
整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
２４時間避難
可能な施設

1 山形県立鶴岡南高等学校柔道場 鶴岡市 若葉町２６－３１

2 山形県金峰少年自然の家本館 鶴岡市 大字高坂字杉ヶ沢５４－１

3 第六学区コミュニティ防災センター 鶴岡市 みどり町２２－２８

4 出羽庄内国際村 鶴岡市 伊勢原町８－３２

5 第四学区コミュニティセンター 鶴岡市 稲生１丁目１０－８０

6 鶴岡市立朝暘第四小学校体育館 鶴岡市 柳田字田中２８－１

7 第二学区コミュニティ防災センター 鶴岡市 昭和町１１－２２

8 鶴岡市立鶴岡第三中学校体育館 鶴岡市 城南町２５－１

9 第三学区コミュニティセンター 鶴岡市 泉町５－３０

10 斎コミュニティ防災センター 鶴岡市 我老林字野中川原３５番地内２番

11 京田コミュニティ防災センター 鶴岡市 高田字下村３３６番地内１番地

12 三瀬コミュニティセンター 鶴岡市 三瀬字堅田１３８番地内８番地

13 小堅コミュニティセンター 鶴岡市 堅苔沢淵ノ上３３４

14 上郷コミュニティセンター 鶴岡市 水沢字水尻３８

15 黄金コミュニティ防災センター 鶴岡市 青龍寺字川内２０３番地内１番地

16 田川コミュニティセンター 鶴岡市 田川字高田９番地

17 湯田川コミュニティセンター 鶴岡市 藤沢字西側１７４番地内１番地

18 栄コミュニティ防災センター 鶴岡市 播磨字若松９５番地内１番地

19 鶴岡市農村センター 鶴岡市 矢馳字上矢馳２５８番地

20 湯野浜コミュニティセンター 鶴岡市 湯野浜１丁目１－７

21 第一学区コミュニティ防災センター 鶴岡市 文園町１－６３

22 鶴岡市立朝暘第一小学校体育館 鶴岡市 文園町２－１

23 第五学区コミュニティ防災センター 鶴岡市 宝町１８－７７

24 鶴岡市立鶴岡第二中学校体育館 鶴岡市 宝田２丁目８－３４

25 大山コミュニティセンター 鶴岡市 友江町２３－７１

26 鶴岡市立東栄小学校体育館 鶴岡市 川尻字町上１５－１

27 長沼地区地域活動センター 鶴岡市 長沼字宮前１６４

28 藤島農村環境改善センター 鶴岡市 添川字新地３１５

弾道ミサイル発射時等に一時的に待機可能な避難施設（R5.1.4現在）
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29 鶴岡市立渡前小学校体育館 鶴岡市 渡前字中屋敷１

