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消防消防消防消防・・・・防災防災防災防災    

避難地、避難所 問合せ先／本庁 総務課  各支所 地域総務課  

●園部地区 

１．避難地 

（１）広域避難地 

地区名 施設名称 

市街化区域全地区 園部公園一帯 

（２）一時避難地 

地区名 施設名称 

宮町、上本町、美園町、小桜町 南丹市役所駐車場 

本町、若松町、新町 園部新町公園 

小山東町、小山西町、 園部第二小学校グラウンド 

栄町、城南町 園部城南町防災公園 

横田、上木崎町、河原町 園部小学校グラウンド 

木崎町、内林町 園部木崎町公園 

※各地区の一時避難地については、各地区の代表地点からもっとも近傍の場所を示したものです。 

 状況に応じて広域避難地や周辺の空地も含め、安全かつもっとも近い場所に避難して下さい。 

 

２．避難所 

（１）収容避難所 

地区名 施設名称 

宮町、上本町、本町、若松町、新町、栄町、美園町、小桜町、城南町 園部小学校 

小山東町、小山西町 園部第二小学校 

横田、黒田、上木崎町、河原町、木崎町、内林町 園部中学校 

瓜生野、熊崎、新堂、千妻、曽我谷 

園部北部コミュニティーセンター、 

園部スポーツセンター 

船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方 川辺小学校 

竹井、仁江、船阪、大西、宍人、半田、口人、口司 摩気小学校 

殿谷、埴生、南八田、天引、法京、大河内、南大谷、若森 西本梅小学校 

（２）一時避難所 

地区名 施設名称 地区名 施設名称 

宮町区自治館 横田 横田区公民館 

宮町 

園部公民館 黒田 黒田区公民館 

上本町 園部公民館 上木崎町 上木崎町会議所 

本町区公民館 河原町区公民館 

本町 

園部公民館 

河原町 

園部公民館 

若松町区公民館 園部北部コミュニティーセンター 

若松町 

園部公民館 

木崎町 

園部木崎町児童老人会館 

新町 新町区公民館 内林町 内林町区公民館 

小山東町 小山東町公民館 瓜生野 瓜生野区公民館 

小山西町 小山西町教育集会所 熊崎 熊崎区公民館 

栄町 栄町区公民館 新堂 新堂区公民館 

美園町 美園町区公民館 千妻 千妻区公民館 

小桜町 小桜町区公民館 曽我谷 曽我谷公民館 

城南町 園部南部コミュニティーセンター 船岡 船岡文化センター 
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船岡 船岡西部公民館 半田 園部半田文化センター 

高屋 高屋区公民館 口人 口人区公民館 

大戸 大戸区公民館 口司 口司区会議所 

熊原 熊原区公民館 殿谷 殿谷区公民館 

佐切 佐切区公民館 埴生公民館 

越方 越方公民館 

埴生 

園部埴生文化センター 

竹井 竹井区公民館 南八田 南八田公民館 

仁江区公民館 天引 天引公民館 

仁江 

園部仁江文化センター 法京 法京区会議所 

船阪 船阪区公民館 大河内 大河内公民館 

大西 大西公民館 南大谷 南大谷区公民館 

宍人 宍人区公民館 若森 若森区公民館 

半田 半田区公民館   

（３）臨時避難所 

主な地区名 施設名称 

国際交流会館 

こむぎ山健康学園 

園部海洋センター 

園部幼稚園 

宮町、上本町、本町、若松町、新町、小山東町、小山西町、栄

町、美園町、小桜町、城南町、横田、黒田、上木崎町、河原町、 

城南保育所 

木崎町、内林町、瓜生野、熊崎、新堂、千妻、曽我谷 園部保育所 

船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方 子育て発達支援センター 

竹井、仁江、船阪、大西、宍人、半田、口人、口司 旧園部幼稚園摩気分園 

殿谷、埴生、南八田、天引、法京、大河内、南大谷、若森 農芸高等学校（体育館） 

 

●八木地区 

１．避難地 

（１）広域避難地 

地区名 施設名称 

指定なし ― 

（２）一時避難地 

地区名 施設名称 

本町一丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、

垣内、八木嶋、大薮、折戸、南広瀬 

八木中学校グラウンド 

本町六丁目、本郷東、本郷南、本郷北 八木小学校グラウンド 

大堰橋下流河川敷（右岸） 本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、

本町五丁目、本町六丁目、栄町一丁目、栄町三丁目 八木運動公園 

※各地区の一時避難地については、各地区の代表地点からもっとも近傍の場所を示したものです。 

 状況に応じて広域避難地や周辺の空地も含め、安全かつもっとも近い場所に避難して下さい。 

 

２．避難所 

（１）収容避難所 

地区名 施設名称 

本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、 

栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、垣内、柴山 

八木中学校 

本郷東、本郷西、本郷南、本郷北 八木小学校 

青戸、西田、井ノ尻、観音寺、屋賀、屋賀上、北屋賀、氷所、日置、刑部、北広瀬 富本小学校 

鳥羽、美里、室河原、木原、池ノ内、玉ノ井、八木嶋、大薮、折戸、南広瀬 吉富小学校 
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船枝、山室、室橋、諸畑、野条、池上 新庄小学校 

