
施設標高計測箇所一覧表

町名 所在地 施設名 海抜（ｍ）

1 撫養町 木津 撫養町木津４６１ 天理教大教会 1.8

2 撫養町 木津 撫養町木津９０ 芦余台集会所 6.6

3 撫養町 木津 撫養町木津１１２３－２ 木津元村集会所 3.4

4 撫養町 木津 撫養町木津３８８－１ 原地集会所 2.7

5 撫養町 木津 撫養町木津６３５－１ 鳴門テクノスクール 1.7

6 撫養町 木津 撫養町木津１０３５-１ 木津児童クラブ 2.0

7 撫養町 木津 撫養町木津２００ 衛生センター 6.1

8 撫養町 木津 撫養町南浜字蛭子前西９２－１ 木津さくらんぼ保育園 4.1

9 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜２７４ 東浜集会所 2.2

10 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜３０－９、２７－３ 老人福祉センター・勤労青少年ホーム 2.8

11 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜１７０ 市民会館 2.0

12 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜３２－８ 徳島北農協撫養支所 2.1

13 撫養町 南浜 撫養町南浜字浜田３７－１ 第一中学校 0.9

14 撫養町 南浜 撫養町南浜字権現８８-１ 撫養児童クラブ 0.8

15 撫養町 南浜 撫養町南浜字馬目木５８ 鳴門第一高等学校 3.2

16 撫養町 南浜 撫養町南浜字蛭子前２３ 南浜集会所 1.7

17 撫養町 南浜 撫養町斎田字西発８８－１ うずしお保育園 1.3

18 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜１７０ 本庁 2.1

19 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜１７０ 共済会館 1.9

20 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜３１－３６ 経済棟 2.2

21 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜１７０ 保険棟 2.1

22 撫養町 南浜 撫養町南浜字東浜１７０ 消防庁舎 2.3

23 撫養町 斎田 撫養町斎田字岩崎８６－１ 斎田集会所 1.1

24 撫養町 斎田 撫養町斎田字岩崎１４５ 斎田公民館 1.1

25 撫養町 斎田 撫養町斎田字岩崎７２ 撫養小学校 0.8

26 撫養町 斎田 撫養町斎田字岩崎１３４－３ 撫養幼稚園 0.9

27 撫養町 斎田 撫養町斎田字岩崎１４４－４ 正興寺保育園 1.0

28 撫養町 斎田 撫養町斎田字岩崎１２０ 中央保育所 0.9

29 撫養町 斎田 撫養町斎田字岩崎１３５－１ 鳴門高等学校 0.9

30 撫養町 黒崎 撫養町黒崎字宮津８８－１ 黒崎小学校 0.9

31 撫養町 黒崎 撫養町黒崎字清水８６－２ 黒崎幼稚園 0.8

32 撫養町 黒崎 撫養町黒崎字清水５２－１ 黒崎集会所 1.5

33 撫養町 黒崎 撫養町黒崎字磯崎１２２－１５ 黒崎団地集会所 1.4

34 撫養町 黒崎 撫養町黒崎字松島２０８ 聖母幼稚園 1.6

35 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字北之組９５－２０ 桑島集会所 1.5

36 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字蛭子山１３４ 桑島保育所 2.0

37 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字濘岩浜４８ 鳴門競艇場 1.0

38 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字濘岩浜３５－８ 鳴門市剣道場 2.7

39 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字与三左谷６ 桑島小学校・桑島児童クラブ 0.9

40 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字与三左谷３２ 桑島幼稚園 0.8

41 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字濘岩浜８－２ 教育委員会 2.3

42 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字濘岩浜３５－９ 水道会館 1.9

43 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字濘岩浜３５－８ 勤労者体育センター 2.9

44 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字蛭子山１１ 鳴門市図書館 2.4

45 撫養町 大桑島 撫養町大桑島字中之組３０ 桑島老人憩いの家 2.8

46 撫養町 立岩 撫養町立岩字原田２－１ 立岩集会所 2.5

47 撫養町 立岩 撫養町立岩字原田１５０ 第二中学校 0.7

48 撫養町 立岩 撫養町立岩字内田７３－１ 林崎小学校 1.4

49 撫養町 立岩 撫養町立岩字内田７３ 精華幼稚園 2.0

50 撫養町 立岩 撫養町立岩字内田６３－２ 川東公民館 1.8

51 撫養町 立岩 撫養町立岩字芥原４６－１２ つくし保育所 1.7
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52 撫養町 立岩 撫養町立岩字元地１９６ 立岩塩浜集会所 2.0

