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避難所の指定変更概要 
 

１．根拠 

避難場所及び避難所の選定については、災害対策基本法（以下「災対法」という。）第４２

条第２項、第６０条第２項及び災害救助法施行細則第２条が根拠となります。 

災対法第６０条に関し、昭和４３年６月２６日消防災第２９６号にて消防庁長官より、都道

府県知事あての通知において「避難所については、災害種別、立地条件、設備構造等を考慮し

てあらかじめ指定し、これを住民に周知徹底させるとともに、災害時の必要に応じ、適宜開設

し得る体制を整えておくこと。」、昭和４６年９月２１日消防災第４１号にて消防庁長官より、

各都道府県知事あてに出された通知において「地域の住民の災害時における避難路及び避難場

所等を具体的に定めた避難計画を地域防災計画の一環として作成し、関係住民に周知徹底を図

ること。」と定められています。 

さらに、災対法第４２条において「（国の定める）防災基本計画に基づき、当該市町村の地

域に係る市町村地域防災計画を作成し、」と定められており、その防災基本計画において「地

方公共団体は、発災時に必要に応じ避難場所を開設し、」と定められています。 

以上のことを踏まえ、災対法第４２条の規定「（地域防災計画において）避難に関する事項

を定めること」に基づき、現行の伊賀市地域防災計画（以下「防災計画」という。）第２章第

１２節避難対策計画において、「避難所又は避難路をあらかじめ指定しておくものとする。な

お、指定にあたっては、伊賀警察署、名張警察署及び他の防災関係機関と協議して定めておく

ものとする。」と定めるとともに、資料編において選定した各避難場所を記載しております。 

なお、避難所の選定にあたっては、災害救助法施行細則第２条の規定により、原則として既

存建物を選ぶこととなります。 

 

２．避難所の区分 

伊賀市の避難所は、避難所態様（公共施設・耐震性・風水害対応性など）を勘案して、次の

統一呼称の区分により分類しています。 

(1) 一時立寄所（自治会等が指定） 

自主防災組織や自治会組織などの行う自主避難や避難準備体制のための住民参集（集合）

拠点。原則として、一時立寄所では救助活動は行いません。 

(2) 指定避難所（市の指定） 

避難勧告・避難指示に対応して住民が参集し、その場所でコミュニティによる避難所運営

を可能とする公共施設等の場所 

（災害ボランティアの受入を可能とする現地ボランティアセンター機能） 

(3) 拠点避難所（市の指定） 

各住民自治支援単位（市内 38 地区）に１箇所以上を設定し、区域内における指定避難所を

統括する拠点として、防災備蓄コンテナ、防災行政無線等の重点配備を行う公共施設等の場

所（災害ボランティアの受入を可能とする現地ボランティアセンター機能） 

(4) 福祉避難所（市の指定） 

本庁及び各支所単位に１箇所以上設置し、指定避難所及び拠点避難所での受入れが困難な 

要介護高齢者や障がい者等が利用できる医療施設及び福祉施設等の場所 

(5) 伊賀市防災拠点施設（市の指定） 

災害時の救援・救助及び復興・復旧活動等を行う拠点施設（しらさぎ運動公園及び同周辺）

の整備を行い、市内の拠点避難所等との連携を図る。 

 

３．市指定避難所の指定要件 

防災計画での指定避難所の要件として、台風等の大規模災害に際し、避難した市民を収容
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し保護するため設置する施設としています。 

 避難所の留意事項 

(ｱ) 長期にわたる避難を想定しているので、避難所は寝起きができる学校施設等を中心に

選定するものとする。 

  また、学校については余裕教室などを活用し、平常時から防災施設としての整備を図

っておくものとする。 

(ｲ) 飲料水、電源等の確保により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水

泳プール、自家用発電設備、新エネルギーを活用した発電施設その他の施設又は設備の

整備を図るとともに、避難生活のための食料、毛布等の確保に努めるものとする。 

(ｳ) 避難所等公共施設のバリアフリー化のほか、男女のニーズの違いを考慮し、男女双方

の視点に立った整備を図るものとする。 

(ｴ) 高齢者 、障がい者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者に配慮した福祉避難所の確保

や、被災地内外を問わず宿泊施設を避難場所として借り上げるなど、多様な避難所の確

保について検討するものとする。 

(ｵ) テレビ、ラジオ等、被災者が災害情報を入手できる機器の整備に努めるものとする。 

 

４．避難所の指定変更概要 

 

 Ⅰ 指定避難所から拠点避難所への変更 

 

