市 指 定 緊 急 避 難 場 所（屋外35ヶ所）
施

設

番
号

施

設

名

住

所

連絡先

1 亀山公園

日田市中ノ島町559

―

2 三隈川公園

日田市中ノ島町608-3

―

3 老人福祉センター延寿グラウンド 日田市中ノ島町685-13 0973-24-2123
4 本町第一児童公園

日田市本町19

―

5 本町第二児童公園

日田市本町56

―

6 東町児童公園

日田市東町716-3

―

7 竹田公園

日田市若宮町1233

―

8 南元町児童公園

日田市南元町42

―

9 港町児童公園

日田市港町398-5

―

10 中城グラウンド

日田市中城町224-1

―

11 桂林荘（城町第一児童）公園

日田市城町一丁目305-1

―

12 月隈公園

日田市丸山二丁目2-1

―

13 田島第一児童公園

日田市田島一丁目143

―

14 田島第二児童公園

日田市田島二丁目286

―

15 田島第三児童公園

日田市田島一丁目617

―

16 田島本町児童公園

日田市田島本町175

―

17 三芳児童公園

日田市下井手町20

―

18 小渕児童公園

日田市三芳小渕町73

―

19 京町公園

日田市京町27-1

―

20 鏡坂公園

日田市上野町393-1

―

21 平野球場

日田市小山町

―

22 星隈公園

日田市北友田二丁目1950-1

―

23 北友田三丁目児童公園

日田市北友田三丁目2531-37

―

24 光岡スポーツ広場

日田市大字友田2483-3

―

25 萩尾公園

日田市君迫町1335-1

―

26 朝日ヶ丘球場

日田市朝日ヶ丘155-2

―

27 三和スポーツ広場

日田市清水町1823-1

―

28 財津町スポーツ広場

日田市財津町2688-2

―

29 旧北小野小学校グラウンド

日田市殿町3850-3

―

30 東有田スポーツ広場

日田市諸留町51

―

31 大鶴スポーツ広場

日田市大鶴本町884-1

―

32 旧大野小学校グラウンド

日田市前津江町大野2230-2

―

33 上野田多目的スポーツ広場

日田市上津江町上野田68-2

―

34 旧松原小学校グラウンド

日田市大山町西大山8344-2

―

35 大山小中学校グラウンド

日田市大山町西大山3615-1

―
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市 指 定 避 難 所（屋内87ヶ所）
施設
番
号

