常陸太田市原子力災害広域避難計画パブリック・コメント後の修正点

○修正点：避難先施設の変更及び避難先施設の名称等の変更
通番

項目

1

P10

パブリック・コメント前

番号
避難先

4

町名

修正

東一町・東二町・東三町・木崎一町・山下町・西三町・
西二町・西一町

白河市

番号
避難先

東一町
東二町

生涯学習センター

常陸太田市中城町 3280

西二町・西一町

生涯学習センター

常陸太田市中城町 3280

0294-72-8888

山吹運動公園

常陸太田市新宿町 1

0294-72-6510

東三町
一時集合所

山下町
山吹運動公園

常陸太田市新宿町 1

0294-72-6510

木崎一町
山下町
西三町

西二町

西二町

西一町

西一町

避難経路

国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→県道 44 号（棚倉矢吹線）

避難中継所
兼避難所

東総合体育館

白河市東釜子字狐内 59

0248-34-3146

五箇市民センター

白河市田島明戸 11-1

白河市立五箇小学校

避難所

東一町・東二町・東三町・木崎一町・山下町・西三町・

白河市
東二町

0294-72-8888

木崎一町
西三町

町名

東一町

東三町
一時集合所

4

避難経路

国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→県道 44 号（棚倉矢吹線）

避難中継所
兼避難所

東風の台運動公園体育館

白河市東釜子字狐内 59

0248-34-3644

0248-29-2051

五箇市民センター

白河市田島明戸 11-1

0248-29-2051

白河市田島 165-2

0248-29-2351

白河市立五箇小学校

白河市田島 165-2

0248-29-2351

白河市立五箇中学校

白河市田島結城館 43-2

0248-29-2150

白河市立五箇中学校

白河市田島結城館 43-2

0248-29-2150

白河市立白河第四小学校

白河市久田野豆柄山 3

0248-23-3245

白河市立白河第四小学校

白河市久田野豆柄山 3

0248-23-3245

大沼市民体育館

白河市久田野城内 32

0248-24-6850

大沼市民体育館

白河市久田野城内 32

0248-24-6850

サンフレッシュ白河

白河市久田野城内 31

0248-24-5166

サンフレッシュ白河

白河市久田野城内 31

0248-24-5166

小田川市民センター

白河市泉田大久保 88

0248-31-1021

小田川市民センター

白河市泉田大久保 88

0248-31-1021

白河市立小田川小学校

白河市泉田池ノ上 239

0248-23-3246

白河市立小田川小学校

白河市泉田池ノ上 239

0248-23-3246

白河市立東北中学校

白河市泉田南之内 1

0248-23-3249

白河市立東北中学校

白河市泉田南之内 1

0248-23-3249

白河市立釜子小学校

白河市東釜子字西ノ内 1

0248-34-3109

白河市立釜子小学校

白河市東釜子字西ノ内 1

0248-34-3109

白河市立小野田小学校

白河市東下野出島字髪内 195

0248-34-2169

白河市立小野田小学校

白河市東下野出島字髪内 195

0248-34-2169

白河市立東中学校

白河市東釜子字狐内 25

0248-34-3169

白河市立東中学校

白河市東釜子字狐内 25

0248-34-3169

東多目的研修センター

白河市東下野出島字滑志 14

0248-34-3146

東多目的研修センター

白河市東下野出島字滑志 14

0248-34-3146

東公民館

白河市東釜子字殿田表 35

0248-34-3159

東公民館

白河市東釜子字殿田表 35

0248-34-3159

1

避難所

2

P11

番号

町名

木崎二町

番号

避難先

中島村

一時集合所

山吹運動公園

避難経路

国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→県道 44 号（棚倉矢吹線）

避難中継所
兼避難所

中島村体育センター

中島村大字滑津字二ツ山 75-4

0248-52-2890

中島村立滑津小学校

中島村大字滑津字羽黒前 2

中島村立中島中学校
避難所

3

5

5

木崎二町

避難先

中島村

一時集合所

山吹運動公園

避難経路

国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→県道 44 号（棚倉矢吹線）

避難中継所
兼避難所

生涯学習センター輝ら里

中島村大字滑津字二ツ山 28-10

0248-52-2503

0248-52-3191

中島村立滑津小学校

中島村大字滑津字羽黒前 2

0248-52-3191

中島村大字滑津字中島西 14

0248-52-3192

中島村立中島中学校

中島村大字滑津字中島西 14

0248-52-3192

中島村立吉子川小学校

中島村大字二子塚字家来 48

0248-52-3193

中島村立吉子川小学校

中島村大字二子塚字家来 48

0248-52-3193

生涯学習センター輝ら里

中島村大字滑津字二ツ山 28-10

0248-52-2503

中島村体育センター

中島村大字滑津字二ツ山 75-4

―

総合福祉センター

中島村大字滑津字二ツ山 65-3

0248-52-3400

総合福祉センター

中島村大字滑津字二ツ山 65-3

0248-52-3400

常陸太田市新宿町 1

0294-72-6510

避難所

常陸太田市新宿町 1

0294-72-6510

P13

番号

9

避難先

会津美里町

一時集合所

幸久小学校

町名

上河合町・下河合町
常陸太田市上河合町 2

番号
0294-73-0120

9

避難先

会津美里町

一時集合所

幸久小学校

県道 166 号（和田上河合線）→国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号
上河合町

下河合町
避難中継所
兼避難所

避難所

上河合町

国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→国道 121 号→国道 118 号→県

下河合町

道 23 号（会津高田上三寄線）→県道 72 号（会津坂下会津本郷線）
会津美里町字山道上 69-1

0242-56-2976

旧本郷第一小学校

会津美里町字本郷 2765

0242-56-3241

会津美里町立本郷中学校

会津美里町字川原町 1933

0242-56-3005

本郷公民館

会津美里町字山道上 67-1

0242-56-3223

本郷体育館

会津美里町字山道上 67-1

0242-56-3223

上河合町・下河合町
常陸太田市上河合町 2

0294-73-0120

避難中継所
兼避難所

避難所

→国道 121 号→国道 118 号→県道 23 号（会津高田上三寄線）→県道
72 号（会津坂下会津本郷線）

避難経路

本郷老人福祉センター

町名

県道 166 号（和田上河合線）→国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号

→国道 121 号→国道 118 号→県道 23 号（会津高田上三寄線）→県道
72 号（会津坂下会津本郷線）

避難経路

4

町名

国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→国道 121 号→国道 118 号→県
道 23 号（会津高田上三寄線）→県道 72 号（会津坂下会津本郷線）

