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防災拠点一覧

拠点種類 拠点数 施設名称 所在地 備考
地方公共団体 都道府県庁等 県庁舎 1 高知県庁舎 高知市丸ノ内1-2-20

道路管理者事務所 12 高知土木事務所 高知市稲荷町11-26
室戸事務所 室戸市浮津71
安芸土木事務所 安芸市矢ノ丸3-348
中央東土木事務所 南国市大埇甲1592
本山事務所 本山町本山946-6
中央西土木事務所 いの町1381
越知事務所 越智町越知甲2228-1
須崎土木事務所 須崎市東古市町6-26
四万十町事務所 四万十町琴平町474-1
幡多土木事務所 四万十市古津賀1441
宿毛事務所 宿毛市宿毛5342-7
土佐清水事務所 土佐清水市西町4-5

災害医療対策支部 6 安芸福祉保健所 安芸市矢ノ丸1-4-36
中央東福祉保健所 香美市土佐山田町山田1128-1
中央西福祉保健所 高岡郡佐川町甲1243-4
須崎福祉保健所 須崎市東古市町6-26
幡多福祉保健所 四万十市中村山手通19
高知市保健所 高知市丸ノ内2-4-1

警察関係 18 高知県警察本部（ヘリポート：屋上） 高知市丸ノ内2-4-30
機動隊 南国市大埇甲1543-1
高知警察署 高知市北本町1-9-20
高知南警察署 高知市桟橋通4-15-11
室戸警察署 室戸市室戸岬町5523-1
安芸警察署 安芸市矢ノ丸2-9-2
香南警察署 香南市赤岡町1375
南国警察署 南国市大埇甲1598-1
香美警察署 香美市土佐山田町栄町12-2
本山警察署 長岡郡本山町本山850-1
いの警察署 吾川郡いの町駅南町10
土佐警察署 土佐市高岡町甲1842-1
佐川警察署 高岡郡佐川町丙3555
須崎警察署 須崎市山手町1-8
窪川警察署 高岡郡四万十町榊山町4-19
中村警察署（ヘリポート：駐車場） 四万十市右山南中山2034-17他
清水警察署 土佐清水市幸町3-5
宿毛警察署 宿毛市幸町7-54

消防関係 15 高知市消防局 高知市本町4-1-27
室戸市消防本部 室戸市浮津12
安芸市消防本部 安芸市矢の丸3-1-33
香南市消防本部 香南市赤岡町2032-2
香美市消防本部 香美市土佐山田町百石町2-3-51
南国市消防本部 南国市篠原164-1
土佐市消防本部 土佐市蓮池978-1
土佐清水市消防本部 土佐清水市元町7-16
中芸広域連合消防本部 安芸郡田野町1406-1
嶺北広域行政事務組合消防本部 長岡郡本山町本山995
仁淀消防組合消防本部 吾川郡いの町3229-2
高吾北広域町村事務組合消防本部 高岡郡越知町越知甲3105-3
高幡消防組合消防本部 須崎市加治屋町1-23
幡多中央消防組合消防本部 四万十市右山750-1
幡多西部消防組合消防本部 宿毛市幸町10-5

各局
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防災拠点一覧

拠点種類 拠点数 施設名称 所在地 備考
地方公共団体 地方生活圏中心都市の役場等 役場庁舎 7 高知市役所 高知市本町5-1-45

安芸市役所 安芸市矢ノ丸1-4-40
須崎市役所 須崎市山手町1-7
四万十市役所 四万十市中村大橋通4-10
本山町役場 本山町本山504
いの町役場 いの町いの1700-1
越知町役場 越知町越知甲1970