（１）別添「拠点避難所一覧（案）」のとおり 

   理由 

① 地域防災計画では、拠点避難所を各住民自治支援単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
② 防災備蓄コンテナ、防災行政無線等の重点配備を行い地域の防災拠点となる地区市民

センター隣接の指定避難所を中心に拠点避難所へ指定変更し、区域内における指定避

難所を統括する拠点とします。 

以上の理由により、現在、指定避難所に指定されており「拠点避難所一覧（案）」に記

載の施設（新規指定の上野南部地区市民センター及びきじが台地区市民センターは除く）

を拠点避難所として指定変更します。 

 

Ⅱ 拠点避難所の指定 

 

（１）上野南部地区 上野南部地区市民センター 

   理由 

① 地域防災計画では、拠点避難所を各住民自治支援単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
② 上野南部地区内に市指定避難所は睦保育園しかなく、地区における収容能力が不足し

ています。 

③ 地区内で公共施設が同地区市民センターしかありません。 

以上の理由により、市では地区市民センターの役割を、住民自治協議会、自治会、市及

び消防団等の活動拠点と位置付けており、原則として収容施設としての避難所指定を実施

していませんが、当該地区では、代替施設がないため拠点避難所として指定します。 

 

（２）きじが台地区 きじが台地区市民センター 

   理由 

① 地域防災計画では、拠点避難所を各住民自治支援単位に１箇所以上を設置することと
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なっています。 
② きじが台地区内に市指定避難所がなく、また、公共施設が同地区市民センターしかあ

りません。 
以上の理由により、市では地区市民センターの役割を、住民自治協議会、自治会、市及

び消防団等の活動拠点と位置付けており、原則として収容施設としての避難所指定を実施

していませんが、当該地区では、代替施設がないため拠点避難所として指定します。 

 

 Ⅲ 指定避難所から福祉避難所への変更 

 

（１）伊賀支所管内 いがまち保健福祉センター 

（２）阿山支所管内 阿山保健福祉センター 

   理由 

① 地域防災計画では、福祉避難所を本庁及び各支所単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
② 伊賀支所及び阿山支所管内で、公共施設で福祉避難所指定の要件となる段差の解消、

スロープの設置、手すりや誘導装置の設置、障害者用トイレの設置など施設のバリア

フリー化を実施している施設であります。 

以上の理由により、いがまち保健福祉センター及び阿山保健福祉センターを市指定避難

所から福祉避難所へ指定変更します。 

  

Ⅳ 福祉避難所の指定 

 

（１）上野支所管内 特別養護老人ホーム福寿園 

（２）上野支所管内 特別養護老人ホーム第二梨ノ木園 

（３）上野支所管内 障害者支援施設梨丘園 

（４）上野支所管内 障害者福祉サービス事業所かしの木ひろば 

（５）上野支所管内 特別養護老人ホーム彩四季 

（６）上野支所管内 介護老人福祉施設さわやか園 

（７）上野支所管内 特別養護老人ホームおおぞら 

（８）上野支所管内 上野ひまわり作業所 

（９）上野支所管内 上野ひまわり作業所分場 びぃはいぶ 

（10）上野支所管内 ひまわりデイセンター ふっくりあ 

（11）上野支所管内 太陽作業所 

   理由 

① 地域防災計画では、福祉避難所を本庁及び各支所単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
② 上野支所管内には、社会福祉施設等のように現況において要援護者の入所が可能な公

共施設がないため、平成２３年１０月６日に別添「福祉避難所一覧（案）」（上野地

区管内）に記載の社会福祉法人と「災害時における福祉避難所に関する協定」を締結

しています。 
以上の理由により、(1)から(11)までの上野支所管内１１施設を福祉避難所として指定

します。 

 

（12）島ヶ原支所管内 島ヶ原老人福祉センター 

   理由 

① 地域防災計画では、福祉避難所を本庁及び各支所単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
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② 島ヶ原支所管内で、公共施設で福祉避難所指定の要件となる段差の解消、スロープの

設置、手すりや誘導装置の設置、障害者用トイレの設置など施設のバリアフリー化を

実施している施設であります。 

以上の理由により、島ヶ原老人福祉センターを福祉避難所として指定します。 

 

（13）大山田支所管内 大山田福祉センター 

   理由 

① 地域防災計画では、福祉避難所を本庁及び各支所単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
② 大山田支所管内で、公共施設で福祉避難所指定の要件となる段差の解消、スロープの

