
名名  称称 住住  所所

松松  江江  市市 島島  根根  県県
県立大田高等学校

大田市大田町大田イ５６８番
地

市立朝波小学校 大田市波根町１５番地

市立大田第一中学校
大田市大田町大田ロ６５６番
地

三成公園
（仁多中学校周辺）

奥出雲町三成188-1

横田公園 奥出雲町下横田1686

県立邇摩高等学校 大田市仁摩町仁万９０７番地

市立長久小学校
大田市長久町長久イ７８２番
地

旧温泉津小学校
大田市温泉津町小浜イ２８０
番地１

湯里地区体育館
大田市温泉津町湯里１６５５
番地

市立旧温泉津中学校
大田市温泉津町福光イ３１０
番地１

菰沢公園 江津市浅利町242

総合市民センター 江津市江津町1110-17

江津中央公園
（多目的広場）

江津市嘉久志町2052

県立江津高校 江津市都野津町293

松江市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所

鹿鹿  島島 66,,771100

【片句・恵曇・手結・武代(昭栄)・佐陀本郷】
① 県道37号松江鹿島美保関線⇒市道古浦西長江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒国道9号（山陰
道）
② 県道37号松江鹿島美保関線⇒県道264号講武古江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒国道9号
（山陰道）
【古浦・武代】
① 市道古浦西長江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒国道9号（山陰道）
② 県道264号講武古江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒国道9号（山陰道）
【佐陀宮内】
① 県道264号講武古江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒国道9号（山陰道）
【北講武・名分】
①県道264号講武古江線⇒県道37号松江鹿島美保関線⇒県道264号講武古江線⇒国道431号（市道
古志大野線）⇒国道9号（山陰道）
【御津・南講武・上講武】
①県道175号御津東生馬線⇒県道264号講武古江線⇒県道21号松江島根線⇒松江だんだん道路⇒山
陰道⇒国道9号（山陰道）
②県道175号御津東生馬線⇒県道264号講武古江線⇒県道21号松江島根線⇒松江だんだん道路⇒国
道9号（山陰道）

大大  田田  市市――

主主なな避避難難退退域域
時時検検査査候候補補地地

奥奥出出雲雲町町

生生  馬馬 33,,880000

【浜佐田・薦津】
①国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号（山陰道）
②県道264号講武古江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くに
びき海岸道路⇒国道9号（山陰道）
【上佐陀・下佐陀・西生馬】
県道37号松江鹿島美保関線⇒県道264号講武古江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出
雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号（山陰道）
【東生馬】
①県道37号松江鹿島美保関線⇒古江生馬幹線農道⇒国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出雲
大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号（山陰道）
②県道37号松江鹿島美保関線⇒県道264号講武古江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号
出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号（山陰道）

島島  根根 33,,338800

【大芦・加賀】
①県道21号松江島根線⇒松江だんだん道路⇒山陰道⇒松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒国道
314号
②県道21号松江島根線⇒松江だんだん道路⇒国道9号⇒国道54号⇒国道314号
③県道21号松江島根線⇒松江だんだん道路⇒山陰道（国道9号）⇒県道24号松江木次線⇒県道
25号玉湯吾妻山線
【野波・多古・野井】
①県道37号松江鹿島美保関線⇒県道152号松江七類港線⇒国道431号⇒松江だんだん道路⇒山陰
道⇒松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒国道314号
②県道37号松江鹿島美保関線⇒県道152号松江七類港線⇒国道431号⇒松江だんだん道路⇒国道
9号⇒国道54号⇒国道314号
③県道37号松江鹿島美保関線⇒県道152号松江七類港線⇒国道431号⇒松江だんだん道路⇒山陰
道（国道9号）⇒県道24号松江木次線⇒県道25号玉湯吾妻山線
④県道37号松江鹿島美保関線⇒県道152号松江七類港線⇒国道431号⇒県道338号美保関八束松
江線⇒江島大橋⇒県道47号米子境港線（または国道431号）⇒国道9号⇒県道45号安来木次線⇒
国道432号

ささくくららおおろろちち湖湖周周辺辺

古古　　江江 44,,559900
①県道264号講武古江線⇒国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くに
びき海岸道路⇒国道9号（山陰道）

②国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号（山陰道）

城城  西西 99,,330000

①国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号（山陰道）

②宍道湖大橋⇒国道9号

③宍道湖大橋⇒国道9号⇒山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）

江江津津市市

大大  田田  市市浜浜山山公公園園

浜浜山山公公園園

―
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名名  称称 住住  所所

松江市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

松松  江江  市市 島島  根根  県県
国府海水浴場 浜田市久代町、国分町地内

県立浜田高校 浜田市黒川町3749

浜田市旭公園 浜田市旭町今市地内

県立浜田水産高校 浜田市瀬戸ヶ島町25-3

瀬戸ヶ島埋立地 浜田市瀬戸ヶ島町地内

島根県立大学 浜田市野原町2433番地2

県立浜田商業高校 浜田市熱田町675

三隅港
（浜田港湾管理所）

浜田市三隅町岡見地内

朝朝  日日 44,,441100
①国道9号⇒山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）⇒国道186号

②国道9号⇒国道186号

浜田市金城
総合運動公園

浜田市金城町七条イ982番
地

中野グラウンド 邑南町中野991-2

邑南町青少年
旅行村

邑南町山田443-2

道の駅とんばら 飯南町花栗48

道の駅赤来高原 飯南町下赤名880-3

（予備）
Aコープきじま

飯南町野萱311-1

秋秋  鹿鹿 11,,115500 秋鹿町
①国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号
（山陰道）⇒国道375号⇒県道46号大田桜江線⇒県道31号仁摩邑南線 浜浜山山公公園園 川川  本本  町町 悠邑ふるさと会館 川本町大字川本332-15

城城  東東 88,,112200

①新大橋⇒国道9号⇒山陰道（松江西～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）

②新大橋⇒国道9号

③くにびき大橋⇒国道9号⇒山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）

④くにびき大橋⇒国道9号

大大  野野

法法  吉吉 1122,,773300

①県道37号松江鹿島美保関線⇒城山西通り⇒国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くに
びき海岸道路⇒国道9号（山陰道）

②県道37号松江鹿島美保関線⇒城山西通り⇒国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くに
びき海岸道路⇒国道9号（山陰道）⇒県道5号浜田八重可部線（または⇒江津道路⇒浜田道（旭IC））

③国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号
（山陰道）

④国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号
（山陰道）⇒県道5号浜田八重可部線（または⇒江津道路⇒浜田道（旭IC））

浜浜  田田  市市城城  北北 77,,445500

①城北通り⇒国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路
⇒国道9号（山陰道）

②新大橋⇒国道9号

③新大橋⇒国道9号⇒山陰道（松江西～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）

④宍道湖大橋⇒国道9号

⑤宍道湖大橋⇒国道9号⇒山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）

白白  潟潟

11,,332200

①国道431号⇒県道23号斐川一畑大社線⇒県道243号出雲空港線⇒県道335号出雲空港宍道線⇒宍
道インター線⇒山陰道（宍道IC）⇒松江自動車道（雲南吉田IC）⇒県道38号掛合上阿井線⇒国道54号