道路管理者等事務所
各局 1 高知市水道局 高知市桟橋通3-31-11

市区町村役場 － 46 南国市役所 南国市大埇甲2301
土佐市役所 土佐市高岡町甲2017-1
室戸市役所 室戸市浮津25-1
土佐清水市役所 土佐清水市天神町11-2
宿毛市役所 宿毛市桜町2-1
香南市赤岡庁舎 香南市赤岡475-5
香南市香我美庁舎 香南市香我美下分647
香美市役所 香美市土佐山田町室町1-2-1
香南市役所 香南市野市町西野2706
香南市夜須庁舎 香南市夜須坪井270-3
香美市香北支所 香美市香北美良布1097
大豊町役場 大豊町高須231
土佐町役場 土佐町土居194
仁淀川町池川総合支所 仁淀川町土居甲916-3
高知市春野庁舎 高知市春野町西分15
佐川町役場 佐川町甲1650-2
東洋町役場 東洋町生美758-3
奈半利町役場 奈半利町乙1659-1
田野町役場 田野町田野1828-5
安田町役場 安田町安田1850
中土佐町役場 中土佐町久礼6602-2
四万十町役場 四万十町茂串3-2
檮原町役場 梼原町梼原1444-1
四万十町大正総合支所 四万十町大正380
黒潮町佐賀総合支所 黒潮町佐賀1092-1
黒潮町役場 黒潮町入野2019-1
大月町役場 大月町弘見2230
香南市吉川庁舎 香南市吉川吉原95
鏡庁舎 高知市鏡小浜7
土佐山庁舎 高知市土佐山127
大川村役場 大川村小松27-1
いの町本川総合支所 いの町長沢123-12
仁淀川町役場 仁淀川町大崎124
吾北総合支所 いの町上八川甲1934
仁淀川町仁淀総合支所 仁淀川町森2571
日高村役場 日高村本郷61-1
北川村役場 北川村野友甲1530
馬路村役場 馬路村馬路443
芸西村役場 芸西村和食甲1262
中土佐町大野見庁舎 中土佐町大野見吉野12
津野町役場西庁舎 津野町力石2870
津野町役場 津野町永野471-1
四万十町十和総合支所 四万十町十川151-1
四万十市西土佐総合支所 四万十市西土佐江川崎2445-2
三原村役場 三原村来栖野346
香美市物部支所 香美市物部大栃1641-2

都道府県市区町村支庁 －
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拠点種類 拠点数 施設名称 所在地 備考
指定行政機関／ 道路管理者(国土交通省関係庁舎) 地方整備局

指定地方行政機関 各事務所 3 国土交通省　高知河川国道事務所 高知市六泉寺96-7
国土交通省　土佐国道事務所 高知市江陽町2-2
国土交通省　中村河川国道事務所 四万十市右山2033-14

港湾空港部関係庁舎 地方整備局
各航空局
各事務所 2 国土交通省　高知港湾・空港整備事務所 高知市種崎874

国土交通省　大阪航空局高知空港事務所総務課 南国市物部
その他庁舎(郵政，海上保安庁) 各地方局

各事務所 4 高知地方気象台 高知市本町4-3-41
高知海上保安部 高知市桟橋通5-4-55
宿毛海上保安署 宿毛市片島10-60-6
土佐清水海上保安署 土佐清水市旭町18-46

指定公共機関／ 高速各社，公社等道路管理者 各局・部
　　指定地方公共機関 各工事・調査事務所 1 高知県道路公社 高知市長浜1209-1

各管理事務所 1 西日本高速道路㈱四国支社高知高速道路事務所 南国市領石924-34
電気，電話，ガス等ライフライン管理者 各本社・支社 3 四国電力㈱高知支店 高知市本町4-1-11

ＮＴＴ西日本電信電話㈱高知支店 高知市帯屋町2-5-11
四国ガス㈱高知支店 高知市桟橋通5-1-51

各管理事務所
鉄道関係管理者 各本社・支社 2 ＪＲ　四国旅客鉄道㈱高知企画部 高知市栄田町2-1-17

土佐くろしお鉄道㈱ 四万十市駅前町7-1
各工事事務所

放送局 各本社・支社 5 ＮＨＫ　日本放送協会高知放送局 高知市本町3-3-12
㈱高知放送 高知市本町3-2-15
㈱テレビ高知 高知市北本町3-4-27
㈱高知さんさんテレビ 高知市若松町10-11
㈱エフエム高知 高知市鷹匠町2-1-5

県内医師会等 14 日本赤十字社高知県支部 高知市丸ノ内1-7-45
高知県救急医療情報センター 高知市丸ノ内1-7-45
高知県医師会 高知市丸ノ内1-7-45
高知市医師会 高知市丸ノ内1-7-45
安芸郡医師会 安芸市庄之芝1-46
香美郡医師会 香美郡野市町西野534-1-4F
土佐長岡郡医師会 南国市大そね甲320
吾川郡医師会 吾川郡いの町1400
高岡郡医師会 須崎市東糺町5-10
幡多医師会 四万十市右山字明治383-8
高知県歯科医師会 高知市丸ノ内1-7-45
高知県薬剤師会 高知市丸ノ内1-7-45
高知県看護協会 高知市朝倉乙825-5
高知市総合あんしんセンター 高知市丸ノ内1-7-45

自　衛　隊 自衛隊基地の庁舎 － 2 陸上自衛隊高知駐屯地 香南市香我美町上分字坂川3390
航空自衛隊土佐清水分屯基地 土佐清水市下益野2078-2

救助物資等の備蓄拠点 空港 第１／２／３種空港 1 高知空港(高知龍馬空港) 南国市物部
または集積拠点 その他の空港

ヘリポート －
港湾，漁港 特定／重要／地方 8 高知港（重要港湾：新港を含む）

須崎港（重要港湾）
宿毛湾港（重要港湾）
上川口港（避難港）
奈半利港(地方港湾)
下田港(地方港湾)
佐賀港(地方港湾)
あしずり港(地方港湾)

