
行政区

一関１区 一関文化センター 一関運動公園 一関学院高等学校

一関２区 一関文化センター 一関運動公園

一関３区 一関文化センター 一関運動公園

一関４区 一関文化センター 一関運動公園

一関５区 一関文化センター 一関運動公園 一関学院高等学校

願成寺 一関運動公園 南小学校 瑞川寺 祥雲寺

ひまわりクラブ

一関７区 願成寺 一関運動公園 南小学校 祥雲寺

願成寺 一関運動公園 一関学院高等学校 祥雲寺 一関中学校

南小学校 ひまわりクラブ

一関９区 ひまわりクラブ 南小学校 一関学院高等学校

銀座区 一関文化センター 一関第一高等学校 願成寺 南小学校 ひまわりクラブ

大町区 一関文化センター 一関第一高等学校 願成寺 南小学校 ひまわりクラブ

一関12区 ひまわりクラブ 一関第一高等学校 南小学校

一関13区 一関第一高等学校 一関運動公園

一関14区 一関第一高等学校 一関運動公園

一関15区 一関第一高等学校 一関運動公園 南小学校

一関16東区 一関小学校 一関修紅高等学校 南小学校

一関16中区 一関小学校 一関修紅高等学校 南小学校

一関16西区 一関小学校 一関修紅高等学校 南小学校

一関17区 一関修紅高等学校 一関小学校 一関中学校

一関18区 一関文化センター 一関第一高等学校 南小学校 ひまわりクラブ

一関19区 一関文化センター 一関第一高等学校 南小学校 ひまわりクラブ

一関学院高等学校 一関運動公園 南小学校 関が丘市民センター 一関中学校

一関市産業文化体育施設アイドーム

高崎区 一関学院高等学校 一関運動公園 祥雲寺 ひまわりクラブ

釣親区 一関学院高等学校 一関運動公園

祥雲寺 南小学校 一関運動公園 一関中学校 瑞川寺

ひまわりクラブ

関が丘１区 関が丘市民センター 一関小学校

関が丘２区 関が丘市民センター 一関小学校

関が丘３区 関が丘市民センター サン・アビリティーズ一関

関が丘４区 関が丘市民センター サン・アビリティーズ一関

関が丘５区 関が丘市民センター 一関市産業文化体育施設アイドーム

関が丘６区 関が丘市民センター 一関市産業文化体育施設アイドーム

宮下区 磐井中学校 法師宗大法院 一関総合体育館（ユードーム） 

宮前区 創価学会一関文化会館 磐井中学校 法師宗大法院 一関総合体育館（ユードーム） 

中央区 山目小学校 磐井中学校

竹山区 磐井中学校

五代区 山目小学校 磐井中学校 一関総合体育館（ユードーム） 

銅谷区 山目小学校 山目市民センター

前田区 山目小学校 磐井中学校

三反田１区 山目小学校

三反田２区 山目小学校

青葉１区 山目小学校 山目市民センター

青葉２区 山目小学校 山目市民センター

幸区 山目小学校

才天区 一関第二高等学校 山目小学校

十二神区 一関第二高等学校 山目小学校

末広１区 一関第二高等学校 山目小学校

末広２区 一関第二高等学校 山目小学校

山目５区 一関第二高等学校 山目小学校

山目６区 一関第二高等学校

山目７-北区 赤荻小学校 一関第二高等学校

山目７-南区 赤荻小学校 一関第二高等学校

山目８区 赤荻小学校
山目市民センター赤荻分館
（一関学習交流館）

一関農村女性の家

共林区 赤荻小学校
山目市民センター赤荻分館
（一関学習交流館）

一関農村女性の家

中通区 赤荻小学校
山目市民センター赤荻分館
（一関学習交流館）

一関農村女性の家

中条区 赤荻小学校
山目市民センター赤荻分館
（一関学習交流館）

要津院

宿区 赤荻小学校
山目市民センター赤荻分館
（一関学習交流館）

要津院

山目10区 赤荻小学校
山目市民センター赤荻分館
（一関学習交流館）

要津院 一関農村女性の家

山目11区 山目市民センター笹谷分館

山目12区 山目市民センター笹谷分館

山目13区 創価学会一関文化会館 磐井中学校

山手区 創価学会一関文化会館 磐井中学校

沢内区 創価学会一関文化会館 磐井中学校

一関地域行政区別避難場所等一覧
※各施設により対応可能な災害の種別が異なりますので、地域ごとの避難場所等一覧表もあわせて確認してください。

施　設　名

一関８区

台東区

一関

山目

一関６区

一関20区



行政区

中里1区 赤荻小学校 磐井中学校 一関総合体育館（ユードーム） 

中里2区 赤荻小学校 磐井中学校 一関総合体育館（ユードーム） 

中里3区 赤荻小学校 磐井中学校 龍澤寺

中里4区 赤荻小学校 磐井中学校 龍澤寺

中里5区 赤荻小学校 磐井中学校 龍澤寺

中里6区 赤荻小学校 磐井中学校 龍澤寺

中里7区 赤荻小学校 磐井中学校 龍澤寺

中里10区 赤荻小学校 磐井中学校 一関総合体育館（ユードーム） 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

中里11区 赤荻小学校 磐井中学校 一関総合体育館（ユードーム） 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

中里12区 赤荻小学校 磐井中学校 一関総合体育館（ユードーム） 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