②国道431号⇒県道23号斐川一畑大社線⇒県道243号出雲空港線⇒県道335号出雲空港宍道線⇒宍
道インター線⇒国道54号

飯飯  南南  町町

33,,112200

①国道9号⇒山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）⇒県道３１号仁摩邑南線⇒県道４０号川
本波多線⇒国道２６１号⇒県道７号浜田作木線又は県道６号吉田邑南線
②国道9号⇒県道３１号仁摩邑南線⇒県道４０号川本波多線⇒国道２６１号⇒県道７号浜田作木線又は
県道６号吉田邑南線
③国道9号（山陰道）⇒県道３２号温泉津川本線⇒国道２６１号⇒県道７号浜田作木線又は県道６号吉
田邑南線
④国道9号（山陰道）⇒国道２６１号⇒県道７号浜田作木線又は県道６号吉田邑南線
⑤山陰道⇒松江自動車道⇒中国自動車道⇒浜田自動車道（大朝IC又は瑞穂IC）

邑邑  南南  町町

浜浜山山公公園園

湖湖陵陵総総合合公公園園

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地

湖湖陵陵総総合合公公園園
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名名  称称 住住  所所

松江市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

松松  江江  市市 島島  根根  県県

益益  田田  市市

万葉公園

777700 大垣町、岡本町

①国道431号（市道古志大野線）⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号
（山陰道）⇒国道375号

②国道431号⇒県道23号斐川一畑大社線⇒県道243号出雲空港線⇒県道335号出雲空港宍道線⇒宍
道インター線⇒山陰道（宍道IC）⇒松江自動車道（雲南吉田IC）⇒県道38号掛合上阿井線⇒国道54号
⇒県道40号川本波多線

③国道431号⇒県道23号斐川一畑大社線⇒県道243号出雲空港線⇒県道335号出雲空港宍道線⇒宍
道インター線⇒国道54号⇒県道40号川本波多線

美美  郷郷  町町

益田市高津町イ２４０２番地
１

秋秋  鹿鹿

1122,,773300

上乃木１丁目～５丁
目、９丁目
浜乃木１丁目～８丁
目

①国道9号⇒山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）

②国道9号

益田運動公園
（駐車場、自由広場）

益田市乙吉町イ８４７番地

雑雑  賀賀 55,,222200

湖湖陵陵総総合合公公園園

浜浜山山公公園園 美郷町防災公園

①国道9号⇒山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道9号（山陰道）

②国道9号

美郷町久保22番地3

津和野町鷲原イ256

道の駅シルクウェイ
にちはら

津和野町池村1997-4

11,,443300 乃白

①山陰道（松江西IC）⇒松江自動車道⇒中国自動車道（六日市IC）
②山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道9号⇒国道187号
③国道9号⇒国道187号
④国道9号⇒国道54号⇒中国自動車道（三次IC～六日市IC）

みやま公園 玉野市田井２丁目４４９０

（予備）
玉原総合運動公園

玉野市玉原３丁目８００－４

吉吉  賀賀  町町 六日市中学校 吉賀町六日市757

11,,997700 西嫁島、乃木福富、
田和山

①国道9号⇒山陰道（松江西IC～出雲IC）⇒国道９号（山陰道）

②国道9号

③国道9号⇒国道54号⇒中国自動車道（三次IC～六日市IC）⇒国道187号

④山陰道（松江西IC）⇒松江自動車道⇒中国自動車道（六日市IC）⇒国道187号

津津和和野野町町

道の駅なごみの里

湖湖陵陵総総合合公公園園

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地

朝朝  酌酌

コンベックス岡山 早島町矢尾７７０

11,,886600 上本庄町以外

①国道431号⇒県道338号美保関八束松江線⇒江島大橋⇒県道47号米子境港線（または国道431号）
⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中央自動車道（水島IC）

②県道260号本庄福富松江線⇒県道338号美保関松江八束線⇒江島大橋⇒県道47号米子境港線（ま
たは国道431号）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中央自動車
道（水島IC）

倉倉  敷敷  市市 水島緑地福田公園 倉敷市福田町古新田1027

22,,000000

①だんだん道路⇒山陰道⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中
央自動車道（早島IC）⇒国道2号⇒国道30号

②だんだん道路⇒国道9号⇒国道180号⇒国道30号

③八束町⇒江島大橋⇒県道47号米子境港線（または国道431号）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒
岡山自動車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中央自動車道（早島IC）⇒国道2号⇒国道30号

岡岡  山山  県県 玉玉  野野  市市

持持  田田 33,,995500
①だんだん道路⇒山陰道⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中
央自動車道（水島IC）

②だんだん道路⇒国道9号⇒国道180号⇒国道313号⇒県道34号⇒国道2号⇒国道429号⇒国道430号

美美保保関関 55,,118800

①（国道431号、国道485号、県道2号境美保関線⇒）境水道大橋⇒県道47号米子境港線（または国道
431号）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中央自動車道（水島
IC）

②県道338号美保関八束松江線⇒江島大橋⇒県道47号米子境港線（または国道431号）⇒米子自動車
道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中央自動車道（水島IC）

本本  庄庄

664400 上本庄町

①国道431号⇒だんだん道路⇒山陰道⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動
車道⇒瀬戸中央自動車道（早島IC）⇒国道2号

②国道431号⇒だんだん道路⇒国道9号⇒国道180号⇒国道313号⇒県道34号笠岡井原線⇒国道2号

早早  島島  町町

乃乃  木木

乃乃  木木

大大山山PPAA

大大山山PPAA

大大山山PPAA

―
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名名  称称 住住  所所

松江市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

松松  江江  市市 岡岡  山山  県県 岡山市
サウスヴィレッジ

岡山市南区片岡2468

岡山市消防教育
訓練センター

岡山市中区桑野116-3

御津スポーツパーク 岡山市北区御津高津1566

岡山県総合グラウンド 岡山市北区いずみ町2-1

岡山桃太郎空港 岡山市北区日応寺1277

岡南飛行場 岡山市南区浦安南町640

正儀シーサイド
スポーツ広場

岡山市東区正儀5050

瀬戸町
総合運動公園

岡山市東区瀬戸町南方1311

古都南方
スポーツ広場

岡山市東区古都南方10

（（社社会会福福祉祉施施設設））

①江島大橋⇒県道47号米子境港線（または国道431号）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動
車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中央自動車道（早島IC）⇒国道2号⇒国道30号

②県道338号美保関八束松江線⇒県道260号本庄福富松江線⇒だんだん道路⇒山陰道⇒米子自動車
道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道⇒瀬戸中央自動車道（早島IC）⇒国道2号⇒国道
30号

