
【大崎市】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

上古川公園 大崎市 古川字上古川１１３番地１

諏訪公園 大崎市 古川諏訪２丁目１１６番地１

諏訪スポーツ公園 大崎市 古川諏訪２丁目１１8番地１

大崎市立古川第一小学校 大崎市 古川ニノ構７番６７号

大崎市立古川中学校 大崎市 古川ニノ構７番５４号

大崎市古川西部コミュニティセンター 大崎市 古川諏訪三丁目３番１２号

古川西保育所 大崎市 古川諏訪三丁目３番１０号

前田町公園 大崎市 古川前田町１３３番地

旧大崎市古川中央児童館跡地 大崎市 古川前田町１番３７号

旧大崎市古川中央コミュニティセンター 大崎市 古川北町一丁目１番３５号

福浦団地公園 大崎市 古川福浦１丁目１４番地６

古川北町保育所 大崎市 古川北町四丁目４番２５号

大崎市民会館 大崎市 古川北町五丁目５番１号 ○

旧大崎市中央公民館 大崎市 古川北町五丁目５番２号 ○

荒雄公園 大崎市 古川福沼１丁目２番地１

大崎市立古川第二小学校 大崎市 古川福沼三丁目１６番１号

福沼児童遊園地 大崎市 古川福沼２丁目３番地

大崎市古川東児童センター 大崎市 古川駅東ニ丁目６番３２号

旧大崎市古川東部コミュニティセンター 大崎市 古川李埣三丁目１番３号

三日町公園 大崎市 古川三日町１丁目６３番地１

大崎市古川南児童センター 大崎市 古川南町三丁目７番２６号

古川たんぽぽ保育所 大崎市 古川小稲葉町８番１５号

南町団地児童遊園地 大崎市 古川栄町１０番地１３

大崎市古川南部コミュニティセンター 大崎市 古川北稲葉一丁目１番１６号

大崎市立古川第三小学校 大崎市 古川金五輪一丁目１３番１号

沖稲葉団地公園 大崎市 古川稲葉４丁目２３０番地２０

駅前一号公園 大崎市 古川駅前大通２丁目１２３番地

駅前二号公園 大崎市 古川駅前大通２丁目１９１番地

駅南一号公園 大崎市 古川駅南１丁目７番地

駅南二号公園 大崎市 古川駅南２丁目７番地

大崎市立古川東中学校 大崎市 古川旭四丁目５番１号

大崎市古川総合体育館 大崎市 古川旭四丁目５番地２ ○

大崎市古川敷玉地区公民館 大崎市 古川石森字石神６９番地

大崎市立敷玉小学校 大崎市 古川石森字石神１０番地１

大崎市古川高倉地区公民館 大崎市 古川中沢字中沢屋敷２４２番地

大崎市立高倉小学校 大崎市 古川中沢字中沢屋敷２４２番地

大崎市古川志田地区公民館 大崎市 古川飯川字熊野５９番地

大崎市立志田小学校 大崎市 古川飯川字熊野４０番地２

大崎市古川志田東部コミュニティセンター 大崎市 古川穂波八丁目１５番１５号

西古川児童遊園 大崎市 古川新堀字東田１番地１８

大崎市西古川地区公民館 大崎市 古川保柳字氏子２０２番地

大崎市立西古川小学校 大崎市 古川保柳字氏子１１４番地１

大崎市立古川西中学校 大崎市 古川渋井字全壮１９１番地

大崎市古川東大崎地区公民館 大崎市 古川大崎字朝日３２番地

大崎市立東大崎小学校 大崎市 古川大崎字伏見梅田１９番地

大崎市古川宮沢地区公民館 大崎市 古川小林字新一本杉１７０番地

旧宮沢小学校 大崎市 古川宮沢字新田町３４番地

大崎市古川長岡地区公民館 大崎市 古川荒谷字新樋ノ口８１番地
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大崎市立古川北小学校 大崎市 古川荒谷字樋ノ口６２番地２