里が丘区 赤荻小学校 磐井中学校 龍澤寺

蘭梅区 赤荻小学校 磐井中学校 法師宗大法院

太平区 赤荻小学校 磐井中学校 法師宗大法院

三関１区 サン・アビリティーズ一関 一関小学校 桜町中学校 一関市産業文化体育施設アイドーム

三関２区 サン・アビリティーズ一関 一関小学校 桜町中学校 一関市産業文化体育施設アイドーム

三関３区 サン・アビリティーズ一関 一関小学校 桜町中学校 一関市産業文化体育施設アイドーム

三関４区 サン・アビリティーズ一関 一関小学校 桜町中学校 一関市産業文化体育施設アイドーム

真滝２区 狐禅寺市民センター 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

真滝３区 狐禅寺市民センター 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

真滝４区 狐禅寺市民センター 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

真滝５区 狐禅寺市民センター 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

真滝６区 狐禅寺市民センター 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

真滝７区 滝沢小学校 滝沢市民センター

真滝８区 一関東中学校 滝沢小学校 滝沢市民センター

真滝９区 狐禅寺市民センター 一関地区広域行政組合
一関清掃センターリサイクルプラザ

一関東中学校 滝沢小学校 滝沢市民センター

真滝10区 一関東中学校 滝沢小学校 滝沢市民センター

真滝11区 一関東中学校 滝沢小学校 滝沢市民センター

真滝12区 真柴市民センター 一関東中学校 一関市産業文化体育施設アイドーム

真滝13区 一関中学校 真柴市民センター

真滝14区 一関中学校 真柴市民センター

真滝15区 南小学校 一関運動公園 瑞川寺

東中田区 一関中学校

水口区 一関東中学校

厳美１区 厳美市民センター
（一関自然休養村管理センター）

一関市都市農村交流館
(道の駅厳美渓)

厳美２区 厳美市民センター
（一関自然休養村管理センター）

一関市都市農村交流館
(道の駅厳美渓)

厳美３区 厳美市民センター
（一関自然休養村管理センター）

一関市都市農村交流館
(道の駅厳美渓)

厳美４区 厳美中学校 厳美小学校

厳美５区 厳美市民センター山谷分館 厳美中学校 厳美小学校

厳美６区 厳美市民センター山谷分館 骨寺村荘園交流館 (若神子亭) 厳美中学校 厳美小学校

厳美７区 厳美市民センター山谷分館 骨寺村荘園交流館 (若神子亭) 厳美中学校 厳美小学校

厳美８区 本寺中学校 本寺小学校 骨寺村荘園交流館 (若神子亭)

厳美９区 本寺中学校 本寺小学校 骨寺村荘園交流館 (若神子亭)

厳美10区 本寺中学校 本寺小学校

厳美11区 厳美中学校 厳美小学校 瀧門寺

厳美12区 厳美中学校 厳美小学校 瀧門寺 厳美市民センター達古袋分館

厳美13区 厳美中学校 厳美小学校 瀧門寺 厳美市民センター山谷分館 厳美市民センター達古袋分館

厳美14区 本寺中学校 本寺小学校

厳美15区 本寺中学校 本寺小学校

厳美16区 本寺中学校 本寺小学校

厳美17区 本寺中学校 本寺小学校

厳美18区 本寺中学校 本寺小学校

霜後 厳美中学校 厳美小学校 瀧門寺

達古袋１区 厳美市民センター達古袋分館

達古袋２区 厳美市民センター達古袋分館

達古袋３区 厳美市民センター達古袋分館

達古袋４区 厳美市民センター達古袋分館

厳美

真滝

中里

施　設　名



行政区

萩荘１区 一関運動公園 一関工業高等学校

萩荘２区 修紅短期大学 萩荘中学校 萩荘小学校 一関工業高等専門学校

萩荘３区 萩荘中学校 萩荘小学校 萩荘市民センター

萩荘４区 萩荘中学校 萩荘小学校 萩荘市民センター

萩荘５区 萩荘中学校 萩荘小学校 萩荘市民センター

萩荘６区 萩荘中学校 萩荘小学校 萩荘市民センター

萩荘７区 萩荘中学校 萩荘小学校 萩荘市民センター

萩荘９区 萩荘市民センター市野々分館

萩荘10区 萩荘市民センター市野々分館

萩荘11区 萩荘市民センター市野々分館

高梨 一関工業高等学校 一関工業高等専門学校

駒下 一関運動公園 修紅短期大学 一関工業高等学校 一関工業高等専門学校

脇田郷 一関運動公園 修紅短期大学

川崎 一関運動公園 修紅短期大学

舞川１区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川２区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川３区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川４区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川５区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川６区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川７区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川８区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川９区 舞川小学校 観福寺 一関市職業訓練センター

舞川10区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

舞川11区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

舞川12区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

舞川13区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

舞川14区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

舞川15区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

舞川16区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

舞川17区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

舞川18区 舞川中学校
舞川市民センター
（一関文化伝承館）

弥栄１区 弥栄市民センター

弥栄２区 弥栄市民センター

弥栄３区 弥栄市民センター

弥栄４区 弥栄市民センター

弥栄５区 弥栄小学校 弥栄市民センター

弥栄６区 弥栄小学校 弥栄市民センター平沢分館

弥栄７区 弥栄小学校 弥栄市民センター平沢分館

弥栄８区 弥栄市民センター平沢分館

萩荘

舞川

弥栄

施　設　名