③県道338号美保関八束松江線⇒県道260号本庄福富松江線⇒だんだん道路⇒国道９号⇒国道180号
⇒国道30号

大大山山PPAA 玉玉  野野  市市

（（社社会会福福祉祉施施設設））

①江島大橋⇒県道47号米子境港線（または国道431号）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動
車道⇒山陽自動車道（鴨方IC）⇒県道64号矢掛寄島線⇒国道2号

②県道338号美保関八束松江線⇒県道260号本庄福富松江線⇒だんだん道路⇒山陰道⇒米子自動車
道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（鴨方IC）⇒県道64号矢掛寄島線⇒国道2号

③県道338号美保関八束松江線⇒県道260号本庄福富松江線⇒だんだん道路⇒国道９号⇒国道180号
⇒国道313号⇒県道34号笠岡井原線⇒国道2号

大大山山PPAA 里里  庄庄  町町

浅口市天草公園 浅口市鴨方町鴨方２２４４-２

（予備）　浅口市
金光スポーツ公園

浅口市金光町八重４７

（予備）　浅口市
三つ山スポーツ公園

浅口市寄島町１６０８９-２４

川川  津津 1166,,220000

①だんだん道路⇒山陰道⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（岡山IC）

②だんだん道路⇒国道9号⇒国道180号

③国道431号⇒県道338号美保関八束松江線⇒江島大橋⇒県道47号米子境港線（または国道431号）
⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（岡山IC）

岡岡  山山  市市

大大  庭庭 99,,220000

①県道247号八重垣神社竹矢線⇒山陰道（竹矢IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道
⇒山陽自動車道（岡山IC）
②県道247号八重垣神社竹矢線⇒山陰道（竹矢IC）⇒国道9号⇒国道180号
③国道432号⇒県道53号大東東出雲線⇒国道9号⇒国道180号
④国道432号⇒県道53号大東東出雲線⇒山陰道（東出雲IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山
自動車道⇒山陽自動車道（岡山IC）
⑤国道432号⇒県道53号大東東出雲線⇒出雲東部地区広域農道⇒県道102号米子広瀬線⇒県道9号
安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号
⑥国道432号⇒県道53号大東東出雲線⇒出雲東部地区広域農道⇒県道102号米子広瀬線⇒県道9号
安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号⇒米子自動車道（江府IC）⇒中国自
動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（岡山IC）

（広域福祉避難所へ直接避難）

（広域福祉避難所へ直接避難）

八八  束束

44,,000000   

①江島大橋⇒県道47号米子境港線（または国道431号）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動
車道（岡山総社IC）
②県道338号美保関八束松江線⇒県道260号本庄福富松江線⇒だんだん道路⇒山陰道⇒米子自動車
道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道（岡山総社IC)
③県道338号美保関八束松江線⇒県道260号本庄福富松江線⇒だんだん道路⇒国道９号⇒国道180号

総総  社社  市市

笠岡市平成町６３－２

11,,334400 矢田町

①山陰道（矢田IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（鴨方IC）⇒県道
64号矢掛寄島線

②国道9号⇒国道180号⇒国道313号⇒県道34号笠岡井原線⇒国道2号

浅浅  口口  市市

大大山山PPAA22,,443300 馬潟町、八幡町、富
士見町

①山陰自動車道（東出雲IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（笠岡
IC）⇒県道34号笠岡井原線

②国道9号⇒国道180号⇒国道313号⇒県道34号笠岡井原線

笠笠  岡岡  市市 笠岡
総合スポーツ公園

大大山山PPAA

竹竹  矢矢

総社市窪木111

大大山山PPAA

大大山山PPAA

総社市
スポーツセンター

総社市三輪1300

（予備）
岡山県立大学
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名名  称称 住住  所所

松江市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

松松  江江  市市 岡岡  山山  県県 矢掛町
Ｂ＆Ｇ海洋センター

矢掛町西川面１３０７番地３

（予備）県立矢掛高校 矢掛町矢掛１７７６番地２

馬潟
（（社社会会福福祉祉施施設設））

①山陰道（竹矢IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道（有漢IC）⇒県道49号⇒国道429
号
②国道9号⇒国道180号⇒国道484号⇒国道429号

大大山山PPAA 吉吉備備中中央央町町

（揖屋）

665500 青葉台 つばきの丘運動公園

大大山山PPAA

大大山山PPAA

（広域福祉避難所へ直接避難）

東東出出雲雲

66,,118800

出雲郷
①山陰道（東出雲IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道（新見IC）

②国道9号⇒国道180号
新新  見見  市市

竹竹  矢矢

11,,770000

県立新見高等学校
南高地

新見市新見１３９４番地

高梁市落合町近似９３－１

（予備）
有漢総合グラウンド

高梁市有漢町有漢３３４９

新見南中学校 新見市石蟹１３５

新見第一中学校 新見市高尾２３６４番地

新見公立大学 新見市西方１２６３番地２

意東

①国道9号⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（笠岡IC）⇒県道34号笠
岡井原線

②国道9号⇒国道180号⇒国道313号

（広域福祉避難所へ直接避難）

（予備）
芳井体育館

井原市芳井町吉井1675

（予備）
星の郷

ふれあいセンター
井原市美星町星田2-10

66,,331100 揖屋 ①山陰道（東出雲IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道（賀陽IC）⇒国道484号
②国道9号⇒国道180号 高高  梁梁  市市

ききょう緑地
グラウンド

井原市上出部町1671番地1

大大山山PPAA

大大山山PPAA

大大山山PPAA22,,881100

井原運動公園・
井原市民体育館

井井  原原  市市

かもがわ
総合スポーツ公園

吉備中央町上田東２３６０－
３大大山山PPAA339900 上意東

①国道9号⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道（有漢IC）⇒広域農道奥吉備街道
②国道9号⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道（賀陽IC）⇒国道484号⇒国道429号
③国道9号⇒国道180号⇒国道484号⇒国道429号

吉吉備備中中央央町町

里庄町里見２３９２里里  庄庄  町町

矢掛町矢掛２９５７番地

①山陰道（竹矢IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（鴨方IC）⇒県道
64号矢掛寄島線⇒国道2号

②国道9号⇒国道180号⇒国道313号⇒県道34号笠岡井原線⇒国道2号

竹矢町

①山陰道（竹矢IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（鴨方IC）⇒県道
64号矢掛寄島線

②国道9号⇒国道180号⇒国道313号⇒国道486号

矢矢  掛掛  町町 （予備）矢掛中学校
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名名  称称 住住  所所

