29 0.02 8.4

玉垣 山神戸公園 東玉垣町字山神戸2557-16 0.01 8.0

玉垣 玉垣団地中央公園 東玉垣町2800-94 0.11 8.2
玉垣 岸岡団地公園 東玉垣町字乙戸部2823-1 0.19 7.8

玉垣 北ノ添公園 北玉垣町字北ノ添1703-6 0.02 8.9

玉垣 小塚公園 北玉垣町字小塚1785-1 0.02 8.1 ×

玉垣 根洞公園 北玉垣町字根洞1867-34 0.03 9.6

玉垣 山上公園 北玉垣町字山上2001-158 0.02 10.7

玉垣 鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス

南玉垣町3500-3 0.73 13.0

玉垣 イオンタウン鈴鹿玉垣　平面駐車場の
一部

南玉垣町5520-106，5520-105 0.65 12.3

玉垣 桜の森公園 南玉垣町字東鼻野3500-5 7.30 10.9

玉垣 玉垣公園 南玉垣町字玉垣4545-27 0.03 14.3

玉垣 南玉垣１号公園 南玉垣町字玉垣4925-44 0.03 13.2

玉垣 南玉垣２号公園 南玉垣町字玉垣4925-89 0.02 12.8

玉垣 南玉垣３号公園 南玉垣町字玉垣6162-10 0.01 12.5

玉垣 南玉垣４号公園 南玉垣町字新町2329-15 0.02 10.2

玉垣 南玉垣５号公園 南玉垣町字玉垣6180-32 0.02 12.7

玉垣 南玉垣６号公園 南玉垣町字玉垣6252-11 0.02 12.3

玉垣 南玉垣７号公園 南玉垣町字一色2232-6 0.02 10.4

玉垣 ラバンテ南玉垣公園 南玉垣町字玉垣5520-77 0.05 11.9

玉垣 一色公園 南玉垣町字玉垣6604-1 0.28 10.4

玉垣 黒鍬公園 南玉垣町字玉垣6604-2 0.40 11.6

玉垣 箱塚公園 南玉垣町字玉垣6604-3 0.34 9.9

玉垣 東鼻野１号公園 南玉垣町7301 0.31 12.7

玉垣 東鼻野２号公園 南玉垣町7306 0.13 12.3

玉垣 松の下公園 矢橋一丁目702 0.05 9.0 ×
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玉垣 矢橋公園 矢橋一丁目769 0.17 8.7 ×