神吉上、神吉下、神吉和田 神吉小学校 

（２）一時避難所 

地区名 施設名称 地区名 施設名称 

八木公民館 屋賀 屋賀区公民館 

本町一丁目 

八木中学校 屋賀上 屋賀上区公民館 

八木公民館 北屋賀 八木東部文化センター 

本町二丁目 

八木中学校 氷所 氷所区会議所 

八木公民館 日置 日置公民館 

本町三丁目 

八木防災センター 刑部 刑部区会議所 

本町四丁目 八木防災センター 北広瀬 北広瀬区公民館 

本町五丁目 八木防災センター 鳥羽 鳥羽公民館 

本町六丁目 八木防災センター 美里 美里区公民館 

栄町一丁目 八木南地区自治振興会館 室河原 室河原区公民館 

八木公民館 木原 木原区公民館 

八木支団南分団詰所 池ノ内 天桂寺 栄町二丁目 

八木中学校 玉ノ井 玉ノ井区公民館 

栄町三丁目 八木公民館 八木嶋 八木嶋公民館 

本郷コミュニティセンター 大薮 久昌寺 

本郷東 

八木小学校 折戸 折戸区公民館 

本郷西 本郷西区集会所 南広瀬 南広瀬区公民館 

本郷コミュニティセンター 船枝 船枝区公民館 

本郷南 

八木小学校 山室ふれあいセンター 

本郷コミュニティセンター 

山室 

自彊倶楽部（山室４組集会所） 

本郷北 

八木小学校 室橋 八木北地区自治振興会館 

垣内 垣内コミュニティ会館 諸畑 諸畑公民館 

柴山 柴山集会所 野条 野条公民館 

青戸 青戸区公民館 池上 池上公民館 

西田 西田区公民館 神吉上 神吉上区公民館 

井ノ尻 井ノ尻区公民館 神吉下 神吉下区公民館 

観音寺 観音寺会議所 神吉和田 神吉和田区公民館 

（３）臨時避難所 

主な地区名 施設名称 

南地区（柴山除く） 南丹市役所八木支所 

柴山、八木嶋、大薮、折戸、南広瀬 丹波養護学校 

八木中央幼児学園 

八木老人福祉センター 西田、井ノ尻、刑部、北広瀬 

八木保健センター 

八木東幼児学園 

青戸、観音寺、屋賀、屋賀上、北屋賀 

八木東教育集会所 

氷所、日置 田園文化コミュニティセンター 

鳥羽、美里、室河原、木原、池ノ内、玉ノ井 八木西地区自治振興会館 

八木神吉地区自治振興会館 

神吉地区 

神吉教育集会所 

※北地区は該当する施設はありません。 
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●日吉地区 

１．避難地 

（１）広域避難地 

地区名 施設名称 

指定なし ― 

（２）一時避難地 

地区名 施設名称 

指定なし。自由避難 ― 

 

２．避難所 

（１）収容避難所 

地区名 施設名称 

西胡麻、東胡麻、上胡麻、広野、畑郷 胡麻郷小学校 

佐々江、四ツ谷 旧五ヶ荘小学校 

殿田、木住、生畑、中世木 殿田中学校 

田原、保野田、志和賀 殿田小学校 

（２）一時避難所 

地区名 施設名称 地区名 施設名称 

日吉胡麻基幹集落センター 海老谷会議所 

胡麻駅前会議所 

四ツ谷 

東谷会議所 

角本会議所 日吉興風交流センター 

中村会議所 中部老人センター 

日吉平会議所 和田区会議所 

西胡麻 

新町会議所 新シ会議所 

東胡麻 東胡麻区会議所 片野生活改善センター 

上胡麻 上胡麻区会議所 

田原 

東雲町会議所 

広野 広野区民館 上保野田区会議所 

畑郷 畑郷区会議所 

保野田 

下保野田農事集会所 

上佐々江会議所 志和賀 志和賀区会議所 

佐々江生活改善センター 殿田 日吉殿田活力倍増センター 佐々江 

下佐々江会議所 木住 木住集会所 

四ツ谷生活改善センター 生畑 生畑生活改善センター 

吉野辺会議所 中世木 中世木公民館 四ツ谷 

中組会議所 中・天若 日吉ダムビジターセンター 

（３）臨時避難所 

主な地区名 施設名称 

日吉ユースホール 

西胡麻、東胡麻、上胡麻、広野、畑郷 

胡麻保育所 

西胡麻、東胡麻、保野田 日吉町生涯学習センター 

日吉はーとぴあ体育館 

志和賀、保野田、田原、殿田、中世木 

日吉中央保育所 

興風保育所 

佐々江、四ツ谷、田原 

興風体育館 

生畑、木住、中世木 日吉山の家 
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●美山地区 

１．避難地 

（１）広域避難地 

地区名 施設名称 

指定なし ― 

（２）一時避難地 

地区名 施設名称 

指定なし。自由避難 ― 

 