施

設

名

住

所

連絡先

1

咸宜小学校

日田市淡窓一丁目5-13

0973-23-6292

2

咸宜公民館

日田市淡窓一丁目5-13

0973-22-5191

3

市民文化会館（パトリア日田）

日田市三本松一丁目8番11号

0973-25-5000

4

桂林小学校

日田市上城内町2-35

0973-24-6081

5

中央公民館

日田市上城内町2-6

0973-22-6868

6

桂林公民館

日田市上城内町2-11

0973-24-3131

7

東部中学校

日田市田島二丁目12-8

0973-22-7135

8

大分県立日田高等学校

日田市田島二丁目9-30

0973-23-0166

9

藤蔭高等学校

日田市田島本町5-41

0973-24-2737

10 日田市総合体育館

日田市田島三丁目29

0973-24-6750

11 勤労者総合福祉センター（サンヒルズひた）

日田市田島三丁目69

0973-22-5733

12 日隈小学校

日田市日隈町578-1

0973-23-6285

13 三隈中学校

日田市亀川町402-1

0973-23-6237

14 若宮小学校

日田市若宮町2-15

0973-23-6282

15 三芳公民館

日田市下井手町925-2

0973-22-1491

16 三芳小学校

日田市下井手町940

0973-23-6234

17 南部中学校

日田市銭渕町288

0973-23-6275

18 高瀬小学校

日田市誠和町781-2

0973-23-6241

19 高瀬公民館

日田市誠和町796-3

0973-24-2705

20 大分県立日田林工高等学校

日田市吹上町30

0973-22-5171

21 光岡小学校

日田市北友田一丁目1133-2

0973-23-6258

22 大分県立日田三隈高等学校

日田市大字友田1546-1

0973-23-3130

23 浄化センター

日田市南友田町717-1

0973-24-3350

24 昭和学園高等学校

日田市日ノ出町14

0973-22-7420

25 朝日小学校

日田市朝日町936-1

0973-22-5242

26 朝日公民館

日田市朝日町945-1

0973-23-8994

27 三和小学校

日田市清水町1187

0973-22-2284

28 北部中学校

日田市上手町148-1

0973-23-6272

29 花月コミュニティセンター

日田市市ノ瀬町1427-3

0973-24-9403

30 伏木多目的交流館

日田市伏木町3512

0973-24-9606

31 戸山中学校

日田市藤山町213-1

0973-24-9140

32 小野小学校

日田市鈴連町1658-1

0973-29-2111

33 小野公民館

日田市鈴連町900-3

0973-29-2201

34 西有田公民館

日田市石松町2927-1

0973-22-4702

35 大分県立日田支援学校

日田市石松町2941-1

0973-24-2000

36 有田小学校

日田市諸留町2687-1

0973-24-2175

37 東有田中学校

日田市諸留町488-2

0973-24-8179

38 東有田公民館

日田市諸留町52

0973-24-8111

39 羽田多目的交流館

日田市日の本町2463-1

0973-24-8421

40 月出山多目的交流館

日田市月出町5590

0973-24-8767

41 大明小学校、大明中学校

日田市大肥町1701

0973-28-2224

42 大鶴公民館

日田市大鶴本町870

0973-28-2121

43 夜明公民館

日田市夜明中町1547

0973-27-2121

44 石井小学校

日田市石井町二丁目478

0973-22-3442

45 五和公民館

日田市石井町一丁目274-4

0973-22-4126

46 柚木多目的交流館

日田市前津江町柚木451

―

47 旧出野小学校

日田市前津江町柚木2224

―

48 前津江小学校

日田市前津江町大野2562

0973-53-2210

（H30.3.31現在）
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49 曽家多目的交流館（旧赤石小学校曽家分校）

日田市前津江町赤石3121-2

50 前津江中学校

日田市前津江町大野2212

0973-53-2211

―

51 出野交流センター

日田市前津江町柚木2185-1

0973-53-2162

52 前津江町活性化センター

日田市前津江町大野70-15

0973-53-2041

53 まえつえ保育園

日田市前津江町大野2188

0973-53-2409

54 前津江町柔剣道場

日田市前津江町大野2177-1

0973-53-2111

55 赤石老人憩の家

日田市前津江町赤石1932-1

―

56 中津江振興局

日田市中津江村栃野2357-1

0973-54-3111

57 津江小学校、津江中学校

日田市中津江村栃野4341

0973-54-3116

58 Ｂ＆Ｇ中津江海洋センター

日田市中津江村合瀬1936-28

0973-56-5016

59 鯛生金山管理事務所

日田市中津江村合瀬3750

0973-56-5316

60 旧津江小学校体育館

日田市上津江町川原2458-3

61 上津江体育館

日田市上津江町川原2710

―
0973-55-2011

62 上津江第5分団消防詰所

日田市上津江町上野田1217-9

―

63 川原自治会センター

日田市上津江町川原3852-1

―

64 旧鎌手小学校

日田市大山町西大山5926-3

―

65 旧都築小学校

日田市大山町東大山1125

0973-52-3006

66 旧大山中学校体育館

日田市大山町西大山4267

―

67 いずみ保育園

日田市大山町西大山3467-1

0973-52-2262

68 松原児童館

日田市大山町西大山8442-3

0973-52-2922

69 つづき保育園

日田市大山町東大山1151-1

0973-52-3005

70 南部コミュニティーセンター

日田市大山町西大山8624-2

―

71 西峰コミュニティーセンター

日田市大山町西大山2042-3

―

72 老松コミュニティーセンター

日田市大山町西大山870-5

―

73 都築コミュニティーセンター

日田市大山町東大山1127-2

―

74 北部コミュニティーセンター

日田市大山町東大山472-8

―

75 大山文化センター

日田市大山町西大山3600

0973-52-3101

76 大山小学校、大山中学校

日田市大山町西大山3615-1

0973-52-2051

77 旧台小学校

日田市天瀬町女子畑1298-1

0973-57-3031

78 丸山コミュニティセンター

日田市天瀬町合田747-1

0973-57-2507

79 旧桜竹小学校

日田市天瀬町桜竹242

0973-57-3030

80 出口コミュニティセンター

日田市天瀬町出口1842

0973-57-2762

81 いつま小学校

日田市天瀬町五馬市2040

0973-57-2750

82 東渓中学校

日田市天瀬町馬原2276

0973-57-2506

83 五馬中学校

日田市天瀬町塚田169

0973-57-2036

84 天瀬総合福祉センター

日田市天瀬町合田1986-2

0973-57-3157

85 天瀬公民館

日田市天瀬町桜竹669-2

0973-57-8212

86 Ｂ＆Ｇ天瀬海洋センター

日田市天瀬町桜竹80-1

0973-57-3999

87 天瀬公民館五馬分館

日田市天瀬町五馬市2166-1

0973-57-2994
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