本郷老人福祉センター

会津美里町字山道上 69-1

0242-56-2976

旧本郷第一小学校

会津美里町字本郷 2765

―

会津美里町立本郷中学校

会津美里町字川原町 1933

0242-56-3005

本郷公民館

会津美里町字山道上 67-1

0242-56-3223

本郷体育館

会津美里町字山道上 67-1

0242-56-3223

P15

番号

13

避難先

白河市

一時集合所

誉田小学校

町名

馬場町・新宿町・増井町・下大門町・上大門町・瑞龍町
常陸太田市増井町 1303

0294-72-0352

番号
避難先

白河市

一時集合所

誉田小学校

馬場町
下大門町
避難経路

上大門町

町名

馬場町・新宿町・増井町・下大門町・上大門町・瑞龍町
常陸太田市増井町 1303

0294-72-0352

馬場町
国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→県道 280 号（中野番沢線）

瑞龍町
新宿町

13

下大門町
避難経路

上大門町

国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→県道 280 号（中野番沢線）

瑞龍町
県道 29 号（常陸太田那須烏山線）→国道 349 号→国道 118 号→国道
2

新宿町

県道 29 号（常陸太田那須烏山線）→国道 349 号→国道 118 号→国道

増井町
避難中継所
兼避難所

避難所

5

289 号→県道 280 号（中野番沢線）

増井町

表郷体育館

白河市表郷番沢字和田 46-9

0248-32-4782

白河市立みさか小学校

白河市みさか 2-120

白河市立白河第二中学校

避難中継所
兼避難所

289 号→県道 280 号（中野番沢線）

表郷体育館

白河市表郷番沢字和田 46-9

0248-32-4613

0248-28-2900

白河市立みさか小学校

白河市みさか 2-120

0248-28-2900

白河市和尚壇 2-1

0248-23-3248

白河市立白河第二中学校

白河市和尚壇 2-1

0248-23-3248

福島県立白河高等学校

白河市南登り町 54

0248-24-1116

福島県立白河高等学校

白河市南登り町 54

0248-24-1116

福島県立白河実業高等学校

白河市瀬戸原 6-1

0248-24-1176

福島県立白河実業高等学校

白河市瀬戸原 6-1

0248-24-1176

第二市民体育館

白河市立石山 3

0248-22-2915

第二市民体育館

白河市立石山 3

0248-22-2915

白河市立白河第五小学校

白河市白坂陣場 317

0248-28-2004

白河市立白河第五小学校

白河市白坂陣場 317

0248-28-2004

白河市立白河南中学校

白河市白坂芳野 68

0248-28-2155

白河市立白河南中学校

白河市白坂芳野 68

0248-28-2155

白河市立関辺小学校

白河市関辺松並 26

0248-23-3244

白河市立関辺小学校

白河市関辺松並 26

0248-23-3244

関辺市民体育館

白河市関辺松並 32-1

0248-23-5706

関辺市民体育館

白河市関辺松並 32-1

0248-23-5706

白河市立表郷中学校

白河市表郷番沢字柳沼 60

0248-32-3321

白河市立表郷中学校

白河市表郷番沢字柳沼 60

0248-32-3321

白河市立表郷小学校

白河市表郷金山字瀬戸原 108

0248-32-2220

白河市立表郷小学校

白河市表郷金山字瀬戸原 108

0248-32-2220

表郷多目的研修センター

白河市表郷番沢字和田 49-1