２．避難所 

（１）収容避難所 

地区名 施設名称 

南、北、中、河内谷、下、知見、江和、田歌、芦生、白石、佐々里 知井小学校 

内久保、大内、荒倉、深見、長尾、野添、安掛、上平屋、下平屋、又林 平屋小学校 

原、板橋、宮脇、下吉田、島、長谷 宮島小学校 

上司、和泉、静原 美山中学校 

今宮、栃原、砂木、棚、川合、殿、舟津、松尾、神谷、名島、洞、田土、

上吉田、林、庄田、脇、熊壁、山森 

鶴ヶ岡小学校 

萓野、大野、川谷、岩江戸、肱谷、小渕、向山、樫原、音海 大野小学校 

（２）一時避難所 

地区名 施設名称 地区名 施設名称 

南公民館 又林 又林公民館 

南 

福正寺 原 原公民館 

普明寺 板橋 板橋集落センター 

北 

北集落センター 宮脇 宮脇公民館 

中 中公民館 下吉田 下吉田集落センター 

河内谷 河内谷公民館 正願寺 

心蓮寺 

島 

島公民館 

下 

下集落センター 長谷 長谷運動公園管理棟 

知見公民館 上司 上司公民館・本妙寺 

知見 

西畑集落センター 美山福泉館 

江和 江和集落センター 

和泉 

和泉公民館 

田歌集落センター 静原 静原公民館 

田歌 

洞雲寺 今宮 今宮公民館 

芦生公民館 栃原集議所 

芦生 

京都大学芦生研究林事務所 

栃原 

満林寺 

白石・佐々里 佐々里公民館 砂木 砂木集落センター 

内久保公民館 棚 棚公民館・最尊寺 

内久保・大内 

光端寺 川合公民館 

荒倉 荒倉集落センター 

川合 

字鶴公民館 

深見 深見公民館 殿 殿集会所 

長尾 長尾集落センター 舟津 舟津集会所・養徳寺 

野添 野添公民館 中風寺 

安掛 安掛集落センター 

松尾 

松尾集落センター 

上平屋 上平屋公民館 神谷 神谷集落センター 

西乗寺 豊郷公民館 

下平屋集落センター 

名島 

名島公民館 下平屋 

広瀬集落センター 洞 洞公民館 
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田土 田土公民館 善西寺 

盛郷公民館 

大野 

大野公民館 

上吉田公民館 川谷 川谷公民館 上吉田・林 

惣持院 大野自治会館 

庄田 庄田公民館 

岩江戸 

岩江戸公民館 

脇 脇区公民館 肱谷 肱谷公民館 

熊壁 福居公民館 小渕 小渕公民館 

山森 山森公民館 向山 向山公民館 

萓野 萓野公民館 樫原 樫原公民館 

大野 林昌寺 音海 音海公民館 

（３）臨時避難所 

主な地区名 施設名称 

美山知井会館 

知井保育所 南、北、中、河内谷、下、知見、江和、田歌、芦生、白石、佐々里 

美山町自然文化村 

下、知見 美山山村留学センター 

江和、田歌、芦生、白石、佐々里 観光農園江和ランド 

芦生 美山芦生山の家 

白石、佐々里 京都美山高校 

平屋保育所 

美山農業総合振興センター 

美山高齢者コミュニティセンター 

美山保健センター 

内久保、大内、荒倉、深見、長尾、野添、安掛、上平屋、下平屋、

又林 

北桑田高校美山分校 

美山文化ホール 

みやま保育所 

美山基幹集落センター 

宮島振興会館 

原、板橋、宮脇、下吉田、島、長谷、上司、和泉、静原 

宮島振興会事務所 

美山林業者等健康管理センター 今宮、栃原、砂木、棚、川合、殿、舟津、松尾、神谷、名島、洞、

田土、上吉田、林、庄田、脇、熊壁、山森 鶴ヶ岡保育所 

大野地域総合サービスセンター 

萓野、大野、川谷、岩江戸、肱谷、小渕、向山、樫原、音海 

大野保育所 

やまびこ堂 

向山、樫原 

大野ダムビジターセンター 

 

広域避難地･･･大地震などで発生する市街地の大火に対して、広域避難の最終目的地となる都市防災施設 

一時避難地･･･地震や火災が発生したときに、一時的に避難が出来る公園やグラウンドなどの野外施設 

収容避難所･･･大規模な災害が発生した場合に、南丹市が必要に応じて開設する屋内の避難施設 

一時避難所･･･局地的な災害が発生した場合の一時的避難または、自主避難をする屋内の避難施設 

臨時避難所･･･大規模な災害が発生した場合に、指定された収容避難所だけでは収容が困難な場合に開設する

屋内の避難施設 

 

 


