
宮城県避難所一覧 2011/10/5

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 更新月日

仙台市 0

石巻市石巻 石巻高校 大手町3-15 14

石巻市石巻 石巻中学校 泉町4丁目7-15 27

石巻市石巻 中央公民館 日和が丘一丁目2番7号 31

石巻市石巻 図書館 羽黒町一丁目9番2号 2

石巻市住吉 開北小学校 大橋1丁目2−1 24

石巻市住吉 住吉小学校 住吉町2丁目4−27 8

石巻市住吉 住吉中学校 東中里3丁目3−1 18

石巻市住吉 中里小学校 中里5丁目7-1 11

石巻市門脇　 門脇中学校 泉町4丁目7-12 19

石巻市湊 湊小学校 吉野町1丁目3-21 28

石巻市湊 湊中学校 大門町4丁目1−1 1

石巻市湊 明友館 不動町二丁目16番10号 11

石巻市湊 みなと荘 湊町1丁目1−9 8

石巻市蛇田 向陽地区コミュニティセンター 向陽町4丁目9−11 19

石巻市蛇田 蛇田小学校 蛇田字上中埣97-1 17

石巻市蛇田 蛇田中学校 蛇田字新金沼20-1 58

石巻市蛇田 蛇田公民館 蛇田字中埣26 11

石巻市渡波　　　　　　　　　　　　　　渡波支所・渡波公民館 渡波町2丁目6−31 4

石巻市渡波　　　　　　　　　　　　　　渡波小学校 渡波町1-5-22 50

石巻市渡波　　　　　　　　　　　　　　渡波中学校 渡波字浜曽根山1 4

石巻市渡波　　　　　　　　　　　　　　渡波保育所 大宮町3-15 8

石巻市渡波　　　　　　　　　　　　　　うしお荘 石巻市流留字七勺21番地 6

石巻市稲井　　　　 稲井公民館 新栄1丁目25-7 15

石巻市山下 好文館高校 貞山3丁目4−1 9

石巻市山下 山下小学校 山下町1丁目10-10 10

石巻市山下 山下中学校 貞山5丁目3-2 5

石巻市釜・大街道 青葉中学校 門脇字一番谷地51番地10 8

石巻市釜・大街道 大街道小学校 大街道南1丁目3番1号 28

石巻市釜・大街道 釜小学校 大街道西二丁目5番1号 8

石巻市釜・大街道 ホテルマリナ 4

石巻市河北地区 河北総合センター（ビッグバン） 成田字小塚裏畑54 5

石巻市河南地区 河南農村改善センター 和渕笈入前1-1 10

石巻市河南地区 広渕小学校 広渕字町北233 6

石巻市牡鹿地区 斎場 鮎川浜寺前2-5 3

石巻市網地島 網小医院 長渡浜字杉13-1 3

石巻市 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/hishokoho/zisinn2011_5.jsp 493 10/4現在

塩竈市 0

気仙沼市気仙沼 気仙沼小学校体育館 笹が陣3-1 5

気仙沼市気仙沼 気仙沼市民会館 笹が陣4-2 38

気仙沼市気仙沼 紫会館 浜見山1 15

気仙沼市新月 新月中学校体育館 切通100 4

気仙沼市松岩 防災センター 赤岩五駄鱈43-2 5

気仙沼市松岩 気仙沼市総合体育館（ケーウェーブ） 赤岩牧沢44-180 16

気仙沼市鹿折 鹿折中学校体育館 大峠山1-263 10

気仙沼市階上 階上公民館 長磯船原20 10

市内2次避難所 ホテル観洋 港町4-19 24

気仙沼市 http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/1301707551604/index.html 127 10/5現在

白石市 0

名取市 0

角田市 0
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多賀城市 0

岩沼市 0

登米市 0

栗原市 0

東松島市 0

大崎市鳴子 ホテル亀屋 鳴子温泉車湯54-6 6

大崎市鳴子 仙庄館 鳴子温泉星沼28-2 4

大崎市鳴子 弁天閣 鳴子温泉車湯87 5

大崎市鳴子 旅館ゆさ 鳴子温泉字新町下52-1 7

大崎市鳴子 いさぜん旅館 鳴子温泉赤湯11 3

大崎市鳴子 中鉢 鳴子温泉要害38-5 3

大崎市鳴子 ホテルオニコウベ 鳴子温泉鬼首字大清水26-17 2

大崎市鳴子 旅館大沼 鳴子温泉字赤湯34 2

大崎市鳴子 ふきゆ荘 鳴子温泉字星沼15-12 1

大崎市鳴子 琢秀のんびり館 鳴子温泉字末沢西15-3 3

大崎市鳴子 農民の家 鳴子温泉河原湯5-6 5

大崎市鳴子 隆陽館 鳴子温泉川渡117 4

大崎市鳴子 紫雲峡 鳴子温泉字末沢1-8 4

大崎市 49 9/30現在

蔵王町 ホテルラフォーレ蔵王リゾート＆スパ 遠刈田温泉七日原2-1 1

蔵王町 遠刈田ホテルさんさ亭 遠刈田温泉東裏30 2

蔵王町 3 10/3現在

七ヶ宿町 0

大河原町 0

村田町 0

柴田町 0

川崎町 とだ家 青根温泉7-5 2

川崎町 2 9/30現在

丸森町 0

亘理町 0

山元町 0

松島町 0

七ヶ浜町 0

利府町 0

大和町 0

大郷町  0

富谷町 0

大衡町 0

色麻町 0

加美町　 0

涌谷町 0

美里町 0

女川町 第一小学校 浦宿浜字門前4 33

女川町 勤労青少年センター 鷲神浜字荒立84-2 36

女川町 町立病院 鷲神浜字堀切山51-6 8

女川町 総合体育館 女川浜字大原190 130

女川町 第三小学校 尾浦字尾浦145-2 5

女川町 御前浜 御前浜字御前82 18

女川町 230 10/4現在

南三陸町 ホテル観洋 黒崎99-17 6

南三陸町 6 10/4現在
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