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整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

1 徳島市新町小学校 徳島市 東山手町2丁目25番地
2 徳島市内町小学校 徳島市 徳島町城内1番地の15
3 徳島市立体育館 徳島市 徳島町城内6番地
4 徳島市中央公民館 徳島市 徳島町城内2番地の1
5 徳島市社会福祉センター 徳島市 徳島町城内2番地の1
6 徳島市佐古小学校 徳島市 南佐古四番町1番32号
7 徳島市富田小学校 徳島市 中央通3丁目15番地
8 徳島市昭和小学校 徳島市 中昭和町5丁目60番地
9 徳島市富田中学校 徳島市 中昭和町3丁目77番地
10 徳島市福島小学校 徳島市 福島1丁目7番28号
11 徳島市城東小学校 徳島市 住吉3丁目2番5号
12 徳島市城東中学校 徳島市 安宅三丁目2番76号
13 徳島市助任小学校 徳島市 下助任町1丁目1番地
14 徳島市徳島中学校 徳島市 中前川町3丁目16番地
15 徳島市千松小学校 徳島市 南田宮４丁目5番5号
16 徳島市城西中学校 徳島市 南矢三町二丁目7番77号
17 徳島市加茂名小学校 徳島市 庄町5丁目19番地
18 徳島市加茂名南小学校 徳島市 鮎喰町2丁目11番地の88
19 徳島市加茂名中学校 徳島市 庄町1丁目76番地の1
20 徳島市立名東保育所 徳島市 名東町3丁目398番地の2
21 徳島市立加茂名中央会館 徳島市 庄町5丁目92番地
22 徳島市立島田会館 徳島市 北島田町3丁目66番地の1
23 徳島市立津田幼稚園 徳島市 津田西町二丁目5番34号
24 徳島市津田小学校 徳島市 津田西町二丁目5番27号
25 徳島市津田中学校 徳島市 津田西町二丁目2番14号
26 徳島市立新浜西保育所 徳島市 新浜町二丁目1番2号
27 徳島市沖洲小学校 徳島市 南沖洲二丁目2番4号
28 徳島市立高等学校 徳島市 北沖洲一丁目15番60号
29 徳島市八万小学校 徳島市 城南町四丁目1番52号
30 徳島市八万南小学校 徳島市 八万町橋本11番地
31 徳島市八万中学校 徳島市 城南町三丁目4番22号
32 徳島市生涯福祉センター 徳島市 沖浜東2丁目16番地
33 徳島市宮井小学校 徳島市 多家良町小路地45番地
34 徳島市宮井小学校八多分校 徳島市 八多町町田37番地の2
35 徳島市飯谷小学校 徳島市 飯谷町杉尾1番地の1
36 徳島市渋野小学校 徳島市 渋野町西池35番地の1
37 徳島市立八多保育所 徳島市 八多町南曽根13番地の1
38 徳島市立丈六保育所 徳島市 丈六町休場6番地の6
39 渋野公民館 徳島市 渋野町宮前138番地
40 飯谷公民館 徳島市 飯谷町上里38番地の1
41 徳島市論田小学校 徳島市 論田町本浦上9番地
42 徳島市大松小学校 徳島市 大松町上野神9番地
43 徳島市方上小学校 徳島市 北山町下地1番地の3
44 徳島市南部中学校 徳島市 勝占町外敷地62番地
45 徳島市立方上保育所 徳島市 北山町神脇46番地の1

46 方上公民館 徳島市
北山町下地1番地徳島市方上小学
校内

47 徳島市Ｂ＆Ｇ徳島海洋センター体育館 徳島市 論田町中開47番地の2
48 徳島市上八万小学校 徳島市 上八万町樋口52番地
49 徳島市一宮小学校 徳島市 一宮町東丁224番地
50 徳島市上八万中学校 徳島市 下町本丁131番地
51 徳島市立一宮会館 徳島市 一宮町西丁1021番地の3
52 徳島市立明善会館 徳島市 八万町寺山172番地の1
53 徳島市立一宮老人ルーム 徳島市 一宮町西丁731番地の2
54 徳島市不動小学校 徳島市 不動本町二丁目133番地
55 徳島市不動中学校 徳島市 不動本町2丁目124番地
56 徳島市不動公民館喜来分館 徳島市 不動西町3丁目770番地の1
57 徳島市立不動文化会館 徳島市 不動東町4丁目1519番地の1
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58 徳島市入田中学校 徳島市 入田町春日181番地の1
59 徳島市川内北小学校 徳島市 川内町大松133番地
60 徳島市川内南小学校 徳島市 川内町宮島本浦5番地の2
61 徳島市川内中学校 徳島市 川内町竹須賀151番地
62 徳島市川内町民会館 徳島市 川内町沖島260番地
63 徳島市立スポーツセンター 徳島市 川内町沖島571番地の2
64 徳島市応神小学校 徳島市 応神町吉成字西吉成91番地の1
65 徳島市応神中学校 徳島市 応神町吉成字長田成130番地の1
66 徳島市立応神公栄会館 徳島市 応神町吉成字七丁原212番地の1
67 徳島市国府小学校 徳島市 国府町中61番地の1
68 徳島市国府中学校 徳島市 国府町府中68番地の1
69 徳島市立西矢野会館 徳島市 国府町延命字地蔵木418番地の1
70 徳島市南井上小学校 徳島市 国府町日開1007番地の2
71 徳島市農村環境改善センター 徳島市 国府町井戸字高池窪48番地

72 徳島市北井上小学校 徳島市 国府町西黒田字南傍示205番地の2

73 徳島市北井上中学校 徳島市 国府町西黒田字南傍示202番地
74 徳島市立むつみ会館 徳島市 国府町芝原字神楽免96番地
75 徳島県立城東高等学校 徳島市 中徳島町1丁目5番地
76 徳島県立徳島商業高等学校 徳島市 城東町1丁目4番1号
77 徳島県立城北高等学校 徳島市 北田宮4丁目13番6号
78 徳島県立徳島科学技術高等学校 徳島市 北矢三町2丁目1番1号
79 徳島県立城ノ内高等学校 徳島市 北田宮1丁目9番30号
80 徳島県立徳島中央高等学校 徳島市 北矢三町1丁目3番8号
81 徳島県立城西高等学校 徳島市 鮎喰町2丁目1-1
82 徳島県立城南高等学校 徳島市 城南町2丁目2番88号

