
都道府
県名

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

愛知県 1 千種生涯学習センター 名古屋市 千種区振甫町3-34
愛知県 2 東生涯学習センター 名古屋市 東区葵一丁目3-21
愛知県 3 北生涯学習センター 名古屋市 北区黒川本通2-16-3
愛知県 4 愛知県スポーツ会館 名古屋市 北区名城一丁目3-35
愛知県 5 西生涯学習センター 名古屋市 西区浄心一丁目1-45
愛知県 6 山田地区会館 名古屋市 西区八筋町78
愛知県 7 平田学校体育センター 名古屋市 西区山木二丁目167
愛知県 8 中村生涯学習センター 名古屋市 中村区鳥居通3-1-3
愛知県 9 （旧）本陣小学校 名古屋市 中村区松原町1-24
愛知県 10 （旧）亀島小学校 名古屋市 中村区亀島一丁目5-29
愛知県 11 中生涯学習センター 名古屋市 中区橘一丁目7-11
愛知県 12 愛知県体育館 名古屋市 中区二の丸1-1
愛知県 13 昭和生涯学習センター 名古屋市 昭和区石仏町1-48
愛知県 14 瑞穂生涯学習センター 名古屋市 瑞穂区惣作町2-27-3
愛知県 15 熱田生涯学習センター 名古屋市 熱田区熱田西町2-13
愛知県 16 中川生涯学習センター 名古屋市 中川区富川町1-2-12
愛知県 17 中川学校体育センター 名古屋市 中川区下之一色町字松蔭1-45-1
愛知県 18 富田地区会館 名古屋市 中川区戸田四丁目2502
愛知県 19 港生涯学習センター 名古屋市 港区港陽一丁目10-18
愛知県 20 愛知県武道館 名古屋市 港区丸池町1-1-4
愛知県 21 南陽地区会館 名古屋市 港区春田野三丁目101
愛知県 22 南生涯学習センター 名古屋市 南区東又兵ヱ町5-1-10
愛知県 23 守山生涯学習センター 名古屋市 守山区守山三丁目2-6
愛知県 24 志段味地区会館 名古屋市 守山区下志段味字横堤1390-1
愛知県 25 緑生涯学習センター 名古屋市 緑区鳴海町字本町54
愛知県 26 徳重地区会館 名古屋市 緑区鳴海町字徳重18-41
愛知県 27 名東生涯学習センター 名古屋市 名東区社が丘三丁目802
愛知県 28 天白生涯学習センター 名古屋市 天白区天白町大字島田字黒石4050

愛知県 29 平和公園 名古屋市
千種区平和公園一丁目・二丁目・三丁目、
猫洞通１丁目
名東区平和が丘二丁目

愛知県 30 徳川園 名古屋市 東区徳川町1001番地

愛知県 31 矢田川橋緑地 名古屋市
北区矢田町１丁目、山田北町１丁目
東区矢田町2丁目、字寺畑
守山区新守山、鳥羽見一丁目、市場

愛知県 32 水分橋緑地 名古屋市 北区成願寺町、安井町、米が瀬町、楠町

愛知県 33 天神橋緑地 名古屋市

北区上飯田東町２丁目、５丁目、上飯田北
町４丁目、辻町６丁目、字古新田、山田北
町１丁目、２丁目
守山区瀬古一丁目、大字瀬古字高見、大
字守山字川田

愛知県 34 志賀公園 名古屋市 北区平手町２丁目
愛知県 35 楠公園 名古屋市 北区若鶴町

愛知県 36 中村公園 名古屋市
中村区東宿町１丁目、中村町字木下屋敷、
字高畑、字茶ノ木、字侍屋、字河原

愛知県 37 大正橋緑地 名古屋市
中村区稲葉地町字鶉野、岩塚町字鶉打
場、字南鶉打場、字横手穴、字横手堤付、
字山西

名古屋市避難施設一覧（２９．４．１現在）
施設
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愛知県 38 白川公園 名古屋市 中区栄二丁目

愛知県 39 吹上公園 名古屋市
千種区吹上二丁目
昭和区吹上二丁目

愛知県 40 興正寺公園 名古屋市 昭和区八事本町
愛知県 41 熱田神宮公園 名古屋市 熱田区旗屋1丁目10-45
愛知県 42 神宮東公園 名古屋市 熱田区六野二丁目、三本松町
愛知県 43 松葉公園 名古屋市 中川区太平通1丁目
愛知県 44 荒子公園 名古屋市 中川区荒子二丁目

愛知県 45 富田公園 名古屋市

中川区富田町大字服部字鵜ノ首、字君矢
田、大字春田字川原割、字北甚兵衛浦、字
新替、字大明神割、字鍋鶴、字大明神屋
敷、大字戸田字上川田、戸田明正一丁目

愛知県 46 港北公園 名古屋市 港区港明一丁目、港楽一丁目、港栄一丁
愛知県 47 稲永東公園 名古屋市 港区稲永三丁目
愛知県 48 呼続公園 名古屋市 南区呼続四丁目
愛知県 49 大江川緑地一帯 名古屋市 南区元塩町、宝生町、神松町、丹後通、他
愛知県 50 小幡緑地 名古屋市 守山区大字牛牧字中山1632-1

