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応急危険度判定士の宿泊場所及び参集場所候補地一覧 

 

 

 

 

１．施設提供に関する注意事項 

 

 

・市町村との防災協定等に基づき、避難所等としての提供が優先して行われる場合がある。 

 

 

・施設を活用し判定活動を行う場合は、必ず事前に所管課または施設管理者あて協議を行う

こと。 

 

 

・施設利用と併せてグラウンド等を含めた敷地を駐車場に活用する場合には、施設利用と併

せて協議を行うこと。 

 

 

・所管課または施設管理者との協議により、必要に応じ事前に使用許可書、使用申請書等を

提出すること。 

 

 

・水道、電気等の光熱費については必要に応じ別途協議を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．熊本県被災建築物応急危険度判定に係る宿泊場所候補地一覧

平場部分の
床面積

1 障がい者支援課 身体障害者福祉センター  宿泊室 熊本市東区長嶺南2-3-2 18 無 6 有
洋室2室×3名
和室3室×4名

2 障がい者支援課 身体障害者福祉センター  体育館 熊本市東区長嶺南2-3-2 245 980.25 無 6 無 空調なし

3 労働雇用創生課 県立高等技術専門校  体育館 熊本市南区幸田1丁目４－１ 180 720 有 30 無
駐車場はグランド想定
※ただし令和９年度まで大規模改修工事予定のた
め提供困難