83
徳島県立視覚支援学校・徳島県立聴覚支援学
校

徳島市 南二軒屋町2丁目4番55号

84 徳島県立国府支援学校 徳島市 国府町矢野字松木348番地
85 徳島県立総合福祉センター 徳島市 中昭和町1丁目2番地
86 あわぎんホール 徳島市 藍場町2丁目14番地
87 徳島県立障害者交流プラザ 徳島市 南矢三町二丁目1番地の59
88 徳島県立総合看護学校 徳島市 鮎喰町2丁目41番地の6
89 県立産業観光交流センター（アスティとくしま） 徳島市 山城町東浜傍示1番地の4
90 徳島県立徳島北高等学校 徳島市 応神町吉成字中ノ瀬４０番６
91 鳴門市老人福祉センター 鳴門市 撫養町南浜字東浜３０－９
92 鳴門市勤労青少年ホーム 鳴門市 撫養町南浜字東浜２７－３
93 鳴門市市民会館 鳴門市 撫養町南浜字東浜１７０
94 鳴門市第一中学校　屋内運動場 鳴門市 撫養町南浜字浜田３７－１
95 鳴門市斎田公民館 鳴門市 撫養町斎田字岩崎１４５
96 鳴門市撫養小学校　屋内運動場 鳴門市 撫養町斎田字岩崎７２
97 鳴門市撫養幼稚園 鳴門市 撫養町斎田字岩崎１３５－３
98 鳴門市黒崎小学校　屋内運動場 鳴門市 撫養町黒崎字宮津８８－１
99 鳴門市黒崎幼稚園 鳴門市 撫養町黒崎字清水８６－２
100 鳴門市剣道場 鳴門市 撫養町大桑島字濘岩浜３５－８
101 鳴門市桑島小学校　屋内運動場 鳴門市 撫養町大桑島字与三佐谷６
102 鳴門勤労者体育センター 鳴門市 撫養町大桑島字濘岩浜３５－８
103 鳴門市立図書館 鳴門市 撫養町大桑島字蛭子山４９
104 鳴門市桑島老人憩いの家 鳴門市 撫養町大桑島字中之組３０
105 鳴門市第二中学校　屋内運動場 鳴門市 撫養町立岩字内田１５０
106 鳴門市林崎小学校　屋内運動場 鳴門市 撫養町立岩字内田７３－１
107 鳴門市川東公民館 鳴門市 撫養町立岩字内田６３－２
108 鳴門市北浜老人憩いの家 鳴門市 撫養町北浜字宮の東４－２
109 鳴門市里浦公民館 鳴門市 里浦町里浦字花面５３５－２
110 鳴門市里浦小学校　屋内運動場 鳴門市 里浦町里浦字西浜４０１
111 鳴門市鳴門西小学校　屋内運動場 鳴門市 鳴門町高島字北２１７
112 鳴門市鳴門公民館 鳴門市 鳴門町高島字北８６
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113 鳴門市鳴門中学校　屋内運動場 鳴門市 鳴門町三ツ石字芙蓉山下２５１
114 鳴門市明神小学校　屋内運動場 鳴門市 瀬戸町明神字越浦７０
115 鳴門市瀬戸中学校　屋内運動場 鳴門市 瀬戸町堂浦字地廻り壱９６－４
116 鳴門市瀬戸公民館 鳴門市 瀬戸町堂浦字地廻り壱８６
117 鳴門市瀬戸小学校　屋内運動場 鳴門市 瀬戸町堂浦字地廻り参２２０－１
118 鳴門市北泊公民館 鳴門市 瀬戸町北泊字北泊１０３地先
119 鳴門市島田小学校　屋内運動場 鳴門市 瀬戸町中島田字北田３６
120 鳴門市大津中央公民館 鳴門市 大津町大代６７９－１
121 鳴門市大津西小学校　屋内運動場 鳴門市 大津町大代１２１０
122 鳴門市第一小学校　屋内運動場 鳴門市 大津町木津野字内田１１
123 徳島県立鳴門渦潮高等学校（大津キャンパス） 鳴門市 大津町吉永５９５
124 鳴門市北灘東小学校　屋内運動場 鳴門市 北灘町粟田字西傍示２２８－１
125 旧鳴門市北灘中学校　屋内運動場 鳴門市 北灘町大浦字東浦７５
126 鳴門市北灘公民館 鳴門市 北灘町宿毛谷字クロハエ６６
127 鳴門市北灘西小学校　屋内運動場 鳴門市 北灘町折野字屋敷６４－３
128 鳴門市堀江北小学校　屋内運動場 鳴門市 大麻町大谷字中筋４１
129 鳴門市堀江公民館 鳴門市 大麻町大谷字道の上２４
130 鳴門市大麻中学校　屋内運動場 鳴門市 大麻町池谷字長田１０５
131 鳴門市堀江南小学校　屋内運動場 鳴門市 大麻町西馬詰字橋ノ本７
132 人権福祉センター 鳴門市 大麻町三俣字前野１８
133 鳴門市青少年会館 鳴門市 大麻町三俣字前野２２－１
134 板東南ふれあいセンター 鳴門市 大麻町川崎３９４
135 川崎会館 鳴門市 大麻町川崎４６６
136 鳴門市板東連絡所 鳴門市 大麻町板東字宝蔵６５
137 鳴門市板東小学校　屋内運動場 鳴門市 大麻町板東字宝蔵６０
138 鳴門市板東公民館 鳴門市 大麻町板東字宝蔵１０３－１
139 徳島県立鳴門高等学校 鳴門市 撫養町斎田字岩崎135番地の1
140 徳島県立鳴門渦潮高等学校（撫養キャンパス） 鳴門市 撫養町南浜字馬目木58
141 南小松島小学校 小松島市 小松島町字高須３６番地
142 小松島小学校 小松島市 神田瀬町２番６３号
143 芝田小学校 小松島市 田野町字中須４５番地
144 小松島中学校 小松島市 日開野町字弥三次３番地の１
145 児安小学校 小松島市 田浦町字近里２７番地
146 北小松島小学校 小松島市 中田町字浜田３３番地
147 千代小学校 小松島市 中田町字奥林２９番地
148 立江小学校 小松島市 立江町字松本３４番地の３
149 櫛渕小学校 小松島市 櫛渕町字北佃４５番地
150 新開小学校 小松島市 大林町字中津３７番地
151 坂野小学校 小松島市 坂野町字根上り６番地の１
152 和田島小学校 小松島市 和田島町字山のはな８番地
153 小松島市総合グラウンド 小松島市 中田町字脇谷２８番地
154 和田島緑地 小松島市 和田島町字松田新田１６５番地の２
155 小松島市立体育館、小松島市立武道館 小松島市 立江町字赤石７４番地の２
156 保健センター・ミリカホール 小松島市 小松島町字新港９番地の１０
157 ふれあいセンター立江 小松島市 立江町字黒岩７８番地の１
158 小松島市総合福祉センター 小松島市 横須町１１番７号
159 徳島県立小松島高校 小松島市 日開野町字高須47の1
160 徳島県立小松島西高校 小松島市 中田町原ノ下28番地1
161 徳島県立ひのみね支援学校 小松島市 中田町新開４－１
162 徳島県立みなと高等学園 小松島市 中田町新開２８－１
163 阿南市立阿南第一中学校　屋内運動場 阿南市 長生町西方589-1
164 阿南市立加茂谷中学校　屋内運動場 阿南市 加茂町南け1
165 阿南市立阿南第二中学校　屋内運動場 阿南市 内原町竹の内143-1
166 阿南市立阿南中学校　屋内運動場 阿南市 見能林町南勘高1
