
宮城県避難所一覧 2011/5/11

宮城県災害対策本部

【注意事項】

１　閉鎖した避難所は，掲載しておりません。

２　避難者数は，更新時において県で把握している人数となります。

３　毎日公表している「地震被害等状況」等に掲載された避難者数と一致しない場合がありますので，あらかじめ御了承ください。

４　すでに通信状況・交通事情が改善されていることから，個人情報保護のため避難者名簿の掲載は中止します。

５　各市町村のホームページで避難所一覧等を掲載している場合は，URLを掲載しています。

市町村名 名称 所在地 避難者数

仙台市青葉区 仙台市福沢市民センター 福沢町9-9 10

仙台市青葉区 仙台市青葉体育館 堤町一丁目1-5 18

仙台市青葉区 高野原集会所 高野原二丁目5 20

仙台市青葉区 仙台市折立市民センター 折立3丁目20-1 3

仙台市宮城野区 岡田小 岡田字北在家67 220

仙台市宮城野区 高砂市民センター 高砂１丁目24-9 118

仙台市宮城野区 福室市民センター 福室5丁目9番36号 65

仙台市宮城野区 田子市民センター 田子2丁目4-25 99

仙台市宮城野区 宮城野体育館（元気フィールド仙台） 新田東4-1-１ 267

仙台市若林区 蒲町小 蒲町41-1 63

仙台市若林区 六郷中 六郷13-1 277

仙台市若林区 荒町市民センター 荒町86-2 59

仙台市若林区 六郷市民センター 六郷11-2 88

仙台市若林区 七郷市民センター 荒井字堀添65−5 44

仙台市若林区 JA六郷 今泉一丁目20-54 62

仙台市若林区 若林体育館 一本杉町2-1 263

仙台市若林区 ウェルサンピア仙台 蒲町字東10番地 238

仙台市太白区 富沢市民センター 富沢南1-18-10 54

仙台市太白区 八木山市民センター 八木山本町1丁目43番地 8

仙台市太白区 緑ケ丘コミセン 緑ケ丘3丁目9-19 8

仙台市泉区 七北田公園体育館 七北田字赤生津4 29

仙台市 http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/bousai/0311jishin/hinanjyo.pdf 2013

石巻市（石巻） 石巻高校 大手町3-15 164

石巻市（石巻） 石巻中学校 泉町4丁目7-15 171

石巻市（石巻） 市役所本庁舎 穀町14番1号 6

石巻市（石巻） 中央公民館 日和が丘一丁目2番7号 128

石巻市（石巻） 図書館 羽黒町一丁目9番2号 52

石巻市（石巻） 法務局 泉町4丁目1−9 5

石巻市（石巻） 市立女子高 日和が丘2丁目11－8 60

石巻市（住吉） 開北小学校 大橋1丁目2−1 43

石巻市（住吉） 住吉小学校 住吉町2丁目4−27 25

石巻市（住吉） 住吉中学校 東中里3丁目3−1 170

石巻市（住吉） 中里小学校 中里5丁目7-1 100

（門脇）　　 門脇中学校 泉町4丁目7-12 398

（湊）　 梅渓寺 湊字牧山8 8

（湊）　 鹿妻小学校 鹿妻北2丁目2-1 282

（湊）　 参道会館 湊御所入199 11

（湊）　 市民の森（第一駐車場車10台） 湊中座峰山1 75

（湊）　 法山寺幼稚園 湊字鹿妻山96 15

（湊）　 ほたる 大門町3丁目4−10 30

（湊）　 ホテルドルフィン 八幡町2丁目8−12 9

（湊）　 ヨークベニマル鹿妻店 伊原津2丁目10−50 20

（湊）　 牧山社務所 湊字牧山７ 23

（湊）　 湊小学校 吉野町1丁目3-21 250

（湊）　 湊中学校 大門町4丁目1−1 50

（湊）　 明友館 不動町二丁目16番10号 75

（湊）　 祥光寮 湊字鳥井崎1−10 23

（湊）　 阿部民石材店 井内字一番78-2 9

（蛇田） 向陽地区コミュニティセンター 向陽町4丁目9−11 62
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（蛇田） 蛇田小学校 蛇田字上中埣97-1 125