松江市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

河内市民
スポーツ広場

尾道市御調町丸門田1484

向島運動公園 尾道市向島町11098-289

因島アメニティ公園 尾道市因島大浜町64

因島運動公園 尾道市因島重井町4749

竹ヶ端運動公園 福山市水呑町４７４８

手城東公園
サッカー場

福山市南手城町四丁目25番

箕沖球場 福山市箕沖町127-9

機織北公園 福山市南松永町一丁目17番

機織南公園 福山市南松永町三丁目6番

宍宍  道道 88,,778800

①山陰道（宍道IC）⇒松江自動車道⇒尾道自動車道⇒山陽自動車道（福山東IC）⇒国道182号⇒国道
486号⇒県道391号
②国道9号⇒国道54号⇒国道314号⇒国道182号⇒国道486号⇒県道391号
③山陰道（宍道IC）⇒松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒国道314号⇒国道182号⇒国道486号⇒県道391
号
④国道9号⇒松江自動車道（宍道IC）⇒中国自動車道（東城IC）⇒国道182号⇒国道486号⇒県道391号

広島県立ふくやま
産業交流館駐車場

福山市御幸町大字上岩成字
正戸476-5

府中市
中須グラウンド

府中市中須町1462-1

府中市立総合体育館 府中市土生町416-4

府中市古府の森
スポーツグラウンド

府中市府中町400-1

上下運動公園 府中市上下町上下2400-1

合合  計計 220044,,002200 33 2299 8866

松松  江江  市市

古古志志原原 1122,,993300

①山陰道（松江東IC）⇒松江自動車道⇒尾道自動車道⇒山陽自動車道（尾道IC）⇒国道184号⇒国道2
号

②国道432号⇒県道53号大東東出雲線⇒宍道湖南部広域農道⇒県道24号松江木次線⇒県道25号玉
湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道184号⇒国道2号

③国道9号⇒国道54号⇒国道183号⇒国道184号⇒国道2号

④山陰道（松江東IC）⇒松江自動車道⇒中国自動車道（三次JCT/IC）⇒国道184号⇒国道2号

尾尾  道道  市市

東尾道
市民スポーツ広場

尾道市東尾道１９番地３

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地

広広  島島  県県

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地

国営備北丘陵公園
第５駐車場

庄原市三日市町4-10

庄原市比和総合
運動公園

庄原市比和町三河内3256番
地２

玉玉  湯湯 66,,885500
①国道9号⇒山陰自動車道（宍道IC）⇒松江自動車道⇒尾道自動車道（尾道北IC）⇒国道486号

②国道9号⇒国道54号⇒国道314号⇒国道432号⇒県道24号府中上下線⇒国道486号
府府  中中  市市

帝釈峡スコラ高原
神石コスモドーム

駐車場
神石高原町相渡2188旧旧久久野野小小学学校校

八八  雲雲 66,,881100
①宍道湖南部広域農道⇒県道24号松江木次線⇒県道25号玉湯吾妻山線⇒国道314号⇒国道432号

②宍道湖南部広域農道⇒県道24号松江木次線⇒県道25号玉湯吾妻山線⇒国道314号⇒国道183号
庄庄  原原  市市旧旧久久野野小小学学校校

津津  田田 1133,,444400

①山陰道（松江東IC）⇒松江自動車道⇒尾道自動車道⇒山陽自動車道（福山西IC）⇒国道2号

②国道9号⇒国道54号⇒国道314号⇒国道182号⇒国道2号

③山陰道（松江東IC）⇒松江自動車道⇒中国自動車道（東城IC）⇒国道314号⇒国道182号⇒国道2号

④山陰道（松江東IC）⇒県道24号松江木次線⇒県道25号玉湯吾妻山線⇒国道314号⇒国道182号⇒国
道2号 福福  山山  市市

忌忌  部部 22,,117700
①県道24号松江木次線⇒県道25号玉湯吾妻山線⇒国道314号⇒国道182号⇒県道25号三原東城線

②県道24号松江木次線⇒県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒県道23号庄原東城線⇒県道452号
帝釈未渡相渡線

神神石石高高原原町町

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地
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名名  称称 住住  所所

出出雲雲市市 檜檜  山山 11,,339900 島島根根県県

東東 22,,555500

佐佐  香香 11,,440000

伊伊野野 11,,229900

灘灘  分分 33,,443300 ①国道431号⇒県道28号出雲大社線
②県道161号斐川出雲大社線⇒県道28号出雲大社線

久久多多美美 22,,116600 ①県道232号小伊津港線⇒国道431号⇒県道28号出雲大社線
②市道平田松江幹線⇒県道275号十六島直江停車場線⇒国道431号⇒県道28号出雲大社線

①国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒県道39号湖陵掛合線
②国道431号⇒市道今市川跡日下線⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線

湖陵総合公園 出雲市湖陵町三部737

①国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒県道39号湖陵掛合線⇒国道184号
②国道431号⇒市道今市川跡日下線⇒県道277号多伎江南出雲線⇒国道184号

出雲市役所
佐田行政センター

出雲市佐田町反辺1747－6

西西田田 11,,770000

北北浜浜 11,,111100

荘荘原原 77,,223300 ①国道9号⇒国道431号線
②山陰道（斐川ＩＣ～出雲ＩＣ）⇒国道431号

出出  東東 44,,007700 ①国道9号⇒国道431号
②県道161号斐川出雲大社線⇒県道162号大社立久恵線⇒市道浜山公園線⇒国道431号

広広  島島  県県
①国道9号⇒県道26号出雲三刀屋線 ⇒ 国道54号
②県道161号斐川出雲大社線⇒国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）（⇒国道
184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道54号
③県道161号斐川出雲大社線⇒国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自
動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道（高田IC）⇒県道64号三次美土里線⇒県道6号吉田邑南線
④国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線(才谷トンネル）（⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県
道325佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道54号
⑤国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線(才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国
自動車道（高田IC）⇒県道64号三次美土里線⇒県道6号吉田邑南線
⑥国道9号⇒県道26号出雲三刀屋線⇒松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒中国自動車道（高田IC）⇒県
道64号三次美土里線⇒県道6号吉田邑南線

道道のの駅駅掛掛合合のの里里久久  木木 22,,445500

出雲市長浜町3057-11

安安芸芸高高田田市市 吉田運動公園
安芸高田市吉田町相合555-
1

①市道平田松江幹線⇒県道232号小伊津港線⇒国道431号⇒県道28号出雲大社線

②国道431号⇒県道28号出雲大社線

出出雲雲市市内内
（（３３００ｋｋｍｍ圏圏

外外））

平平  田田 66,,993300

①県道250号鰐淵寺線⇒県道275号十六島直江停車場線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路

②市道多井釜浦塩津線⇒県道275号十六島直江停車場線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路

③県道23号斐川一畑大社線⇒県道232号小伊津港線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路

出雲市広域避難先、避難ルート

避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備    考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

浜浜山山公公園園

東東部部高高等等技技術術校校

浜山運動公園 出雲市大社町北荒木1868-
10

道の駅キララ多伎 出雲市多伎町多岐135-1

島根県立
東部高等技術校
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名名  称称 住住  所所

出雲市広域避難先、避難ルート

避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備    考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

