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指定避難所、指定緊急避難場所一覧 
 

１ 名取市指定避難所 ２８ヵ所 

№ 施設名 所在地 区分 延面積 
収容人数 開設する際の 

条件 避難所 避難場所 

1 増田公民館 増田四丁目７－３０ 公民館 538㎡ 134人 269人  

2 増田小学校 増田三丁目９－２０ 学校 8,626 ㎡ 1,100 人 4,000 人 
風水害時は、体育

館と１階を除く 

3 増田中学校 増田字柳田２３０ 学校 7,817 ㎡ 1,000 人 4,000 人  

4 名取北高等学校 増田字柳田１０３ 学校 13,887㎡ 1,700 人 9,300 人  

5 増田西公民館 手倉田字堰根２６５－１ 公民館 903㎡ 230人 451人  

6 増田西小学校 手倉田字堰根３３０ 学校 6,331 ㎡ 800人 3,400 人  

7 第一中学校 小山一丁目８－１ 学校 8,922 ㎡ 1,100 人 6,600 人  

8 名取が丘公民館 名取が丘三丁目５－３ 公民館 932㎡ 230人 466人  

9 不二が丘小学校 名取が丘六丁目１１－１ 学校 2,070 ㎡ 517人 1,035 人 体育館を除く 

10 閖上公民館 
閖上一丁目７７番地の１

Ｅ－３２街区１画地 
公民館 900㎡ 225人 450人  

11 閖上小中学校 
閖上字佛文寺２７ Ｗ－ 

３６－１街区１画地 
学校 2,086㎡ 521人 1,043人 

体育館と１階

を除く 

12 下増田小学校 美田園七丁目２３－３ 学校 3,880 ㎡ 970人 1,940人 
体育館と１階

を除く 

13 館腰公民館 植松三丁目９－５ 公民館 580㎡ 150人 290人 
風水害時は使

用しない 

14 館腰小学校 植松一丁目２－１７ 学校 880㎡ 220人 440人 
体育館と１階

及び西側除く 

15 本郷集会所 本郷字矢口８４ その他 311㎡ 53人 107人  

16 ㈱フクベイフーズ 堀内字北竹２１０ その他 1,831 ㎡ 50人 80人  

17 愛島公民館 愛島笠島字上平２７ 公民館 1,295 ㎡ 220人 440人  

18 愛島小学校 愛島笠島字東蔵神３４ 学校 5,222 ㎡ 1,300 人 2,600 人 
風水害時は、体育

館と１階を除く 

19 愛島老人憩いの家 愛島塩手字岩沢４－２ その他 305㎡ 50人 100人  

20 仙台高等専門学校 愛島塩手字野田山４８ 学校 1,600 ㎡ 400人 800人 
東側通路を使

用制限 

21 高舘小学校 高舘吉田字長六反１１７－３ 学校 3,896 ㎡ 500人 2,400 人  

22 第二中学校 高舘吉田字吉合９０ 学校 7,087 ㎡ 900人 4,200 人  

23 県農業高校 高舘吉田字吉合６６ 学校 45,273㎡ 770人 22,600人  

24 ゆりが丘小学校 ゆりが丘三丁目２１ 学校 2,706 ㎡ 676人 1,353 人 体育館を除く 

25 みどり台中学校 みどり台一丁目４ 学校 8,814 ㎡ 1,100 人 3,800 人  

26 相互台公民館 相互台一丁目１０－３ 公民館 999㎡ 250人 350人  

27 相互台小学校 相互台一丁目２７－１ 学校 1,624 ㎡ 406人 812人 体育館を除く 

28 那智が丘小学校 那智が丘二丁目１－１ 学校 1,324 ㎡ 331人 662人 
体育館と南側

校舎を除く 

 合 計     15,903人 73,988人  
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注）○ 食料や水、毛布など、必要な物資等は、原則、各自の備蓄品から準備するものとする。 