0248-32-4783

表郷多目的研修センター

白河市表郷番沢字和田 49-1

0248-32-4783

表郷老人福祉センター

白河市表郷番沢字和田 46-1

0248-32-2114

表郷老人福祉センター

白河市表郷番沢字和田 46-1

0248-32-2114

表郷公民館

白河市表郷番沢字桜下 23

0248-32-2526

表郷公民館

白河市表郷番沢字桜下 23

0248-32-2526

避難所

P17

番号

17

避難先

会津美里町

一時集合所

世矢小学校

町名

亀作町・真弓町・大森町
常陸太田市真弓町 1855

番号
0294-74-3201

17

避難先

会津美里町

一時集合所

世矢小学校

県道 61 号（日立笠間線）→国道 293 号→国道 349 号→国道 118 号→
亀作町

真弓町

国道 289 号→国道 121 号→国道 118 号→県道 23 号（会津高田上三寄

亀作町

県道 156 号（亀作石名坂線）→県道 61 号（日立笠間線）→国道 293

避難経路

真弓町

避難所

0294-74-3201

国道 289 号→国道 121 号→国道 118 号→県道 23 号（会津高田上三寄
県道 156 号（亀作石名坂線）→県道 61 号（日立笠間線）→国道 293
号→国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→国道 121 号→国道 118

号→県道 23 号（会津高田上三寄線）→県道 130 号（会津高田会津本

大森町

郷線）
避難中継所
兼避難所

常陸太田市真弓町 1855

線）→県道 130 号（会津高田会津本郷線）

号→国道 349 号→国道 118 号→国道 289 号→国道 121 号→国道 118
大森町

亀作町・真弓町・大森町

県道 61 号（日立笠間線）→国道 293 号→国道 349 号→国道 118 号→

線）→県道 130 号（会津高田会津本郷線）
避難経路

町名

号→県道 23 号（会津高田上三寄線）→県道 130 号（会津高田会津本
郷線）

高田体育館

会津美里町字東川原 3244-1

0242-54-2276

会津美里町立高田小学校

会津美里町字法憧寺南 3505

会津美里町立高田中学校

避難中継所
兼避難所

高田体育館

会津美里町字東川原 3244-1

0242-54-2276

0242-54-2242

会津美里町立高田小学校

会津美里町字法憧寺南 3505

0242-54-2242

会津美里町字布才地 570

0242-54-2352

会津美里町立高田中学校

会津美里町字布才地 570

0242-54-2352

高田公民館

会津美里町字高田甲 2905-1

0242-54-2368

高田公民館

会津美里町字高田甲 2905-1

0242-54-2368

福島県立大沼高等学校（第 1 体育館）

会津美里町字法憧寺北甲 3473

0242-54-2151

福島県立大沼高等学校（第 1 体育館）

会津美里町字法憧寺北甲 3473

0242-54-2151

福島県立大沼高等学校（第 2 体育館）

会津美里町字法憧寺北甲 3473

0242-54-2151

福島県立大沼高等学校（第 2 体育館）

会津美里町字法憧寺北甲 3473

0242-54-2151

会津美里町立宮川小学校

会津美里町冨川字上中川 161-1

0242-54-2222

会津美里町立宮川小学校

会津美里町冨川字上中川 161-1

0242-54-2222

旧藤川小学校

会津美里町冨川字冨岡 167

―

旧藤川小学校

会津美里町冨川字冨岡 167

―

3

避難所

6

会津美里町冨川字冨岡 192

0242-54-2248

藤川地区公民館（産業研修センター)