167 阿南市立新野中学校　屋内運動場 阿南市 新野町馬見21
168 阿南市立福井中学校　屋内運動場 阿南市 福井町大西141
169 阿南市立椿町中学校　屋内運動場 阿南市 椿町宮ヶ谷23
170 阿南市立伊島中学校　屋内運動場 阿南市 伊島町瀬戸3
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171 阿南市立那賀川中学校　屋内運動場 阿南市 那賀川町苅屋370-1
172 阿南市立羽ノ浦中学校　屋内運動場 阿南市 羽ノ浦町宮倉沢田154
173 阿南市スポーツ総合センター 阿南市 七見町下川田100-1
174 阿南市那賀川スポーツセンター 阿南市 那賀川町苅屋354-1
175 阿南市羽ノ浦総合国民体育館 阿南市 羽ノ浦町宮倉沢田100
176 徳島県立富岡東高等学校 阿南市 領家町走寄１０２番２
177 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校 阿南市 羽ノ浦町中庄市５０番地１
178 徳島県立富岡西高等学校 阿南市 富岡町小山１８－３
179 徳島県立阿南工業高等学校 阿南市 宝田町今市中新開１０の６
180 徳島県立新野高等学校 阿南市 新野町室ノ久保１２番地
181 徳島県立阿南支援学校 阿南市 上大野町大山田５２
182 吉野川市立上浦小学校 吉野川市 鴨島町上浦９３１番地
183 吉野川市立上浦小学校体育館 吉野川市 鴨島町上浦９３１番地
184 吉野川市立牛島小学校 吉野川市 鴨島町牛島８６５番地１
185 吉野川市立牛島小学校体育館 吉野川市 鴨島町牛島８６５番地１
186 吉野川市立鴨島東中学校 吉野川市 鴨島町麻植塚２１５番地３
187 吉野川市立鴨島東中学校体育館 吉野川市 鴨島町麻植塚２１５番地３
188 吉野川市立森山小学校 吉野川市 鴨島町山路１０８６番地
189 吉野川市立森山小学校体育館 吉野川市 鴨島町山路１０８６番地
190 吉野川市立鴨島小学校 吉野川市 鴨島町鴨島５６４番地
191 吉野川市立鴨島小学校体育館 吉野川市 鴨島町鴨島５６４番地
192 吉野川市立鴨島第一中学校 吉野川市 鴨島町鴨島６３３番地２
193 吉野川市立鴨島第一中学校体育館 吉野川市 鴨島町鴨島６３３番地２
194 吉野川市立飯尾敷地小学校 吉野川市 鴨島町飯尾７番地
195 吉野川市立飯尾敷地小学校体育館 吉野川市 鴨島町飯尾７番地
196 吉野川市立西麻植小学校 吉野川市 鴨島町西麻植絵馬堂８５番地２
197 吉野川市立西麻植小学校体育館 吉野川市 鴨島町西麻植絵馬堂８５番地２
198 吉野川市立知恵島小学校 吉野川市 鴨島町知恵島７８１番地
199 吉野川市立知恵島小学校体育館 吉野川市 鴨島町知恵島７８１番地
200 吉野川市立鴨島体育館 吉野川市 鴨島町鴨島甲１番地
201 吉野川市立上浦公民館 吉野川市 鴨島町上浦４５０番地６
202 吉野川市立鴨島公民館 吉野川市 鴨島町鴨島甲１番地
203 吉野川市立鴨島老人福祉センター 吉野川市 鴨島町鴨島甲１番地
204 吉野川市立牛島公民館 吉野川市 鴨島町牛島６７５番地１４
205 吉野川市立文化研修センター 吉野川市 鴨島町鴨島６９６番地１４
206 吉野川市役所 吉野川市 鴨島町鴨島１１５番地１
207 吉野川市立神島会館 吉野川市 鴨島町喜来乙２１番地１
208 吉野川市立森山公民館 吉野川市 鴨島町山路１０８２番地１
209 吉野川市立西麻植会館 吉野川市 鴨島町西麻植字中筋４６番地１
210 吉野川市立西麻植公民館 吉野川市 鴨島町西麻植字田渕１２９番地１
211 吉野川市立川島公民館 吉野川市 川島町桒村８６０番地
212 吉野川市立川島こども園 吉野川市 川島町桒村２４２１番地１
213 吉野川市立川島体育館 吉野川市 川島町桒村２４２４番地１
214 吉野川市立こだま会館 吉野川市 川島町桒村１８７８番地３
215 吉野川市立川島小学校 吉野川市 川島町桒村２１９３番地
216 吉野川市立川島小学校体育館 吉野川市 川島町桒村２１９３番地
217 吉野川市立学島小学校 吉野川市 川島町学字辻７６番地
218 吉野川市立学島小学校体育館 吉野川市 川島町学字辻７６番地
219 吉野川市立山瀬小学校 吉野川市 山川町諏訪２６６番地１
220 吉野川市立山瀬小学校体育館 吉野川市 山川町諏訪２６６番地１
221 吉野川市立山川中学校 吉野川市 山川町前川２６１番地
222 吉野川市立山川中学校体育館 吉野川市 山川町前川２６１番地
223 吉野川市立山川体育館 吉野川市 山川町大塚１５２番地
224 吉野川市立八坂会館 吉野川市 山川町安楽寺１８２番地
225 吉野川市アメニティセンター 吉野川市 山川町翁喜台９５番地１
226 吉野川市立川田小学校 吉野川市 山川町住吉１８９番地
227 吉野川市立川田小学校体育館 吉野川市 山川町住吉１８９番地
228 吉野川市立川田西小学校 吉野川市 山川町川田４２９番地６
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229 吉野川市立川田西小学校体育館 吉野川市 山川町川田４２９番地６
230 吉野川市立川田中小学校 吉野川市 山川町町５３番地
231 吉野川市立川田中小学校体育館 吉野川市 山川町町５３番地
232 吉野川市立種野小学校 吉野川市 美郷字川俣４７番地
233 吉野川市立美郷中学校 吉野川市 美郷字川俣５１番地
234 吉野川市立美郷中学校体育館 吉野川市 美郷字川俣５１番地
235 吉野川市立中枝小学校 吉野川市 美郷字平７１番地２
236 吉野川市立中枝小学校体育館 吉野川市 美郷字平７１番地２
237 吉野川市ふるさとセンター 吉野川市 美郷字中筋１９４番地１
238 吉野川市立東山小学校 吉野川市 美郷字古土地１５５番地２
239 吉野川市立東山小学校体育館 吉野川市 美郷字古土地１５５番地２
240 徳島県立川島高等学校 吉野川市 川島町桑村３６７－３
241 吉野川市岡野コミュニティセンター 吉野川市 鴨島町山路字宮ノ南１６５６番地１
242 吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター 吉野川市 飯尾５５０番地７４
243 野菊の里 吉野川市 鴨島町敷地１４６３番地１
244 吉野川市知恵島公民館 吉野川市 鴨島町知恵島７８１番地