○ 高舘公民館、ゆりが丘公民館、那智が丘公民館は、地震、風水害（土砂災害）などの影響から原

則使用しないものとする。 

ただし、次の条件を満たす場合には、避難所の集約先としての使用を検討するものとする。 

   ①  危険が去り、現に施設に被害がないこと 

②  地区の避難が長期化すること 

③  避難者の要望があること 

④  避難者の同意を得ること 

を条件とする。この際、④「同意」の内容は、大雨の予報によっては、更に避難所を移動する可

能性があることについての同意とする。 

○ 名取市文化会館は、指定避難所としての指定はしていないが、大規模災害時には、名取市と指定

管理者とで締結した、名取市文化会館の管理運営等に係る基本協定に基づき、避難所の運営にあた

るものとする。 

○   で示す施設は、風水害のおそれがある場合の自主避難所として開設予定の施設とし、市が開

設を決定した後に市民に周知をする。 

○ 避難所の収容人数は、原則として活用可能な床面積を１人当たり４平米で除して算出している。 

○ 避難場所の収容人数は、原則として活用可能な敷地面積を１人当たり２平米で除して算出してい

る。 

○ 避難所の位置については名取市ホームページの「名取市地図情報提供サービス‐なとりマップ‐」

をご覧下さい。 

 

 

２ 名取市指定緊急避難場所（津波災害） 閖上、下増田地区のみ８ヵ所 

№ 施設名 所在地 区分 延面積 
収容人数 開設する際の 

条件 避難所 避難場所 

1 閖上公民館 
閖上一丁目７７番地の１

Ｅ－３２街区１画地 
公民館 900㎡ 225人 450人  

2 閖上小中学校 
閖上字佛文寺２７ Ｗ－ 

３６－１街区１画地 
学校 2,086㎡ 521人 1,043人 

体育館と１階

を除く 

3 閖上中央第一団地 
閖上二丁目４１７ 

Ｅ－２１街区１画地 
その他 1,883㎡  941人  

4 閖上中央第二団地 閖上字庚申塚地内 その他 1,297㎡  648人  

5 下増田小学校 美田園七丁目２３－３ 学校 3,880 ㎡ 970人 1,940人 
体育館と１階

を除く 

6 まなウェルみやぎ 美田園二丁目１－４ 学校 940㎡  470  

7 潜匠建設㈱ 美田園三丁目１６－１ その他 500㎡  250  

8 仙台空港ビル 下増田字南原 その他 400㎡  200  

 合 計     1,716 人 5,942 人  

注）○ 避難所の収容人数は、原則として活用可能な床面積を１人当たり４平米で除して算出している。 

○ 避難場所の収容人数は、原則として活用可能な敷地面積を１人当たり２平米で除して算出してい

る。 

○ 避難場所の位置については名取市ホームページの「名取市地図情報提供サービス‐なとりマップ

‐」をご覧下さい。 
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３ 名取市指定緊急避難場所（風水害（土砂災害含む。）） ３６ヵ所 