会津美里町冨川字冨岡 192

0242-54-2248

旧尾岐小学校

会津美里町吉田字村中甲 150

0242-53-2223

旧尾岐小学校

会津美里町吉田字村中甲 150

―

尾岐地区公民館

会津美里町吉田字村中甲 150

0242-53-2321

尾岐地区公民館

会津美里町吉田字村中甲 150

0242-53-2321

本郷第二体育館

会津美里町福重岡字桜ノ下 32

0242-56-3042

本郷第二体育館

会津美里町福重岡字桜ノ下 32

0242-56-3042

会津美里町立新鶴小学校

会津美里町鶴野辺字北三百苅 775

0242-78-2005

会津美里町立新鶴小学校

会津美里町鶴野辺字北三百苅 775

0242-78-2005

会津美里町立新鶴中学校

会津美里町鶴野辺字北三百苅 830

0242-78-2006

会津美里町立新鶴中学校

会津美里町鶴野辺字北三百苅 830

0242-78-2006

新鶴公民館

会津美里町鶴野辺字広町 730

0242-78-3044

新鶴公民館

会津美里町鶴野辺字広町 730

0242-78-3044

新鶴体育館

会津美里町佐賀瀬川字峯山 5003

0242-78-2763

新鶴体育館

会津美里町佐賀瀬川字峯山 5003

0242-78-2763

新鶴高齢者福祉センター

会津美里町鶴野辺字広町 751-1

0242-78-3105

新鶴高齢者福祉センター

会津美里町鶴野辺字広町 751-1

0242-78-3105

P18

番号

19

町名

久米町・薬谷町・玉造町・芦間町

避難先

石川町

一時集合所

久米小学校

避難経路
避難中継所
兼避難所

国道 293 号→国道 118 号→県道 14 号（いわき石川線）

避難所

7

藤川地区公民館（産業研修センター)

常陸太田市大里町 4401

番号
0294-76-1700

石川町立石川中学校体育館

石川町大字双里字川向 165

0247-26-2315

石川町立石川中学校武道館

石川町大字双里字川向 165

町武道館

19

町名

久米町・薬谷町・玉造町・芦間町

避難先

石川町

一時集合所

久米小学校

避難経路
避難中継所
兼避難所

国道 293 号→国道 118 号→県道 14 号（いわき石川線）

常陸太田市大里町 4401

0294-76-1700

石川町立石川中学校体育館

石川町大字双里字川向 165

0247-26-2315

0247-26-2315

石川町立石川中学校武道館

石川町大字双里字川向 165

0247-26-2315

石川町大字双里字川向 91-1

0247-26-1461

町武道館

石川町大字双里字川向 91-1

0247-26-1461

中谷自治センター（体育館）

石川町大字双里字神主 34-1

0247-26-1457

中谷自治センター（体育館）

石川町大字双里字神主 34-1

0247-26-1457

中谷自治センター（旧農村婦人の家）

石川町大字双里字神主 34-1

0247-26-1457

中谷自治センター（旧農村婦人の家）

石川町大字双里字神主 34-1

0247-26-1457

旧中谷第一小学校

石川町大字形見字形見 217

0247-26-1470

旧中谷第一小学校

石川町大字形見字形見 217

―

旧中谷第二小学校

石川町大字中田字八又 396-1

0247-26-1619

旧中谷第二小学校

石川町大字中田字八又 396-1

―

避難所

P19

番号

21

避難先

平田村

一時集合所

郡戸小学校
花房町

避難経路

新地町
松栄町
中野町
小島町

町名

花房町・新地町・松栄町・中野町・小島町
常陸太田市中野町 2

番号
0294-76-2091

避難先

平田村

一時集合所

郡戸小学校

国道 293 号→国道 118 号→県道 14 号（いわき石川線）→県道 40 号

花房町

（飯野三春石川線）→県道 42 号（矢吹小野線）→国道 49 号
県道 62 号（常陸那珂港山方線）→国道 293 号→国道 118 号→県道 14

21

避難経路

号（いわき石川線）→県道 40 号（飯野三春石川線）→県道 42 号（矢

新地町
松栄町
中野町

吹小野線）→国道 49 号

小島町

町名

花房町・新地町・松栄町・中野町・小島町
常陸太田市中野町 2

0294-76-2091

国道 293 号→国道 118 号→県道 14 号（いわき石川線）→県道 40 号
（飯野三春石川線）→県道 42 号（矢吹小野線）→国道 49 号
県道 62 号（常陸那珂港山方線）→国道 293 号→国道 118 号→県道 14
号（いわき石川線）→県道 40 号（飯野三春石川線）→県道 42 号（矢
吹小野線）→国道 49 号

