
別表1

市町村 施設名 住所 想定収容人数
福島市 杉妻会館 福島市杉妻町３－４５ 120人「2㎡あたり1人」

福島市 消防学校 福島市荒井字仲沢７ 635人「2㎡あたり1人」

福島市 教育センター 福島市瀬上町字五月田１６ 384人「2㎡あたり1人」

福島市 福島高等学校 福島市森合町５－７２ 595人「2㎡あたり1人」

福島市 橘高等学校 福島市宮下町７－４１ 608人「2㎡あたり1人」

福島市 福島商業高等学校 福島市丸子字辰ノ尾１ 416人「2㎡あたり1人」

福島市 福島明成高等学校 福島市永井川字北原田１ 614人「2㎡あたり1人」

福島市 福島工業高等学校 福島市森合字小松原１ 540人「2㎡あたり1人」

福島市 福島西高等学校 福島市方木田字上原３７ 608人「2㎡あたり1人」

福島市 福島北高等学校 福島市飯坂町字後畑１ 416人「2㎡あたり1人」

福島市 福島東高等学校 福島市浜田町１２－２１ 568人「2㎡あたり1人」

福島市 福島南高等学校 福島市渡利字七社宮１７ 608人「2㎡あたり1人」

二本松市 安達高等学校 二本松市郭内2-347 756人（3㎡当り1人）

二本松市 二本松工業高等学校 二本松市榎戸1-58-2 498人（3㎡当り1人）

二本松市 安達東高等学校 二本松市下長折字真角13 338人（3㎡当り1人）

田村市 船引高等学校　体育館 田村市船引町船引字石崎１５－３ 734人（2㎡当り1人）

田村市 船引高等学校　第２体育館 田村市船引町船引字石崎１５－３ 462人（2㎡当り1人）

田村市 船引高等学校　生徒会館 田村市船引町船引字石崎１５－３ 140人（2㎡当り1人）

伊達市 梁川高等学校　体育館 伊達市梁川町字鶴ヶ岡33 164人(初動期 1人当たり2㎡)

伊達市 保原高校　体育館 伊達市保原町字元木２３ 220人(初動期 1人当たり2㎡)

本宮市 本宮高等学校 本宮市高木字井戸上４５ 680人

郡山市 産業交流館（ビッグパレットふくしま） 郡山市南二丁目５２ 2,500人（震災時実績）

郡山市 テクノアカデミー郡山 郡山市字上野山５ 213人（3㎡あたり1人）

郡山市 農業総合センター 郡山市日和田町高倉字下中道１１６ 158人（3㎡あたり1人）

郡山市 安積高等学校 郡山市開成五丁目２５－６３ 702人（3㎡あたり1人）

郡山市 安積黎明高等学校 郡山市長者二丁目３－３ 764人（3㎡あたり1人）

郡山市 郡山東高等学校 郡山市山根町１３－４５ 628人（3㎡あたり1人）

郡山市 郡山商業高等学校 郡山市菜根五丁目６－７ 600人（3㎡あたり1人）
郡山市 郡山北工業高等学校 郡山市八山田二丁目２２４ 688人（3㎡あたり1人）
郡山市 郡山高等学校 郡山市大槻町字上篠林３ 755人（3㎡あたり1人）

郡山市 あさか開成高等学校 郡山市桃見台１５－１ 623人（3㎡あたり1人）

郡山市 郡山萌世高等学校 郡山市駅前二丁目１１－１ 408人（3㎡あたり1人）

須賀川市 須賀川創英館高等学校（旧須賀川高等学校）　体育館 須賀川市緑町88 750人

須賀川市 須賀川桐陽高等学校　体育館 須賀川市陣場町128 690人

須賀川市 清陵情報高等学校　体育館 須賀川市滑川字西町179-6 1,320人

須賀川市 須賀川創英館高等学校（旧長沼高等学校）　体育館 須賀川市長沼字子ッコ橋58 450人

須賀川市 須賀川支援学校　体育館 須賀川市芦田塚13-5 300人

石川町 石川高等学校　体育館 石川郡石川町字高田２００－１ 309人

白河市 白河高等学校　体育館 白河市南登り町54 759人

白河市 白河旭高等学校　体育館 白河市旭町1-3 790人

白河市 白河実業高等学校　体育館 白河市瀬戸原6-1 651人
矢吹町 農業総合センター農業短期大学校 西白河郡矢吹町一本木４４６ 300人（3㎡当たり1人）
矢吹町 光南高等学校 西白河郡矢吹町田町５３２ 771人（3㎡当たり1人）
棚倉町 修明高等学校　体育館・格技場 東白川郡棚倉字東中居６３ 854人
塙町 塙工業高等学校　体育館 東白川郡塙町大字台宿字北原121番地 360人［3㎡当り1人］

会津若松市 会津支援学校 会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原102番地 50人「利用可能人数」
会津坂下町 会津西陵高等学校（旧坂下高等学校） 河沼郡会津坂下町大字白狐字古川甲１０９０ 488人（3㎡あたり1人）
会津坂下町 会津農林高等学校 河沼郡会津坂下町字曲田１３９１ 768人（3㎡あたり1人）
会津美里町 会津西陵高等学校（旧大沼高等学校）　校舎 大沼郡会津美里町字法憧寺北３４７３ 1,570人（算定基準3㎡に一人）

県有施設建築設備耐震計画指針

指定避難所に指定されている県有建築物（参考）（令和4年10月1日現在）
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会津美里町 会津西陵高等学校（旧大沼高等学校）　第１体育館 大沼郡会津美里町字法憧寺北３４７３ 400人（算定基準3㎡に一人）

会津美里町 会津西陵高等学校（旧大沼高等学校）　第２体育館 大沼郡会津美里町字法憧寺北３４７３ 260人（算定基準3㎡に一人）

猪苗代町 猪苗代高等学校 耶麻郡猪苗代町字窪南3664 2,500人

南会津町 田島高等学校 南会津郡南会津町田島字田部原２６０ 791人

相馬市 相馬高等学校　体育館 相馬市中村字大手先57-1 590人

相馬市 相馬総合高等学校（旧相馬東高等学校）　体育館 相馬市北飯渕字阿弥陀堂200 790人

いわき市 磐城高等学校 いわき市平字高月7 224人

いわき市 磐城桜が丘高等学校 いわき市平字桜町5 335人

いわき市 平工業高等学校 いわき市平下荒川字中剃1-3 166人

いわき市 平商業高等学校 いわき市平中塩字一水口37-1 157人

いわき市 いわき光洋高等学校 いわき市中央台高久四丁目1 393人

いわき市 いわき湯本高等学校（旧湯本高等学校） いわき市常磐上湯長谷町五反田55 168人

いわき市 小名浜海星高等学校（旧小名浜高等学校） いわき市小名浜下神白字武城23 201人

いわき市 磐城農業高等学校 いわき市植田町小名田60 140人

いわき市 勿来高等学校 いわき市勿来町窪田町通二丁目1 99人

いわき市 勿来工業高等学校 いわき市植田町堂ノ作10 190人

いわき市 いわき湯本高等学校（旧遠野高等学校） いわき市遠野町上遠野字赤坂10-1 131人

いわき市 四倉高等学校 いわき市四倉町字五丁目4 178人

いわき市 平支援学校 いわき市平上平窪字羽黒40-45 400人

いわき市 いわき支援学校 いわき市平上神谷字石ノ町13-1 196人

いわき市 いわき海浜自然の家 いわき市久之浜町田之網字向山53 300人

いわき市 いわき海浜自然の家　体育館 いわき市久之浜町田之網字向山53 98人
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