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避難施設名称 区分 収容
人員

該当避難地区

1 ☆ 与川分館 公民館 60 読書873-2 与川五区 ＩＰ 94 - 6014 与川全域

2 与川一区集会所 集会所 30 読書173-3 与川一区 0264 - 57 - 4310 与川一区

3 与川三区集会所 集会所 30 読書1028-6 与川三区 与川三区

4 与川四区集会所 集会所 30 読書1186-1 与川四区 与川四区

5 ☆ 北部分館 公民館 60 読書2487-2 戸場 ＩＰ 94 - 6015 北部全域

6 柿其集会所 集会所 10 読書1896-19 岩倉 ＩＰ 94 - 6077 本谷、岩倉

7 本谷集会所 集会所 10 読書1622-5 本谷 本谷

8 十二兼集会所 集会所 10 読書5272-1 十二兼 0264 - 57 - 2629 十二兼

9 金知屋集会所 集会所 10 読書4960-1 金知屋 金知屋

10 新町・上仲町集会所 集会所 20 読書4051-6 新町 新町・上仲町

11 下仲町・坂の下集会所 集会所 20 読書4175 下仲町 下仲町・坂の下

12 読書保育園 保育園 50 読書3928-1 坂の下 ＩＰ 57 - 2324 新町・上仲・下仲・坂の下・東町

13 上の原集会所 集会所 20 読書4732-5 上の原 ＩＰ 94 - 6030 上の原

14 ☆ 南木曽小学校 体育館 学校 500 読書3757-3 東町 ＩＰ 57 - 2004 坂の下、東町、和合の一部

三留野分館 公民館 100 読書3784-1 東町 ＩＰ 94 - 6016 東町、和合、住吉、東栄町の一部

東町集会所 集会所 30 読書3788-5 東町 東町

16 和合北集会所 集会所 20 読書3648-7 和合北 和合、住吉の一部

17 東栄町集会所 集会所 20 読書3436-ロ-4 東栄町 0264 - 57 - 2019 東栄町、和合の一部

18 南栄町集会所 集会所 20 読書3373-16 南栄町 0264 - 57 - 2597 南栄町、和合の一部

19 神戸集会所 集会所 20 読書3239-64 神戸 神戸

20 川向集会所 集会所 20 読書2797-5 川向 川向

21 天白集会所 集会所 20 読書2937-37 天白 天白

22 蘇南高等学校 体育館 学校 500 読書2937-45 天白 0264 - 57 - 2063 川向、天白、沼田

23 沼田集会所 集会所 15 読書2981-10 沼田 沼田

24 南木曽町役場 その他 100 読書3668-1 住吉町 IP 57 - 2001 東町、和合、住吉、東栄町の一部

25 消防第１分団詰所 その他 30 読書3800-3 東町 坂の下、東町、和合の一部

26 南木曽会館 公民館 300 吾妻52-4 渡島 IP 57 - 3335 渡島、神戸の一部

27 渡島集会所 集会所 30 吾妻58-2 渡島 渡島

28 恋野集会所 集会所 15 吾妻327-5 恋野 恋野

29 喜楽庵 その他 10 吾妻839-5 下町 IP 57 - 3841 下町

30 ふれあい館 その他 20 吾妻4701 中町 0264 - 57 - 3513 中町

31 旧妻籠小学校 体育館 学校 200 吾妻599 上町 ＩＰ 94 - 6078 下町から橋場

32 ☆ 妻籠分館 公民館 50 吾妻611-1 上町 ＩＰ 94 - 6017 下町から橋場

33 尾又集会所 集会所 10 吾妻1008-4 尾又 0264 - 57 - 4030 尾又、橋場の一部
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34 大妻籠集会所 集会所 10 吾妻1473-1 大妻籠 0264 - 57 - 3898 大妻籠、下り谷

35 上在郷集会所 集会所 10 吾妻1912-1 上在郷 0264 - 57 - 4012 上在郷

36 ☆ 蘭分館 公民館 50 吾妻3411 中平 ＩＰ 94 - 6018 尾越、上段、大島、中平、新道

37 蘭老人会若葉荘 その他 20 吾妻3410 中央 0264 - 58 - 2215 中央

38 蘭保育園 保育園 30 吾妻3683 鹿の島 IP 58 - 2332 鹿の島、本町、元町、中折、神橋

39 旧蘭小学校 校舎 学校 300 吾妻3859-39 元町 0264 - 58 - 2270 鹿の島、本町、元町、中折、神橋

40 上段集会所 集会所 10 吾妻2638 上段 上段

41 ☆ 広瀬分館 公民館 40 吾妻4532 奥志水 ＩＰ 94 - 6019 広瀬全域

42 広瀬生活改善センター 集会所 10 吾妻4689-556 幸助 0264 - 58 - 2126 幸助

43 田立分館 公民館 50 田立1349-1 下切 ＩＰ 94 - 6020 下切、 粟畑、 元組の一部

44 ☆ 旧田立小学校 体育館 学校 200 田立1349-1 下切 0573 - 75 - 2166 下切、 粟畑

45 田立保育園 保育園 40 田立1355 下切 IP 75 - 2158 下切、 粟畑

46 消防第３分団詰所 その他 30 田立1409-1 下切 下切

47 田立会館（五宮神社） 神社 30 田立415 元組 0573 - 75 - 4982 元組、向粟畑

48 デイサービスセンター その他 35 田立143-1 元組 ＩＰ 75 - 5006 元組、向粟畑

49 元組集会所 集会所 20 田立271 元組 ＩＰ 94 - 6049 元組

50 向粟畑集会所 集会所 10 田立566-11 向粟畑 0573 - 75 - 4964 向粟畑

51 粟畑集会所 集会所 20 田立1105 粟畑 0573 - 75 - 4405 粟畑

52 下切集会所 集会所 20 田立1438-2 下切 0573 - 75 - 4419 下切

53 下切生活改善センター その他 10 田立2198-3 下切 0573 - 75 - 4263 下切の一部

54 大野正兼集会所 集会所 20 田立1709 大野正兼 ＩＰ 94 - 6054 大野正兼

55 塚野集会所 集会所 20 田立2052-8 塚野 0573 - 75 - 5137 塚野

※南木曽会館については、大規模災害の場合物資輸送拠点となるため避難所からはずすことがある
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1 南木曽中学校 体育館 学校 400 読書2942-2 沼田 0264 - 57 - 2043 川向、天白、沼田

2 南木曽小学校 体育館 学校 500 読書3757-3 東町 ＩＰ 57 - 2004 坂の下、東町、和合の一部

3 デイサービスセンター その他 35 田立143-1 元組 ＩＰ 75 - 5006 元組、向粟畑

上記避難所については、災害の状況により福祉避難所とする
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