出出  雲雲  市市 広広  島島  県県
甲田文化センター

ミューズ
安芸高田市甲田町高田原
1446-3

高宮ハーモニー広場
安芸高田市高宮町佐々部
983-2

豊平総合運動公園 北広島町都志見12609

芸北運動公園 北広島町細見10141-16

千代田運動公園 北広島町壬生10500

大朝運動公園 北広島町大朝11370

阿阿  宮宮 447700
①県道26号出雲三刀屋線 ⇒ 松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒中国自動車道（戸河内IC）⇒国道191号
②国道9号⇒国道186号⇒国道191号
③国道9号⇒山陰道(江津IC)⇒浜田自動車道⇒中国自動車道（戸河内IC）⇒国道191号
④県道26号出雲三刀屋線⇒国道54号⇒国道191号

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地 安安芸芸太太田田町町 戸河内
ふれあいセンター

安芸太田町大字戸河内759-
1

井口台公園 西区井口台三丁目6番

西部埋立第六公園
西区商工センター一丁目13
番

西部埋立第八公園 西区草津南一丁目16番

石内南中央公園 佐伯区石内南四丁目１番

五月が丘第五公園 佐伯区五月が丘五丁目4番

薬師ヶ丘第六公園
佐伯区五日市町大字薬師ヶ
丘、大字保井田

美鈴が丘中央公園
佐伯区美鈴が丘西一丁目7
番ほか

広島県運転免許
センター

佐伯区石内南三丁目1番

66,,337700

①県道26号出雲三刀屋線⇒国道54号

②県道26号出雲三刀屋線⇒松江自動車道(三刀屋木次IC)⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自
動車道（広島IC）

③国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル） （⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八
神線⇒飯石広域農道） ⇒国道54号

④国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広
島自動車道⇒山陽自動車道（広島IC）

①国道9号⇒国道261号⇒国道433号（⇒県道40号豊平芸北線）

②国道9号⇒江津自動車道⇒浜田自動車道（大朝IC）⇒国道433号(⇒県道40号豊平芸北線)

③国道9号⇒国道186号（芸北方面）

④国道9号⇒国道261号

⑤国道9号⇒江津自動車道⇒浜田自動車道（千代田ICまたは大朝IC）

湖湖陵陵総総合合公公園園

道道のの駅駅掛掛合合のの里里伊伊波波野野

浜浜山山公公園園国国  富富

①国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号⇒江津道路⇒浜田自
動車道⇒中国自動車道（高田IC）⇒県道64号三次美土里線⇒県道6号吉田邑南線
②県道161号斐川出雲大社線⇒国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）（⇒国道
184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道54号
③県道161号斐川出雲大社線⇒国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自
動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道（高田IC）⇒県道64号三次美土里線⇒県道6号吉田邑南線
④国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線(才谷トンネル）（⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県
道325佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道54号
⑤国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線(才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国
自動車道（高田IC）⇒県道64号三次美土里線⇒県道6号吉田邑南線
⑥国道9号⇒県道26号出雲三刀屋線⇒松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒中国自動車道（高田IC）⇒県
道64号三次美土里線⇒県道6号吉田邑南線

広広  島島  市市

直直  江江 33,,669900 北北広広島島町町

安安芸芸高高田田市市22,,997700

北広島町壬生10500
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名名  称称 住住  所所

出雲市広域避難先、避難ルート

避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備    考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

出出  雲雲  市市 広広  島島  県県 高須台中央公園 西区高須台三丁目

奥畑防災調節池公園 安佐南区伴南三丁目

西風新都東公園
安佐南区沼田町大塚東三丁
目

若葉台中央公園 安佐南区伴北七丁目

彩が丘中央公園
佐伯区河内南一丁目21番ほ
か

鬼が城緑地 西区田方二丁目

東千田公園 中区東千田町一丁目

宇品第一公園 南区宇品東二丁目1番

渕崎公園 南区東雲三丁目18番

出島西公園 南区出島二丁目22番

比治山下公園 南区比治山本町8番

大芝公園 西区大芝公園

広島みなと公園 南区宇品海岸一丁目

メッセコンベンション
事業用地

南区出島四丁目

西部埋立第二公園 西区井口明神二丁目10番

①県道26号出雲三刀屋線⇒国道54号

②県道26号出雲三刀屋線⇒松江自動車道(三刀屋木次IC)⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自
動車道（広島IC）

③国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル） （⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八
神線⇒飯石広域農道） ⇒国道54号

④国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広
島自動車道⇒山陽自動車道（広島IC）

44,,771100

広広島島市市

大大  津津 99,,668800

道道のの駅駅掛掛合合のの里里

出出  西西
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名名  称称 住住  所所

出雲市広域避難先、避難ルート

避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備    考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

出出  雲雲  市市 広広  島島  県県 吉島東公園 中区吉島東三丁目1番

千田公園 中区千田町三丁目7番ほか

吉島公園 中区羽衣町16番

鈴が峰公園 西区鈴が峰町45番

吉田台公園 西区古田台一丁目

こころ北公園 安佐南区伴南一丁目ほか

Ａシティ中央公園 安佐南区大塚西七丁目

大塚学びの丘公園 安佐南区大塚東三丁目

伴西公園 安佐南区伴西一丁目

広島市立大学 安佐南区大塚東三丁目

寺山公園 安佐北区可部町大字上原

勝木台公園 安佐北区亀山西二丁目

可部運動公園 安佐北区可部町大字勝木

安芸矢野ニュータウン
中央公園

安芸区矢野南二丁目9番

矢野新町公園 安芸区矢野新町一丁目1番

月が丘公園
安芸区矢野東三丁目12番ほ
か

浜浜山山公公園園

川川  跡跡 99,,993300

①国道9号⇒国道261号⇒国道191号⇒国道54号

②国道9号⇒県道39号湖陵掛合線(才谷トンネル） （⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八
神線⇒飯石広域農道） ⇒国道54号

③国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広
島自動車道⇒山陽自動車道（広島IC）

④国道9号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道（広島IC）

湖湖陵陵総総合合公公園園

広広島島市市

①国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号⇒江津道路⇒浜田自
動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道（広島IC）

②国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号⇒国道261号⇒国道
191号⇒国道54号

③国道9号⇒県道39号湖陵掛合線(才谷トンネル） （⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八
神線⇒飯石広域農道） ⇒国道54号

④国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広
島自動車道⇒山陽自動車道（広島IC）

遙遙  堪堪

高高  浜浜 33,,778800

22,,332200
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名名  称称 住住  所所

出雲市広域避難先、避難ルート

避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備    考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