4 労働雇用創生課 熊本県立技術短期大学校  体育館 菊陽町原水4455-1 261 1044 有 200 無 駐車場台数はグラウンド駐車場を除く

5 文化課 装飾古墳館 山鹿市鹿央町岩原３０８５番地 100 無 150 無 集団学習室

6 文化課 鞠智城・温故創生館　研修施設 山鹿市菊鹿町米原４４３－１ 40 無 85 無 研修室

7
県北広域本部

総務課
菊池総合庁舎　１階教養室 菊池市隈府１２７２－１０ 6 23.57 無 300 無

駐車場は職員駐車場台数含む、警備対象棟内の
ため制限有、光熱費不要

8 菊池保健所 菊池保健所　会議室　 菊池市隈府１２７２－１０ 30 有 15 無
災害対策本部設置施設
光熱費不要

9
球磨地域振興局

総務振興課
球磨総合庁舎寺町別館　第一会議室 人吉市寺町１２－１ 32 61.41 無

10
球磨地域振興局

総務振興課
球磨総合庁舎寺町別館　第二会議室 人吉市寺町１２－１ 24 47.58 無

11
球磨地域振興局

総務振興課
球磨総合庁舎寺町別館　第三会議室 人吉市寺町１２－１ 42 107.65 無

12
球磨地域振興局

総務振興課
球磨総合庁舎　会議棟２階中会議室 人吉市西間下町８６－１ 19 74.39 無 266 無

駐車場台数は職員用駐車場も含めた台数
光熱費不要

13 環境立県推進課 環境センター　環境シアター 水俣市明神町55-1 30 81 無 20 無

14 環境立県推進課 環境センター　会議室 水俣市明神町55-1 10 60.75 無 (20) 無

15 環境立県推進課 環境センター　学習ルーム 水俣市明神町55-1 10 67.5 無 (20) 無

16 農林水産政策課 農業公園　多目的ホール 合志市栄３８０２番地４ 72 289 無 2,260 無 大規模災害時部隊活動拠点候補施設

17 施設課 熊本県立済々黌高等学校 体育館 熊本市中央区黒髪２丁目２２‐１ 321 3856 有 無

18 施設課 熊本県立済々黌高等学校　武道場 熊本市中央区黒髪２丁目２２‐１ 160 640 有 無

19 施設課 熊本県立熊本高等学校　体育館 熊本市中央区新大江１丁目８ 263 4211 有 無

20 施設課 熊本県立熊本高等学校　武道場 熊本市中央区新大江１丁目８ 161 644 有 無

21 施設課 熊本県立第一高等学校　武道場 熊本市中央区古城町３‐１ 102 408 有 無

22 施設課 熊本県立第一高等学校　セミナーハウス 熊本市中央区古城町３‐１ 145 581 有 無

23 施設課 熊本県立第一高等学校　体育館 熊本市中央区古城町３‐１ 283 2265 有 無

24 施設課 熊本県立第二高等学校　セミナーハウス 熊本市東区東町３丁目１３番１号 175 699 有 無

25 施設課 熊本県立第二高等学校　体育館 熊本市東区東町３丁目１３番１号 202 3230 有 無

26 施設課 熊本県立熊本商業高等学校　体育館 熊本市中央区神水１丁目１‐２ 237 2847 有 無

27 施設課 熊本県立熊本商業高等学校　武道場 熊本市中央区神水１丁目１‐２ 107 428 有 無

28 施設課 熊本県立熊本工業高等学校　第二体育館 熊本市中央区上京塚町１‐１ 233 1861 有 無

29 施設課 熊本県立熊本工業高等学校　セミナーハウス 熊本市中央区上京塚町１‐１ 176 705 有 無

30 施設課 熊本県立熊本工業高等学校　第一体育館 熊本市中央区上京塚町１‐１ 175 2793 有 無

31 施設課 熊本県立熊本農業高等学校　体育館 熊本市南区元三町五丁目１番１号 304 4868 有 不明 無

32 施設課 熊本県立熊本西高等学校　セミナーハウス 熊本市西区城山大塘町６４５ 173 691 有 無

33 施設課 熊本県立熊本西高等学校　第一体育館 熊本市西区城山大塘町６４５ 218 2618 有 無

34 施設課 熊本県立熊本北高等学校　体育館武道場 熊本市北区兎谷３丁目５‐１ 317 2535 有 不明 無

35 施設課 熊本県立湧心館高等学校　体育館 熊本市中央区出水４丁目１‐２ 184 1469 有 無

36 施設課 熊本県立湧心館高等学校　第１体育館B 熊本市中央区出水４丁目１‐２ 130 519 有 無

37 施設課 熊本県立湧心館高等学校　第２体育館 熊本市中央区出水４丁目１‐２ 230 1838 有 無

38 施設課 熊本県立宇土高等学校　第２体育館 宇土市古城町６３ 167 667 有 無

39 施設課 熊本県立宇土高等学校　第１体育館 宇土市古城町６３ 225 1801 有 無

40 施設課 熊本県立宇土高等学校　セミナーハウス 宇土市古城町６３ 172 688 有 無

41 施設課 熊本県立松橋高等学校　体育館 宇城市松橋町久具３００ 191 1524 有 無

42 施設課 熊本県立松橋高等学校　武道場 宇城市松橋町久具３００ 105 420 有 無

43 施設課 熊本県立松橋高等学校　第二体育館 宇城市松橋町久具３００ 215 861 有 無

44 施設課 熊本県立小川工業高等学校　体育館 宇城市小川町北新田７７０ 141 1131 有 無

45 施設課 熊本県立小川工業高等学校　武道場 宇城市小川町北新田７７０ 105 420 有 無

46 施設課 熊本県立御船高等学校　体育館 上益城郡御船町木倉１２５３ 286 1142 有 無

47 施設課 熊本県立御船高等学校　武道場 上益城郡御船町木倉１２５３ 103 410 有 無

48 施設課 熊本県立御船高等学校　セミナーハウス 上益城郡御船町木倉１２５３ 174 695 有 無

49 施設課 熊本県立甲佐高等学校　体育館 上益城郡甲佐町横田３２７ 272 1089 無 無

50 施設課 熊本県立甲佐高等学校　武道場 上益城郡甲佐町横田３２７ 85 338 無 無

51 施設課 熊本県立矢部高等学校　体育館 上益城郡山都町城平９５４ 156 1246 有 無

52 施設課 熊本県立矢部高等学校　第二体育館 上益城郡山都町城平９５４ 175 1400 有 無

53 施設課 熊本県立岱志高等学校　第一体育館 荒尾市荒尾２６２０‐１ 144 1149 有 無

54 施設課 熊本県立岱志高等学校　武道場 荒尾市荒尾２６２０‐１ 103 411 有 無

55 施設課 熊本県立岱志高等学校　第二体育館 荒尾市荒尾２６２０‐１ 215 861 有 無

56 施設課 熊本県立岱志高等学校　セミナーハウス 荒尾市荒尾２６２０‐１ 87 698 有 無

57 施設課 熊本県立玉名高等学校　体育館 玉名市中１８５３ 210 1681 有 無

58 施設課 熊本県立玉名高等学校　格技場 玉名市中１８５３ 105 420 有 無

59 施設課 熊本県立玉名高等学校　第２体育館 玉名市中１８５３ 284 1137 有 無

60 施設課 熊本県立玉名高等学校　セミナーハウス 玉名市中１８５３ 87 698 有 無
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61 施設課 熊本県立玉名工業高等学校　体育館 玉名市岱明町下前原３６８ 133 1064 有 無

62 施設課 熊本県立玉名工業高等学校　柔道場 玉名市岱明町下前原３６８ 49 195 有 無

63 施設課 熊本県立玉名工業高等学校　剣道場 玉名市岱明町下前原３６８ 56 223 有 無

64 施設課 熊本県立北稜高等学校　体育館 玉名市立願寺２４７ 139 1113 有 不明 無

65 施設課 熊本県立北稜高等学校　武道場 玉名市立願寺２４７ 103 411 有 不明 無

66 施設課 熊本県立鹿本高等学校　体育館 山鹿市鹿校通３丁目５番１号 210 1677 有 無

67 施設課 熊本県立鹿本高等学校　剣道場 山鹿市鹿校通３丁目５番１号 142 569 有 無

68 施設課 熊本県立鹿本高等学校　セミナーハウス 山鹿市鹿校通３丁目５番１号 174 696 有 無

69 施設課 熊本県立鹿本高等学校　柔道場 山鹿市鹿校通３丁目５番１号 107 426 有 無

70 施設課 熊本県立鹿本商工高等学校　武道場 山鹿市鹿本町御宇田３１２ 103 413 有 無

71 施設課 熊本県立鹿本商工高等学校　体育館 山鹿市鹿本町御宇田３１２ 190 1523 有 無

72 施設課 熊本県立鹿本農業高等学校　体育館 山鹿市鹿本町来民２０５５ 106 844 有 無

73 施設課 熊本県立鹿本農業高等学校　武道場 山鹿市鹿本町来民２０５５ 87 348 有 無

74 施設課 熊本県立菊池高等学校　セミナーハウス 菊池市隈府１３３２‐１ 88 706 有 無

75 施設課 熊本県立菊池高等学校　体育館 菊池市隈府１３３２‐１ 321 2565 有 無

76 施設課 熊本県立菊池農業高等学校　体育館 菊池市泗水町吉富２５０‐１１ 235 938 有 無

77 施設課 熊本県立菊池農業高等学校　格技場 菊池市泗水町吉富２５０‐１１ 103 411 有 無

78 施設課 熊本県立大津高等学校　セミナーハウス 菊池郡大津町大津１３４０ 86 691 有 無

79 施設課 熊本県立大津高等学校　体育館 菊池郡大津町大津１３４０ 396 3169 有 無

80 施設課 熊本県立大津高等学校　武道場 菊池郡大津町大津１３４０ 136 542 有 無

81 施設課 熊本県立翔陽高等学校　体育館 菊池郡大津町室１７８２‐１ 176 1407 有 無

82 施設課 熊本県立翔陽高等学校　武道場 菊池郡大津町室１７８２‐１ 103 411 有 無

83 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎　第一体育館 阿蘇市一の宮町宮地２４６０ 109 871 無 無