愛知県 51 千代田橋緑地 名古屋市
守山区八反、小六町、更屋敷
千種区千代田橋一丁目
東区砂田橋二丁目・三丁目・四丁目

愛知県 52 大森中央公園・小原橋緑地一帯 名古屋市

守山区元郷一丁目、小幡、大森、小幡千代
田、小幡宮ノ腰、小幡太田、苗代一丁目、
苗代二丁目、菱池町、太田井
名東区天神下
千種区竹越一丁目、香流橋一丁目、東千
種台

愛知県 53 大高緑地 名古屋市 緑区大高町高山1-1
愛知県 54 新海池公園 名古屋市 緑区鹿山一丁目、鳴海町字池上
愛知県 55 滝の水公園 名古屋市 緑区篠の風三丁目
愛知県 56 牧野ヶ池緑地 名古屋市 名東区猪高町高針字梅森坂52-175
愛知県 57 明徳公園 名古屋市 名東区猪高町大字猪子石、大字藤森
愛知県 58 猪高緑地 名古屋市 名東区猪高町大字上社、大字一社、大字

愛知県 59 天白川緑地 名古屋市

天白区天白町大字島田、大字八事、大字
植田、植田南一丁目
瑞穂区弥富町
南区呼続町

愛知県 60 荒池緑地 名古屋市 天白区天白町大字平針

愛知県 61 天白公園 名古屋市
天白区天白町大字島田、大字平針、土原
三丁目

愛知県 62 千種公園 名古屋市 千種区若水一丁目

愛知県 63 茶屋ヶ坂公園 名古屋市
千種区鍋屋上野町、揚羽町１丁目、希望ヶ
丘一丁目、希望ヶ丘二丁目

愛知県 64 大幸第二公園 名古屋市 東区砂田橋三丁目
愛知県 65 木ヶ崎公園 名古屋市 東区矢田三丁目
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愛知県 66 大我麻公園 名古屋市 北区大我麻町
愛知県 67 五町公園 名古屋市 西区五才美町
愛知県 68 押切公園 名古屋市 西区天神山町、浄心二丁目
愛知県 69 新福寺公園 名古屋市 西区新福寺町２丁目
愛知県 70 中小田井公園 名古屋市 西区中小田井二丁目
愛知県 71 枇杷島公園 名古屋市 西区枇杷島一丁目
愛知県 72 西原公園 名古屋市 西区西原町
愛知県 73 見寄公園 名古屋市 西区見寄町

愛知県 74 洗堰緑地 名古屋市
西区山田町大字大野木、大字上小田井
北区楠町大字味鋺、大字如意、大字喜惣
治新田、福徳町

愛知県 75 日比津公園 名古屋市 中村区日比津町１丁目
愛知県 76 押木田公園 名古屋市 中村区押木田町１丁目
愛知県 77 六反公園 名古屋市 中村区名駅南四丁目
愛知県 78 稲葉地公園 名古屋市 中村区稲葉地町１丁目、稲葉地本通１丁目
愛知県 79 万場大橋緑地 名古屋市 中川区富田町大字万場字流作、字才宮
愛知県 80 葉場公園 名古屋市 中区平和一丁目
愛知県 81 隼人池公園 名古屋市 昭和区隼人町
愛知県 82 弥富公園 名古屋市 瑞穂区弥富ヶ丘町３丁目
愛知県 83 大瀬子公園 名古屋市 熱田区大瀬子町、木之免町、田中町
愛知県 84 丸池公園 名古屋市 中川区中花町
愛知県 85 八家公園 名古屋市 中川区八家町２丁目
愛知県 86 中島中央公園 名古屋市 中川区中島新町２丁目
愛知県 87 野田公園 名古屋市 中川区土野町
愛知県 88 高畑公園 名古屋市 中川区高畑四丁目

愛知県 89 昭和橋公園 名古屋市
中川区十一番町３丁目、熱田新田東組字
西川縁

愛知県 90 荒越公園 名古屋市 中川区荒越町３丁目
愛知県 91 露橋公園 名古屋市 中川区露橋二丁目
愛知県 92 藤前公園 名古屋市 港区藤前三丁目
愛知県 93 秋葉公園 名古屋市 港区秋葉一丁目
愛知県 94 福田公園 名古屋市 港区八百島二丁目
愛知県 95 十一屋川緑地 名古屋市 港区十一屋一丁目、十一屋二丁目
愛知県 96 維信第一公園 名古屋市 港区多加良浦町４丁目
愛知県 97 港陽公園 名古屋市 港区港陽二丁目