（蛇田） 蛇田中学校 蛇田字新金沼20-1 190

（蛇田） 蛇田公民館 蛇田字中埣26 46

（蛇田） 石巻特別支援学校 蛇田字新立野410-1 19

（蛇田） NPO法人フェアトレード 蛇田下中埣14-1 25

（荻浜）　　　　　　　 荻浜中学校 荻浜字田ノ浜山3 119

（荻浜）　　　　　　　 荻浜小学校 桃浦字米久保5 132

（荻浜）　　　　　　　 東浜小学校・区長宅 牧浜字竹浜道22-2 89

（荻浜）　　　　　　　 峰耕寺 折浜字風越13 55

（荻浜）　　　　　　　 蛤浜集会所 桃浦字蛤浜19 22

（荻浜）　　　　　　　 月浦（民家） 字月浦 40

（荻浜）　　　　　　　 小積浜（民家） 小積浜字小積 30

（荻浜）　　　　　　　 福貴浦会館 福貴浦字福貴屋敷 129

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　渡波支所・渡波公民館 渡波町2丁目6−31 20

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　万石浦中学校 流留字七勺21 157

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　渡波小学校 渡波字境釜1-1 360

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　渡波中学校 渡波字浜曽根山1 43

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　渡波保育所 大宮町3-15 35

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　洞源院 渡波字仁田山2 134

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　根岸集会所 根岸中53 52

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　法音寺 渡波字神明35-3 16

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　元JA渡波支店 渡波町2-1-24 45

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　創価学会平和会館 流留字中5-86 17

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　祝田1区集会所 渡波字祝田の壱32 32

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　小竹浜地区コミュニティセンター 大字小竹浜字山居山11番地 20

（渡波）　　　　　　　　　　　　　　　うしお荘 石巻市流留字七勺21番地 49

（稲井）　　　　　 石巻商業高校 南境字大樋20番 24

（稲井）　　　　　 稲井小学校 真野字八の坪116-1 31

（稲井）　　　　　 稲井公民館 新栄1丁目25-7 103

（山下） 好文館高校 貞山3丁目4−1 73

（山下） 山下小学校 山下町1丁目10-10 37

（山下） 山下中学校 石巻市貞山５丁目3-2 98

（釜・大街道） 青葉中学校 門脇字一番谷地51番地10 349

（釜・大街道） 大街道小学校 大街道南1丁目3番1号 168

（釜・大街道） 釜小学校 大街道西二丁目5番1号 128

（釜・大街道） 釜会館 築山3丁目6−28 19

（河北地区） 飯野川第一小学校 相野谷字旧屋敷56 150

（河北地区） 飯野川中学校 相野谷字旧会所前34 200

（河北地区） 河北総合センター（ビッグバン） 成田字小塚裏畑54 523

（雄勝地区） 名振コミセン 雄勝町名振字東45-1 79

（雄勝地区） 大須小学校 雄勝町大須字船隠29番地 97

（雄勝地区） 立浜龍澤寺 雄勝町立浜寺下2 6

（雄勝地区） 明神自動遊園 雄勝町明神字沼尻21 17

（雄勝地区） 小島佐藤宅 雄勝町小島字小島 10

（雄勝地区） 味噌作（クリーンセンター） 雄勝町雄勝字小渕125 15

（雄勝地区） 森林公園(原地区含む） 雄勝町雄勝字原39 40

（雄勝地区） 船戸斎場 雄勝町雄勝字寺79-1 8

（雄勝地区） 唐桑地区 雄勝町雄勝字唐桑 31

（雄勝地区） 旧水浜保育所 雄勝町水浜字水浜105番地1 75
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（河南） 遊楽館 北村字前山15-1 88

