
【石巻市】避難施設一覧（R4.12.16現在）

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
緊急一時
避難施設
（※）

地下への
避難が可
能な施設

石巻市立石巻小学校 石巻市 泉町一丁目１番２号 ○

石巻中央公民館 石巻市 日和が丘一丁目２番７号 ○

羽黒山公園 石巻市 羽黒町一丁目５番

石巻市立石巻中学校 石巻市 泉町四丁目７番１５号 ○

石巻市立門脇中学校 石巻市 泉町四丁目７番１２号 ○

石巻市立桜坂高等学校 石巻市 日和が丘二丁目１１番８号 ○

日和山公園 石巻市 日和が丘二丁目２番地

石巻市立貞山小学校 石巻市 貞山五丁目３番１号 ○

石巻市立山下中学校 石巻市 貞山五丁目３番２号 ○

石巻市立山下小学校 石巻市 山下町一丁目１０番１０号 ○

総合体育館 石巻市 泉町三丁目１番６３号 ○

三軒屋公園 石巻市 大街道東三丁目１２番地

石巻市立釜小学校 石巻市 大街道西二丁目５番１号 ○

石巻市立大街道小学校 石巻市 大街道南１丁目３番１号 ○

石巻市立住吉小学校 石巻市 住吉町二丁目４番２７号 ○

石巻市立向陽小学校 石巻市 向陽町四丁目１３番２４号 ○

蛇田中央公園 石巻市 向陽町四丁目７番地

蛇田団地南公園 石巻市 向陽町三丁目１７番地

蛇田公民館 石巻市 恵み野二丁目11番地１ ○

新下前沼公園 石巻市 蛇田字新下前沼

石巻市立蛇田小学校 石巻市 蛇田字上中埣９７番地１ ○

石巻市立蛇田中学校 石巻市 石巻市茜平５丁目３番地１号 ○

石巻市立開北小学校 石巻市 大橋一丁目２番１号 ○

石巻市立住吉中学校 石巻市 東中里三丁目３番１号 ○

住吉幼稚園 石巻市 南中里一丁目８番２５号 ○

北上公園 石巻市 中里三丁目１２番地

石巻市立中里小学校 石巻市 中里五丁目７番１号 ○

新境谷地南公園 石巻市 中里六丁目１番地

石巻市立湊小学校 石巻市 吉野町一丁目３番２１号 ○

みなと荘 石巻市 八幡町一丁目６番２２号 ○

石巻市立青葉中学校 石巻市 門脇字一番谷地５１番地１０ ○

石巻市立湊中学校 石巻市 大門町四丁目１番１号 ○

松並公園 石巻市 松並二丁目

筒場公園 石巻市 緑町一丁目８番地

石巻市立鹿妻小学校 石巻市 鹿妻北二丁目２番地１ ○

鹿妻西公園 石巻市 鹿妻南一丁目１０番地

鹿妻東公園 石巻市 鹿妻南二丁目７番地

石巻市立渡波小学校 石巻市 渡波町一丁目５番２２号 ○

渡波公民館 石巻市 渡波町二丁目６番３１号 ○

石巻市立万石浦小学校 石巻市 渡波字境釜１番地１ ○

石巻市立稲井小学校 石巻市 真野字八の坪１１６番地１ ○

石巻市立稲井中学校 石巻市 真野字八の坪１１６番地 ○

稲井公民館 石巻市 新栄一丁目２５番地７ ○

真野小学校跡地 石巻市 真野字馬場前７７番地

旧荻浜小学校 石巻市 桃浦字米久保５番地 ○

万石浦公園 石巻市 流留字中

石巻市立荻浜中学校 石巻市 荻浜字田浜山３番地 ○

石巻市立東浜小学校 石巻市 牧浜字竹浜道２２番地２ ○
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田代島自然教育センター跡地 石巻市 田代浜字内山８８番地３