№ 施設名 所在地 区分 延面積 
収容人数 開設する際の 

条件 避難所 避難場所 

1 増田公民館 増田四丁目７－３０ 公民館 538㎡ 134人 269人  

2 増田小学校 増田三丁目９－２０ 学校 2,186㎡ 546人 1,092 人 
体育館と１階

を除く 

3 増田中学校 増田字柳田２３０ 学校 7,817 ㎡ 1,000 人 4,000 人  

4 名取北高等学校 増田字柳田１０３ 学校 13,887㎡ 1,700 人 9,300 人  

5 増田西公民館 手倉田字堰根２６５－１ 公民館 903㎡ 230人 451人  

6 増田西小学校 手倉田字堰根３３０ 学校 6,331 ㎡ 800人 3,400 人  

7 第一中学校 小山一丁目８－１ 学校 8,922 ㎡ 1,100 人 6,600 人  

8 名取が丘公民館 名取が丘三丁目５－３ 公民館 932㎡ 230人 466人  

9 不二が丘小学校 名取が丘六丁目１１－１ 学校 2,070 ㎡ 517人 1,035 人 体育館を除く 

10 閖上公民館 
閖上一丁目７７番地の１

Ｅ－３２街区１画地 
公民館 900㎡ 225人 450人  

11 閖上小中学校 
閖上字佛文寺２７ Ｗ－ 

３６－１街区１画地 
学校 2,086㎡ 521人 1,043人 

体育館と１階

を除く 

12 閖上中央第一団地 
閖上二丁目４１７ 

Ｅ－２１街区１画地 
その他 1,883㎡  941人  

13 閖上中央第二団地 閖上字庚申塚地内 その他 1,297㎡  648人  

14 下増田小学校 美田園七丁目２３－３ 学校 3,880 ㎡ 970人 1,940人 
体育館と１階

を除く 

15 まなウェルみやぎ 美田園二丁目１－４ 学校 940㎡  470  

16 潜匠建設㈱ 美田園三丁目１６－１ その他 500㎡  250  

17 館腰小学校 植松一丁目２－１７ 学校 880㎡ 220人 440人 
体育館と１階

及び西側除く 

18 本郷集会所 本郷字矢口８４ その他 311㎡ 53人 107人  

19 ㈱フクベイフーズ 堀内字北竹２１０ その他 1,831 ㎡ 50人 80人  

20 弘誓寺 植松四丁目２－６６ その他 299㎡  150人  

21 植松集会所 植松三丁目５－８ その他 120㎡  60人 １階を除く 

22 愛島公民館 愛島笠島字上平２７ 公民館 1,295 ㎡ 220人 440人  

23 愛島小学校 愛島笠島字東蔵神３４ 学校 2,360 ㎡ 590人 1,180人 
体育館と１階

を除く 

24 愛島老人憩いの家 愛島塩手字岩沢４－２ その他 305㎡ 50人 100人  

25 仙台高等専門学校 愛島塩手字野田山４８ 学校 1,600 ㎡ 400人 800人 
東側通路を使

用制限 

26 
愛島台六丁目集会

所 
愛島台六丁目１４－２ その他 54㎡  27人  

27 
愛島台二丁目集会

所 
愛島台二丁目１４－５ その他 54㎡  27人  

28 高舘小学校 
高舘吉田字長六反１１７

－３ 
学校 3,896 ㎡ 500人 2,400 人  

29 第二中学校 高舘吉田字吉合９０ 学校 7,087 ㎡ 900人 4,200 人  

30 県農業高校 高舘吉田字吉合６６ 学校 45,273㎡ 770人 22,600人  
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№ 施設名 所在地 区分 延面積 
収容人数 開設する際の 

条件 避難所 避難場所 

31 ゆりが丘小学校 ゆりが丘三丁目２１ 学校 2,706 ㎡ 676人 1,353 人 体育館を除く 

32 みどり台中学校 みどり台一丁目４ 学校 8,814 ㎡ 1,100 人 3,800 人  

33 尚絅学院大学 ゆりが丘四丁目１０－１ 学校 1,497 ㎡  748人  

34 相互台公民館 相互台一丁目１０－３ 公民館 999㎡ 250人 350人  

35 相互台小学校 相互台一丁目２７－１ 学校 1,624 ㎡ 406人 812人 体育館を除く 

36 那智が丘小学校 那智が丘二丁目１－１ 学校 1,324 ㎡ 331人 662人 
体育館と南側

校舎を除く 

 合 計     14,489人 72,691人  

注）○ 食料や水、毛布など、必要な物資等は、原則、各自の備蓄品から準備するものとする。 

○   で示す施設は、自主避難所として開設予定の施設とし、市が開設を決定した後に市民に周知

をする。 

○ 避難所の収容人数は、原則として活用可能な床面積を１人当たり４平米で除して算出している。 

○ 避難場所の収容人数は、原則として活用可能な敷地面積を１人当たり２平米で除して算出してい

る。 

○ 避難場所の位置については名取市ホームページの「名取市地図情報提供サービス‐なとりマップ

‐」をご覧下さい。 

 

４ 名取市指定緊急避難場所（風水害時の車両の緊急避難場所） 6ヵ所 

№ 施設名 所在地 区分 
開設する際の 

条件 

1 
イオンモール㈱ 

イオンモール名取 

杜せきのした五丁目３－

１ 
その他 立体駐車場 

2 
スーパーセンター

トライアル名取店 
田高字原１７４番地 その他 屋上駐車場 

3 
かわまちてらす閖

上 
閖上一丁目７ その他 地上駐車場 

4 
ダイナム名取店 

ゆったり館 
堀内字北竹２７３－１ その他 地上駐車場 

5 
㈱ミヤコーバス名

取営業所 
堀内字北竹６２ その他 

地上駐車場 

最大１５台 

6 ヤマザワ愛島店 愛の杜一丁目１－１ その他 地上駐車場 

 合 計    

注）上記のうち、「ダイナム名取店ゆったり館（令和２年２月１０日合意）」と「ヤマザワ愛島店（令和２

年１月３１日合意）」については、避難場所として使用する同意を得ているものの、市との協定は締結

していないことから、可能な限り営業時間内にそれぞれの責任者と協議のうえ使用するものとする。 