出出  雲雲  市市 広広  島島  県県 福木公園 東区福田一丁目

毘沙門台公園
安佐南区毘沙門台三丁目2
番

毘沙門台東公園
安佐南区毘沙門台東一丁目
23番

高取公園 安佐南区高取北四丁目17番

八木梅林公園 安佐南区八木一丁目

春日野中央公園
安佐南区山本新町二丁目
204番6

口田南公園 安佐北区口田南六丁目

矢口が丘公園 安佐北区口田南九丁目19番

中山公園 安佐北区落合四丁目

西山公園 安佐北区亀崎二丁目4番

倉掛公園 安佐北区倉掛三丁目37番

あさひが丘公園
安佐北区あさひが丘三丁目
21番

みどり坂中央公園 安芸区瀬野西四丁目1番

みどり坂第一公園 安芸区瀬野西二丁目2番

瀬野川運動公園 安芸区上瀬野町

府府  中中  町町鳶鳶  巣巣 11,,559900

①国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号⇒国道261号⇒国道
191号⇒国道54号⇒県道84号東海田広島線⇒県道37号広島三次線⇒県道164号広島海田線

②国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）（⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県
道325佐田八神線⇒飯石広域農道）⇒国道54号⇒県道84号東海田広島線⇒県道37号広島三次線⇒
県道164号広島海田線

③国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国
自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島高速1号線（府中IC）

④国道431号⇒国道9号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道
⇒広島高速　1号、２号（府中IC）

広広島島市市四四  絡絡 1122,,222200

①国道9号⇒国道261号⇒国道191号⇒国道54号

②国道9号⇒県道39号湖陵掛合線(才谷トンネル） （⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八
神線⇒飯石広域農道） ⇒国道54号

③国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広
島自動車道⇒山陽自動車道（広島IC）

④国道9号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道（広島IC）

湖湖陵陵総総合合公公園園

日焼山広場 府中町浜田4丁目6番16号

揚倉山健康運動公園
（下段）

府中町山田5丁目5番１号

浜浜山山公公園園

くすのきプラザ 府中町本町1丁目10番15号

―
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名名  称称 住住  所所

出雲市広域避難先、避難ルート

避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備    考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

出出  雲雲  市市 広広  島島  県県

鰐鰐  淵淵 浜浜山山公公園園

上上  津津 11,,224400

①県道26号出雲三刀屋線⇒国道54号⇒国道375号⇒県道340号下竹仁久芳線⇒県道33号瀬野川福
富本郷線⇒県道46号広島白木線⇒国道2号線⇒県道174号瀬野呉線

②県道26号出雲三刀屋線⇒松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自
動車道⇒広島高速1号、２号⇒広島呉道路（坂北IC）⇒国道31号線⇒県道34号矢野安浦線（広島熊野
道路）

熊熊  野野  町町道道のの駅駅掛掛合合のの里里

665500

①国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号⇒国道261号⇒国道
191号⇒国道54号⇒県道84号東海田広島線⇒県道37号広島三次線⇒県道164広島海田線
②国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル） （⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県
道325佐田八神線⇒飯石広域農道） ⇒国道54号⇒県道84号東海田広島線⇒県道37号広島三次線⇒
県道164広島海田線
③国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国
自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島高速1号、２号線（東雲IC）⇒県道164広島海田線
④国道431号⇒国道9号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道
⇒広島高速1号２号線（東雲IC）⇒県道164広島海田線

海海  田田  町町

廿日市市串戸一丁目20番１
号

坂町北新地一丁目２番75号道道のの駅駅掛掛合合のの里里

廿日市市
浄化センター

北新地グラウンド稗稗  原原 11,,553300

①県道51号出雲奥出雲線⇒国道54号⇒県道84号東海田広島線⇒県道37号広島三次線⇒県道164広
島海田線⇒国道31号
②県道51号出雲奥出雲線⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動
車道⇒広島高速１号２号⇒広島呉道路（坂北IC）
③国道184号⇒県道39号湖陵掛合線 （国道184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八神線⇒飯石広
域農道） ⇒国道54号⇒県道84号東海田広島線⇒県道37号広島三次線⇒県道164広島海田線⇒国道
31号
④国道184号⇒県道39号湖陵掛合線⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車道
⇒山陽自動車道⇒広島高速１号２号⇒広島呉道路（坂北IC）

坂坂    町町

昭北グラウンド

大野浄化センター

廿日市市木材港北1063番地
1

廿日市市宮園四丁目1番地

今今  市市 66,,447700

①国道9号⇒国道261号⇒国道191号⇒県道38号広島豊平線⇒県道71号広島湯来線⇒県道290号原
田五日市線（石内バイパス）⇒国道2号

②国道9号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道（廿日市IC）

③国道9号⇒国道186号（吉和方面）

④国道9号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中国自動車道（吉和IC）

廿廿日日市市市市

もみのき森林公園

湖湖陵陵総総合合公公園園

廿日市市沖塩屋四丁目6385
番地35

廿日市市吉和1593番地75

宮園野球場

海田町立海田小学校 海田町昭和中町2番55号

熊野町民グランド 熊野町川角五丁目10番1号

―
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名名  称称 住住  所所

出雲市広域避難先、避難ルート

避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備    考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所主主なな避避難難退退域域

時時検検査査候候補補地地

出出  雲雲  市市 広広  島島  県県

朝朝  山山 442200

①国道184号⇒国道54号⇒国道191号⇒県道38号広島豊平線⇒県道71号広島湯来線⇒県道290号原
田五日市線（石内バイパス）⇒国道2号

②国道184号⇒県道39号湖陵掛合線⇒松江自動車道(吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車道
⇒山陽自動車道（大竹IC）

出出雲雲市市佐佐田田行行政政セセンンタターー 大大  竹竹  市市 晴海臨海公園
（管理棟）

大竹市晴海二丁目11番

鵜鵜  鷺鷺 222200

①県道23号斐川一畑大社線⇒県道29号大社日御碕線⇒国道431号⇒県道28号出雲大社線⇒国道
431号⇒くにびき海岸道路⇒国道9号⇒江津道路⇒浜田道路⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽
自動車道⇒広島高速１号、２号⇒広島呉道路⇒国道487号
②県道23号斐川一畑大社線⇒県道29号大社日御碕線⇒国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合
線（才谷トンネル） （⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田八神線⇒飯石広域農道） ⇒国道
54号⇒国道375号⇒国道185号⇒国道487号
③県道23号斐川一畑大社線⇒県道29号大社日御碕線⇒国道431号⇒国道9号⇒県道39号湖陵掛合
線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒
広島高速１号、２号⇒広島呉道路⇒国道487号

浜浜山山公公園園 江江田田島島市市 能美運動公園
江田島市能美町鹿川２０４１
番地５

合合  計計 112222,,559900 22 1133 8822

高高  松松 44,,888800

①国道9号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島高速
１号、２号⇒広島呉道路
②国道184号⇒国道54号⇒国道375号⇒国道185号
③国道184号⇒県道39号湖陵掛合線⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車道
⇒山陽自動車道⇒広島高速１号、２号⇒広島呉道路
④国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル ） （⇒国道184号（志津見ダム付近）⇒県道325佐田
八神線⇒飯石広域農道） ⇒国道54号⇒国道375号⇒国道185号
⑤国道9号⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広
島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島高速１号、２号⇒広島呉道路