84 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎　第二体育館 阿蘇市一の宮町宮地２４６０ 180 720 無 無

85 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎第二運動場　セミナーハウス 阿蘇市一の宮町宮地２４６０ 87 697 無 無

86 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎　武道場 阿蘇市一の宮町宮地２５９５‐５ 217 867 無 不明 無

87 施設課 熊本県立高森高等学校　第１体育館 阿蘇郡高森町高森１５５７ 212 846 有 無

88 施設課 熊本県立高森高等学校　第２体育館 阿蘇郡高森町高森１５５７ 167 667 有 無

89 施設課 熊本県立高森高等学校　武道場 阿蘇郡高森町高森１５５７ 122 487 有 無

90 施設課 熊本県立小国高等学校　第２体育館 阿蘇郡小国町宮原１８８７‐１ 184 1469 有 無

91 施設課 熊本県立小国高等学校　第１体育館 阿蘇郡小国町宮原１８８７‐１ 303 1211 有 無

92 施設課 熊本県立小国高等学校　剣道場 阿蘇郡小国町宮原１８８７‐１ 39 156 有 無

93 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校清峰校舎　第一体育館 阿蘇市一の宮町宮地４１３１ 109 870 有 無

94 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校清峰校舎　武道場 阿蘇市一の宮町宮地４１３１ 106 423 有 無

95 施設課 熊本県立八代高等学校　セミナーハウス 八代市永碇町８５６ 86 691 有 無

96 施設課 熊本県立八代高等学校　体育館 八代市永碇町８５６ 432 3452 有 無

97 施設課 熊本県立八代中学校　体育館 八代市永碇町８５６ 255 1021 有 無

98 施設課 熊本県立八代東高等学校　体育館 八代市鷹辻町４－２ 313 2507 有 不明 無

99 施設課 熊本県立八代清流高等学校　体育館 八代市渡町１５７６ 191 1524 有 無

100 施設課 熊本県立八代清流高等学校　武道場 八代市渡町１５７６ 105 420 有 無

101 施設課 熊本県立八代清流高等学校　セミナーハウス 八代市渡町１５７６ 88 700 有 無

102 施設課 熊本県立八代工業高等学校　格技場 八代市大福寺町４７３ 105 420 有 無

103 施設課 熊本県立八代工業高等学校　体育館棟 八代市大福寺町４７３ 175 2105 有 無

104 施設課 熊本県立八代工業高等学校　体育館棟格技場 八代市大福寺町４７３ 35 418 有 無

105 施設課 熊本県立八代工業高等学校　武道場 八代市大福寺町４７３ 105 418 有 無

106 施設課 熊本県立八代農業高等学校　体育館 八代市鏡町鏡１２９ 123 987 有 無

107 施設課 熊本県立八代農業高等学校　武道場 八代市鏡町鏡１２９ 105 420 有 無

108 施設課 熊本県立八代農業高等学校泉分校　体育館 八代市泉町柿迫３６３６ 86 685 無 不明 無

109 施設課 熊本県立鏡わかあゆ高等支援学校　体育館 八代市鏡町鏡村９３７ 156 1246 有 不明 無

110 施設課 熊本県立芦北高等学校　武道場 芦北郡芦北町乙干屋２０‐２ 105 420 有 無

111 施設課 熊本県立芦北高等学校　セミナーハウス 芦北郡芦北町乙干屋２０‐２ 87 697 有 無

112 施設課 熊本県立芦北高等学校　体育館 芦北郡芦北町乙干屋２０‐２ 275 2202 有 無

113 施設課 熊本県立水俣高等学校　体育館 水俣市洗切町１１‐１ 244 2922 有 不明 無

114 施設課 旧熊本県立水俣高等学校　第二体育館 水俣市南福寺６－１ 108 861 無 不明 無

115 施設課 熊本県立人吉高等学校　武道場 人吉市北泉田町３５０‐１ 103 410 有 無

116 施設課 熊本県立人吉高等学校　セミナーハウス 人吉市北泉田町３５０‐１ 86 691 有 無

117 施設課 熊本県立人吉高等学校　第２体育館 人吉市北泉田町３５０‐１ 153 1830 有 無

118 施設課 熊本県立人吉高等学校　第一体育館 人吉市北泉田町３５０‐１ 245 1963 有 無

119 施設課 熊本県立南稜高等学校　体育館 球磨郡あさぎり町上北３１０ 156 1245 有 無

120 施設課 熊本県立南稜高等学校　武道場 球磨郡あさぎり町上北３１０ 105 420 有 無

121 施設課 熊本県立球磨工業高等学校　体育館 人吉市城本町５１０‐４ 135 1083 有 無

122 施設課 熊本県立球磨工業高等学校　武道場 人吉市城本町５１０‐４ 51 410 有 無

123 施設課 熊本県立球磨中央高等学校　体育館 球磨郡錦町西１９２ 141 1131 無 無
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124 施設課 熊本県立球磨中央高等学校　武道場 球磨郡錦町西１９２ 87 348 無 無