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 
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拠点種類 拠点数 施設名称 所在地 備考
救助物資等の備蓄拠点 その他の港湾・漁港 2 室戸岬漁港
または集積拠点 沖ノ島漁港

鉄道駅前広場等 中心都市駅広 5 JR　高知駅(土讃線) 高知市北本2-7-1
JR　須崎駅(土讃線) 須崎市原町1-10-13
JR　伊野駅(土讃線) いの町いの1419-3
土佐くろしお鉄道　中村駅(土讃線) 四万十市駅前町7-1
土佐くろしお鉄道　宿毛駅(宿毛線) 宿毛市駅前1-703

その他駅広
物流拠点(市場，ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ等) 広域物流拠点 5 高知市総合運動場 高知市大原町

室戸広域公園 室戸市領家800
四万十市安並運動公園 四万十市安並4231
高知青少年の家 吾川郡いの町天王北1-14
県立窪川高等学校 高岡郡四万十町窪川北琴平町6-1

その他物流拠点
備蓄倉庫 －
道路空間を活用した防災拠点（IC，道の駅) －

災害医療拠点 災害支援病院等 広域災害支援病院 3 高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮185-1
高知医療センター 高知市池2125-1
高知赤十字病院 高知市新本町

災害支援病院 7 県立安芸病院 安芸市宝永町
JA高知病院 南国市明見字中野526-1
近森病院 高知市大川筋
独立行政法人国立病院機構高知病院 高知市朝倉
いの町立国民健康保険仁淀病院 吾川郡いの町
須崎くろしお病院 須崎市緑町
県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈3-1

救護病院 51 室戸病院 室戸市元甲435-6
森澤病院 安芸市本町2-13-32
海南病院 徳島県海部郡海陽町西方原字広谷16-1
田野病院 安芸郡田野町1414-1
芸西病院 安芸郡芸西村和食甲4268
南国厚生病院 南国市立田1180
藤原病院 南国市大そね乙995
野市中央病院 香南市野市町東野555-18
野市整形外科病院 香南市野市町西野2235
香北病院 香美市香北町美良布1064-9
同仁病院 香美市土佐山田百石町2-5-20
前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布1516-3
岩河整形外科 香美市土佐山田百石町2-4-20
本山町立国民健康保険嶺北中央病院 長岡郡本山町本山620
大杉中央病院 長岡郡大豊町中村大王1497-1
高橋医院 長岡郡大豊町大滝498
高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊767-5
高知生協病院 高知市口細山206-9
厚生年金高知リハビリテーション病院 高知市神田317-12
細木病院 高知市大膳町37
国吉病院 高知市上町1-3-4
竹下病院 高知市本町2-4-3
愛宕病院 高知市愛宕町1-4-13
いずみの病院 高知市薊野北町2-10-53
三愛病院 高知市一宮西町1-7-25
図南病院 高知市知寄町1-5-15
高知高須病院 高知市大津乙2705-1
高知厚生病院 高知市葛島1-9-50
潮江高橋病院 高知市土居町9-18
長浜病院 高知市長浜801
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拠点種類 拠点数 施設名称 所在地 備考
災害医療拠点 海里マリン病院 高知市仁井田1617-5

土佐市立土佐市民病院 土佐市高岡町甲1867
永井病院 高知市春野町西分2027-3
佐川町立高北国民健康保険病院 高岡郡佐川町甲松崎1687
山崎外科整形外科病院 高岡郡越知町越知甲2107-1
前田病院 高岡郡越知町越知甲2133
北島病院 高岡郡越知町越知甲1662
高陵病院 須崎市横町1-28
なかとさ病院 高岡郡中土佐町久礼6614
くぼかわ病院 高岡郡窪川町見付902-1
檮原町立国民健康保険梼原病院 高岡郡梼原町川西路2320-1
四万十市立市民病院 四万十市中村東町1-1-27
大井田病院 宿毛市中央8-3-6
聖ヶ丘病院 宿毛市押ノ川1196
筒井病院 宿毛市平田町戸内1802
渭南病院 土佐清水市越前町6-1
足摺病院 土佐清水市旭町18-71
松谷病院 土佐清水市天神町14-18
出口病院 幡多郡黒潮町出口字風呂ヶ谷2070
大月町国民健康保険大月病院 幡多郡大月町鉾土603
三原村国民健康保険三原診療所 幡多郡三原村来栖野479