53 撫養町 立岩 撫養町立岩字四枚６１ 徳島県鳴門総合運動公園武道館 2.7

54 撫養町 立岩 撫養町立岩字四枚６１ 鳴門県民体育館 3.0

55 撫養町 立岩 撫養町立岩字五枚２４９ 鳴門市老人ホーム 1.3

56 撫養町 林崎 撫養町林崎字南殿町２８－１ 林崎集会所 4.2

57 撫養町 林崎 撫養町林崎字南殿町２８-１ 林崎児童クラブ 3.4

58 撫養町 林崎 撫養町林崎字南殿町７７－５ 林崎保育所 1.4

59 撫養町 林崎 撫養町林崎字北殿町１４７ 地先 市道妙見山線 37.5

60 撫養町 弁財天 撫養町弁財天字三ツ井丁４－２ 弁財天集会所 1.6

61 撫養町 岡崎 撫養町岡崎字二等道路東４１－２ 岡崎集会所 1.5

62 撫養町 岡崎 撫養町弁財天字派名２６－９ 岡崎保育所 1.2

63 撫養町 北浜 撫養町北浜字宮の東４－２ 北浜老人憩いの家 1.9

64 里浦町 里浦 里浦町里浦字花面５３５－２ 里浦公民館 2.3

65 里浦町 里浦 里浦町里浦字花面２３３－１ 里浦農業協同組合 1.8

66 里浦町 里浦 里浦町里浦字花面３５０－２ 里浦集会所 2.3

67 里浦町 里浦 里浦町里浦字恵美寿５－１ 鳴南集会所 1.4

68 里浦町 里浦 里浦町里浦字中島４６４－１ 里浦農協南支所 1.5

69 里浦町 里浦 里浦町里浦字恵美寿５－１ 里浦保育所 1.1

70 里浦町 里浦 里浦町里浦字西浜４０１ 里浦小学校・里浦幼稚園 1.3

71 里浦町 里浦 里浦町里浦字西浜４６０ 鳴門市里浦処分場 2.2

72 里浦町 里浦 里浦町粟津字西開３８－１ 公設地方卸売市場 1.0

73 里浦町 里浦 里浦町里浦字梅原４９６番地先 梅原の丘上の道路 3.5

74 里浦町 里浦 里浦町里浦字恵美寿２１６番地先 恵美寿の丘上の道路 3.1

75 里浦町 里浦 里浦町里浦字坂田２１７－４ 里浦ちどり保育所 2.5

76 里浦町 里浦 里浦町里浦字坂田４１５－１ 里浦北集会所 4.3

77 里浦町 里浦 里浦町里浦字花面６９４ 人丸神社高台 14.4

78 鳴門町 高島 鳴門町高島字北１－１ 鳴門西小学校 1.6