石巻市立万石浦中学校 石巻市 流留字七勺２１番地 ○

石巻市立桃生中学校 石巻市 桃生町寺崎字植立２０番地 ○

石巻市立中津山第二小学校 石巻市 桃生町中津山字江下５７番地 ○

桃生地区子育て支援センター 石巻市 桃生町中津山字四軒前４０番地 ○

新田保育所 石巻市 桃生町新田字西町３２番地 ○

石巻市立中津山第一小学校 石巻市 桃生町給人町字東町９６番地 ○

桃生文化交流会館 石巻市 桃生町太田字拾貫弐番７１番地２ ○

石巻市立桃生小学校 石巻市 桃生町樫崎字高附５番地 ○

桃生総合センター 石巻市 桃生町城内字東嶺１６４番地 ○

成田老人憩の家 石巻市 成田字小塚宅地９１番２号

石巻市立飯野川中学校 石巻市 相野谷字旧会所前３４番地 ○

石巻市立飯野川小学校 石巻市 相野谷字旧屋敷５６番地 ○

河北総合センター 石巻市 成田字小塚裏畑５４番地 ○

中野林業センター 石巻市 中野字大屋敷１２３番地１

馬鞍老人憩の家 石巻市 馬鞍字百目木１１３番地

皿貝老人憩の家 石巻市 皿貝字郷田２１番７号

沢田老人憩の家 石巻市 小船越字崎山１４７番地１号

石巻市立河北中学校 石巻市 小船越字山畑２５０番地 ○

後谷地老人憩の家 石巻市 小船越字舟形２２番地１

石巻市立大谷地小学校 石巻市 小船越字角田１６番地２ ○

吉野老人憩の家 石巻市 飯野字外吉野１１４番地２号

飯野体育研修センター 石巻市 飯野字大筒前東一番４３番地

本地老人憩の家 石巻市 飯野字宮前４１番地

新田交流会館 石巻市 飯野字浦谷地沖６５番地１

東福田農事集会所 石巻市 東福田字馬場９５番地

大土老人憩の家 石巻市 大森字日影１６８番地

石巻市立二俣小学校 石巻市 大森字大平６番地 ○

親林交流館 石巻市 三輪田字谷窪１６２番地２

三輪田中老人憩の家 石巻市 三輪田字馬場前上３番地

雄勝森林公園 石巻市 雄勝町雄勝字原３９番地 ○

石巻市立大須中学校跡地 石巻市 雄勝町大須字舘森１番地１

旧大須保育所 石巻市 雄勝町大須字大須１２９番地４

明神児童遊園 石巻市 雄勝町明神字沼尻２１番地

根方老人憩の家 石巻市 前谷地字根方山５番地５

河南老人福祉センター 石巻市 前谷地字黒沢前３５

定川会館 石巻市 前谷地字沖西１番地

和渕山根ふれあいセンター 石巻市 和渕字牡丹窪７２番地

和渕地区コミュニティセンター 石巻市 和渕字清水７５番地

石巻市立和渕小学校 石巻市 和渕字佐沼川２００番地 ○

農村環境改善センター 石巻市 和渕字笈入前１番地１ ○

石巻市立河南東中学校 石巻市 須江字糠塚３番地３ ○

梅木ふれあいセンター 石巻市 鹿又字梅木屋敷９６番地

四家会館 石巻市 鹿又字四家前２６番地２

本町コミュニティセンター 石巻市 鹿又字伊勢前８４番地２

石巻市立鹿又小学校 石巻市 鹿又字矢袋屋敷合３１番地 ○

谷地中老人憩の家 石巻市 鹿又字観音裏１３７番地１

曽波神多目的研修センター 石巻市 鹿又字曽波神前１５１番地
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山根中埣転作推進集落センター 石巻市 須江字沢尻２０番地２

石巻市立須江小学校 石巻市 須江字代官４３番地 ○

柏木ふれあいセンター 石巻市 広渕字砂四１番地１

石巻市立広渕小学校 石巻市 広渕字町北２３３番地 ○

石巻市立北村小学校 石巻市 北村字幕ケ崎一１７番地 ○

青木多目的研修センター 石巻市 北村字新大日６番地１

大番所生活改善センター 石巻市 北村字久米田７９番地１

朝日会館 石巻市 北村字朝日２５番地

北村老人創作館 石巻市 北村字大欠下１番地１

箱清水老人憩の家 石巻市 北村字関田３番地

北村農村交流センター 石巻市 北村字幕ヶ崎５５番地１ ○

俵庭ふれあいセンター 石巻市 北村字新俵庭１３番地１

石巻市立河南西中学校 石巻市 北村字小崎一３７番地２ ○

河南中央公園 石巻市 須江字横手１番地

押切沼公園 石巻市 広渕字砂一

北村農村公園 石巻市 北村字長沢一２番地１

鹿又農村公園 石巻市 鹿又字道的前２３８

前谷地農村公園 石巻市 前谷地字中埣１９番地１

石巻市立前谷地小学校 石巻市 前谷地字沖埣１２５ ○

しらさぎ台コミュニティセンター 石巻市 須江字しらさぎ台二丁目３４番地

石巻市橋浦大須生活改善センター 石巻市 北上町橋浦字大須２９番地１

石巻市立橋浦保育所 石巻市 北上町橋浦字行人前１６４番地

石巻市北上公民館女川分館 石巻市 北上町女川字畑中２番地２

石巻市北上子育て支援センター 石巻市 北上町十三浜字崎山１８１番地

石巻市大指林業者生活改善センター 石巻市 北上町十三浜字松の坂４７番地４

石巻市北上保健医療センター 石巻市 北上町橋浦字大須２１５番地

石巻市立北上中学校 石巻市 北上町十三浜字小田９３番地１ ○

石巻市にっこりサンパーク 石巻市 北上町十三浜字小田９３番地４ ○

石巻市立鮎川小学校 石巻市 鮎川浜清崎山１番地１ ○

石巻市立牡鹿中学校 石巻市 鮎川浜鬼形山１番地２４ ○

新山振興会集会所 石巻市 新山浜台１５番地

石巻市網地島開発総合センター 石巻市 長渡浜杉１３番地８２ ○

長渡地区振興会集会所 石巻市 長渡浜大金３５番地１

網地自治会集会所 石巻市 網地浜髪剃坂１０７番地３

石巻市小沢地区コミュニティセンター 石巻市 十八成浜葉ノ木沢４番地１１７

石巻市立大原小学校 石巻市 大原浜大光寺１番地 ○

石巻市泊地区コミュニティセンター 石巻市 泊浜台１１－１ ○

石巻市立寄磯小学校 石巻市 寄磯浜五梅沢２４ ○

石巻市立渡波中学校 石巻市 さくら町４丁目１ ○

石巻市立雄勝小・中学校 石巻市 雄勝町大浜字小滝浜２番地２ ○

石巻市立北上小学校 石巻市 北上町十三浜字小田９３番地４ ○

大川高台広場 石巻市 福地字国土地内

石巻市複合文化施設 石巻市 開成１番地８ ○
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