（河南） 勤労体育センター 前谷地字黒沢前60番地 113

（河南） 石巻北高校 鹿又字用水向126 97

（河南） 広渕小学校 広渕字町北233 76

（河南） 河南農村改善センター 和渕笈入前1-1 67

（桃生） 桃生小学校 樫崎字高附5 65

（北上） 大須生活センター 橋浦字大須29番地1 15

（北上） 白浜荘 網地浜前田123 42

（北上） 北上中学校 北上町十三浜字小田93-1 130

（北上） 相川子育て支援センター 北上町十三浜字崎山181 136

（北上） はまぎく 北上町十三浜字吉浜266 55

（北上） 小泊（佐々木宅） 北上町十三浜字小泊 28

（北上） 小室大室 北上町十三浜字小室
北上町十三浜字大室

61

（北上） 大指林業センター 北上町十三浜字松ノ坂47番地4 31

（北上） 長尾生活センター 北上町長尾字東前23 19

（牡鹿地区） 牡鹿総合支所 鮎川浜鬼形山1-13 58

（牡鹿地区） 清優館 鮎川浜清崎山７ 137

（牡鹿地区） 斎場 鮎川浜寺前2-5 30

（牡鹿地区） 鮎川集会所 鮎川浜湊川6 30

（牡鹿地区） 長渡分館・長渡開発センター 長渡浜大金35-1 1

（牡鹿地区） 十八成老人憩いの家 十八成浜山下1番地 139

（牡鹿地区） 小渕個人宅19ヶ所 小渕浜字小渕 358

（牡鹿地区） 給分個人宅3ヶ所 給分浜字旧聞 140

（牡鹿地区） 小網倉個人宅3ヶ所 小網倉浜字小網倉 40

（牡鹿地区） 大原中学校 大原浜一の峠18番地7 15

（牡鹿地区） 泊コミセン 泊浜台11-1 159

（牡鹿地区） 女川原発体育館 女川町塚浜字竹の尻 32

（牡鹿地区） 前網個人宅1ヶ所 前網浜字前網 24

（牡鹿地区） 寄磯小学校 寄磯浜五梅沢24 40

（網地島） 網小医院 長渡浜字杉13-1 4

石巻市 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/hishokoho/zisinn2011_5.jsp 8,776

塩竈市 塩竈市公民館 東玉川町9番1号 54

塩竈市 浦戸中学校 浦戸野々島字馬越8 60

塩竈市 旧浦戸第二小学校 浦戸野々島字馬越8番地 174

塩竈市 旧浦戸第一小学校 浦戸寒風沢字中月21 100

塩竈市 朴島 浦戸野々島字朴島宅地 13

塩竈市 http://www.city.shiogama.miyagi.jp/html/emergency/bousai/bousaikunren/shiogama-saigai.html#sa2401

（気仙沼） 気仙沼小学校 笹が陣3-1 139

（気仙沼） 気仙沼中学校体育館 笹が陣4-1 432

（気仙沼） 九条小学校 九条338-3 21

（気仙沼） 気仙沼市民会館 笹が陣4-2 282

（気仙沼） シルバー人材センター 笹が陣3-5 10

（気仙沼） 河原田一区自治会館 河原田2丁目227 13

（気仙沼） 気仙沼高等学校 常楽130 181

（気仙沼） 紫会館 浜見山1 60

（新月） 新月中学校体育館 切通100 78

（松岩） 広域防災センター 赤岩五駄鱈43-2 103

（松岩） 気仙沼市総合体育館（ケーウェーブ） 赤岩牧沢44-180 560

（松岩） 松岩公民館 松崎浦田143-1 165
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市町村名 名称 所在地 避難者数