79 鳴門町 高島 鳴門町高島字中島７４８ 鳴門教育大学 2.0

80 鳴門町 高島 鳴門町高島字北８６ 鳴門公民館 1.7

81 鳴門町 高島 鳴門町高島字北２２１ 成稔幼稚園 1.4

82 鳴門町 高島 鳴門町高島字中島１２４ 中島集会所 1.2

83 鳴門町 高島 鳴門町高島字北３８４ 高島団地集会所 2.5

84 鳴門町 高島 鳴門町高島字南４３３－２ いずみ保育園 1.6

85 鳴門町 三ツ石 鳴門町三ツ石字芙蓉山下２５１ 鳴門中学校 1.4

86 鳴門町 土佐泊浦 鳴門町土佐泊浦字高砂６５－３ 鳴門東小学校 3.9

87 鳴門町 土佐泊浦 鳴門町土佐泊浦字高砂１８１－２ 野集会所 4.9

88 鳴門町 土佐泊浦 鳴門町土佐泊浦字黒山１１８－２３５ 黒山集会所 6.5

89 鳴門町 土佐泊浦 鳴門町土佐泊浦字大毛１２２ 大毛集会所 2.2

90 鳴門町 土佐泊浦 鳴門町土佐泊浦字脇口２３－３ 鳴門東地区コミュニティーセンター 7.6

91 瀬戸町 明神 瀬戸町明神字越浦７０ 明神小学校・明神幼稚園 2.1

92 瀬戸町 明神 瀬戸町明神字鳴谷３８ 明神児童クラブ 1.4

93 瀬戸町 明神 瀬戸町明神字下本城２４２ 明神集会所 1.9

94 瀬戸町 明神 瀬戸町明神字越浦１３７ 明神越浦集会所 2.2

95 瀬戸町 明神 瀬戸町明神字越浦１３３ 明神善隣館保育所 1.3

96 瀬戸町 明神 瀬戸町明神字菅谷３２－２ 明神菅谷集会所 16.5

97 瀬戸町 明神 瀬戸町明神字馬越２５ 大元神社 1.3

98 瀬戸町 明神 瀬戸町明神字馬越２４ 明神公民館 1.4

99 瀬戸町 堂浦 瀬戸町堂浦字地廻り壱９６－４ 瀬戸中学校 1.6

100 瀬戸町 堂浦 瀬戸町堂浦字地廻り壱８６－４ 瀬戸公民館 3.9

101 瀬戸町 堂浦 瀬戸町堂浦字地廻り参２２０－１ 瀬戸小学校・瀬戸幼稚園 1.4

102 瀬戸町 堂浦 瀬戸町堂浦字地廻り参２１４－１ 瀬戸保育所 1.1
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103 瀬戸町 堂浦 瀬戸町堂浦字地廻り壱１２ 明神北集会所 6.2