避難中継所
兼避難所

平田村勤労者体育センター

平田村大字永田字切田 158-4

0247-55-2131

避難中継所
兼避難所

平田村勤労者体育センター

平田村大字永田字切田 158-4

0247-55-2131

避難所

平田村地域福祉センター

平田村大字永田字戸花 150

0247-55-3500

避難所

平田村地域福祉センター

平田村大字永田字戸花 150

0247-55-3500

4

8

平田村中央公民館

平田村大字永田字切田 158-5

0247-55-2131

平田村中央公民館

平田村大字永田字切田 158-5

0247-55-2131

平田村林業研修会館

平田村大字北方字後川 58

0247-54-2057

平田村林業研修会館

平田村大字北方字後川 58

0247-54-2057

旧蓬田中学校

平田村大字上蓬田字切山 1

0247-55-2005

旧蓬田中学校

平田村大字上蓬田字切山 1

―

旧小平中学校

平田村大字北方字後川 88

0247-54-2007

旧小平中学校

平田村大字北方字後川 88

―

平田村立小平小学校

平田村大字北方字蛇石 59

0247-54-2001

平田村立小平小学校

平田村大字北方字蛇石 59

0247-54-2001

福島県立小野高等学校平田校

平田村大字上蓬田字切山 27

0247-55-2675

福島県立小野高等学校平田校

平田村大字上蓬田字切山 27

0247-55-2675

20

番号

22

避難先

石川町

一時集合所

交流センターふじ

避難経路

避難所

9

千寿町・岩手町・宮の郷町
常陸太田市高柿町 272

0294-76-2221

番号

22
石川町

一時集合所

交流センターふじ
高柿町

大方町

大方町

竹合町

竹合町

箕町

県道 62 号（常陸那珂港山方線）→県道 29 号（常陸太田那須烏山線）

下利員町

→国道 118 号

避難経路

→国道 118 号

千寿町

岩手町

岩手町
宮の郷町
0247-26-8038

町公民館

石川町字高田 200-2

福島県立石川高等学校

避難中継所
兼避難所

0294-76-2221

下利員町

千寿町

石川町字渡里沢 296-8

常陸太田市高柿町 272

県道 62 号（常陸那珂港山方線）→県道 29 号（常陸太田那須烏山線）

中利員町

総合体育館

千寿町・岩手町・宮の郷町

箕町

中利員町

国道 293 号→国道 118 号

高柿町・大方町・竹合町・箕町・下利員町・中利員町・

町名

避難先

高柿町

宮の郷町
避難中継所
兼避難所

高柿町・大方町・竹合町・箕町・下利員町・中利員町・

町名

国道 293 号→国道 118 号

総合体育館

石川町字渡里沢 296-8

0247-26-8038

0247-26-2566

町公民館

石川町字高田 200-2

0247-26-2566

石川町字高田 200-1

0247-26-1656

福島県立石川高等学校

石川町字高田 200-1

0247-26-1656

旧石川小学校

石川町字関根 165

0247-26-3335

旧石川小学校

石川町字関根 165

―

共同福祉施設

石川町字関根 1-1

0247-26-3211

共同福祉施設

石川町字関根 1-1

0247-26-3211

勤労青少年ホーム

石川町字当町 418-1

0247-26-0475

勤労青少年ホーム

石川町字当町 418-1

0247-26-0475

母畑自治センター

石川町大字母畑字小田口 43

0247-26-1593

母畑自治センター

石川町大字母畑字小田口 43

0247-26-1593

旧母畑小学校

石川町大字母畑字樋田 60

0247-26-1076

旧母畑小学校

石川町大字母畑字樋田 60

―

野木沢自治センター

石川町大字中野字水無 59

0247-26-4939

野木沢自治センター

石川町大字中野字水無 59

0247-26-4939

石川町立野木沢小学校

石川町大字曲木字燈籠場 5

0247-26-1624

石川町立野木沢小学校

石川町大字曲木字燈籠場 5

0247-26-1624

避難所

P21

番号

23

町名

上利員町・下宮河内町・赤土町・上宮河内町

避難先

石川町

一時集合所

金砂ふるさと体験交流施設

常陸太田市下宮河内町 820

0294-76-9899
5

番号

23

町名

上利員町・下宮河内町・赤土町・上宮河内町

避難先

石川町

一時集合所

金砂ふるさと体験交流施設