大崎市古川富永地区公民館 大崎市 古川富長字五右エ門６番地２号

旧富永小学校 大崎市 古川富長字五右エ門６番地２

大崎市古川清滝地区公民館 大崎市 古川清水沢字長泥３０番地２号

旧清滝小学校 大崎市 古川清水沢字長泥３０番地２

大崎市立古川第四小学校 大崎市 古川大宮八丁目２番１号

大崎市古川大宮児童センター 大崎市 古川大宮四丁目９番８号

大崎市古川保健福祉プラザ 大崎市 古川三日町ニ丁目５番１号 ○

大崎市立古川第五小学校 大崎市 古川穂波三丁目５番７号

大崎市立古川南中学校 大崎市 古川穂波三丁目６番４７号 ○

大崎市古川稲葉児童センター 大崎市 古川穂波三丁目６番２号

大崎市市民プール 大崎市 古川福沼一丁目１５番１号 ○

大崎市松山体育館 大崎市 松山千石字松山３４番地１ ○

大崎市松山公民館（松山青少年交流館） 大崎市 松山千石字松山４２８ ○

大崎市松山老人福祉センター 大崎市 松山千石字松山４２８番地 ○

大崎市松山B&G海洋センター 大崎市 松山千石字新広岡台４５番地 ○

松山体育研修センター 大崎市 松山千石字新広岡台７ ○

大崎市立松山小学校 大崎市 松山千石字舛形１３３番地 ○

大崎市立松山中学校 大崎市 松山千石字新広岡台１５０番地 ○

大崎市立下伊場野小学校 大崎市 松山下伊場野字大柳２２番地 ○

大崎市松山保健福祉センター 大崎市 松山千石字広田１１番地 ○

大崎市立三本木小学校 大崎市 三本木字天王沢１９番地 ○

大崎市立三本木中学校 大崎市 三本木字鹿野沢７８番地２ ○

大崎市三本木総合体育館 大崎市 三本木桑折字沼下２９番地２ ○

大崎市三本木総合支所 大崎市 三本木字大豆坂２４番地３ ○

大崎市三本木保健福祉センター 大崎市 三本木字大豆坂２４番地３ ○

大崎市三本木公民館 大崎市 三本木字西沢３３番地１ ○

斉田生活センター 大崎市 三本木斉田字堤防内２－３

音無集会所 大崎市 三本木音無字前岩井２２，２３

大崎市三本木上三区コミュニティセンター 大崎市 三本木坂本字寺島１１番地２

大崎市三本木ふるさと研修センター 大崎市 三本木蟻ヶ袋字山畑１－1４

大崎市三本木伊賀集会所 大崎市 三本木伊賀字中伊賀１１番地２

大崎市三本木混内山集会所 大崎市 三本木蟻ヶ袋字混内山１－１

大崎市三本木新町コミュニティセンター 大崎市 三本木新町一丁目９番７号

大崎市三本木南新町コミュニティセンター 大崎市 三本木新町二丁目２０番７号

大崎市三本木南町地区コミュニティセンター 大崎市 三本木字鹿野沢８１番地１

大崎市三本木伊場野地区コミュニティセンター大崎市 三本木伊場野字鉄炮町８番地

大崎市三本木下三区コミュニティセンター 大崎市 三本木桑折字八幡東３番地２

大崎市三本木仲町地区コミュニティセンター 大崎市 三本木字大谷１１番地

大崎市三本木北町地区コミュニティセンター 大崎市 三本木字善並田１２１番地１

大崎市三本木蒜袋集会所 大崎市 三本木蒜袋字南屋敷１９番地７

大崎市三本木多田川集会所 大崎市 三本木蒜袋字東谷地４９番地１

大崎市三本木南谷地集会所 大崎市 三本木字新鹿嶋１３番地１

大崎市三本木新沼地区コミュニティセンター 大崎市 三本木字新沼字荒屋敷１２２番地１

新沼運動公園 大崎市 三本木字新沼字天神４

大崎市立鹿島台小学校 大崎市 鹿島台平渡字上戸１番地 ○

旧鹿島台第二小学校 大崎市 鹿島台大迫字寺沢４０番地１ ○

大崎市立鹿島台中学校 大崎市 鹿島台平渡字狸沢５０番地 ○
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大崎市立鹿島台第一幼稚園 大崎市 鹿島台平渡字小沢９番地１９ ○

旧鹿島台第二幼稚園 大崎市 鹿島台大迫字寺沢４０番地１４ ○

大崎市鹿島台保健センター 大崎市 鹿島台平渡字西要害１２番地１ ○

前迫公園 大崎市 鹿島台木間塚字前迫９６番地１

鹿島台長寿生活支援センター「ゆうゆう館」 大崎市 鹿島台平渡字上敷１９番地７ ○

大崎市鹿島台野球場 大崎市 鹿島台広長字無清水４番地

大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設鎌田記念ホール大崎市 鹿島台木間塚字福芦３３５番地１ ○

大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄ大゙崎市 鹿島台木間塚字福芦３３５番地１

大崎市鹿島台公民館 大崎市 鹿島台木間塚字小谷地５０４番地１ ○

大崎市鹿島台中央児童館 大崎市 鹿島台木間塚字姥ヶ沢９８番地１ ○

大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設鹿島台中央野球場大崎市 鹿島台木間塚字小谷地３７１番地３

