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資料２ 

指  定  避  難  所 

【伊達市】 

 

 

 

黄　金 旧達南中学校体育館 北黄金町49-135 594㎡ 195人 財政課

黄金地区コミュニティセンター 北黄金町65-1 196㎡ 65人 総務課

稀　府 みどり会館 南稀府町439 233㎡ 84人 運営委員会

南稀府会館 南稀府町94-43 236㎡ 77人 運営委員会

稀府小学校体育館 中稀府町85 396㎡ 130人 学校長

中稀府会館 中稀府町114-6 148㎡ 45人 農務課

伊達緑丘高等学校体育館 南稀府町180-4 748㎡ 245人 学校長

東 弄月館 弄月町164-9 126㎡ 40人 農務課

東地区コミュニティセンター 弄月町241-4 416㎡ 135人 総務課

東小学校体育館 弄月町207-1 594㎡ 195人 学校長

伊達中学校体育館 舟岡町226-12 873㎡ 290人 学校長

だて歴史の杜カルチャーセンター 松ヶ枝町34-1 1,264㎡ 420人 生涯学習課

伊達市総合体育館メインアリーナ 松ヶ枝町34-1 1,847㎡ 615人 生涯学習課

伊達高等養護学校体育館 松ヶ枝町105-13 656㎡ 245人 学校長

中　央 中央区末永集会所 末永町92-6 247㎡ 73人 運営委員会

光陵中学校体育館 館山町49-1 768㎡ 255人 学校長

伊達西小学校体育館 末永町8-21 760㎡ 250人 学校長

伊達開来高等学校体育館 竹原町44 960㎡ 360人 学校長

市　街 伊達小学校体育館 元町78-1 689㎡ 225人 学校長

旭町児童館・地域交流館 旭町52 339㎡ 110人 児童家庭課

伊達市武道館 末永町39-8 674㎡ 165人 生涯学習課

大滝区 基幹集落センター 本郷町84-1 653㎡ 210人 大滝教育事務所

大滝保育所 本郷町84-6 298㎡ 90人 子育て支援課

本郷集会所 本郷町415-1 66㎡ 20人 地域振興課

大滝徳舜瞥学校体育館 優徳町90-11 570㎡ 190人 学校長

優徳集会所 優徳町87-11 219㎡ 70人 地域振興課

優徳農村公園コミュニティ施設 優徳町90-11外 150㎡ 50人 地域振興課

旧大滝中学校体育館 大成町1 720㎡ 240人 地域振興課

北湯沢湯のさと館 北湯沢温泉町52-2 255㎡ 80人 地域振興課

円山集会所 円山町415 120㎡ 40人 地域振興課

上野集会所 上野町92-2 50㎡ 10人 地域振興課

愛地集会所 愛地町13-11 70㎡ 20人 地域振興課

昭園集会所 昭園町311-1 32㎡ 10人 地域振興課

施　設
管理者

地区 名称 所在地 面積 収容人員

※収容人員は１人約３㎡で換算 
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【壮瞥町】 

 

 

 

【洞爺湖町】 

 

 

 