設置、手すりや誘導装置の設置、障害者用トイレの設置など施設のバリアフリー化を

実施している施設であります。 

以上の理由により、大山田福祉センターを福祉避難所として指定します。 

 

（14）大山田支所管内 大山田保健センター 

   理由 

① 地域防災計画では、福祉避難所を本庁及び各支所単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
② 大山田支所管内で、公共施設で福祉避難所指定の要件となる段差の解消、スロープの

設置、手すりや誘導装置の設置、障害者用トイレの設置など施設のバリアフリー化を

実施している施設であります。 

以上の理由により、大山田保健センターを福祉避難所として指定します。 

 

（15）青山支所管内 青山福祉センター 

   理由 

① 地域防災計画では、福祉避難所を本庁及び各支所単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
② 青山支所管内で、公共施設で福祉避難所指定の要件となる段差の解消、スロープの設

置、手すりや誘導装置の設置、障害者用トイレの設置など施設のバリアフリー化を実

施している施設であります。 

以上の理由により、青山福祉センターを福祉避難所として指定します。 

 

（16）青山支所管内 青山保健センター 

   理由 

① 地域防災計画では、福祉避難所を本庁及び各支所単位に１箇所以上を設置することと

なっています。 
② 青山支所管内で、公共施設で福祉避難所指定の要件となる段差の解消、スロープの設

置、手すりや誘導装置の設置、障害者用トイレの設置など施設のバリアフリー化を実

施している施設であります。 

以上の理由により、青山保健センターを福祉避難所として指定します。 

 

Ⅴ 指定避難所の追加指定 

 

（１）友生地区、中瀬地区 伊賀市文化会館 

   理由 

① 対象施設は、平成３年８月に建築され、耐震力等に支障がありません。 

② 友生地区内では地区全体の収容能力が不足しています。また、中瀬地区内では昨年度
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の上野農業高等学校の指定取消により、地区全体の収容能力が不足しています。 

以上の理由により、市指定避難所として指定します。 

 

（３）中瀬地区 伊賀白鳳高等学校実習農場（管理棟） 

   理由 

① 対象施設は、平成元年３月に建築され、耐震力等に支障がありません。 

② 中瀬地区内では、昨年度の上野農業高等学校廃校に伴う指定取消により、地区全体の

収容能力が不足しています。 

以上の理由により、市指定避難所として指定します。 

 

（４）三田地区、府中地区 前田教育会館 

   理由 

① 対象施設は、平成４年１０月に建築され、耐震力等に支障がありません。 

② 当該地域（大谷～坂之下）は、山崩れ・地滑り警戒区域ですが、地域内の柘植川北側

には指定避難所がありません。 

③ 平成２３年１１月１１日に財団法人前田教育会と災害時における指定避難所に関す

る協定を締結しています。 
以上の理由により、市指定避難所として指定します。 

 

（５）島ヶ原地区 島ヶ原保育所 

   理由 

① 対象施設は、昭和５９年３月に建築され、耐震力等に支障がありません。 

    ② 地区内の避難所は島ヶ原小・中学校、島ヶ原会館がありますが、市指定避難所の確保・

拡充を図るものです。 

以上の理由により、市指定避難所として指定します。 

 

（６）山田地区 大山田西保育園 

   理由 

① 対象施設は、平成１６年３月に建築され、耐震力等に支障がありません。 

    ② 地区内の避難所は大山田小学校、大山田中学校、大山田農村環境改善センター、大山

田海洋センターがありますが、市指定避難所の確保・拡充を図るものです。 

以上の理由により、市指定避難所として指定します。 

 

 Ⅵ 指定取消し 

 

（１）上野東部地区 旧しろはと幼稚園 

   理由 

    ① 園舎は改築され、現在、白鳳幼稚園が開園しています。 

     以上の理由により、市指定避難所の指定を取り消します。 

 

 

（２）上野西部地区 白鳳幼稚園（旧） 

   理由 

① 昭和５７年以前の建築物で耐震力等に支障があります。 

② 幼稚園自体も上野伊予町へ移転しており、常駐者等が不在となっています。 

     以上の理由により、市指定避難所の指定を取り消します。 

 