245 吉野川市牛島体育館 吉野川市 鴨島町牛島番外３番地１
246 吉野川市川島公民館　山田西分館 吉野川市 川島町山田字芝生４５番地１
247 吉野川市城山老人福祉センター 吉野川市 川島町川島１４６番地
248 吉野川市立川島中学校 吉野川市 川島町桑村２５５８番地
249 吉野川市交流センター 吉野川市 川島町桑村２８２７番地７０
250 吉野川市東児島老人憩の家 吉野川市 川島町児島字長池９８番地１
251 吉野川市川島公民館　学西分館 吉野川市 川島町学字西出目２２６番地１
252 吉野川市川島老人福祉センター 吉野川市 川島町学字吉本３４番地２
253 西久保地区コミュニティセンター 吉野川市 山川町西久保１６番地２０
254 元木会館 吉野川市 山川町宮島９０番地１
255 吉野川市忌部農業構造改善センター 吉野川市 山川町忌部９７番地３
256 瀬詰老人会館 吉野川市 山川町八幡２８９番地
257 吉野川市地域総合センター 吉野川市 山川町翁喜台１１７番地
258 吉野川市舟戸農業構造改善センター 吉野川市 山川町槻原５５番地５
259 吉野川市中部農業構造改善センター 吉野川市 山川町町１０３番地
260 三ヶ名ふれあいセンター 吉野川市 山川町村雲２０１番地５
261 吉野川市榎谷集会所 吉野川市 山川町榎谷２１９番地
262 中村集落センター 吉野川市 美郷字東條１５番地２
263 吉野川市美郷老人福祉センター 吉野川市 美郷字毛無９２番地６
264 吉野川市三山老人憩の家 吉野川市 美郷字川俣８番地１
265 種野集落センター 吉野川市 美郷字刷石１２４番地１
266 桁山集落センター 吉野川市 美郷字中筋２６６番地4
267 吉野川市中枝老人憩の家 吉野川市 美郷字平２５０番地５
268 東部集落センター 吉野川市 美郷字重野尾１７０番地１
269 西部田平集落センター 吉野川市 美郷字宮倉５５番地１
270 城戸下浦髙開集落センター 吉野川市 美郷字下浦２８４番地１
271 中古井広域集落センター 吉野川市 美郷字古井５１１番地５
272 吉野川市東山老人憩の家 吉野川市 美郷字栗木１２８番地３
273 上谷集落センター 吉野川市 美郷字上谷６８番地
274 阿波市立一条小学校 阿波市 吉野町西条字岡ノ川原135
275 阿波市立吉野中学校 阿波市 吉野町西条字大西4-1
276 阿波市立柿原小学校 阿波市 吉野町柿原字ヒロナカ256
277 阿波市立御所小学校 阿波市 土成町宮川内字広坪89
278 阿波市立土成中学校 阿波市 土成町吉田字一本松の二42
279 阿波市立土成小学校 阿波市 土成町成当1203
280 阿波市立八幡小学校 阿波市 市場町大野島字稲荷138-1
281 阿波市立市場小学校 阿波市 市場町市場字上野段670
282 阿波市立市場中学校 阿波市 市場町市場字上野段6-3
283 阿波市立大俣小学校 阿波市 市場町上喜来字西原200
284 市場日開谷体育館(旧校庭含む) 阿波市 市場町日開谷字野田原25
285 阿波市立大影小学校 阿波市 市場町大影字境目39-1
286 阿波市立林小学校 阿波市 阿波町東整理155
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287 阿波市立伊沢小学校 阿波市 阿波町南柴生172
288 阿波市立阿波中学校 阿波市 阿波町東原230
289 阿波市立久勝小学校 阿波市 阿波町森沢28
290 徳島県立阿波高等学校 阿波市 吉野町柿原字ﾋﾛﾅｶ180番地
291 徳島県立吉野川高等学校 阿波市 土成町成当515番地の1
292 徳島県立阿波西高等学校 阿波市 阿波町下喜来南228番地の1
293 美馬市立美馬中学校 美馬市 美馬町字谷ヨリ西６８
294 美馬市美馬福祉センター 美馬市 美馬町字東原７５
295 美馬市立岩倉中学校 美馬市 脇町別所３４０６
296 美馬市立脇町中学校 美馬市 脇町大字猪尻字西ノ久保７８
297 美馬市立江原中学校 美馬市 脇町字曽江名３５９－４１
298 美馬市多目的体育館 美馬市 脇町鴨地１９６
299 美馬市立三島中学校 美馬市 穴吹町三島字三谷３５６
300 美馬市立穴吹中学校 美馬市 穴吹町穴吹字井口２３
301 穴吹スポーツセンター 美馬市 穴吹町穴吹字藪ノ下５
302 美馬市立木屋平中学校体育館 美馬市 木屋平字川井２２４
303 美馬市立江原南小学校 美馬市 脇町字拝原８２９
304 美馬市立江原北小学校 美馬市 脇町字西赤谷３７４４－２
305 美馬市立清水小学校 美馬市 脇町字西俣名１０６９
306 美馬市立脇町小学校 美馬市 脇町大字猪尻字西ノ久保１１６
307 美馬市立岩倉小学校 美馬市 脇町岩倉２８７９
308 美馬市立郡里小学校 美馬市 美馬町字助松１５８
309 美馬市立喜来小学校 美馬市 美馬町字天神６３－１
310 美馬市立芝坂小学校 美馬市 美馬町字南原２６
311 美馬市立重清東小学校 美馬市 美馬町字大泉５１－１
312 美馬市立重清西小学校 美馬市 美馬町字八幡１１５
313 美馬市立三島小学校 美馬市 穴吹町三島字三谷３７４
314 美馬市立穴吹小学校 美馬市 穴吹町穴吹字柏４０
315 宮内交流の里 美馬市 穴吹町口山字宮内５２
316 美馬市立木屋平小学校 美馬市 木屋平字谷口２３５
317 徳島県立穴吹高等学校 美馬市 穴吹町穴吹字岡３３
318 徳島県立脇町高等学校 美馬市 脇町大字脇町１２７０－２
319 徳島県立池田支援学校美馬分校 美馬市 美馬町字大宮西１００－４
320 三好市立王地小学校　体育館 三好市 三野町加茂野宮1393番地
321 三好市立芝生小学校　体育館 三好市 三野町芝生1230番地
322 三好市立芝生小学校太刀野分校 三好市 三野町太刀野970番地
323 三好市立三野中学校　体育館 三好市 三野町芝生1232番地
324 三好市三野公民館 三好市 三野町芝生1028番地3
325 三好市三野老人福祉センター 三好市 三野町芝生1036番地
326 三好市三野体育館 三好市 三野町芝生1293番地30
327 三好市三野活性化センター紅葉の郷 三好市 三野町加茂野宮1803番地7
328 三好市東部公会堂 三好市 三野町芝生1293番地36
329 三好市立西井川小学校　体育館 三好市 井川町西井川734番地3
330 三好市立辻小学校　体育館 三好市 井川町辻53番地1