滝之町 壮瞥小学校体育館 滝之町435 720㎡ 240人 学校長

壮瞥中学校体育館 滝之町420-5 720㎡ 240人 学校長

そうべつ子どもセンター 滝之町432-9 581㎡ 194人 住民福祉課

久保内 久保内小学校体育館 南久保内142-4 513㎡ 171人 生涯学習課

壮瞥町青少年会館 南久保内14-22 432㎡ 144人 住民福祉課

壮瞥町農村環境改善センター 南久保内145-8 492㎡ 164人 総務課

蟠　渓 蟠渓ふれあいセンター 蟠渓26-1 221㎡ 74人 総務課

弁　景 オロフレほっとピアザ 弁景204-7 60㎡ 20人 商工観光課

立　香 立香ふれあいセンター 立香142 275㎡ 92人 総務課

仲洞爺 仲洞爺公民館 仲洞爺22-5 72㎡ 24人 自治会長

来夢人の家 仲洞爺30-10 39㎡ 13人 総務課

施　設
管理者

地区 名称 所在地 面積 収容人員

本　町 虻田ふれ合いセンター 本町58 425㎡ 180人 社会教育課

虻田小学校 栄町59 409㎡ 409人 住民課

温　泉 月浦集会所 月浦76 158㎡ 67人 温泉支所

洞爺湖温泉小学校 月浦44 1,492㎡ 632人 学校長

花　和 旧花和小学校 花和171 772㎡ 327人 総務課

洞　爺 洞爺総合センター 洞爺町132 422㎡ 179人 庶務課

成香農作業準備休憩施設 成香291 229㎡ 97人 庶務課

大原地区センター 大原103 151㎡ 64人 庶務課

財田集会所 財田43 191㎡ 80人 庶務課

曙会館 洞爺町205 57㎡ 24人 庶務課

とうや小学校 洞爺町46 539㎡ 228人 学校長

洞爺中学校 洞爺町401 1,125㎡ 477人 学校長

洞爺高校寄宿舎（洞青寮） 洞爺町56 240㎡ 101人 総務課

いきがい交流センター 洞爺町416-5 143㎡ 60人 社会教育課

旧成香小学校 成香285 831㎡ 352人 総務課

旧香川小学校 香川100 566㎡ 240人 総務課

旧大原小学校 大原105 611㎡ 259人 総務課

洞爺湖町農業研修センター 香川100 195㎡ 82人 農業振興課

地区 名称 所在地 面積 収容人員
施　設
管理者

※収容人員は１人約３㎡で換算 

※収容人員は１人約 2.36㎡で換算 
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【豊浦町】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本　町 豊浦小学校 船見町95-3 418.2㎡ 139人 学校長

豊浦中学校 船見町123-2 748.8㎡ 249人 学校長

豊浦町中央公民館 船見町95-2 493.2㎡ 160人 生涯学習課

スポーツセンター 船見町95-2 1,001.0㎡ 333人 生涯学習課

海岸町福祉の家 海岸町51-1 29.9㎡ 9人 町民課

豊浦町社会館 幸町86-2 444.1㎡ 148人 商工会

旭町そよかぜ団地 旭町44-107 66.3㎡ 22人 町民課

ふるさとドーム 浜町17-17 1,176.0㎡ 392人 生涯学習課

いずみの学校 東雲町83-2 940.4㎡ 313人 ｼｭﾀｲﾅｰ学園

北　部 桜集会所 桜206-3 158.9㎡ 52人 町民課

旧大和小学校 大和151 490.0㎡ 163人 生涯学習課

大和多目的集会所 大和138-2 138.9㎡ 46人 町民課

美和集会所 美和117-2 50.8㎡ 16人 町民課

山梨集会所 山梨217-2 132.0㎡ 44人 町民課

新山梨集会所 新山梨394-3 208.2㎡ 69人 町民課

上泉集会所 上泉572-1 32.3㎡ 10人 町民課

新富保健福祉会館 新富228 60.0㎡ 20人 町民課

大　岸 大岸小学校 大岸91-1 500.0㎡ 166人 学校長

大岸いきいきセンター 大岸97-60 220.0㎡ 73人 町民課

大岸福祉の家 大岸166-11 79.5㎡ 26人 町民課

礼文華 礼文華小学校 礼文華169 546.0㎡ 182人 学校長

礼文華生活館 礼文華156-1 220.0㎡ 74人 町民課

旧礼文華中学校 礼文華169 715.3㎡ 238人 生涯学習課

施　設
管理者

地区 名称 所在地 面積 収容人員

※感染症流行期においては、感染症対策として一人あたりに対し十分なスペースを確保するため、

収容人員は記載の人数より少ない人数で運用します。 

※収容人員は１人約３㎡で換算 