常陸太田市下宮河内町 820

0294-76-9899

避難経路

県道 29 号（常陸太田那須烏山線）→国道 118 号→県道 11 号（白河石川線）

避難経路

県道 29 号（常陸太田那須烏山線）→国道 118 号→県道 11 号（白河石川線）

避難中継所
兼避難所

石川町立沢田小学校

石川町大字沢井字上ノ原 75

0247-26-2257

避難中継所
兼避難所

石川町立沢田小学校

石川町大字沢井字上ノ原 75

0247-26-2257

福島県立石川養護学校

石川町字猫啼 360-3

0247-26-5544

福島県立石川養護学校

石川町字猫啼 360-3

0247-26-5544

老人福祉センター

石川町字松木下 88

0247-26-3793

老人福祉センター

石川町字松木下 88

0247-26-3793

山橋自治センター

石川町大字南山形字中野沢 55

0247-26-1065

山橋自治センター

石川町大字南山形字中野沢 55

0247-26-1065

沢田自治センター

石川町大字沢井字大池下 77-1

0247-26-0696

沢田自治センター

石川町大字沢井字大池下 77-1

0247-26-0696

旧沢田中学校

石川町大字沢井字上ノ原 32

0247-26-2607

旧沢田中学校

石川町大字沢井字上ノ原 32

―

避難所

10

P21

番号

24

避難先

大子町

一時集合所

山田公民館

避難経路
避難中継所
兼避難所

避難所

11

避難所

町名

松平町・和田町・東連地町・棚谷町・国安町
常陸太田市松平町 1136

番号
0294-85-1400

県道 33 号（常陸太田大子線）→国道 461 号→国道 118 号→国道 461 号→県道 160
号（梨野沢大子線）

24

町名

松平町・和田町・東連地町・棚谷町・国安町

避難先

大子町

一時集合所

山田公民館

避難経路

県道 33 号（常陸太田大子線）→国道 461 号→国道 118 号

避難中継所
兼避難所

大子町立大子中学校

大子町池田 1648

0295-72-0158

常陸太田市松平町 1136

0294-85-1400

大子町立大子中学校

大子町池田 1648

0295-72-0158

大子町立だいご小学校

大子町大子 460

0295-72-0044

大子町立だいご小学校

大子町大子 460

0295-72-0044

黒沢コミュニティセンター

大子町町付 910-1

0295-77-0135

黒沢コミュニティセンター

大子町町付 910-1

0295-77-0135

大子町立黒沢小学校

大子町町付 1543

0295-77-0549

大子町立黒沢小学校

大子町町付 1543

0295-77-0549

大子町立生瀬小学校

大子町高柴 1974

0295-76-0004

大子町立生瀬小学校

大子町高柴 1974

0295-76-0004

大子町立生瀬中学校

大子町内大野 2963-1

0295-76-0006

大子町立生瀬中学校

大子町内大野 2963-1

0295-76-0006

避難所

P24

番号

30

町名

折橋町・大菅町・上深荻町

避難先

古殿町

一時集合所

小菅コミュニティセンター

避難経路
避難中継所
兼避難所
避難所

常陸太田市小菅町 2705

番号
―

国道 349 号→国道 118 号→県道 27 号（塙大津港線）→県道 242 号（赤坂東野塙
線）→国道 289 号→県道 242 号（赤坂東野塙線）→国道 349 号
女性・若者等活動促進施設

古殿町田口字寺前 208

0247-53-2049

古殿町公民館

古殿町松川字横川 236

0247-53-2305

勤労者体育センター

古殿町松川字横川 236

0247-53-3280

古殿町立古殿中学校

古殿町松川字横川 462

0247-53-3135

6

30

町名

折橋町・大菅町・上深荻町

避難先

古殿町

一時集合所

小菅コミュニティセンター

避難経路
避難中継所
兼避難所
避難所

常陸太田市小菅町 2705

―

国道 349 号→国道 118 号→県道 27 号（塙大津港線）→県道 242 号（赤坂東野塙
線）→国道 289 号→県道 242 号（赤坂東野塙線）→国道 349 号
古殿町公民館

古殿町松川字横川 235

0247-53-2305

女性・若者等活動促進施設

古殿町田口字寺前 208

―

勤労者体育センター

古殿町松川字横川 236

―

古殿町立古殿中学校

古殿町松川字横川 462

0247-53-3135