（松岩） 松岩小学校 松崎五駄鱈5 63

（松岩） 松五日進会館 松崎浦田153-3 1

（松岩） 水梨コミュニティセンター 赤岩迎前田 5

(面瀬) 面瀬中学校 松崎柳沢228番地68 280

（鹿折） 興福寺 岩月保育所東中才372 33

（鹿折） 浄念寺 大峠山1-1 43

（鹿折） 鹿折中学校体育館 東八幡前1-263 210

（鹿折） 忍ぶ沢避難所 波板48 8

（鹿折） 東中才会館 東中才 16

（鹿折） 鶴ケ浦生活文化センター 三ノ浜74-1 14

(階上） 階上中学校 長磯中原125 253

(階上） 階上小学校 長磯鳥子沢23 53

(階上） くるみ会館 最知南最知224 23

(階上） 階上公民館 長磯船原32 53

(階上） 長磯高自治会館 長磯大窪833 1

(階上） 岩井崎高台 岩井崎 5

(大島） 大島小学校 高井402 9

(大島） 大島開発総合センター 字中山1154 35

（本吉） 本吉公民館 本吉町津谷新明戸136 39

（本吉） 松尾コミュニティセンター 本吉町津谷松尾100－5 40

（本吉） 本吉・寺谷コミュニティセンター 本吉町寺谷302 50

（本吉） 大谷公民館 本吉町三島341 61

（本吉） 仙翁寺 本吉町寺沢35 168

（本吉） 清涼院 本吉町大森17 32

（本吉） 及川デニム 本吉町今朝磯94-2 11

（本吉） 小泉中学校 本吉町平貝123 200

（本吉） 浜多目的集会所 本吉町今朝磯58 60

(唐桑） 唐桑さんさん館 唐桑町石浜2823 50

(唐桑） 第一高松園 唐桑町浦195 24

(唐桑） 唐桑公民館・体育館 唐桑町馬場1811 61

(唐桑） 唐桑小学校 唐桑町宿浦4002 52

(唐桑） 鮪立老人憩いの家 唐桑町鮪立1651 35

(唐桑） 中井公民館 唐桑町中井921 52

(唐桑） 崎浜集会所 唐桑町津本23-2 6

(唐桑） 小原木中学校 唐桑町舘68 152

(県外） 津谷川小学校、室根交流促進センター 岩手県 86

(大島） ６宿泊施設 181

気仙沼市 http://www.city.kesennuma.lg.jp 4,509

白石市 白石市勤労者青少年ホーム 白石市延命寺北15-1 33

白石市 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/machikado/2011/11_03saigai.html 33

名取市 増田西小学校 手倉田字堰堤330 59

名取市 増田小学校 増田3丁目9-20 42

名取市 館腰小学校 植松1丁目2-17 140

名取市 下増田小学校 下増田字土手北101 43

名取市 増田中学校 増田字柳田230 64

名取市 名取第一中学校 小山1丁目8-1 123

名取市 名取第二中学校 高舘百田字吉合90 125

名取市 文化会館 増田字柳田620 240

名取市 高舘小学校 高舘吉田字長六反117－3 108
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市町村名 名称 所在地 避難者数

名取市 http://www.city.natori.miyagi.jp/shinsaishien 944

角田市 角田市婦人研修センター 尾山字山入911 68

角田市 農村環境改善センター 枝野字青木155-31 31

角田市 http://www.city.kakuda.miyagi.jp/soumu/page00063.shtml 99

多賀城市 文化センター 中央2-27-1 413

多賀城市 史遊館 中央2丁目25-5 22

多賀城市 山王地区公民館 南宮字毛上28 71

多賀城市 総合体育館 下馬5-9-3 393

多賀城市 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/saigai/hisaizyouhou.html#hinansyasuu 899

岩沼市 岩沼市総合体育館 里の杜1丁目1－1 120

岩沼市 岩沼市民会館 里の杜1丁目2－45 236

岩沼市 http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/saigai/hisai/hisai.html 356

登米市迫 迫ふるさと交流館（長沼） 迫町北方天形114-2 43

登米市登米 登米公民館 登米町寺池目子待井391番地 121

登米市登米 登米武道館 登米町寺池目子待井391番地 59

登米市豊里 豊里多目的研修センター 豊里町土手下141 63

登米市津山 若者総合体育館 津山町柳津黄牛田高畑59 172

登米市東和 東和国際交流センター 東和町米川字北上沢176－2 9

登米市東和 及甚と源氏ボタル交流館 東和町米川字軽米87番地4 15

登米市東和 嵯峢立小 東和町錦織字岩ノ沢150 48

登米市東和 旧鱒淵小 東和町米川字寺内33-2 110

登米市米山 旧善王寺小学校 米山町字善王寺石神68 46

登米市米山 平筒沼youyou館 米山町桜岡貝待井581-2 23

登米市 http://www.city.tome.miyagi.jp/oshirase/bousai/3-11kanto_tohokujishin.html#hinan-list 709