出出雲雲市市佐佐田田行行政政セセンンタターー

湖湖陵陵総総合合公公園園

呉市広大新開１丁目７－１

呉市中央４丁目１－１
ＩＨＩアリーナ呉
（呉市体育館）

シシンヨーオーク
アリーナ

（呉市総合体育館）
塩塩  冶冶 1133,,774400

呉呉    市市

①国道184号 ⇒国道54号⇒国道375号⇒国道185号
②国道184号⇒県道39号湖陵掛合線⇒松江自動車道（吉田掛合IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車道
⇒山陽自動車道⇒広島高速１号、２号⇒広島呉道路
③国道9号（県道277号多伎江南出雲線）⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル ） （⇒国道184号（志津
見ダム付近）⇒県道325佐田八神線⇒飯石広域農道） ⇒国道54号⇒国道375号⇒国道185号
④国道9号（県道277号多伎江南出雲線）⇒県道39号湖陵掛合線（才谷トンネル）⇒松江自動車道（吉田
掛合IC）⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島高速１号、２号⇒広島呉道路
⑤国道9号⇒江津道路⇒浜田自動車道⇒中国自動車道⇒広島自動車道⇒山陽自動車道⇒広島高速
１号、２号⇒広島呉道路

―
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名名  称称 住住  所所

44,,110000 グリーンヒルズ
津山

津山市大田920

岡山県
津山総合体育館

津山市山北669

津山スポーツセンター 津山市勝部20-2

宮芝公園 真庭市久世1435

久世エスパス
センター

真庭市鍋屋17-1

①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道482号⇒国道313号
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道（落合IC）⇒国道313号

落合総合公園 真庭市下市瀬586-3

①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道482号
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道（蒜山IC）⇒国道482号

蒜山高原
スポーツ公園

真庭市蒜山上長田2300-1

赤磐市町苅田514番地

荒荒  島島 33,,778800

①国道9号⇒国道180号⇒国道181号

②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道（久世IC）⇒国道181号

真真  庭庭  市市

（広域福祉避難所へ直接避難）

5500

（広域福祉避難所へ直接避難）

①国道9号⇒国道180号⇒国道181号
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道（江府IC）⇒国道181号 新新  庄庄  村村（（社社会会福福祉祉施施設設））

（（社社会会福福祉祉施施設設））

赤赤  江江 44,,115500

①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道53号⇒国道484号⇒県道27号岡山吉井線

②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（山陽IC）⇒県道
27号岡山吉井線 赤赤  磐磐  市市

（広域福祉避難所へ直接避難）

桜が丘いきいき
交流センター

赤磐市桜が丘東5丁目5番地
391

くまやまふれあい
センター

赤磐市松木621番地１

①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道179号⇒国道374号
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道（美作IC）⇒国道374号

吉井会館 赤磐市周匝136番地１

赤磐市役所 赤磐市下市344番地

赤磐市山陽
ふれあい公園

赤磐市正崎1368番地

赤坂健康管理
センター

鏡鏡  野野  町町 （広域福祉避難所へ直接避難）

110000 ①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道53号
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道（院庄IC）⇒国道53号 久久米米南南町町 （広域福祉避難所へ直接避難）

（（社社会会福福祉祉施施設設））

①国道9号⇒国道180号⇒国道181号

②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道（院庄IC）⇒国道181号
津津  山山  市市

十十  神神

66,,225500

8800 ①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道482号⇒国道313号
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道（北房IC）⇒国道313号

117700
①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道53号⇒国道484号⇒県道27号岡山吉井線
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（山陽IC）⇒県道
27号岡山吉井線

赤赤  磐磐  市市（（社社会会福福祉祉施施設設））

（（社社会会福福祉祉施施設設））

真真  庭庭  市市 （広域福祉避難所へ直接避難）

6600 ①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道429号⇒国道373号
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道（津山IC）⇒国道429号⇒国道373号 西西粟粟倉倉村村

安安  来来  市市
社社  日日

5500 （（社社会会福福祉祉施施設設）） ①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道179号
②山陰道（安来IC）⇒米子自動車道⇒中国自動車道（院庄IC）⇒国道179号

主主なな避避難難退退域域
時時検検査査候候補補地地

中中海海ふふれれああいい公公園園

県県  名名

岡岡  山山  県県

安来市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所
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名名  称称 住住  所所

主主なな避避難難退退域域
時時検検査査候候補補地地 県県  名名

安来市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所

安安  来来  市市 岡岡  山山  県県

みまさかアリーナ 美作市中山1200

美作市作東Ｂ＆Ｇ
海洋センター

美作市江見910-3

島島  田田 22,,556600
①国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒国道179号

②国道9号⇒国道180号⇒国道181号⇒米子自動車道（江府IC）⇒中国自動車道（美作IC）⇒国道374号
美美  作作  市市中中海海ふふれれああいい公公園園

①市道沢田頼線⇒県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道
180号⇒国道181号⇒国道179号

②市道沢田頼線⇒県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道
180号⇒国道181号⇒米子自動車道（江府IC）⇒中国自動車道（院庄IC）⇒国道179号

鏡鏡  野野  町町 鏡野町文化スポーツ
センター

鏡野町竹田158-1

和気町体育館 和気町福富312-1

学び館サエスタ 和気町父井原430-1

吉吉  田田 448800

①県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号
⇒国道53号

②県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号
⇒米子自動車道（江府IC）⇒中国自動車道（院庄IC）⇒国道53号

久久米米南南町町 久米南町民
運動公園

久米南町上弓削1500

飯飯  梨梨 11,,445500

①市道沢田頼線⇒県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道
180号⇒国道181号⇒国道53号

②市道沢田頼線⇒県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道
180号⇒国道181号⇒米子自動車道（江府IC）⇒中国自動車道（院庄IC）⇒国道53号

美美  咲咲  町町

安安来来市市伯伯太太庁庁舎舎周周辺辺

大大  塚塚 996600

①県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号
⇒国道179号

②県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号
⇒米子自動車道（江府IC）⇒中国自動車道（津山IC）⇒国道179号

勝勝  央央  町町

宇宇賀賀荘荘 11,,771100

①県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号⇒国道179号⇒国道374
号

②県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号⇒米子自動車道（江府IC）
⇒中国自動車道⇒岡山自動車道⇒山陽自動車道（和気IC）⇒国道374号

和和  気気  町町

勝央町立
勝央中学校

勝田郡勝央町平1000

美咲町中央
総合運動公園

美咲町原田2155

能能  義義 11,,444400
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名名  称称 住住  所所

主主なな避避難難退退域域
時時検検査査候候補補地地 県県  名名

安来市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所

安安  来来  市市 岡岡  山山  県県

菅菅  原原

布布  部部

西西  谷谷

奥奥田田原原

山山  佐佐

安安  田田 883300

①県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号
⇒国道179号⇒国道53号

②県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国道181号
⇒米子自動車道（江府IC）⇒中国自動車道（津山IC）⇒国道53号