331 三好市井川母子保健センター 三好市 井川町井関38番地3
332 三好市農産物加工開発センター 三好市 井川町井内西5007番地2
333 三好市立井内小学校　体育館 三好市 井川町井内西4896番地１
334 三好市高齢者コミュニティセンター野住の家 三好市 井川町井内西2453番地
335 三好市井川老人福祉センター 三好市 井川町辻100番地2
336 三好市ふるさと交流センター 三好市 井川町岡野前64番地
337 三好市立佐野小学校校舎・体育館 三好市 池田町佐野金氏942番地
338 三好市立馬路小学校　体育館 三好市 池田町馬路立石33番地1
339 旧池田第一中学校　体育館 三好市 池田町白地本名888番地
340 三好市立白地小学校　体育館 三好市 池田町白地本名57番地
341 旧大和小学校　体育館 三好市 山城町大和川214番地1
342 三好市立箸蔵小学校　体育館 三好市 池田町州津井関1208番地
343 西山地域多目的施設 三好市 池田町西山岡屋敷3563番地１
344 三好市立三縄小学校　体育館 三好市 池田町中西イバ508番地1
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345 緑の村管理センター 三好市 池田町松尾松本524番地2
346 三好市立川崎小学校　体育館 三好市 池田町川崎浪会31番地
347 三好市立池田中学校　体育館 三好市 池田町ウエノ2861番地1
348 三好市立池田小学校　体育館 三好市 池田町ウエノ2379番地4
349 三好市立池田幼稚園　園舎 三好市 池田町ウエノ2869番地2
350 三好市中央公民館 三好市 池田町マチ2476番地
351 三好市池田農村婦人の家 三好市 池田町マチ2551番地1
352 三好市池田総合体育館 三好市 池田町マチ2551番地１
353 三好市山城総合支所 三好市 山城町大川持518番地9
354 三好市立政友小学校　体育館 三好市 山城町政友46番地
355 三好市立大野小学校　体育館 三好市 山城町大野519番地
356 平野地域多目的施設 三好市 山城町平野56番地1
357 河内分館 三好市 山城町光兼490番地
358 西宇地域多目的施設 三好市 山城町西宇1226番地3
359 三好市立上名小学校　体育館 三好市 山城町上名236番地3
360 三好市立下名小学校　体育館 三好市 山城町下名1001番地1
361 三好市立吾橋小学校　体育館 三好市 西祖谷山村下吾橋303番地2
362 三好市立西祖谷中学校　体育館 三好市 西祖谷山村東西岡10番地
363 三好市立櫟生小学校　体育館 三好市 西祖谷山村一宇262番地1
364 三好市西祖谷総合支所 三好市 西祖谷山村一宇343番地2
365 善徳地域多目的施設 三好市 西祖谷山村善徳362番地
366 栃之瀬地域多目的施設 三好市 東祖谷新居屋73番地
367 落合地域多目的施設 三好市 東祖谷落合403番地
368 菅生地域多目的施設 三好市 東祖谷菅生162番地1
369 三好市立東祖谷中学校　体育館 三好市 東祖谷下瀬12番地1
370 祖谷の歴史館ホール 三好市 東祖谷京上14番地3
371 徳島県立辻高等学校体育館 三好市 井川町御領田61番地1
372 徳島県立三好高校　体育館 三好市 池田町州津大深田720番地
373 徳島県立池田高校　体育館 三好市 池田町ｳｴﾉ2834番地
374 勝浦町立生比奈小学校 勝浦町 大字中角字豊田１
375 勝浦町立生比奈小学校体育館 勝浦町 大字中角字豊田１
376 勝浦町立横瀬小学校 勝浦町 大字三溪字上川原22
377 勝浦町立横瀬小学校体育館 勝浦町 大字三溪字上川原22
378 勝浦町立勝浦中学校 勝浦町 大字久国字久保田４５－１
379 勝浦町立勝浦中学校体育館 勝浦町 大字久国字久保田４５－１
380 勝浦町住民福祉センター 勝浦町 大字久国字久保田３
381 勝浦町民体育館 勝浦町 大字三溪字古川１－１
382 坂本体育館 勝浦町 大字坂本字宮平１－５
383 勝浦会館 勝浦町 大字沼江字猿滝５８
384 勝浦町教育集会所 勝浦町 大字沼江字猿滝５８
385 農村婦人の家 勝浦町 大字中角字豊田８－１
386 徳島県立小松島西高等学校勝浦校 勝浦町 勝浦町大字久国字屋原１番地
387 上勝町立高鉾公民館 上勝町 大字正木字中津６６番地
388 上勝町立傍示定住センター 上勝町 大字傍示字下地６５番地１
389 上勝町立福原ふれあいセンター 上勝町 大字福原字平間４５番地２
390 上勝町立上勝町コミュニティセンター 上勝町 大字福原字下横峯３番地１
391 上勝町立上勝町基幹集落センター 上勝町 大字旭字蔭６６番地
392 上勝町立上勝小学校体育館 上勝町 大字正木字平間１７９番地
393 上勝町立上勝中学校 上勝町 大字生実字東戸越７３番地
394 上勝町立上勝中学校体育館 上勝町 大字生実字東戸越１７７番地２
395 上勝町立旭へき地集会室 上勝町 大字旭字中村５３番地
396 上勝町立上勝町老人福祉センター 上勝町 大字正木字平間１１０番地１
397 上勝町在宅介護支援センター 上勝町 大字正木字西浦１１１番地７
398 養護老人ホーム 健祥会エジンバラ 上勝町 大字正木字西浦２５番地３
399 特別養護老人ホーム 健祥会ピーター 上勝町 大字正木字西浦２５番地
400 ケアハウス 鳩の家 上勝町 大字正木字西浦２５番地
401 佐那河内村農業総合振興センター 佐那河内村 上字中辺74-1
402 佐那河内村立村民体育館 佐那河内村 下字西ノハナ27
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403 石井町立石井小学校 石井町 石井字石井１１８４ー１
404 石井町立浦庄小学校 石井町 浦庄字下浦４７５－１
405 石井町立高原小学校 石井町 高原字東高原２５０－１
406 石井町立藍畑小学校 石井町 藍畑字東覚円６７０
407 石井町立高川原小学校 石井町 高川原字川原１１６７
408 石井町立石井中学校 石井町 高川原字川原１２５－１
409 石井町立高浦中学校 石井町 浦庄字国実１００
410 石井町立前山公園 石井町 石井字石井１５２５－１
411 石井町中央公民館 石井町 石井字石井４８０－１
412 公民館石井分館 石井町 石井字石井４３１－１