栗原市若柳 栗原市若柳多目的研修センター 若柳字川南戸ﾉ西4 11

栗原市金成 金成延年閣 金成三沢32 93

栗原市若柳 伊豆沼交流センター（若柳ウェットランド） 栗原市若柳字上畑岡鵜経沢61番地の1 52

栗原市栗駒 栗駒みちのく伝創造館 栗駒岩ケ崎松木田79 21

栗原市花山 花山石楠花センター 花山字本沢北ノ前77 6

栗原市一迫 一迫老人福祉センター 一迫真坂字高橋20-1 18

栗原市花山 花山少年自然の家 花山字本沢沼山61-1 9

栗原市 210

東松島市 上町学供 矢本字河戸8 89

東松島市 上町集会所 矢本字寿町25 0

東松島市 矢本西市民センター 矢本字上河戸2926 33

東松島市 南浦学供 矢本字南浦111 23

東松島市 矢本東市民センター 矢本字町浦154 10

東松島市 関の内学供 矢本関の内555 33

東松島市 立沼地区センター 矢本字立沼26-2 61

東松島市 鹿妻学供 矢本字鹿石前116-1 22

東松島市 追地地区センター 矢本字三間堀14 40

東松島市 小松学供 小松字沢田前551 37

東松島市 手招集会所 小松字堰の内2 7

東松島市 農村婦人の家(谷地) 小松字沖砂利田29-2 21

東松島市 五味倉生活センター 大曲字弥治右エ門16-2 26

東松島市 横沼地区センター 大曲字堺掘195-4 18

東松島市 大曲地区センター 大曲字寺沼194 76

東松島市 上区生活センター 赤井字星場3101 11

東松島市 赤井市民センター 赤井字川前三189-1 92

5

http://www.city.natori.miyagi.jp/shinsaishien
http://www.city.kakuda.miyagi.jp/soumu/page00063.shtml
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/saigai/hisaizyouhou.html
http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/saigai/hisai/hisai.html
http://www.city.tome.miyagi.jp/oshirase/bousai/3-11kanto_tohokujishin.html


宮城県避難所一覧 2011/5/11

宮城県災害対策本部
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１　閉鎖した避難所は，掲載しておりません。

２　避難者数は，更新時において県で把握している人数となります。
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市町村名 名称 所在地 避難者数

東松島市 赤井地区体育館 赤井字川前四番100-7 30

東松島市 鳴瀬第一中学校（武道館） 小野字裏丁1 45

東松島市 小野市民センター 小野字新欠下36 195

東松島市 牛網学供 牛網字下四十八19-2 207

東松島市 農村創作活動センター（上下堤） 吉田字宮前58番地1 44

東松島市 浅井地区センター 浅井字下館76 35

東松島市 中下地区センター 吉田字宮前58番地1 35

東松島市 野蒜小学校 野蒜字亀岡80 12

東松島市 大塚地区センター 吉田字宮前58番地1 59

東松島市 矢本運動公園（武道館） 大曲字堺掘80 51

東松島市 四反走地区センター 矢本字四反走169番地1 54

東松島市 南区西地区センター 赤井字川前三番153-15 55

東松島市 西福田上地区センター 西福田字筒の山 7

東松島市 川下地区センター 川下字内響131-54 67

東松島市 大塩市民センター 大塩字中沢26番1 170

東松島市 有明集会所 赤井字有明8番地1 16

東松島市 東松島市コミセン 矢本字大溜1-1 175

東松島市 さつき苑 (大塩) 大塩字山崎42 .1 19

東松島市 はまなすの里(鳴瀬庁舎裏) 小野字中之関6-2 21

東松島市 定林寺(中下) 野蒜字寺沢5 36

東松島市 あいあい(小野駅前子育て) 牛網字牛坂130-1 57

東松島市 グループホーム日和 赤井字台94 7

東松島市 蔵しっくパーク 矢本字北浦25番地 32

東松島市 縄文村交流館 宮戸字里81番地18 480

東松島市 四季の里 小松字稔田601 15

東松島市 共生園作業場(鷹の池) 高松字西風1378 9

東松島市 鳴瀬給食センター 小野字中央3-1 52

東松島市 野蒜駅裏山(坂本) 野蒜字北余景84 69

東松島市 ピットインイサワ（東冬消防団分） 牛網字上西55-3 10

東松島市 http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/cnt/ssaigai/bousai/jhinanjyo.html 2,663