125 施設課 熊本県立天草高等学校　体育館 天草市本渡町本渡５５７ 141 1130 無 無

126 施設課 熊本県立天草高等学校　格技場 天草市本渡町本渡５５７ 53 420 無 無

127 施設課 熊本県立天草高等学校　セミナーハウス 天草市本渡町本渡５５７ 86 688 無 無

128 施設課 熊本県立天草高等学校倉岳校　武道場 天草市倉岳町棚底２６８０－２ 107 428 有 無

129 施設課 熊本県立天草高等学校倉岳校　体育館 天草市倉岳町棚底２６８０－２ 114 914 有 無

130 施設課 熊本県立牛深高等学校　体育館 天草市久玉町堂面１２１６－５ 138 1106 無 無

131 施設課 熊本県立牛深高等学校　武道場 天草市久玉町堂面１２１６－５ 106 423 無 無

132 施設課 熊本県立天草拓心高等学校本渡校舎　体育館 天草市本渡町本戸馬場４２８ 125 1003 有 無

133 施設課 熊本県立天草拓心高等学校本渡校舎　武道場 天草市本渡町本戸馬場４２８ 99 395 有 無

134 施設課 熊本県立上天草高等学校　体育館 上天草市大矢野町中５４２４ 158 1261 有 無

135 施設課 熊本県立上天草高等学校　武道場 上天草市大矢野町中５４２４ 105 420 有 無

136 施設課 熊本県立天草工業高等学校　体育館 天草市亀場町亀川３８－３６ 242 2909 有 無

137 施設課 熊本県立天草工業高等学校　武道場 天草市亀場町亀川３８－３６ 45 542 有 無

138 施設課 熊本県立天草拓心高等学校マリン校舎　体育館 天草郡苓北町富岡３７５７ 107 853 有 無

139 施設課 熊本県立天草拓心高等学校マリン校舎　武道場 天草郡苓北町富岡３７５７ 103 411 有 無

140 施設課 熊本県立東稜高等学校　体育館 熊本市東区小峯４丁目５番１０号 353 2823 有 無

141 施設課 熊本県立東稜高等学校　セミナーハウス 熊本市東区小峯４丁目５番１０号 87 699 有 無

142 施設課 熊本県立盲学校　体育館 熊本市東区東町３丁目１４‐１ 91 729 有 無

143 施設課 熊本県立盲学校　格技場 熊本市東区東町３丁目１４‐１ 15 185 有 無

144 施設課 熊本県立熊本ろう学校　体育館 熊本市東区東町３‐６ 94 748 有 無

145 施設課 熊本県立熊本ろう学校　武道場 熊本市東区東町３‐６ 49 195 有 無

146 施設課 熊本県立熊本支援学校　体育館 熊本市中央区出水５丁目５‐１６ 69 553 有 不明 無

147 施設課 熊本県立松橋支援学校　体育館 宇城市松橋町南豊崎２５２ 128 510 有 不明 無

148 施設課 熊本県立松橋東支援学校　体育館 宇城市松橋町豊福２９１０ 101 402 有 不明 無

149 施設課 熊本県立菊池支援学校　体育館 合志市合生４３００ 84 337 有 不明 無

150 施設課 熊本県立黒石原支援学校　体育館 合志市須屋２６５９－１２ 112 446 有 不明 無

151 施設課 熊本県立天草支援学校　体育館 天草市本町新休９７２ 57 458 無 不明 無

152 施設課 熊本県立松橋西支援学校　体育館 宇城市松橋町松橋３０８‐１ 141 563 有 不明 無

153 施設課 熊本県立荒尾支援学校　体育館 荒尾市増永２２９９‐３ 137 547 有 不明 無

154 施設課 熊本県立小国支援学校　体育館 阿蘇郡小国町宮原２６３５‐２ 112 448 無 不明 無

155 施設課 熊本県立球磨支援学校　体育館 球磨郡多良木町多良木４２１７ 109 434 有 不明 無

156 施設課 熊本県立大津支援学校　体育館棟 菊池郡大津町室１３８１ 69 554 有 不明 無

157 施設課 熊本県立ひのくに高等支援学校　体育館 合志市合生４３６０－７ 217 867 有 不明 無

158 施設課 熊本県立熊本かがやきの森支援学校　体育館・プール 熊本市西区横手５丁目１６番２８号 377 1508 有 不明 無

159 施設課 熊本県立かもと稲田支援学校　体育館 山鹿市鹿本町高橋６３８ 235 943 無 不明 無
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３．熊本県被災建築物応急危険度判定に係る参集場所候補地一覧

延床面積

1 森林整備課 林業研究・研修センター　林業技術研修棟森創館 熊本市中央区黒髪8丁目222-2 100 無 70

2 販路拡大ビジネス課
熊本産業展示場（グランメッセ熊本）
コンベンションホール、大中会議室

上益城郡益城町福富１０１０ 480 有 2200
広域防災活動拠点に指定。使用料の設定あり
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ252、大144、中84