30 藤島地区地域活動センター 鶴岡市 藤島字笹花７３

31 鶴岡市立藤島中学校体育館 鶴岡市 藤島字笹花８６－１

32 藤島体育館 鶴岡市 藤の花１丁目１－１

33 鶴岡市立藤島小学校体育館 鶴岡市 藤の花２丁目１－１

34 広瀬地区地域活動センター 鶴岡市 羽黒町後田字下田元２３７

35 鶴岡市立広瀬小学校体育館 鶴岡市 羽黒町後田字下田元９

36 鶴岡市立羽黒小学校体育館 鶴岡市 羽黒町荒川字花沢４

37 鶴岡市立羽黒中学校体育館 鶴岡市 羽黒町荒川字宮東２８－１

38 羽黒体育センター 鶴岡市 羽黒町荒川字前田元６４－７

39 羽黒コミュニティセンター 鶴岡市 羽黒町荒川字谷地堰２８

40 泉地区地域活動センター 鶴岡市 羽黒町荒川字谷地堰１１－１

41 羽黒体育館 鶴岡市 羽黒町荒川字谷地堰２９－１

42 羽黒老人福祉センター 鶴岡市 羽黒町荒川字白山５６－１

43 旧鶴岡市立羽黒第一小学校体育館 鶴岡市 羽黒町手向字手向１７９－１

44 羽黒第四地区地域活動センター 鶴岡市 羽黒町上野新田字二反割１－２

45 いでは文化記念館 鶴岡市 羽黒町手向字院主南７２

46 鶴岡市立櫛引東小学校体育館 鶴岡市 黒川字小在家９０

47 櫛引スポーツセンター 鶴岡市 三千刈字清和１５８－１

48 鶴岡市立櫛引西小学校体育館 鶴岡市 上山添字文栄１

49 櫛引生涯学習センター 鶴岡市 上山添字文栄１００

50 鶴岡市立櫛引中学校体育館 鶴岡市 上山添字文栄８６

51 鶴岡市立櫛引南小学校体育館 鶴岡市 東荒屋字竹の内２１２

52 越沢センター 鶴岡市 越沢字黒坪沢４８－２

53 温海公民館 鶴岡市 温海字温海１７

54 温海川農業者健康管理施設 鶴岡市 温海川字越沢３－１

55 戸沢自治公民館 鶴岡市 戸沢字東俣１６８－１

56 旧鶴岡市立五十川小学校体育館 鶴岡市 五十川字山之脇２０１
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57 山五十川公民館 鶴岡市 山五十川字木ノ下４７５－１

58 小岩川公民館 鶴岡市 小岩川字巌１６３

59 峠ノ山集会センター 鶴岡市 小国字西山５７－１８

60 小国山村振興センター 鶴岡市 小国字町尻２－６

61 菅野代公民館 鶴岡市 菅野代字宮野下３－１

62 旧菅野代小学校体育館 鶴岡市 菅野代字宮野下３－１

63 鼠ヶ関公民館 鶴岡市 鼠ケ関字原海１５０

64 鍋倉集会センター 鶴岡市 鼠ケ関字鍋倉８２

65 早田公民館 鶴岡市 早田字上ノ山１６２－１

66 鶴岡市立温海中学校体育館 鶴岡市 大岩川字黒岩３５

67 浜中公民館 鶴岡市 大岩川字沢山５０９－３

68 温海温泉林業センター 鶴岡市 湯温海字湯之里８８－７

69 木野俣集落センター 鶴岡市 木野俣字木野俣２４１－1

70 朝日中央コミュニティセンター 鶴岡市 下名川字落合２２０

71 朝日庁舎南出張所 鶴岡市 上田沢字下中島２５

72 朝日南部コミュニティセンター 鶴岡市 上田沢字船渡３－１４

73 旧鶴岡市立朝日大泉小学校屋内運動場 鶴岡市 上田沢字中明６４

74 大鳥自然の家 鶴岡市 大鳥字寿岡１１２

75 旧大鳥防雪センター 鶴岡市 大鳥字寿岡２１９

76 朝日スポーツセンター体育館 鶴岡市 東岩本字野中１４３

77 旧鶴岡市朝日青少年センター 鶴岡市 東岩本字野中１４６

78 鶴岡市立朝日中学校屋内運動場 鶴岡市 本郷字笹目５０

79 鶴岡市立あさひ小学校屋内運動場 鶴岡市 下名川字落合２

80 鶴岡市上下水道部 鶴岡市 のぞみ町２－１０

81 加茂コミュニティ防災センター 鶴岡市 加茂字坂ノ下１６６

82 庄内児童相談所 鶴岡市 道形町４９－６

83 鶴岡乳児院 鶴岡市 道形町４９－６

84 県民の海・プール 鶴岡市 下川字龍花崎４１－８６
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85 農業総合研究センター水田農業研究所 鶴岡市 藤島字山ノ前２５

86 水産研究所 鶴岡市 加茂字大崩５９４

87 庄内総合支庁農業技術普及課 鶴岡市 藤島字山ノ前５１

88 栽培漁業センター 鶴岡市 三瀬字宮ノ前３２－１

89 庄内総合支庁鶴岡分所 鶴岡市 日出２丁目１０－４０

90 鶴岡電気水道事務所 鶴岡市 行沢字上野１６６

91 山形県立こころの医療センター 鶴岡市 北茅原町１３－１

92 山形県立鶴岡北高等学校 鶴岡市 若葉町５－１６

93 山形県立鶴岡工業高等学校 鶴岡市 家中新町８－１

94 山形県立加茂水産高等学校 鶴岡市 加茂字大崩５９５

95 山形県立庄内農業高等学校 鶴岡市 藤島字古楯跡２２１

96 山形県立鶴岡中央高等学校 鶴岡市 大宝寺字日本国４１０

97 山形県立鶴岡養護学校 鶴岡市 大塚町５－４４

98 山形県立鶴岡高等養護学校 鶴岡市 稲生１丁目２０－３３
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