大崎市鳴子 西多賀旅館 鳴子温泉新屋敷78-3 7

大崎市鳴子 ゆさや旅館 鳴子温泉湯元84 22

大崎市鳴子 旅館すがわら 鳴子温泉新屋敷5 41

大崎市鳴子 ホテル亀屋 鳴子温泉車湯54-6 34

大崎市鳴子 鳴子ホテル 鳴子温泉湯元36 142

大崎市鳴子 弁天閣 鳴子温泉車湯87 29

大崎市鳴子 仙庄館 鳴子温泉星沼28-2 169

大崎市鳴子 ラドン温泉 鳴子温泉星沼6-1 27

大崎市鳴子 なかやま山荘 鳴子温泉星沼19-24 24

大崎市鳴子 やすらぎ荘 鳴子温泉星沼18-2 27

大崎市鳴子 琢秀 鳴子温泉星沼20-9 35

大崎市鳴子 勘七湯 鳴子温泉赤湯18 23

大崎市鳴子 たきしま 鳴子温泉新屋敷28-1 27

大崎市鳴子 ニューあらお 鳴子温泉赤湯40 33

大崎市鳴子 三之亟 鳴子温泉字星沼77-53 21

大崎市鳴子 玉造荘 鳴子温泉字川渡62 18

大崎市鳴子 鳴子旅館 鳴子温泉字車湯54-11 10

大崎市鳴子 花渕荘 鳴子温泉星沼133-2 11

大崎市鳴子 東河原湯 鳴子温泉河原湯42-1 11
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市町村名 名称 所在地 避難者数