3 　水産振興課 水産研究センター　大研修室 上天草市大矢野町中２４５０－２ 110 無 54 駐車場は外来駐車場数

4 　水産振興課 水産研究センター　会議室（２階） 上天草市大矢野町中２４５０－２ 35 無 54 駐車場は外来駐車場数

5 障がい者支援課 身体障害者福祉センター  体育館 熊本市東区長嶺南2-3-2 245 980.25 無 6

6 障がい者支援課 身体障害者福祉センター  １Ｆ娯楽室 熊本市東区長嶺南2-3-2 25 99 無 6

7 障がい者支援課 身体障害者福祉センター  １Ｆプレールーム 熊本市東区長嶺南2-3-2 25 99 無 6

8 労働雇用創生課 県立高等技術専門校  体育館 熊本市南区幸田1丁目４－１ 180 720 有 30
駐車場はグランド想定
※ただし令和９年度まで大規模改修工事予定の
ため提供困難

9 労働雇用創生課 熊本県立技術短期大学校  体育館 菊陽町原水4455-1 261 1044 有 200 駐車場台数はグラウンド駐車場を除く

10 文化課 熊本県立美術館　文化交流室 熊本市中央区二の丸２番 50 無 館の被災状況によっては対応できない場合あり

11 文化課 熊本県立美術館　吹抜ホール 熊本市中央区二の丸２番 80 無 館の被災状況によっては対応できない場合あり

12 文化課 熊本県立美術館　ロビー 熊本市中央区二の丸２番 80 無 館の被災状況によっては対応できない場合あり

13 文化課 装飾古墳館 山鹿市鹿央町岩原３０８５番地 100 無 150 集団学習室、体験学習室

14 文化課 鞠智城・温故創生館　研修施設 山鹿市菊鹿町米原４４３－１ 100 296.5 無 85 館の被災状況によっては対応できない場合あり

15
上益城地域振興局土木部

総務出納課
上益城地域振興局土木部　大会議室 上益城郡山都町下馬尾２６５ 30 有 10

災害対策本部設置施設
光熱費不要

16
県北広域本部

総務課
菊池総合庁舎　別館２階大会議室 菊池市隈府１２７２－１０ 100 192.12 有 300

駐車場は職員駐車場台数含む、警備対象棟内の
ため制限有、光熱費不要

17 県北広域本部　総務課 菊池総合庁舎　別棟会議室 菊池市隈府１２７２－１０ 25 98.35 無 300
駐車場は職員駐車場台数含む
光熱費不要

18 菊池保健所　総務企画課 菊池保健所　　会議室 菊池市隈府１２７２－１０ 50 有 15
災害対策本部設置施設
光熱費不要

19
玉名地域振興局

総務振興課
玉名総合庁舎　大会議室 玉名市岩崎１００４－１ 100 有 200

地方災害対策本部設置施設
光熱費不要

20
鹿本地域振興局

総務振興課
鹿本総合庁舎　3階大会議室 山鹿市山鹿１０２６－３ 90 182.36 有 29

災害対策本部設置施設、駐車場は外来駐車場数
光熱費不要

21 県南広域本部　総務課 八代総合庁舎　　５階大中会議室 八代市西片町1660 64 257.12 有 100
災害対策本部設置施設
光熱費不要、駐車場は外来駐車場数

22
球磨地域振興局

総務振興課
球磨総合庁舎寺町別館　第一会議室 人吉市寺町１２－１ 32 61.41  無

23
球磨地域振興局

総務振興課
球磨総合庁舎寺町別館　第二会議室 人吉市寺町１２－１ 24 47.58  無

24
球磨地域振興局

総務振興課
球磨総合庁舎寺町別館　第三会議室 人吉市寺町１２－１ 42 107.65  無

25
球磨地域振興局

総務振興課
球磨総合庁舎　　会議棟２階中会議室 人吉市西間下町８６－１ 19 74.39 有 266

災害対策本部設置施設
※駐車場台数は職員用駐車場も含めた台数
光熱費不要

26 環境立県推進課 環境センター　環境シアター 水俣市明神町55-1 100 81 無 20
「エコパーク水俣」（都市公園）の駐車場も利用可。センター
に最も近い駐車場（2ヶ所）は最大で約100台駐車可能
環境センターの駐車場は約20台駐車可能