413 公民館浦庄分館 石井町 浦庄字下浦６０２－１
414 公民館高原分館 石井町 高原字東高原２２３－１
415 公民館高川原分館 石井町 高川原字高川原１２７６
416 尼寺教育センター 石井町 石井字尼寺５３－１
417 石井町保健センター 石井町 石井字石井３８０－１１
418 徳島県立名西高等学校 石井町 石井町石井字石井２１－１１
419 石井町地域防災交流センター 石井町 石井字石井３６５－１
420 徳島県農林水産総合技術支援センター 石井町 石井字石井１６６０
421 老人憩いの家 石井町 藍畑字高畑１３３２－１
422 上分公民館 神山町 上分字川又西１３番地
423 上分小学校 神山町 上分字川又西１５８番地
424 上分小学校体育館 神山町 上分字川又西１５８番地
425 上分中学校 神山町 上分字川又南２５５番地
426 下分公民館 神山町 下分字今井１２５番地
427 下分保育所 神山町 下分字西寺１６番地１
428 下分小学校 神山町 下分字西寺２８番地
429 下分小学校体育館 神山町 下分字西寺２８番地
430 神領小学校 神山町 神領字大埜地４１１番地１
431 神領小学校体育館 神山町 神領字大埜地４１１番地１
432 神領幼稚園 神山町 神領字大埜地４０８番地３
433 神領公民館 神山町 神領字大埜地３８９番地１
434 神山中学校 神山町 神領字西上角１７５番地１
435 神山中学校体育館 神山町 神領字西上角１７５番地１
436 町民体育館 神山町 神領字大埜地３９３－２
437 農村環境改善センター 神山町 神領字中津１３２番地
438 徳島県立城西高等学校神山分校 神山町 神山町神領字北３９９番地
439 鬼籠野公民館 神山町 鬼籠野字川東１１８番地
440 鬼籠野小学校 神山町 鬼籠野字川東１１９番地
441 鬼籠野小学校体育館 神山町 鬼籠野字川東１１９番地
442 鬼籠野幼稚園 神山町 鬼籠野字川東１１９番地
443 一ノ坂分校(分園含む） 神山町 鬼籠野字一ノ坂５１４番地
444 阿川公民館 神山町 阿野字地ノ平１３８番地１
445 阿川小学校 神山町 阿野字地ノ平１３２番地２
446 阿川小学校体育館 神山町 阿野字地ノ平１３２番地２
447 阿川幼稚園 神山町 阿野字地ノ平１３５番地１
448 広野小学校 神山町 阿野字広野４２番地
449 広野小学校体育館 神山町 阿野字広野４２番地
450 神山東中学校 神山町 阿野字広野２２番地
451 神山東中学校体育館 神山町 阿野字広野２２番地
452 広野支所 神山町 阿野字五反地２９５番地１
453 中山公民館 那賀町 那賀町中山字とふめん36番地
454 鷲敷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 那賀町 那賀町和食郷字八幡原5番地1
455 鷲敷体育館 那賀町 那賀町和食郷字南川107番地
456 鷲敷中央公民館 那賀町 那賀町和食郷字南川19番地3
457 鷲敷中学校 那賀町 那賀町和食郷字南川119番地
458 鷲敷小学校 那賀町 那賀町和食字町117番地1
459 阿井公民館 那賀町 那賀町阿井字杉の久保17番地1
460 阿井体育館 那賀町 那賀町阿井字杉の久保54番地１
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461 B＆G海洋センター体育館 那賀町 那賀町百合字松ﾉ木168番地1
462 鷲敷野外活動センター 那賀町 那賀町百合字松ﾉ木178番地
463 那賀町地域交流センター 那賀町 那賀町和食郷字南川１０４－１
464 那賀町阿井交流センター 那賀町 那賀町阿井杉の久保7番地4
465 わじきこども園 那賀町 那賀町和食郷字八幡原1番地1
466 那賀町子育て支援センター 那賀町 那賀町阿井字寺西7番地
467 鷲の里観光物産センター 那賀町 那賀町和食郷字田野82番地
468 土佐集会所 那賀町 那賀町土佐字南町110番地
469 平野コミュニティ 那賀町 那賀町平野字妙見前1番地1
470 もみじ川ふれあい館 那賀町 那賀町西納字上平間3番地１
471 日野谷友愛館 那賀町 那賀町大久保字中西28番地1
472 相生小学校 那賀町 那賀町延野字大原80番地
473 相生中学校 那賀町 那賀町延野字大原100番地
474 相生公民館 那賀町 那賀町平野字吉内谷36番地
475 大宮公民館 那賀町 那賀町鮎川字西宮9番地1
476 延野保育園 那賀町 那賀町延野字王子原51番地
477 健康センター 那賀町 那賀町延野字王子原31番地1
478 相生老人福祉センター 那賀町 那賀町延野字王子原31番地1
479 相生雄公民館 那賀町 那賀町雄字かんばら17番地
480 保健センター 那賀町 那賀町大久保字大西3番地2
481 もみじ川温泉 那賀町 那賀町大久保字西納野4番地7
482 日野谷西公民館 那賀町 那賀町朴野字宮ノ西40番地
483 相生体育館 那賀町 那賀町延野字大原138番地
484 相生ふるさと交流館 那賀町 那賀町横石字大板34番地
485 西納体育館 那賀町 那賀町西納字上平間3番地
486 平野体育館 那賀町 那賀町平野字妙見前3番地
487 延野体育館 那賀町 那賀町延野字王子原116番地
488 日野谷体育館 那賀町 那賀町大久保字中西26番地
489 開発センター 那賀町 那賀町小浜151番地
490 上那賀老人福祉センター 那賀町 那賀町平谷字下ﾉ内28番地
491 桜谷小学校 那賀町 那賀町水崎字水崎原27番地
492 上那賀中学校 那賀町 那賀町小浜197番地
493 平谷小学校 那賀町 那賀町平谷字北浦9番地
494 海川集会所 那賀町 那賀町海川字ｦﾌｳﾁ55番地
495 上那賀東体育館 那賀町 那賀町小浜字立石字164番地2
496 上那賀公民館 那賀町 那賀町小浜196番地
497 桜谷公民館 那賀町 那賀町桜谷字東畑11番地1
498 長安公民館 那賀町 那賀町長安字坂本21番地2
499 拝宮公民館 那賀町 那賀町拝宮字下22番地
500 深森公民館 那賀町 那賀町深森字ツツジナロ20番地
501 市宇公民館 那賀町 那賀町白石字森平20番地
502 平谷保育所 那賀町 那賀町大殿字中北14番地
503 木沢小学校 那賀町 那賀町坂州字向エ169番地1
504 木沢総合防災センター 那賀町 那賀町木頭字広瀬5番地3
505 名古ノ瀬公民館 那賀町 那賀町掛盤字名古ノ瀬8番地1