玉垣 矢橋二丁目１号公園 矢橋二丁目247-10 0.01 7.9 ×

玉垣 矢橋二丁目２号公園 矢橋二丁目226-6 0.03 8.9 ×

玉垣 矢橋二丁目３号公園 矢橋二丁目202 0.02 8.4 ×

玉垣 矢橋二丁目４号公園 矢橋二丁目243 0.02 8.0 ×

玉垣 矢橋三丁目１号公園 矢橋三丁目261-12 0.02 8.3 ×

玉垣 肥田寺垣内公園 肥田町字寺垣内348-14 0.01 6.6 ×

玉垣 肥田寺垣内東公園 肥田町字寺垣内348-14 0.01 6.8 ×

玉垣 土師公園 土師町字一色558 0.12 5.1

玉垣 桜島小学校グラウンド 桜島町四丁目12 0.71 14.8

玉垣 玉垣小学校グラウンド 北玉垣町947 0.44 8.1

玉垣 千代崎中学校グラウンド 東玉垣町2863 1.03 7.8

若松 浜ノ田公園 北若松町字浜ノ田392-27 0.03 4.5 ×

若松 若松北一丁目１号公園 若松北一丁目1379-3 0.03 3.5 × ×

若松 若松北一丁目２号公園 若松北一丁目643-20 0.02 3.8 ×

若松 若松北二丁目1号公園 若松北二丁目1258-9 0.02 3.0 × ×

若松 若松北二丁目２号公園 若松北二丁目538-12 0.02 2.8 × ×

若松 レインボーわかまつ公園 若松北二丁目1200-7 0.02 3.0 ×

若松 若松北三丁目公園 若松北三丁目511-17 0.02 2.7 × ×

若松 若松薬師公園 若松中二丁目1252-1 0.10 4.2 × ×

若松 若松西一丁目１号公園 若松西一丁目3107-9 0.02 5.0

若松 若松西二丁目１号公園 若松西二丁目3092-4 0.04 5.0

若松 井戸公園 若松西五丁目672-24 0.02 3.3 ×

若松 若松西五丁目１号公園 若松西五丁目1098-2 0.01 3.5 ×

若松 若松西五丁目２号公園 若松西五丁目482-16 0.01 3.9 ×

若松 浜田公園 若松東二丁目665-4 0.17 3.5 × ×

若松 南若松公園 南若松町9-30 0.03 4.0 ×

若松 南若松２号公園 南若松町字味噌田429-174 0.01 4.1 ×

若松 若松小学校グラウンド 若松中一丁目4-1 0.45 4.3 × ×

神戸 矢田部公園 神戸一丁目4-1 0.22 9.5 ×

神戸 神戸ふれあい公園 神戸二丁目543 0.05 10.5 ×

神戸 神戸二丁目ポケットパーク 神戸二丁目2002 0.03 10.0 ×

神戸 地子町公園 神戸三丁目865-1 0.14 9.1 ×

神戸 神戸五丁目１号公園 神戸五丁目547-4 0.02 9.0 ×

神戸 神戸五丁目２号公園 神戸五丁目913-33 0.02 9.1 ×

神戸 神戸公園 神戸五丁目772-1 2.47 9.0 ×

神戸 常盤公園 神戸八丁目164-1 0.06 11.7 ×

神戸 すずか公園 神戸九丁目4 0.32 10.2 ×

神戸 鈴鹿中央線緑地 神戸本多町690-1 0.50 8.2 ×

神戸 本多町公園 神戸本多町字本多町717 0.14 9.0 ×

神戸 茨木公園 神戸地子町字茨木282-10 0.01 7.8 ×

神戸 飯野寺家町ふれあい広場 神戸地子町121-4 0.50 8.7 ×

神戸 神戸小学校グラウンド 神戸二丁目12-10 0.45 10.7 ×

神戸 神戸高校グラウンド 神戸四丁目1-80 1.95 8.8 ×

栄 磯山一丁目１号公園 磯山一丁目264-38 0.04 1.7 × ×

栄 磯山三丁目１号公園 磯山三丁目1598-19 0.03 0.8 × ×

栄 磯山四丁目公園 磯山四丁目1400-47 0.04 2.0 ×

栄 磯山四丁目２号公園 磯山四丁目1380-19 0.02 2.0 × ×

栄 東磯山一丁目１号公園 東磯山一丁目1163-132 0.02 1.2 × ×

栄 東磯山一丁目２号公園 東磯山一丁目2310-6 0.02 0.9 × ×

栄 新鼓ヶ浦１号公園 東磯山三丁目1758-284 0.23 1.4 × ×

栄 新鼓ヶ浦２号公園 東磯山三丁目2038-323 0.29 1.6 × ×

栄 東磯山四丁目１号公園 東磯山四丁目1681-59 0.02 0.9 × ×

栄 東磯山四丁目２号公園 東磯山四丁目1728-9 0.03 1.0 × ×

栄 郡山公園 郡山町796-4 0.03 24.0

栄 郡山町１号公園 郡山町字野口795-84 0.02 25.0

栄 郡山町２号公園 郡山町字野口795-64 0.01 25.0

栄 太陽の街中央公園 郡山町字末野604-5 1.04 23.1

栄 太陽の街東公園 中瀬古町字唐立243-17 0.32 20.0

栄 太陽の街南公園 郡山町字追谷669-25 0.47 25.4

栄 太陽の街北公園 郡山町字西高山2017-6 0.06 24.0

栄 太陽の街西公園 郡山町字高山2042-2 0.11 32.9

栄 太陽の街南緑地公園 郡山町字西高山2036-9 0.23 37.2

栄 太陽の街第２西公園 郡山町字西高山2048-4 0.13 38.7

栄 鈴鹿大学駐車場 郡山町663-222 3.16 40.0
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栄 郡山小学校グラウンド 郡山町710-6 0.82 23.4

栄 栄小学校グラウンド 五祝町1845-2 0.42 2.3 ×

栄 天栄中学校グラウンド 秋永町1839 1.23 12.8

天名 御薗工業団地公園 御薗町字鎌田3600-14 0.42 20.8

天名 桜台１号公園 御薗町字桜台5558 0.28 17.7

天名 桜台２号公園 御薗町字桜台5513 0.26 20.4

天名 天名小学校グラウンド 御薗町2500 0.28 10.0 ×

合川 深谷公園 八野町13 20.50 74.0
合川 合川小学校グラウンド 三宅町3694-2 0.44 23.8 ×

井田川 小田西山田公園 小田町998-18 0.16 32.7 ×

井田川 小田あらこ公園 小田町1103-48 0.17 38.0

井田川 井田川小学校グラウンド 和泉町814 0.35 29.4 ×

久間田 花川公園 花川町118 0.15 79.1

椿 大久保公園 大久保町184 0.27 195.2 ×

椿 椿小学校グラウンド 山本町750 0.53 158.6

深伊沢 深溝公園 深溝町1435 0.22 79.6

深伊沢 鈴西小学校グラウンド 深溝町3172-1 0.48 77.2

鈴峰 伊船工業団地公園 伊船町531-59 0.41 107.0

鈴峰 伊船新田公園 伊船町2834-1 0.32 81.3

鈴峰 小岐須公園 小岐須町1057 0.13 166.0 ×

鈴峰 小社公園 小社町131 0.14 152.1

鈴峰 深伊沢小学校グラウンド 伊船町1693 0.65 93.0

鈴峰 鈴峰中学校グラウンド 長澤町1867-1 1.28 96.6

庄内 庄内公園 西庄内町3398 0.42 104.1

庄内 原公園 東庄内町857 0.27 59.1 ×

庄内 東庄内公園 東庄内町2489-14 0.03 89.6 ×

庄内 庄内小学校グラウンド 東庄内町2458-1 0.89 90.8

庄内 鈴鹿ほたるの里駐車場 東庄内町4265-1 0.42 126.2

洪水時不適　平成23年1月に作成した洪水浸水予測図内にある避難地

土砂時不適　平成23年1月に作成した土砂災害等危険区域内(※１)又はその辺縁部，及び平成26年3月に三重県が指定した土砂災害警戒区域内にある避難地

　　　　　　　　　（※1）急傾斜地崩壊危険箇所(準ずる斜面も含む) ・土石流危険区域・地すべり危険箇所　

津波時不適　平成26年3月に三重県が発表した　「地震被害想定調査結果に基づく津波浸水予測図」における浸水区域内にある施設