大崎市鳴子 東多賀の湯 鳴子温泉字新屋敷160 8

大崎市鳴子 ふきゆ荘 鳴子温泉字星沼15-12 5

大崎市鳴子 星の湯 鳴子温泉字星沼36-20 8

大崎市鳴子 ますや 鳴子温泉湯元82 9

大崎市鳴子 紫雲峡 鳴子温泉字末沢1-8 9

大崎市鳴子 いさぜん旅館 鳴子温泉赤湯11 6

大崎市鳴子 姥の湯旅館 鳴子温泉河原湯65 10

大崎市鳴子 ホテル扇屋 鳴子温泉新屋敷38-1 7

大崎市鳴子 幸雲閣 鳴子温泉字車湯17 6

大崎市鳴子 大正館 鳴子温泉字新屋敷126 9

大崎市鳴子 高友旅館 鳴子温泉字鷲ノ巣18 6

大崎市鳴子 中鉢 鳴子温泉要害38-5 10

大崎市鳴子 旅館なんぶ屋 鳴子温泉鷲の巣90-18 2

大崎市鳴子 ぬまくら 鳴子温泉川渡38-1 8

大崎市鳴子 旅館紅せん 鳴子温泉久田83-4 9

大崎市鳴子 まるみや旅館 鳴子温泉字赤湯33-2 2

大崎市鳴子 旅館大沼 鳴子温泉字赤湯34 2

大崎市鳴子 琢秀のんびり記 鳴子温泉星沼20-9 4

大崎市鳴子 あすか旅館 鳴子温泉字星沼68-1 4

大崎市鳴子 農民の家 鳴子温泉河原湯5-6 115

大崎市 http://www.city.osaki.miyagi.jp/20110311jisin/jisin02.html 950

蔵王町 旅館源兵衛 遠刈田温泉仲町5 13

蔵王町 ホテルラフォーレ蔵王 遠刈田温泉七日原2-1 37

蔵王町 宮城蔵王ロイヤルホテル 遠刈田温泉字鬼石原1-1 40

蔵王町 大沼旅館 遠刈田温泉旭町2 4

蔵王町 遠刈田ホテルさんさ亭 遠刈田温泉東裏30 25

蔵王町 たまや旅館 遠刈田温泉本町21 5

蔵王町 ペンションどんぐり 遠刈田温泉七日原1-178 8

蔵王町 132

七ヶ宿町 0

大河原町 0

村田町 0

柴田町 太陽の村 本船迫字上野4-1 69

柴田町 69

川崎町 川崎町交流促進センターるぽぽかわさき 大字今宿字小屋沢山39 10

川崎町 山景の宿　流辿 青根温泉17-2 16

川崎町 とだ家 青根温泉7-5 19

川崎町 湯元　不忘閣 青根温泉1-1 3

川崎町 不忘館　岡崎温泉 青根温泉8-5 24

川崎町 名号館 青根温泉4－4 15

川崎町 山の湯 青根温泉7-1 3

川崎町 保養館　一乃湯 大字今宿字スド15-3 11

川崎町 101

丸森町 旧筆甫中学校 筆甫字和田73 108

丸森町 旧NTT宿舎 ？ 9

丸森町 117

亘理町 亘理小学校 字下小路22-2 231

亘理町 亘理中学校 字沼頭１ 183

亘理町 亘理高校 字舘南56-2 424
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市町村名 名称 所在地 避難者数

亘理町 吉田小学校 吉田字宮前63 154

亘理町 逢隈小学校 逢隈田沢字鈴木堀93-1 185

亘理町 http://www.town.watari.miyagi.jp/index.cfm/22,16228,html 1,177

山元町 山元町役場・中央公民館 浅生原字作田山32 500

山元町 山下第一小学校 大平字握6 140

山元町 山下中学校 山寺字畑中29 300

山元町 坂元支所 坂元字舘下113-1 30

山元町 坂元中学校 坂元字山作1 100

山元町 真庭区民会館 真庭字原62 110

山元町 http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/jishin/oojishin.html 1,180

松島町 品井沼農村環境改善センター 幡谷字鹿渡2411 100

松島町 松島東部地域交流センター 竹谷字鳶ヶ沢７番地２ 34

松島町 手樽地域交流センター（旧第三小学校） 手樽字釜地前1番地 31

松島町 http://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/6,5831,70,html 165

七ヶ浜町 吉田浜地区公民分館 吉田浜字大豆沢31 34

七ヶ浜町 生涯学習センター中央公民館 吉田浜字野山5番地9号

七ヶ浜町 七ヶ浜国際村 花渕浜字大山11 295

七ヶ浜町 http://www.shichigahama.com/ 329

利府町 勤労青少年ホーム 青山1丁目57－2 4

利府町 4

大和町 0

大郷町 0

富谷町 0

大衡町 0

色麻町 色麻町農業伝習館 四竃字東原１－４０ 13

色麻町 http://www.town.shikama.miyagi.jp/ 13

加美町 中新田交流センター 下新田字松木3 54

加美町　 http://www.town.kami.miyagi.jp/tohokudaisinsai_kami/hinanjo.jsp 54

涌谷町 ゆうらいふ（涌谷町高齢者福祉複合施設） 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192 24

涌谷町 24

美里町 でんえん土畑村 木間塚字原田5番地 7

美里町 下二郷コミュニティーセンター 二郷砂山東 9-1 52

美里町 南郷体育館 木間塚高田33 172

美里町 http://www.town.misato.miyagi.jp/17bousai/2011-0319-1026-5.html 231

女川町 ホテル華夕美 浦宿浜字天王130番地 15

女川町 第一小学校 浦宿浜字門前4 150

女川町 照源寺 浦宿浜字門前62 10

女川町 第一保育所 鷲神浜字荒立351 149

女川町 勤労青少年センター 鷲神浜字荒立842 135

女川町 さくら集会所 鷲神字荒立 17

女川町 町立病院 鷲神浜字堀切山516 78

女川町 総合体育館 女川浜字大原190 779

女川町 第二小学校 女川浜字大原310 10

女川町 海泉閣 高白浜字高白35 187

女川町 学校教員住宅 野々浜 33

女川町 原子力発電所 塚浜字前田1 169

女川町 第三小学校 尾浦字尾浦1452 120

女川町 保福寺 尾浦字鯛ﾉ浜6 84

女川町 公民館御前分館 御前浜字御前82 35
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宮城県避難所一覧 2011/5/11