506 木沢デイサービスセンター 那賀町 那賀町木頭字前田52番地1
507 四季美谷温泉 那賀町 那賀町横谷字夏切3番地3
508 川切集会施設 那賀町 那賀町木頭出原字ﾓﾘﾆｼ58番地1
509 出原集会施設 那賀町 那賀町木頭出原字ｼﾓﾏﾁ36番地2
510 那賀町役場木頭支所 那賀町 那賀町木頭出原字ﾏｴﾀﾞ34番地
511 木頭文化会館 那賀町 那賀町木頭和無田字ﾏﾂｷﾞ40番地
512 折宇集会施設 那賀町 那賀町木頭折宇字栩ノ岡28番地
513 木頭診療所 那賀町 那賀町木頭和無田字ｲﾜﾂｼ1番地
514 旧助小学校講堂 那賀町 那賀町木頭助字蔭
515 木頭小・中学校 那賀町 那賀町木頭和無田字ﾅｶｽｼﾞ1番地
516 木頭体育館 那賀町 那賀町木頭和無田字ソ子24番地
517 北川体育館 那賀町 那賀町木頭北川字ｲﾓｼﾞ屋敷7番地
518 北川公民館 那賀町 那賀町木頭北川字小藪63番地
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519 徳島県立那賀高等学校 那賀町 那賀町小仁字大坪１７９－１
520 牟岐町役場 牟岐町 牟岐町大字中村字本村７－４
521 牟岐町海の総合文化センター 牟岐町 牟岐町大字川長字新光寺８２
522 牟岐小学校 牟岐町 牟岐町大字川長字市宇谷１００
523 牟岐中学校 牟岐町 牟岐町大字川長字市宇谷１００
524 牟岐中学校体育館 牟岐町 牟岐町大字川長字市宇谷１００
525 牟岐町民体育館 牟岐町 牟岐町大字川長字大坪１９９
526 牟岐町民センター 牟岐町 牟岐町大字川長字大坪１００－２
527 徳島県立牟岐少年自然の家 牟岐町 牟岐町灘東谷１１６−３５
528 日和佐総合体育館 美波町 美波町奥河内字櫛ヶ谷２６３番地１
529 日和佐中学校 美波町 美波町西河内字大久保７６番地１
530 日和佐小学校 美波町 美波町奥河内字本村２１番地１
531 日和佐公民館 美波町 美波町奥河内字寺前１５３番地１
532 赤松基幹集落センター 美波町 美波町赤松字阿地屋３７９番地４
533 由岐中学校 美波町 美波町西の地字谷裏４番地
534 木岐小学校 美波町 美波町木岐７２番地
535 伊座利校 美波町 美波町伊座利２３５番地
536 由岐支所 美波町 美波町西の地字西地５０番地１
537 農村環境改善　　　　センター 海陽町 宍喰浦字松原226番地１
538 海陽町立宍喰　  　小学校 海陽町 久保字松本88番地
539 海陽町立宍喰  　　中学校 海陽町 久保字北田5番地
540 海陽町海部庁舎 海陽町 奥浦字新町44番地
541 海陽町立海部   　小学校 海陽町 奥浦字堤ノ外44番地
542 海陽町立海部   　中学校 海陽町 奥浦字堤ノ外32番地
543 海陽町立海南　   小学校 海陽町 四方原字旭町50番地
544 海陽町立海陽　   中学校 海陽町 大里字松原34番地83
545 海陽町立川上   　小学校 海陽町 神野字高尾54番地
546 海陽町立浅川   　小学校 海陽町 浅川字カミノ41番地3
547 まぜのおか 海陽町 浅川字西福良43番地
548 阿波海南文化村 海陽町 四方原字杉谷73番地
549 徳島県立海部高等学校 海陽町 海陽町大里字古畑５８－２
550 松茂町立喜来小学校　屋内運動場・グランド 松茂町 中喜来字前原西一番越１４
551 松茂町北部学習センター 松茂町 中喜来字中須６９－３
552 津波防災センター・中央庁舎 松茂町 広島字東裏３０
553 松茂町総合会館 松茂町 広島字東裏３０
554 松茂町老人福祉センター 松茂町 広島字三番越２番地２
555 松茂町地域子育て支援センター 松茂町 広島字三番越２番地４
556 松茂町保健相談センター 松茂町 広島字三番越２番地２
557 松茂町立松茂小学校　屋内運動場・グランド 松茂町 住吉字住吉開拓１８７
558 松茂町立松茂中学校　屋内運動場・グランド 松茂町 笹木野字八山開拓１８６
559 松茂町中部学習センター 松茂町 笹木野字山下１１２
560 松茂町立長原小学校　屋内運動場・グランド 松茂町 長原５３０
561 松茂町総合体育館 松茂町 中喜来字群恵２２５番地３
562 松茂町第二体育館 松茂町 中喜来字群恵２２５番地４
563 松茂町東部学習センター 松茂町 笹木野字八北開拓２２２
564 松茂町津波防災センター 松茂町 豊岡字芦田鶴１０５番地９
565 北島小学校体育館 北島町 中村字長池１７－３
566 北島北小学校体育館 北島町 北村字壱町四反地２０－１
567 北島南小学校体育館 北島町 江尻字宮ノ本４０－２
568 北島中学校体育館 北島町 高房字東野神本２５－３
569 北島町総合庁舎内（公民館） 北島町 中村字上地２３－１
570 町民体育センター 北島町 中村字中内１１－１
571 サンライフ北島 北島町 中村字川田９－１
572 図書館・創世ホール 北島町 新喜来字南古田９１
573 北島町保健相談センター 北島町 新喜来字南古田８８－１
574 北島町武道館 北島町 江尻字柳池４－１
575 北島東児童館 北島町 中村字本須７６－７
576 北島西児童館 北島町 高房字勝瑞境９５－１０
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577 北島町清掃センター 北島町 太郎八須字宮ノ本１－１
578 南部地区学習等供用施設 北島町 江尻字宮ノ本４１
579 中央地区学習等供用施設 北島町 中村字長池２８
580 北部地区学習等供用施設 北島町 北村字壱町四反地１８－１
581 北島北公園総合体育館 北島町 太郎八須字五反地１０－１
582 藍住町立藍住町勤労女性センター 藍住町 奥野字矢上前３２－１
583 藍住町立藍住町勤労青少年ホーム 藍住町 奥野字矢上前３２－１
584 藍住町立藍住町福祉センター 藍住町 奥野字矢上前３２－１
585 藍住町立藍住体育センター 藍住町 矢上字原２３０－１
586 藍住町立藍住中学校 藍住町 奥野字矢上前１７－１
587 藍住町立藍住東中学校 藍住町 住吉字若宮４９－１
588 藍住町立藍住南小学校 藍住町 奥野字和田９５
589 藍住町立藍住北小学校 藍住町 住吉字乾１
590 藍住町立藍住西小学校 藍住町 富吉字豊吉５５－１
591 藍住町立藍住東小学校 藍住町 勝瑞字成長１５５－１