27 農林水産政策課 農業公園　多目的ホール 合志市栄3802-4 72 289 無 2260 大規模災害時部隊活動拠点候補施設

28 施設課 熊本県立済々黌高等学校 体育館 熊本市中央区黒髪２丁目２２‐１ 321 3856 有 不明

29 施設課 熊本県立済々黌高等学校　武道場 熊本市中央区黒髪２丁目２２‐１ 160 640 有 不明

30 施設課 熊本県立熊本高等学校　体育館 熊本市中央区新大江１丁目８ 263 4211 有 不明

31 施設課 熊本県立熊本高等学校　武道場 熊本市中央区新大江１丁目８ 161 644 有 不明

32 施設課 熊本県立第一高等学校　武道場 熊本市中央区古城町３‐１ 102 408 有 不明

33 施設課 熊本県立第一高等学校　セミナーハウス 熊本市中央区古城町３‐１ 145 581 有 不明

34 施設課 熊本県立第一高等学校　体育館 熊本市中央区古城町３‐１ 283 2265 有 不明

35 施設課 熊本県立第二高等学校　セミナーハウス 熊本市東区東町３丁目１３番１号 175 699 有 不明

36 施設課 熊本県立第二高等学校　体育館 熊本市東区東町３丁目１３番１号 202 3230 有 不明

37 施設課 熊本県立熊本商業高等学校　体育館 熊本市中央区神水１丁目１‐２ 237 2847 有 不明

38 施設課 熊本県立熊本商業高等学校　武道場 熊本市中央区神水１丁目１‐２ 107 428 有 不明

39 施設課 熊本県立熊本工業高等学校　第二体育館 熊本市中央区上京塚町１‐１ 233 1861 有 不明

40 施設課 熊本県立熊本工業高等学校　セミナーハウス 熊本市中央区上京塚町１‐１ 176 705 有 不明

41 施設課 熊本県立熊本工業高等学校　第一体育館 熊本市中央区上京塚町１‐１ 175 2793 有 不明

42 施設課 熊本県立熊本農業高等学校　体育館 熊本市南区元三町五丁目１番１号 304 4868 有 不明

43 施設課 熊本県立熊本西高等学校　セミナーハウス 熊本市西区城山大塘町６４５ 173 691 有 不明

44 施設課 熊本県立熊本西高等学校　第一体育館 熊本市西区城山大塘町６４５ 218 2618 有 不明

45 施設課 熊本県立熊本北高等学校　体育館武道場 熊本市北区兎谷３丁目５‐１ 317 2535 有 不明

46 施設課 熊本県立湧心館高等学校　体育館 熊本市中央区出水４丁目１‐２ 184 1469 有 不明

47 施設課 熊本県立湧心館高等学校　第１体育館B 熊本市中央区出水４丁目１‐２ 130 519 有 不明

48 施設課 熊本県立湧心館高等学校　第２体育館 熊本市中央区出水４丁目１‐２ 230 1838 有 不明

49 施設課 熊本県立宇土高等学校　第２体育館 宇土市古城町６３ 167 667 有 不明

50 施設課 熊本県立宇土高等学校　第１体育館 宇土市古城町６３ 225 1801 有 不明

51 施設課 熊本県立宇土高等学校　セミナーハウス 宇土市古城町６３ 172 688 有 不明

52 施設課 熊本県立松橋高等学校　体育館 宇城市松橋町久具３００ 191 1524 有 不明

53 施設課 熊本県立松橋高等学校　武道場 宇城市松橋町久具３００ 105 420 有 不明

54 施設課 熊本県立松橋高等学校　第二体育館 宇城市松橋町久具３００ 215 861 有 不明

55 施設課 熊本県立小川工業高等学校　体育館 宇城市小川町北新田７７０ 141 1131 有 不明

56 施設課 熊本県立小川工業高等学校　武道場 宇城市小川町北新田７７０ 105 420 有 不明

57 施設課 熊本県立御船高等学校　体育館 上益城郡御船町木倉１２５３ 286 1142 有 不明
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58 施設課 熊本県立御船高等学校　武道場 上益城郡御船町木倉１２５３ 103 410 有 不明

