
番号 種別 地区名 建物名称 構造物 住所

1 1（民間） 田子浦 ホテルアムス 津波避難ビル 富士市川成島７８２番地の９

2 2（民間） 田子浦 新富士ビル 津波避難ビル 富士市川成島６４４番地の３

3 3（民間） 田子浦 マンションコーポベルライズ 津波避難ビル 富士市柳島１５３番地の１

4 4（民間） 田子浦 旭化成株式会社大志寮 津波避難ビル 富士市中丸１４０番地の１

5 5（民間） 田子浦
旭化成株式会社

サントピア富士寮
津波避難ビル 富士市中丸１２６番地の１

6 6（民間） 田子浦
池辺クリニック

(ＣＡＳビル)
津波避難ビル 富士市川成新町２５０番地

7 7（民間） 田子浦 株式会社ニトリ富士店 津波避難ビル 富士市宮島８４１番地の１

8 8（民間） 田子浦
サンクレイドル新富士

ウインフォート
津波避難ビル 富士市宮島４６６番地の１

9 9（民間） 田子浦 富士化工株式会社 津波避難ビル 富士市前田９０番地

10 10（民間） 元吉原 株式会社中村組 津波避難ビル 富士市田中新田２７５番地の１２

11 11（民間） 元吉原 介護老人保健施設かぐや富士 津波避難ビル 富士市中里２５４６番地の７

12 12（民間） 元吉原 田中町公会堂 津波避難ビル 富士市田中新田２１３番地の２

13 13（民間） 元吉原 ギフトプラザダイトー本店 津波避難ビル 富士市鈴川本町３番６号

14 14（民間） 今泉 株式会社メンテック技研 津波避難ビル 富士市依田橋町９番２２号

15 15（民間） 今泉 株式会社山清第１倉庫 津波避難ビル 富士市今泉１７８番地の１

16 16（民間） 今泉 飯田工業薬品株式会社 津波避難ビル 富士市依田橋７１番地の１

17 17（民間） 今泉 鈴厚ビル 津波避難ビル 富士市依田橋町１３番２４号

18 18（民間） 今泉
ダイオーペーパー

プロダクツ株式会社
津波避難ビル 富士市依田橋町７番３４号

19 19（民間） 今泉
株式会社アスカム

(ダスキン静岡東工場)
津波避難ビル 富士市今泉４２９番地の３

20 20（民間） 今泉 株式会社山清第７倉庫 津波避難ビル 富士市今泉６４３番地の２

21 21（民間） 今泉 ジヤトコ株式会社 津波避難ビル 富士市今泉７００番地の１

22 22（民間） 今泉 マルスン駿河企業アパート 津波避難ビル 富士市依田橋町９番３４号

23 23（民間） 富士南 株式会社富士南エクスプレス 津波避難ビル 富士市五貫島９９１番地

24 24（民間） 富士南 有限会社アサマ工業 津波避難ビル 富士市五貫島９１８番地の１

25 25（民間） 富士南 ＦＫ産業株式会社 津波避難ビル 富士市五貫島８１４番地

26 26（民間） 富士南 東海シーレックス株式会社 津波避難ビル 富士市五貫島７７０番地の８

27 27（民間） 富士南 株式会社大石工業 津波避難ビル 富士市五貫島９９０番地の１

28 28（民間） 富士南

ポリプラスチックス株式会社
テクニカルセンター、

研究開発センター
津波避難ビル 富士市宮島９７３番地

29 29（民間） 富士南
介護老人保健施設

ききょうの郷
津波避難ビル 富士市五貫島１７５番地

30 30（民間） 吉原
株式会社マルハン吉原店

立体駐車場
津波避難ビル 富士市八代町１２番１２号

31 31（民間） 吉原 アイマンション 津波避難ビル 富士市荒田島町９番７号

32 32（民間） 吉原 メゾンタケミネ 津波避難ビル 富士市荒田島町５番７号

津波避難ビル・及び津波避難タワー一覧（令和4年3月31日現在）



番号 種別 地区名 建物名称 構造物 住所

津波避難ビル・及び津波避難タワー一覧（令和4年3月31日現在）

33 33（民間） 吉原 株式会社マルハン吉原寮 津波避難ビル 富士市八代町８番１４号

34 34（民間） 吉原
株式会社ラウンドワン富士店

 立体駐車場
津波避難ビル 富士市八代町４番１５号

35 1（公共） 富士南 富士市立富士南小学校 津波避難ビル 富士市宮下５５１番地

36 2（公共） 富士南 富士市立富士南中学校 津波避難ビル 富士市森島５５０番地

37 3（公共） 富士南 市営四軒屋団地 津波避難ビル 富士市五貫島４６６番地

38 4（公共） 富士南 市営早川団地 津波避難ビル 富士市宮島７３５番地の１

39 5（公共） 田子浦 富士市西部浄化センター 津波避難ビル 富士市宮島１２６０番地

40 6（公共） 田子浦 富士市立田子浦中学校 津波避難ビル 富士市中丸４１１番地

41 7（公共） 田子浦 富士市立田子浦小学校 津波避難ビル 富士市中丸９８番地

42 8（公共） 田子浦 市営田子浦団地 津波避難ビル 富士市川成島５５０番地の３

43 9（公共） 元吉原 富士市立元吉原中学校 津波避難ビル 富士市鈴川中町２８番１号

44 10（公共） 元吉原 市営今井団地 津波避難ビル 富士市今井三丁目６番地の１４

45 11（公共） 元吉原 富士市立元吉原小学校 津波避難ビル 富士市今井三丁目４番２号

46 12（公共） 元吉原 静岡県田子の浦港管理事務所 津波避難ビル 富士市鈴川町２番１号

47 13（公共） 吉原 富士市教育プラザ 津波避難ビル 富士市八代町１番１号

48 14（公共） 吉原 富士市八代町防災倉庫 津波避難ビル 富士市八代町１１番１号

49 1（タワー） 田子浦 浜保育園 津波避難タワー 富士市鮫島５９２番地８号

50 2（タワー） 田子浦 旧浜幼稚園 津波避難タワー 富士市中丸８９４番地３号

51 3（タワー） 元吉原 鈴川港公園 津波避難タワー 富士市鈴川町６１番地９号

52 4（タワー） 元吉原 柏原保育園 津波避難タワー 富士市沼田新田１４８番地１号

53 5（タワー） 元吉原 鈴川本町 津波避難タワー 富士市鈴川本町３２番１号