104 瀬戸町 堂浦 瀬戸町堂浦字地廻り弐２６６ 堂浦ふれあい会館 1.9

105 瀬戸町 堂浦 瀬戸町堂浦字大日出３－３ 日出集会所 2.5

106 瀬戸町 北泊 瀬戸町北泊字北泊１０３ 北泊公民館 1.5

107 瀬戸町 北泊 瀬戸町北泊字北泊２０９－６ 北泊漁業協同組合（北泊漁民センター） 3.4

108 瀬戸町 北泊 瀬戸町北泊字北泊２０９－６ 北泊漁業協同組合（旧事務所） 2.0

109 瀬戸町 北泊 瀬戸町北泊字小海２８７－１ 小海集会所 2.8

110 瀬戸町 中島田 瀬戸町中島田字北田３６ 島田小学校・島田幼稚園 7.9

111 瀬戸町 小島田 瀬戸町小島田字通り１－３ 小島田集会所 1.8

112 瀬戸町 室 瀬戸町室字本村６４－１ 室撫佐漁業協同組合 2.5

113 瀬戸町 撫佐 瀬戸町撫佐字本村６２－２ 撫佐集会所 2.2

114 大津町 大幸 大津町大幸字若宮の本１４ 大幸集会所 1.4

115 大津町 大幸 大津町大幸字塩田２７－１ すみれ保育園 1.2

116 大津町 大代 大津町大代６７９－２ 大津中央公民館 1.5

117 大津町 大代 大津町大代１１３３－１ 大代前場集会所 5.1

118 大津町 大代 大津町大代１２１３－２ 大代集会所 2.0

119 大津町 大代 大津町大代１２０８ 大津西小学校 2.0

120 大津町 大代 大津町大代９９７－１ 大代山路集会所 6.9

121 大津町 段関 大津町段関字東１－２ 段関集会所 0.9

122 大津町 段関 大津町段関字沖野２１－６ 段関野崎集会所 1.9

123 大津町 備前島 大津町備前島字荒神の越１６４－３ 備前島集会所 1.1

124 大津町 木津野 大津町木津野字野神ノ越５６－３ 木津野集会所 1.2

125 大津町 木津野 大津町木津野字内田１５ 第一小学校 0.8

126 大津町 吉永 大津町吉永５９５ 市立工業高等学校 0.5

127 大津町 吉永 大津町吉永７５５－７ 鳴門警察署 2.4

128 大津町 吉永 大津町吉永１２８－２ 吉永集会所 0.7

129 大津町 矢倉 大津町矢倉字弐ノ越３４－３ 矢倉集会所 0.4

130 大津町 矢倉 大津町矢倉字西の越２－２ 大津団地集会所 1.1

131 大津町 矢倉 大津町矢倉字弐の越３４－３ 矢倉保育園 0.5

132 大津町 矢倉 大津町矢倉字参の越３５ 矢倉乳児保育園 0.5

133 大津町 長江 大津町長江字東大黒１－２ 長江集会所 0.7

134 北灘町 櫛木 北灘町櫛木字中末８３－３ 櫛木集会所 20.0

135 北灘町 櫛木 北灘町櫛木字中末９３ 櫛木分団 19.8

136 北灘町 櫛木 北灘町櫛木字中末９２－２ 張集会所 14.7

137 北灘町 粟田 北灘町粟田字東傍示１７２ 粟田公民館 12.9

138 北灘町 粟田 北灘町粟田字西傍示１３７－４ ほほえみ児童クラブ 22.8

139 北灘町 粟田 北灘町粟田字東傍示２７６ 長寿寺保育園 24.9

140 北灘町 粟田 北灘町粟田字西傍示２２８－１ 北灘東小学校・北灘東幼稚園 7.8

141 北灘町 大浦 北灘町大浦字東浦７５ 北灘中学校 7.9

142 北灘町 大浦 北灘町大浦字東浦２６ 大浦集会所 4.0

143 北灘町 宿毛谷 北灘町宿毛谷字クロハエ６６ 北灘公民館 3.8

144 北灘町 鳥ヶ丸 北灘町鳥ケ丸字トノムラ６０－２ 鳥ヶ丸集会所 10.6

145 北灘町 折野 北灘町折野字上東地１２２－２ 東地集会所 8.2

146 北灘町 折野 北灘町折野字屋敷１５４－１ 北条集会所 4.4

147 北灘町 折野 北灘町折野字屋敷６６ 北灘西小学校 1.3

148 北灘町 折野 北灘町折野字三津２６０－２ 三津集会所 3.2

149 北灘町 折野 北灘町折野字屋敷３７９－１ 西条集会所 15.9

150 北灘町 大須 北灘町大須字西添２５ 大須集会所 3.2

151 北灘町 大須 北灘町大須字長浜５－３ 長浜集会所 4.6

152 大麻町 姫田 大麻町姫田字東百地１－４ 小森集会所 1.9

153 大麻町 姫田 大麻町姫田字森崎５７－２ 姫田集会所 4.8
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町名 所在地 施設名 海抜（ｍ）