59 施設課 熊本県立御船高等学校　セミナーハウス 上益城郡御船町木倉１２５３ 174 695 有 不明

60 施設課 熊本県立甲佐高等学校　体育館 上益城郡甲佐町横田３２７ 272 1089 無 不明

61 施設課 熊本県立甲佐高等学校　武道場 上益城郡甲佐町横田３２７ 85 338 無 不明

62 施設課 熊本県立矢部高等学校　体育館 上益城郡山都町城平９５４ 156 1246 有 不明

63 施設課 熊本県立矢部高等学校　第二体育館 上益城郡山都町城平９５４ 175 1400 有 不明

64 施設課 熊本県立岱志高等学校　第一体育館 荒尾市荒尾２６２０‐１ 144 1149 有 不明

65 施設課 熊本県立岱志高等学校　武道場 荒尾市荒尾２６２０‐１ 103 411 有 不明

66 施設課 熊本県立岱志高等学校　第二体育館 荒尾市荒尾２６２０‐１ 215 861 有 不明

67 施設課 熊本県立岱志高等学校　セミナーハウス 荒尾市荒尾２６２０‐１ 87 698 有 不明

68 施設課 熊本県立玉名高等学校　体育館 玉名市中１８５３ 210 1681 有 不明

69 施設課 熊本県立玉名高等学校　格技場 玉名市中１８５３ 105 420 有 不明

70 施設課 熊本県立玉名高等学校　第２体育館 玉名市中１８５３ 284 1137 有 不明

71 施設課 熊本県立玉名高等学校　セミナーハウス 玉名市中１８５３ 87 698 有 不明

72 施設課 熊本県立玉名工業高等学校　体育館 玉名市岱明町下前原３６８ 133 1064 有 不明

73 施設課 熊本県立玉名工業高等学校　柔道場 玉名市岱明町下前原３６８ 49 195 有 不明

74 施設課 熊本県立玉名工業高等学校　剣道場 玉名市岱明町下前原３６８ 56 223 有 不明

75 施設課 熊本県立北稜高等学校　体育館 玉名市立願寺２４７ 139 1113 有 不明

76 施設課 熊本県立北稜高等学校　武道場 玉名市立願寺２４７ 103 411 有 不明

77 施設課 熊本県立鹿本高等学校　体育館 山鹿市鹿校通３丁目５番１号 210 1677 有 不明

78 施設課 熊本県立鹿本高等学校　剣道場 山鹿市鹿校通３丁目５番１号 142 569 有 不明

79 施設課 熊本県立鹿本高等学校　セミナーハウス 山鹿市鹿校通３丁目５番１号 174 696 有 不明

80 施設課 熊本県立鹿本高等学校　柔道場 山鹿市鹿校通３丁目５番１号 107 426 有 不明

81 施設課 熊本県立鹿本商工高等学校　武道場 山鹿市鹿本町御宇田３１２ 103 413 有 不明

82 施設課 熊本県立鹿本商工高等学校　体育館 山鹿市鹿本町御宇田３１２ 190 1523 有 不明

83 施設課 熊本県立鹿本農業高等学校　体育館 山鹿市鹿本町来民２０５５ 106 844 有 不明

84 施設課 熊本県立鹿本農業高等学校　武道場 山鹿市鹿本町来民２０５５ 87 348 有 不明

85 施設課 熊本県立菊池高等学校　セミナーハウス 菊池市隈府１３３２‐１ 88 706 有 不明

86 施設課 熊本県立菊池高等学校　体育館 菊池市隈府１３３２‐１ 321 2565 有 不明

87 施設課 熊本県立菊池農業高等学校　体育館 菊池市泗水町吉富２５０‐１１ 235 938 有 不明

88 施設課 熊本県立菊池農業高等学校　格技場 菊池市泗水町吉富２５０‐１１ 103 411 有 不明

89 施設課 熊本県立大津高等学校　セミナーハウス 菊池郡大津町大津１３４０ 86 691 有 不明

90 施設課 熊本県立大津高等学校　体育館 菊池郡大津町大津１３４０ 396 3169 有 不明

91 施設課 熊本県立大津高等学校　武道場 菊池郡大津町大津１３４０ 136 542 有 不明

92 施設課 熊本県立翔陽高等学校　体育館 菊池郡大津町室１７８２‐１ 176 1407 有 不明

93 施設課 熊本県立翔陽高等学校　武道場 菊池郡大津町室１７８２‐１ 103 411 有 不明

94 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎　第一体育館 阿蘇市一の宮町宮地２４６０ 109 871 無 不明

95 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎　第二体育館 阿蘇市一の宮町宮地２４６０ 180 720 無 不明

96 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎第二運動場　セミナーハウス 阿蘇市一の宮町宮地２４６０ 87 697 無 不明

97 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎　武道場 阿蘇市一の宮町宮地２５９５‐５ 217 867 無 不明

98 施設課 熊本県立高森高等学校　第１体育館 阿蘇郡高森町高森１５５７ 212 846 有 不明

99 施設課 熊本県立高森高等学校　第２体育館 阿蘇郡高森町高森１５５７ 167 667 有 不明

100 施設課 熊本県立高森高等学校　武道場 阿蘇郡高森町高森１５５７ 122 487 有 不明

101 施設課 熊本県立小国高等学校　第２体育館 阿蘇郡小国町宮原１８８７‐１ 184 1469 有 不明

102 施設課 熊本県立小国高等学校　第１体育館 阿蘇郡小国町宮原１８８７‐１ 303 1211 有 不明

103 施設課 熊本県立小国高等学校　剣道場 阿蘇郡小国町宮原１８８７‐１ 39 156 有 不明

104 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校清峰校舎　第一体育館 阿蘇市一の宮町宮地４１３１ 109 870 有 不明

105 施設課 熊本県立阿蘇中央高等学校清峰校舎　武道場 阿蘇市一の宮町宮地４１３１ 106 423 有 不明

106 施設課 熊本県立八代高等学校　セミナーハウス 八代市永碇町８５６ 86 691 有 不明

107 施設課 熊本県立八代高等学校　体育館 八代市永碇町８５６ 432 3452 有 不明

108 施設課 熊本県立八代中学校　体育館 八代市永碇町８５６ 255 1021 有 不明

109 施設課 熊本県立八代東高等学校　体育館 八代市鷹辻町４－２ 313 2507 有 不明

110 施設課 熊本県立八代清流高等学校　体育館 八代市渡町１５７６ 191 1524 有 不明

111 施設課 熊本県立八代清流高等学校　武道場 八代市渡町１５７６ 105 420 有 不明

112 施設課 熊本県立八代清流高等学校　セミナーハウス 八代市渡町１５７６ 88 700 有 不明

113 施設課 熊本県立八代工業高等学校　格技場 八代市大福寺町４７３ 105 420 有 不明

114 施設課 熊本県立八代工業高等学校　体育館棟 八代市大福寺町４７３ 175 2105 有 不明

115 施設課 熊本県立八代工業高等学校　体育館棟格技場 八代市大福寺町４７３ 35 418 有 不明

116 施設課 熊本県立八代工業高等学校　武道場 代市大福寺町４７３ 105 418 有 不明

117 施設課 熊本県立八代農業高等学校　体育館 八代市鏡町鏡１２９ 123 987 有 不明

118 施設課 熊本県立八代農業高等学校　武道場 八代市鏡町鏡１２９ 105 420 有 不明
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119 施設課 熊本県立八代農業高等学校泉分校　体育館 八代市泉町柿迫３６３６ 86 685 無 不明