安安来来市市伯伯太太庁庁舎舎周周辺辺 奈奈  義義  町町 奈義町
文化センター

奈義町豊沢327-1

合合  計計 3344,,334400 11 1144 2255

長船スポーツ公園 瀬戸内市長船町土師2195

下下山山佐佐

9900 （（社社会会福福祉祉施施設設））

宇宇  波波

1100 （（社社会会福福祉祉施施設設））
①県道45安来木次線⇒国道432号⇒国道314号⇒国道182号⇒国道2号⇒国道374号
②県道45安来木次線⇒国道432号⇒国道314号⇒中国自動車道（東城IC）⇒岡山自動車道⇒山陽自動
車道（和気IC）⇒国道374号

（広域福祉避難所へ直接避難）

22,,339900

和和  気気  町町

備備  前前  市市

備前市
総合運動公園 備前市久々井747

日生運動公園 備前市日生町寒河380-3

①県道45号安来木次線⇒国道432号⇒国道314号⇒国道182号⇒国道2号⇒国道250号

②県道45号安来木次線⇒国道432号⇒国道314号⇒中国自動車道（東城IC）⇒岡山自動車道⇒山陽自
動車道（和気IC）⇒国道374号⇒国道250号

（広域福祉避難所へ直接避難）

比比田田いいききいいきき交交流流館館周周辺辺

①県道45号安来木次線⇒国道432号⇒国道314号⇒国道182号⇒国道2号⇒国道250号

②県道45号安来木次線⇒国道432号⇒国道314号⇒中国自動車道（東城IC）⇒岡山自動車道⇒山陽自
動車道（和気IC）⇒国道374号⇒国道250号

広広  瀬瀬 33,,663300 ①県道45号安来木次線⇒国道432号⇒国道314号⇒国道182号⇒国道2号⇒県道83号飯井宿線

②県道45号安来木次線⇒国道432号⇒国道314号⇒中国自動車道（東城IC）⇒岡山自動車道⇒山陽自
動車道（山陽IC）⇒県道37号西大寺山陽線⇒県道83号飯井宿線

瀬瀬戸戸内内市市
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名名  称称 住住  所所

合合  計計 3311,,447700 11 55 2233

①松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒尾道自動車道⇒山陽自動車道（西条IC）⇒国道375号
②国道54号⇒国道375号
③県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道183号⇒国道375号

①県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道183号⇒国道375号
②国道54号⇒国道375号
③松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒尾道自動車道⇒山陽自動車道（西条IC）⇒国道375号

①松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒尾道自動車道⇒山陽自動車道（西条IC)⇒国道375号
②国道54号⇒国道375号
③県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道183号⇒国道375号

①松江自動車道（三刀屋木次IC)⇒中国自動車道（三次JCT/IC）⇒国道375号
②国道54号⇒国道375号
③県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道183号⇒国道375号

①県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道183号⇒国道375号
②国道54号⇒国道375号
③松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒中国自動車道（三次JCT/IC）⇒国道375号

雲南市広域避難先、避難ルート
避避　　難難　　地地　　域域

避避    難難    ルル    ーー    トト

避避　　難難　　先先　　市市　　町町　　村村

市市  名名 地地区区名名 人人  口口 備備  考考 県県  名名 市市町町村村名名
避避難難経経由由所所

雲雲  南南  市市 大大  東東 33,,665500 広広  島島  県県

東東広広島島市市

東広島運動公園 東広島市西条町田口67－1

114400

春春  殖殖 22,,115500
東広島市豊栄支所

東広島市豊栄町鍛冶屋963
番地2

豊栄中学校
東広島市豊栄町鍛冶屋341
番地1

幡幡  屋屋 11,,550000

東西条小学校
東広島市西条吉行東一丁目
2番1号

西条中央公園 東広島市西条栄町7番

西条小学校
東広島市西条中央二丁目15
番1号

三ツ城小学校
東広島市西条中央七丁目23
番55号

①松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒中国自動車道（三次JIC/IC）⇒国道375号
②国道54号⇒国道375号
③県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道183号⇒国道375号

東広島市福富町久芳1545番
地1

竹仁小学校
東広島市福富町下竹仁1300
番地

佐佐  世世 11,,662200
高美が丘中学校 東広島市高屋高美が丘一丁

目1番1号

県立広島高校
東広島市高屋町中島31番地
7

東広島市八本松町正力
10666番地1

海海  潮潮 11,,770000
中央中学校 東広島市西条町下見4281番

地1

松賀中学校 東広島市西条町御薗宇
10860番地

①県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道183号⇒国道375号
②国道54号⇒国道375号
③松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒中国自動車道（三次JCT/IC）⇒国道375号

①県道25号玉湯吾妻山線⇒国道432号⇒国道183号⇒国道375号
②国道54号⇒国道375号
③松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒尾道自動車道⇒山陽自動車道（西条IC）⇒国道375号

三次市四捨貫町神田谷

みよし運動公園 三次市東酒屋町10493

三次市営球場 三次市西酒屋町11262番地7

県立みよし公園

三原市久井支所
三原市久井町和草1906番地
1

旧久井小学校 三原市久井町下津1397番地

竹原市高崎町1414番地

三三刀刀屋屋 22,,557700 ①国道54号⇒国道183号⇒国道184号
②松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒尾道自動車道（世羅IC）⇒国道432号⇒国道184号

道道のの駅駅掛掛合合のの里里

道道のの駅駅掛掛合合のの里里

斐斐  伊伊 22,,114400 三原市大和支所
三原市大和町下徳良111番
地

世世  羅羅  町町  せら香遊ランド

日日  登登 11,,557700
市立大和中学校 三原市大和町大具2280番地

西西日日登登 11,,007700

①国道314号⇒国道432号⇒国道183号⇒国道184号⇒県道25号三原東城線

②松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒尾道自動車道（世羅IC）⇒国道432号⇒県道25号三原東城線
三三  原原  市市

世羅町京丸809-3

ささくくららおおろろちち湖湖周周辺辺

主主なな避避難難退退域域
時時検検査査候候補補地地

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地

旧旧久久野野小小学学校校

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地

一一  宮宮 11,,995500 ①国道54号⇒国道183号⇒国道184号⇒国道432号
②松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒尾道自動車道⇒山陽自動車道（河内IC）⇒国道432号 竹竹  原原  市市 総合公園バンブー・

ジョイ・ハイランド

木木  次次 33,,557700

加加  茂茂 66,,005500
①松江自動車道（三刀屋木次IC）⇒中国自動車道（三次JCT/IC）⇒国道183号

②国道54号
三三  次次  市市

久久  野野 556600 旧旧久久野野小小学学校校

阿阿  用用 11,,223300

道道のの駅駅たたたたららばば壱壱番番地地

磯松中学校

東広島市福富支所

塩塩  田田
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