大崎市真山地区公民館 大崎市 岩出山字上真山下外道１３番地２

旧大崎市立真山小学校 大崎市 岩出山字上真山日向要害２番地 ○

大崎市池月地区公民館 大崎市 岩出山池月字下宮道下４番地１ ○

大崎市一栗体育館 大崎市 岩出山池月字下宮道下４番地１ ○

旧大崎市立池月小学校 大崎市 岩出山池月字下宮山下３０番地 ○

大崎市上野目地区公民館 大崎市 岩出山下一栗字蛇王田７３番地

大崎市岩出山屋内運動場（パルアリーナ） 大崎市 岩出山下一栗字蛇王田７３番地

旧大崎市立上野目小学校 大崎市 岩出山下一栗字片岸浦９番地 ○

大崎市岩出山体育センター 大崎市 岩出山上野目字中川原２１－１ ○

大崎市立岩出山小学校 大崎市 岩出山字城山３１番地 ○

川北ふれ愛センター 大崎市 岩出山下野目字向山１－１

大崎市西大崎地区公民館 大崎市 岩出山下野目字泉山１９８番地１３

旧大崎市立西大崎小学校 大崎市 岩出山下野目字泉山２０５番地 ○

老人憩いの家やすらぎ荘 大崎市 岩出山字木通沢１３２－１の内

城山公園 大崎市 岩出山字城山４２－２

大崎市立岩出山中学校 大崎市 岩出山字松沢２０２番地１ ○

有備館の森公園 大崎市 岩出山字上川原町４－６

大崎市岩出山文化会館（スコーレハウス） 大崎市 岩出山字船場２１番地 ○

大崎市立川渡小学校 大崎市 鳴子温泉字築沢２９番地 ○

大崎市鳴子公民館・大崎市鳴子スポーツセンター大崎市 鳴子温泉字鷲ノ巣８５番地４ ○

江合川緑地公園 大崎市 鳴子温泉字馬場地内河川敷

大崎市立鳴子中学校 大崎市 鳴子温泉字町西９７番地１ ○

大崎市立鳴子小学校 大崎市 鳴子温泉字湯元２９番地 ○

中山コミュニティセンター 大崎市 鳴子温泉字星沼１９－１ ○

大崎市鬼首地区公民館 大崎市 鳴子温泉鬼首字原４３番地１

大崎市立鬼首小学校 大崎市 鳴子温泉鬼首字八幡原１９番地 ○

大崎市立田尻小学校 大崎市 田尻通木字一所谷１０番地３ ○

大崎市立沼部小学校 大崎市 田尻沼部字山崎一７番地 ○

大崎市立大貫小学校 大崎市 田尻大貫字境３７番地１ ○

大崎市立田尻中学校 大崎市 田尻沼部字早稲田１５番地 ○

大崎市田尻地区公民館（大崎市田尻農村環境改善センター）大崎市 田尻通木字新合志田６０番地 ○

田尻萬嶺閣 大崎市 田尻大嶺字薬師５３番２ ○

大崎市田尻総合体育館 大崎市 田尻沼部字早稲田４２番地 ○

大崎市田尻スキップセンター 大崎市 田尻通木字中崎東１０番地１ ○

大崎市沼部公民館，大崎市田尻老人福祉センター，大崎市田尻保健センター大崎市 田尻沼部字富岡１６６番地 ○

大崎市大貫地区公民館 大崎市 田尻大貫字境３６番地１ ○

横須賀団地集会所 大崎市 田尻沼部字新寺前１３番
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宮城県古川黎明中学校・高等学校 大崎市 古川諏訪１丁目４－２６ ○

宮城県古川工業高等学校 大崎市 古川北町４丁目７－１ ○

宮城県古川高等学校 大崎市 古川南町２丁目３－１７ ○

宮城県田尻さくら高等学校 大崎市 田尻沼部字中新堀１３７ ○

稲葉地下道 大崎市 古川稲葉字鴻ノ巣地内 ○ ○

風のこみち 大崎市 古川稲葉字谷地地内 ○ ○

城西地下道 大崎市 古川城西一丁目地内 ○ ○

宮袋地下道 大崎市 古川若葉町一丁目地内 ○ ○

ひかりのこみち 大崎市 古川大宮八丁目地内 ○ ○

福浦地下道 大崎市 古川福浦字土手内地内 ○ ○

上古川地下道 大崎市 古川字本鹿島地内 ○ ○

塚目地下道（石名坂地内） 大崎市 古川塚目字石名坂地内 ○ ○

塚目地下道（古川ＩＣ） 大崎市 古川塚目字石名坂地内 ○ ○

新田地下道（古川ＩＣ） 大崎市 古川新田字中州地内 ○ ○

川渡地下道 大崎市 鳴子温泉字川渡地内 ○ ○
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