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大和町内の避難場所・避難所一覧表

■ 指定避難所一覧表

■ 指定緊急避難場所一覧表
№ 名称 所在地 収容地区

1 吉岡小学校 吉岡字町裏 32 吉岡（柴崎、志田町、上町、中町、下町）、吉田（高田、清水、峯）、
落合（舞野、蒜袋の一部）、まいの、大衡（海老沢）

2 宮床小学校 宮床字四辻 85-6 宮床（難波、小野、もみじヶ丘、杜の丘を除く）

3 宮床小学校難波分校 宮床字中山 29 宮床（難波）

4 小野小学校 もみじヶ丘
二丁目 3 宮床（小野、もみじヶ丘、杜の丘）

5 吉田小学校 吉田字寺野東
62-1 吉田（高田、清水、峯を除く）

6 鶴巣小学校 鶴巣北目
大崎字岸 172 鶴巣

7 落合小学校 落合相川字若木
164-1 落合（舞野、蒜袋の一部を除く）

8 大和中学校 吉岡字権現堂 25 吉岡（柴崎、志田町、上町、中町、下町）、吉田（高田、清水、峯）、
落合（舞野、蒜袋の一部）、大衡（海老沢）

9 宮床中学校 宮床字四辻 13-7 宮床（難波、小野、もみじケ丘、杜の丘を除く）

10 吉田教育
ふれあいセンター

吉田字仁和多利
16 吉田（高田、清水、峯を除く）

11 鶴巣教育
ふれあいセンター

鶴巣北目大崎
字塚 64 鶴巣

12 落合教育
ふれあいセンター

落合相川
字長者原 32 落合（舞野、蒜袋の一部を除く）

13 町民研修センター 吉岡字古館 25-1 吉岡（城内中、城内西）

14 まほろばホール 吉岡南二丁目
4-14

吉岡（上町、中町、城内東、吉岡南、吉岡まほろば）、
吉田（高田、清水、峯）

15 ふれあいの杜 杜の丘一丁目 13 宮床（小野、もみじヶ丘、杜の丘）

16 吉岡南中央公園 吉岡南三丁目
3-4 吉岡

17 宮城県黒川高等学校 吉岡字東柴崎 62 吉岡（柴崎、吉岡東）、落合（舞野、蒜袋の一部）

18 まほろば公園 吉岡まほろば
一丁目 1-4 特に指定なし

19 宮床
レクリエーション広場 宮床字下小路 64 宮床（難波、小野、もみじヶ丘、杜の丘を除く）

20 わかば公園 もみじヶ丘
三丁目 30 宮床（小野、もみじヶ丘、杜の丘）

21 四十八滝運動公園 吉田字台ケ森北
35-9 宮床（難波）、吉田（金取南）

22 北目
レクリエーション広場

鶴巣北目大崎
長在家畑 5 鶴巣（下草、砂金沢、北目、大崎）

23 鶴巣山田
レクリエーション広場

鶴巣山田
字壱町田 13-1 鶴巣（山田、太田、小鶴沢）

24 三ケ内
レクリエーション広場

落合三ケ内
字北沢 35 落合（三ケ内、報恩寺）

25 大和町総合運動公園 宮床字松倉 92 特に指定なし【広域避難場所】

№ 名称 所在地 収容地区

1 吉岡小学校 吉岡字町裏 32 吉岡（柴崎、志田町、上町、中町、下町）、吉田（高田、清水、峯）、
落合（舞野、蒜袋の一部）、まいの、大衡（海老沢）

2 宮床小学校 宮床字四辻 85-6 宮床（難波、小野、もみじヶ丘、杜の丘を除く）

3 宮床小学校難波校舎 宮床字中山 29 宮床（難波）

4 小野小学校 もみじヶ丘
二丁目 3 宮床（小野、もみじヶ丘、杜の丘）

5 吉田小学校 吉田字寺野東
62-1 吉田（高田、清水、峯を除く）

6 鶴巣小学校 鶴巣北目
大崎字岸 172 鶴巣

7 落合小学校 落合相川字若木
164-1 落合 （舞野、蒜袋の一部を除く）

8 大和中学校 吉岡字権現堂 25 吉岡（柴崎、志田町、上町、中町、下町）、吉田（高田、清水、峯）、
落合（舞野、蒜袋の一部）、まいの、大衡（海老沢）

9 宮床中学校 宮床字四辻 13-7 宮床（難波、小野、もみじケ丘、杜の丘を除く）

10 吉田教育
ふれあいセンタ－

吉田字仁和多利
16 吉田（高田、清水、峯を除く）

11 鶴巣教育
ふれあいセンタ－

鶴巣北目大崎
字塚 64 鶴巣

12 落合教育
ふれあいセンタ－

落合相川
字長者原 32 落合（舞野、蒜袋の一部を除く）

13 町民研修センター 吉岡字古館 25-1 吉岡（城内中、城内西）

14 宮床基幹集落センター 宮床字下小路 64 宮床（難波、小野、もみじヶ丘、杜の丘を除く）

15 吉田コミュニティセンター 吉田字寺野東 32 吉田（高田、清水、峯を除く）

16 鶴巣防災センター 鶴巣北目大崎
字岸 121-2 鶴巣

17 大和町総合体育館 宮床字松倉 92 宮床（山田）、吉田（高田、清水）

18 まほろばホール 吉岡南二丁目
4-14

吉岡（上町、中町、城内東、吉岡南、吉岡まほろば）、
吉田（清水、高田、峯）

19 ふれあいの杜 杜の丘一丁目 13 宮床（小野、もみじヶ丘、杜の丘）

20 ひだまりの丘（大和町保
健福祉総合センター） 吉岡字館下 88 高齢者、障害者対象

№ 名称 所在地 収容地区

26 ダイナヒルズ運動公園 松坂平二丁目
1-9 特に指定なし【広域避難場所】

　※№ 25 と№ 26 は広域避難場所

※№ 20 は福祉避難所
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