154 大麻町 大谷 大麻町大谷字中筋４１ 堀江北小学校 7.9

155 大麻町 大谷 大麻町大谷字井利の肩２９-１ すくすく保育園 9.8

156 大麻町 大谷 大麻町大谷字道の上２４ 堀江公民館 8.0

157 大麻町 大谷 大麻町大谷字中筋５３ 堀江北幼稚園 3.8

158 大麻町 大谷 大麻町大谷字椢原１４ 大谷集会所 17.9

159 大麻町 池谷 大麻町池谷字長田１０３－２ 池谷集会所 9.5

160 大麻町 池谷 大麻町池谷字長田１０５ 大麻中学校 5.4

161 大麻町 高畑 大麻町高畑字居屋敷１２７－２ 高畑集会所 1.8

162 大麻町 荻原 大麻町萩原字アコメン１１-３ 荻原集会所 9.9

163 大麻町 荻原 大麻町萩原字西山田６８‐３５ 荻原団地集会所 19.8

164 大麻町 桧 大麻町檜字野神ノ北３１－５ 桧集会所 13.8

165 大麻町 桧 大麻町檜字中山田１３－１５１ リューネの森集会所 18.8

166 大麻町 桧 大麻町檜字ダンノ上３２‐4 桧西集会所 9.5

167 大麻町 桧 大麻町檜字コモガ池９０‐２ 川原場集会所 5.6

168 大麻町 西馬詰 大麻町西馬詰字橋ノ本５８ 堀江南小学校 2.1

169 大麻町 中馬詰 大麻町中馬詰字居屋敷１８－５ 馬詰集会所 2.9

170 大麻町 東馬詰 大麻町東馬詰字諏訪の元７４－１ 東馬詰集会所 1.7

171 大麻町 東馬詰 大麻町東馬詰字諏訪の元70-1、71-12 かのん・ありの実 1.2

172 大麻町 市場 大麻町市場字大道３４－１ 医王集会所 2.6

173 大麻町 市場 大麻町市場字小桑木５４ みどり保育所 2.3

174 大麻町 三俣 大麻町三俣字前野９－３ 市場団地集会所 2.7

175 大麻町 三俣 大麻町三俣字前野１８ 人権福祉センター 2.4

176 大麻町 川崎 大麻町三俣字前野２２－１ 青少年会館 2.4

177 大麻町 川崎 大麻町川崎３９４ 川崎小学校 2.0

178 大麻町 川崎 大麻町川崎４６６ 川崎会館 2.5

179 大麻町 津慈 大麻町津慈字宮の本１５０－４ 津慈集会所 3.2

180 大麻町 板東 大麻町板東字牛ノ宮東１６-３ 舞姫会館 9.7

181 大麻町 板東 大麻町板東字采女１２０-４ 共栄集会所 9.9

182 大麻町 板東 大麻町板東字東山田５７‐２ 山田集会所 20.5

183 大麻町 板東 大麻町板東字東山田８３-２ 板東みやま保育園 22.1

184 大麻町 板東 大麻町板東字塚鼻２６ 板東ゆたか保育園 22.2

185 大麻町 板東 大麻町板東字西山田３２ 霊山寺集会所 21.9

186 大麻町 板東 大麻町板東字采女２１ 板東幼稚園 15.2

187 大麻町 板東 大麻町板東字采女４８－７ 大西集会所 14.2

188 大麻町 板東 大麻町板東字宝蔵６５ 板東連絡所 19.6

189 大麻町 板東 大麻町板東字宝蔵６０ 板東小学校 17.0

190 大麻町 板東 大麻町板東字宝蔵１０３－１ 板東公民館 12.8

191 撫養町 JR 撫養町小桑島字前浜２５６ 鳴門駅 2.1

192 撫養町 JR 撫養町南浜字権現４ 撫養駅 1.8

193 撫養町 JR 撫養町木津９０１ 金比羅前駅 1.9

194 撫養町 JR 撫養町木津５９８ 教会前駅 2.2

195 大麻町 JR 大麻町姫田字新田８ 立道駅 2.5

196 大麻町 JR 大麻町大谷字前場８ 阿波大谷駅 5.8

197 大麻町 JR 大麻町池谷字柳の本１００ 池谷駅 2.7

198 大麻町 JR 大麻町板東字辻見堂７１ 板東駅 15.9

町名 所在地 施設名 海抜（ｍ）

199 鳴門町 高島 鳴門町高島字北６７９ 鳴門ウチノ海総合公園 2.5～3.4

200 撫養町 立岩 撫養町立岩字四枚６１ 鳴門・大塚ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ（徳島県鳴門総合運動公園） 1.7～2.8
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