愛知県 98 正徳公園 名古屋市
港区正徳町１丁目
中川区正徳町１丁目

愛知県 99 いろは公園 名古屋市 港区いろは町２丁目
愛知県 100 中之島川緑地 名古屋市 港区大手町６丁目、熱田前新田字中川西
愛知県 101 善南公園 名古屋市 港区善南町
愛知県 102 小碓中央公園 名古屋市 港区小碓四丁目
愛知県 103 宝神中央公園 名古屋市 港区宝神五丁目
愛知県 104 当知中央公園 名古屋市 港区当知一丁目
愛知県 105 日光川公園 名古屋市 港区藤前五丁目901番地
愛知県 106 新茶屋川公園 名古屋市 港区新茶屋三丁目、小川三丁目
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愛知県 107 南郊公園 名古屋市

港区七番町１丁目、九番町１丁目、南十番
町１丁目、南十一番町１丁目、丸池町1丁
目、須成町１丁目
熱田区三番町、五番町
中川区十一番町７丁目

愛知県 108 道徳公園 名古屋市 南区道徳新町５丁目
愛知県 109 千鳥公園 名古屋市 南区天白町４丁目
愛知県 110 水袋公園 名古屋市 南区神松町３丁目
愛知県 111 笠寺公園 名古屋市 南区見晴町、白雲町、弥生町、貝塚町
愛知県 112 白水公園 名古屋市 南区白水町、滝春町
愛知県 113 宝生公園 名古屋市 南区宝生町３丁目
愛知県 114 忠道公園 名古屋市 南区忠次一丁目
愛知県 115 川田公園 名古屋市 守山区川宮町
愛知県 116 山下公園 名古屋市 守山区村合町
愛知県 117 雨池公園・檀ノ浦公園 名古屋市 守山区御膳洞
愛知県 118 城土公園 名古屋市 守山区城土町
愛知県 119 松川橋緑地 名古屋市 守山区幸心三丁目、川宮町
愛知県 120 上朝日出公園 名古屋市 緑区旭出三丁目
愛知県 121 浦里公園 名古屋市 緑区浦里一丁目
愛知県 122 螺貝公園 名古屋市 緑区相川三丁目
愛知県 123 六田公園 名古屋市 緑区六田二丁目
愛知県 124 大高城跡公園 名古屋市 緑区大高町城山、大高町向山
愛知県 125 鷲津砦公園 名古屋市 緑区大高町字鷲津山
愛知県 126 滝ノ水中央公園 名古屋市 緑区滝ノ水四丁目
愛知県 127 滝ノ水緑地 名古屋市 緑区滝ノ水二丁目
愛知県 128 千句塚公園 名古屋市 緑区鳴海町三王山
愛知県 129 姥子山中央公園 名古屋市 緑区鎌倉台二丁目
愛知県 130 乗鞍公園 名古屋市 緑区乗鞍三丁目
愛知県 131 要池公園 名古屋市 緑区乗鞍二丁目
愛知県 132 通曲公園 名古屋市 緑区徳重二丁目
愛知県 133 平手北公園 名古屋市 緑区平手北一丁目
愛知県 134 諸の木北公園 名古屋市 緑区諸の木一丁目
愛知県 135 鳴子中央公園 名古屋市 緑区鳴子町２丁目
愛知県 136 みどりが丘公園 名古屋市 緑区鳴海町笹塚17番地
愛知県 137 明が丘公園 名古屋市 名東区明が丘
愛知県 138 廻間公園 名古屋市 名東区上菅二丁目
愛知県 139 本郷公園 名古屋市 名東区本郷一丁目
愛知県 140 神丘公園 名古屋市 名東区神丘町３丁目
愛知県 141 植園公園 名古屋市 名東区植園町３丁目
愛知県 142 西山中公園 名古屋市 名東区西山本通２丁目
愛知県 143 一社公園 名古屋市 名東区亀の井三丁目
愛知県 144 西一社中央公園 名古屋市 名東区一社二丁目
愛知県 145 貴船公園 名古屋市 名東区貴船二丁目
愛知県 146 大針中央公園 名古屋市 名東区大針二丁目
愛知県 147 上社公園 名古屋市 名東区上社五丁目
愛知県 148 天白渓下池公園 名古屋市 天白区天白町大字八事
愛知県 149 植田中央公園 名古屋市 天白区植田本町一丁目
愛知県 150 稲葉山公園 名古屋市 天白区植田一丁目
愛知県 151 島田緑地 名古屋市 天白区高島二丁目

4/5



都道府
県名

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

名古屋市避難施設一覧（２９．４．１現在）
施設

愛知県 152 戸笠公園 名古屋市
天白区久方三丁目
緑区鳴海町字螺貝

愛知県 153 島田公園 名古屋市 天白区池場一丁目
愛知県 154 細口池公園 名古屋市 天白区平針南一丁目
愛知県 155 相生山緑地 名古屋市 天白区天白町大字野並
愛知県 156 名古屋高等技術専門校 名古屋市 北区安井二丁目4-48
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