120 施設課 熊本県立鏡わかあゆ高等支援学校　体育館 八代市鏡町鏡村９３７ 156 1246 無 不明

121 施設課 熊本県立芦北高等学校　武道場 芦北郡芦北町乙干屋２０‐２ 105 420 有 不明

122 施設課 熊本県立芦北高等学校　セミナーハウス 芦北郡芦北町乙干屋２０‐２ 87 697 有 不明

123 施設課 熊本県立芦北高等学校　体育館 芦北郡芦北町乙干屋２０‐２ 275 2202 有 不明

124 施設課 熊本県立水俣高等学校　体育館 水俣市洗切町１１‐１ 244 2922 有 不明

125 施設課 旧熊本県立水俣高等学校　第二体育館 水俣市南福寺６－１ 108 861 無 不明

126 施設課 熊本県立人吉高等学校　武道場 人吉市北泉田町３５０‐１ 103 410 有 不明

127 施設課 熊本県立人吉高等学校　セミナーハウス 人吉市北泉田町３５０‐１ 86 691 有 不明

128 施設課 熊本県立人吉高等学校　第２体育館 人吉市北泉田町３５０‐１ 153 1830 有 不明

129 施設課 熊本県立人吉高等学校　第一体育館 人吉市北泉田町３５０‐１ 245 1963 有 不明

130 施設課 熊本県立南稜高等学校　体育館 球磨郡あさぎり町上北３１０ 156 1245 有 不明

131 施設課 熊本県立南稜高等学校　武道場 球磨郡あさぎり町上北３１０ 105 420 有 不明

132 施設課 熊本県立球磨工業高等学校　体育館 人吉市城本町５１０‐４ 135 1083 有 不明

133 施設課 熊本県立球磨工業高等学校　武道場 人吉市城本町５１０‐４ 51 410 有 不明

134 施設課 熊本県立球磨中央高等学校　体育館 球磨郡錦町西１９２ 141 1131 無 不明

135 施設課 熊本県立球磨中央高等学校　武道場 球磨郡錦町西１９２ 87 348 無 不明

136 施設課 熊本県立天草高等学校　体育館 天草市本渡町本渡５５７ 141 1130 無 不明

137 施設課 熊本県立天草高等学校　格技場 天草市本渡町本渡５５７ 53 420 無 不明

138 施設課 熊本県立天草高等学校　セミナーハウス 天草市本渡町本渡５５７ 86 688 無 不明

139 施設課 熊本県立天草高等学校倉岳校　武道場 天草市倉岳町棚底２６８０－２ 107 428 有 不明

140 施設課 熊本県立天草高等学校倉岳校　体育館 天草市倉岳町棚底２６８０－２ 114 914 有 不明

141 施設課 熊本県立牛深高等学校　体育館 天草市久玉町堂面１２１６－５ 138 1106 無 不明

142 施設課 熊本県立牛深高等学校　武道場 天草市久玉町堂面１２１６－５ 106 423 無 不明

143 施設課 熊本県立天草拓心高等学校本渡校舎　体育館 天草市本渡町本戸馬場４２８ 125 1003 有 不明

144 施設課 熊本県立天草拓心高等学校本渡校舎　武道場 天草市本渡町本戸馬場４２８ 99 395 有 不明

145 施設課 熊本県立上天草高等学校　体育館 上天草市大矢野町中５４２４ 158 1261 有 不明

146 施設課 熊本県立上天草高等学校　武道場 上天草市大矢野町中５４２４ 105 420 有 不明

147 施設課 熊本県立天草工業高等学校　体育館 天草市亀場町亀川３８－３６ 242 2909 有 不明

148 施設課 熊本県立天草工業高等学校　武道場 天草市亀場町亀川３８－３６ 45 542 有 不明

149 施設課 熊本県立天草拓心高等学校マリン校舎　体育館 天草郡苓北町富岡３７５７ 107 853 有 不明

150 施設課 熊本県立天草拓心高等学校マリン校舎　武道場 天草郡苓北町富岡３７５７ 103 411 有 不明

151 施設課 熊本県立東稜高等学校　体育館 熊本市東区小峯４丁目５番１０号 353 2823 有 不明

152 施設課 熊本県立東稜高等学校　セミナーハウス 熊本市東区小峯４丁目５番１０号 87 699 有 不明

153 施設課 熊本県立盲学校　体育館 熊本市東区東町３丁目１４‐１ 91 729 有 不明

154 施設課 熊本県立盲学校　格技場 熊本市東区東町３丁目１４‐１ 15 185 有 不明

155 施設課 熊本県立熊本ろう学校　体育館 熊本市東区東町３‐６ 94 748 有 不明

156 施設課 熊本県立熊本ろう学校　武道場 熊本市東区東町３‐６ 49 195 有 不明

157 施設課 熊本県立熊本支援学校　体育館 熊本市中央区出水５丁目５‐１６ 69 553 有 不明

158 施設課 熊本県立松橋支援学校　体育館 宇城市松橋町南豊崎２５２ 128 510 有 不明

159 施設課 熊本県立松橋東支援学校　体育館 宇城市松橋町豊福２９１０ 101 402 有 不明

160 施設課 熊本県立菊池支援学校　体育館 合志市合生４３００ 84 337 有 不明

161 施設課 熊本県立黒石原支援学校　体育館 合志市須屋２６５９－１２ 112 446 有 不明

162 施設課 熊本県立天草支援学校　体育館 天草市本町新休９７２ 57 458 無 不明

163 施設課 熊本県立松橋西支援学校　体育館 宇城市松橋町松橋３０８‐１ 141 563 有 不明

164 施設課 熊本県立荒尾支援学校　体育館 荒尾市増永２２９９‐３ 137 547 有 不明

165 施設課 熊本県立小国支援学校　体育館 阿蘇郡小国町宮原２６３５‐２ 112 448 無 不明

166 施設課 熊本県立球磨支援学校　体育館 球磨郡多良木町多良木４２１７ 109 434 有 不明

167 施設課 熊本県立大津支援学校　体育館棟 菊池郡大津町室１３８１ 69 554 有 不明

168 施設課 熊本県立ひのくに高等支援学校　体育館 合志市合生４３６０－７ 217 867 有 不明

169 施設課 熊本県立熊本かがやきの森支援学校　体育館・プール 熊本市西区横手５丁目１６番２８号 377 1508 有 不明

170 施設課 熊本県立かもと稲田支援学校　体育館 山鹿市鹿本町高橋６３８ 235 943 無 不明