宮城県災害対策本部

【注意事項】

１　閉鎖した避難所は，掲載しておりません。

２　避難者数は，更新時において県で把握している人数となります。

３　毎日公表している「地震被害等状況」等に掲載された避難者数と一致しない場合がありますので，あらかじめ御了承ください。

４　すでに通信状況・交通事情が改善されていることから，個人情報保護のため避難者名簿の掲載は中止します。

５　各市町村のホームページで避難所一覧等を掲載している場合は，URLを掲載しています。

市町村名 名称 所在地 避難者数

女川町 指ケ浜 指ヶ浜 26

女川町 http://www.town.onagawa.miyagi.jp/ 1,997

南三陸町 ベイサイドアリーナ 志津川字沼田56番地 366

南三陸町 沼田 志津川字沼田 348

南三陸町 沼田倉庫 志津川字沼田 120

南三陸町 大森 志津川字大森 272

南三陸町 志津川小学校 志津川字城場41 305

南三陸町 志津川中学校 志津川字助作11 84

南三陸町 志津川高校 志津川字廻館922 150

南三陸町 高野鉄工 志津川地区 20

南三陸町 ハイムメアーズ 志津川字袖浜255 350

南三陸町 憩いのうみ・あらと 志津川字蒲の沢 1901 370

南三陸町 細浦 志津川字細浦2311 200

南三陸町 田尻畑 志津川字田尻畑 37

南三陸町 保呂毛 志津川字上保呂毛or下保呂毛 168

南三陸町 大久保民家等 本吉郡南三陸町志津川字大久保2281 40

南三陸町 大上坊 本吉郡南三陸町志津川字大上坊56 75

南三陸町 林生活センター 志津川字林87-1 60

南三陸町 マリンパル 志津川字黒崎99-17 80

南三陸町 大雄寺 志津川字田尻畑101 30

南三陸町 旭ヶ丘コミュニティ等 志津川字廻館1573 620

南三陸町 袖浜 志津川字袖浜 180

南三陸町 水戸辺在郷 戸倉字水戸辺985 3

南三陸町 荒町生活センター 戸倉字町272 120

南三陸町 自然の家 戸倉字坂本88－1 73

南三陸町 津の宮生活センター 戸倉字津の宮51 76

南三陸町 長清水荘 戸倉長清水30-1 33

南三陸町 滝浜お寺 戸倉字滝浜90 92

南三陸町 藤浜 戸倉地区 48

南三陸町 寺浜生活センター 戸倉字寺浜93 80

南三陸町 入谷小学校 入谷字童子下1932 68

南三陸町 入谷公民館 入谷字水口沢123 66

南三陸町 入谷地区民家 志津川字入谷 418

南三陸町 歌津中学校 歌津字伊里前123 300

南三陸町 歌津デイサービスセンター 歌津字枡沢28-1 30

南三陸町 平成の森 歌津字枡沢28 300

南三陸町 名足保育園 歌津字中山91 87

南三陸町 馬場中山生活センター 歌津字馬場852 150

南三陸町 大磯カネサン 歌津地区 14

南三陸町 泊浜 歌津字番所763 112

南三陸町 石浜集会所 歌津字石浜992 80

南三陸町 港親義会館 歌津字中野9110 35

南三陸町 館浜・稲渕 歌津字館浜 174

南三陸町 寄木民家／三浦義昭 歌津字町向67-2 92

南三陸町 韮の浜荘 歌津字平松64‐1 9

南三陸町 活性化センターいずみ 歌津字吉野沢65 3 70

南三陸町 http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/ 6,405
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