592
社会福祉法人凌雲福祉会身体障害者福祉ホー
ムリズム

藍住町 矢上字安任５６－５

593 藍住町町民体育館 藍住町 奥野字矢上前１８－１
594 板野町町民センター 板野町 板野町大寺字亀山西１９０
595 板野町東公会堂 板野町 板野町大寺字亀山西３１－１
596 板野町南公会堂 板野町 板野町下庄字神木５９－１
597 板野町総合センター 板野町 板野町大寺字岡ノ前３３－１
598 板野町立板野東小学校大坂分校 板野町 板野町大坂字宮東２０
599 板野町立板野東小学校 板野町 板野町吹田字町東２
600 板野町立板野西小学校 板野町 板野町那東字泉の西５
601 板野町立板野南小学校 板野町 板野町下庄字真弓３８－１
602 板野町立板野中学校 板野町 板野町大寺字郡頭１１
603 板野町中央公民館 板野町 板野町大寺字亀山西１９０
604 板野町南公民館 板野町 板野町下庄字栖養４４
605 板野町町民ふれあいプラザ 板野町 板野町那東字大道下１０
606 板野町田園パーク健康の館 板野町 板野町犬伏字大柳１
607 板野町体育センター 板野町 板野町吹田字間谷１４－７
608 板野町文化の館 板野町 板野町犬伏字東の谷１３－１
609 神宅小学校 上板町 神宅字喜来１３５
610 東光小学校 上板町 西分字東光８
611 さくら保育所 上板町 西分字日吉前２０－１
612 上板中学校 上板町 神宅字西金屋４４
613 上板町馬道会館 上板町 西分字原渕１８－２
614 松島小学校 上板町 鍛冶屋原字北原２０
615 上板町役場 上板町 七條字経塚４２
616 上板町農村環境改善センター 上板町 七條字経塚４２
617 上板町農村婦人健康管理センター 上板町 七條字経塚４２
618 上板町技の館 上板町 泉谷字原東32-4
619 上板町西老人集会所 上板町 引野字東原４９－１
620 高志小学校 上板町 高瀬字天目一１１０８
621 上板町南老人集会所 上板町 高瀬字宮ノ本２５０－１
622 上板町文化センター　第１分館 上板町 西分字滝ノ宮西２６番地１
623 神宅幼稚園 上板町 神宅字喜来135
624 上板町東老人集会所 上板町 神宅字北屋敷３２番地２
625 上板町神宅学童保育施設 上板町 神宅字喜来９５番地３
626 東光幼稚園 上板町 西分字東光8
627 上板町西分老人集会所 上板町 西分字西ツメノ24
628 上板町東光学童保育施設 上板町 西分字東光１９番地２
629 松島幼稚園 上板町 鍛冶屋原字北原２０
630 上板町松島学童保育施設 上板町 鍛冶屋原字北原２０番地２
631 松島小学校　多目的ホール 上板町 鍛冶屋原字北原２０
632 高志幼稚園 上板町 高瀬字天目一１１０８
633 上板町高志学童保育施設 上板町 高瀬字天目一１１１３番地１



12 / 12 

整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

徳島県避難施設一覧（２８．４．１現在）

634 貞光中学校 つるぎ町 貞光字中須賀５２
635 端山小学校 つるぎ町 貞光字宮平３９
636 スポーツセンター つるぎ町 半田字田井202
637 八千代中学校 つるぎ町 半田字日開野１２２
638 一宇公民館 つるぎ町 一宇字赤松６－２
639 徳島県立つるぎ高等学校 つるぎ町 つるぎ町貞光字馬出６３の２
640 東みよし町立加茂小学校・グラウンド 東みよし町 加茂２６８８番地
641 東みよし町立三加茂中学校・グラウンド 東みよし町 西庄字横手５１番地
642 東みよし町立三庄小学校・グラウンド 東みよし町 中庄１１２５番地
643 東みよし町立絵堂小学校・グラウンド 東みよし町 西庄字絵堂６４番地
644 東みよし町立西庄小学校・グラウンド 東みよし町 西庄字平２７番地２
645 東みよし町立黒長谷小学校・グラウンド 東みよし町 毛田１３３１番地
646 東みよし町立毛田小学校・グラウンド 東みよし町 毛田５０５番地
647 東みよし町立大藤小学校・グラウンド 東みよし町 毛田２４３６番地１
648 東みよし町立足代小学校・グラウンド 東みよし町 足代２７０８番地
649 東みよし町立昼間小学校・グラウンド 東みよし町 昼間１６３７番地
650 東みよし町立三好中学校グラウンド 東みよし町 昼間１８９３番地
651 東みよし町立東山小学校・グラウンド 東みよし町 東山字中村９０番地
652 三好総合運動公園 東みよし町 足代３９３６番地１
653 加茂公民館 東みよし町 加茂１９１６番地１
654 三加茂公民館 東みよし町 加茂３３６０番地
655 三庄公民館 東みよし町 中庄字６１７番地１
656 絵堂公民館 東みよし町 西庄字友竹４８番地
657 西庄公民館 東みよし町 西庄字平２７番地２
658 足代公民館 東みよし町 足代２７１１番地
659 東みよし町中央公民館 東みよし町 昼間３６９７番地の１
660 東山公民館 東みよし町 東山字中村５番地
661 町立体育館 東みよし町 西庄字横手９番地２
662 小川谷運動公園 東みよし町 昼間２５９７番地
663 ふれアリーナみよし 東みよし町 昼間１７３４番地
664 東みよし町農業者トレーニングセンター 東みよし町 西庄字横手９番地２
665 ぶぶるパークみかも 東みよし町 西庄字横手１番地
666 三好浄化センター 東みよし町 足代１０００番地２
667 第一保育所跡 東みよし町 加茂２７１１番地
668 いやしの里増川笑楽耕 東みよし町 東山字増川２６４番地２
669 東みよし町役場三好庁舎 東みよし町 昼間３６７３番地１
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