医療救護所 71 室戸市保健福祉センター 室戸市領家87
安芸市土居小学校 安芸市土居1097
安芸第一小学校 安芸市久世町4-13
東洋町甲浦小学校 安芸郡東洋町大字河内26-1
東洋町野根地区公民館 安芸郡東洋町野根丙1795
奈半利町愛光園 安芸郡奈半利町乙478-1
田野町ふれあいセンター 安芸郡田野町1456-42
田野町保健センター桃山 安芸郡田野町1456-41
安田町安田中学校 安芸郡安田町大字安田2003
北川村総合保健福祉センター 安芸郡北川村大字野友甲710-2
馬路村立馬路診療所 安芸郡馬路村大字馬路405-1
芸西村村民会館 安芸郡芸西村和食字高山甲1262
南国市鳶ヶ池中学校 南国市東崎469
南国市香長中学校 南国市大そね乙2033
南国市浜改田公民館 南国市浜改田
香南市夜須小学校体育館 香南市夜須町西山13-2
香南市香我美町総合保健福祉センター 香南市香我見町下分647
香南市赤岡町保健センター 香南市赤岡町1327
香南市吉川総合センター 香南市吉川町吉原352
香南市のいちふれあいセンター 香南市野市町西野534-1
香美市香北病院駐車場 香美市香北町美良布
香美市立大栃診療所 香美市物部町大栃898-1
香美市山田小学校 香美郡土佐山田町西本町2-4-5
本山町汗見川へき地診療所 長岡郡本山町沢ヶ内524-1
田井医院 土佐郡土佐町田井1457
早明浦病院 土佐郡土佐町田井1372
大川村国民健康保険小松診療所 土佐郡大川村小松78-5
高知市土佐山へき地診療所 高知市土佐山114
ＵＳＡくろしおセンター 土佐市宇佐町宇佐888-1
土佐市立高岡中学校 土佐市高岡町甲1905
土佐市立戸波中学校 土佐市家俊1074
春野中学校 高知市春野町西分328
県立障害者スポーツセンター 高知市春野町内ノ谷1-1
伊野中学校 吾川郡いの町駅南1152
いの町立吾北体育館 吾川郡いの町上八川甲3005
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拠点種類 拠点数 施設名称 所在地 備考
災害医療拠点 本川中学校 吾川郡いの町長沢22-1

仁淀川町国民健康保険大崎診療所 吾川郡仁淀川町大崎300
安部病院 吾川郡仁淀川町岩丸102
仁淀川町別府小学校・グランド 吾川郡仁淀川町森
佐川町総合文化センター 高岡郡佐川町甲356-2
佐川小学校 高岡郡佐川町乙2166
日高村保健センター 高岡郡日高村沖名23
越知町保健福祉センター 高岡郡越知町越知甲2457
梼原中学校 高岡郡梼原町川西路2370
津野町国民健康保険姫野々診療所 高岡郡津野町姫野々473-1
津野町立国保杉ノ川診療所 高岡郡津野町杉ノ川甲38-3
つのやまクリニック 高岡郡津野町力石2829-3
須崎市総合保健福祉センター 須崎市山手町1-7
中土佐町民交流会館 高岡郡中土佐町久礼6584-1
中土佐町上ノ加江支所 高岡郡中土佐町上ノ加江778
大野見青少年の家 高岡郡中土佐町大野見吉野232
大野見北小学校 高岡郡中土佐町大野見寺野109
窪川小学校 高岡郡四万十町琴平町7-1
四万十町立国民健康保険大正診療所 高岡郡四万十町田野々459-1
四万十町立国民健康保険十和診療所 高岡郡四万十町昭和468
佐賀中学校体育館 幡多郡黒潮町佐賀600
佐賀総合保健センター 幡多郡黒潮町拳ノ川31-1
大方くじら保育園 幡多郡黒潮町上川口1068-1
入野小学校 幡多郡黒潮町入野5556
上田の口保育園 幡多郡黒潮町上田の口107
中村西中学校 四万十市具同7058-11
東山小学校 四万十市佐岡953-1
下田小学校 四万十市下田2376-41
四万十市国民健康保険西土佐診療所 四万十市西土佐用井1110-28
田ノ浦小学校 宿毛市小筑紫町田ノ浦937
東中学校 宿毛市平田町戸内2070
宿毛育成園 宿毛市貝塚19-10
清水小学校 土佐清水市幸町7-1
坂本医院 土佐清水市下ノ加江185
足摺岬小学校 土佐清水市足摺岬579-1
三崎小学校 土佐清水市三崎1640

広域医療搬送拠点 3 高知大学医学部 南国市岡豊町小蓮
宿毛市総合運動場 宿毛市山奈町芳奈4024
安芸市営球場 安芸市桜ヶ丘町2248-1

広域避難地 広域避難地 －
計 299
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