1 諏訪地区市民センター 伊賀市諏訪2438-3 24-5201

2 三田小学校 伊賀市三田1652 21-0719

3 府中小学校 伊賀市東条88 23-3029

4 新居小学校 伊賀市西高倉3146 21-0992

5 上野運動公園体育館 伊賀市小田町603-1 23-5191

6 中瀬小学校 伊賀市西明寺105 21-0270

7 上野西小学校 伊賀市上野丸之内112 21-2820

8 上野南部地区市民センター 伊賀市上野桑町1412 23-5236

9 長田小学校 伊賀市長田2312-1 21-0826

10 緑ヶ丘中学校 伊賀市緑ヶ丘本町4153 21-0815

11 久米小学校 伊賀市久米町544 21-1464

12 教育研究センター 伊賀市上友生785 21-8839

13 花之木小学校 伊賀市大内624 20-1006

14 友生小学校 伊賀市ゆめが丘二丁目11 21-4815

15 猪田小学校 伊賀市猪田1350 21-4708

16 依那古小学校 伊賀市沖265 37-0302

17 旧比自岐小学校 伊賀市比自岐512 37-0029

18 花垣小学校 伊賀市予野9669 39-0354

19 古山小学校 伊賀市蔵縄手440-1 39-0353

20 神戸小学校 伊賀市上神戸40 38-1004

21 きじが台地区市民センター 伊賀市上神戸4560-95 36-0671

1 柘植小学校 伊賀市柘植町2343 45-2004

2 霊峰中学校 伊賀市新堂160 45-3024

3 壬生野小学校 伊賀市川東1786-3 45-3054

1 島ヶ原中学校 伊賀市島ヶ原514-2 59-2045

2 島ヶ原小学校 伊賀市島ヶ原514-2 59-2003

1 玉滝小学校 伊賀市玉滝9536-2 42-1001

2 鞆田小学校 伊賀市中友田1000 43-1004

3 まるばしら保育所 伊賀市丸柱837 44-1058

4 あやま保育所 伊賀市馬場1090-2 43-0120

1 大山田農村環境改善センター 伊賀市平田650 47-0009

2 大山田東体育館 伊賀市猿野1316 48-0009

3 ライトピアおおやまだ 伊賀市奥馬野17 47-1160

1 青山上津体育館 伊賀市北山1373 53-1190

2 青山ホール 伊賀市阿保1411-1 52-1109

上野地区（２１箇所）

伊賀地区（３箇所）

島ヶ原地区（２箇所）

拠点避難所（案）

避　難　所 所　在　地 電　話 備　　考

阿山地区（４箇所）

大山田地区（３箇所）

青山地区（６箇所）
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避　難　所 所　在　地 電　話 備　　考

3 青山中学校 伊賀市阿保1870 52-1000

4 青山博要体育館 伊賀市種生753 55-2004

5 青山児童屋内運動場 伊賀市腰山354 54-1004

6 青山高尾体育館 伊賀市高尾2505 55-2700
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1 丸柱小学校 伊賀市諏訪839 24-5203

2 諏訪保育所 伊賀市諏訪422 24-5331

3 三田保育園 伊賀市三田1668 21-1965

4 前田教育会館 伊賀市大谷670 24-5511

5 佐那具保育所 伊賀市佐那具町736-3 23-3159

6 府中保育園 伊賀市土橋178-1 23-8393

7 城東中学校 伊賀市印代450 26-7022

8 新居保育所 伊賀市西高倉4642-1 21-2952

9 中瀬城東保育園 伊賀市西明寺118 26-7022

10 伊賀市文化会館 伊賀市西明寺3240-2 21-2952

11 桃青の丘幼稚園 伊賀市上野丸之内177-1 26-5770

12 ひかり保育園 伊賀市小田町141-1 23-0139

13 上野高等学校 伊賀市上野丸之内107 21-2550

14 崇広中学校 伊賀市上野丸之内78 21-0335

15 みどり第二保育園 伊賀市緑ヶ丘本町1681-2 23-5071

16 伊賀白鳳高等学校実習農場(管理棟) 伊賀市荒木1856-55 24-0123

17 寺田市民館 伊賀市寺田225 23-8728

18 曙保育園 伊賀市上野徳居町3272-2 21-2222

19 みどり保育園 伊賀市上野車坂町655-4 23-0204

20 上野東小学校 伊賀市緑ヶ丘中町4352 21-0314

21 睦保育園 伊賀市上野桑町2173 21-2244

22 伊賀白鳳高等学校 伊賀市緑ヶ丘西町2270-1 21-2111

23 八幡町市民館 伊賀市八幡町3192-1 23-3157

24 しろなみ保育所 伊賀市久米町103-1 21-1866

25 久米町市民館 伊賀市久米町514-3 21-1830

26 木興町市民館 伊賀市木興町15-75 24-3241

27 友生保育園 伊賀市上友生675 21-4804

28 花之木保育園 伊賀市大内792-1 23-1048

29 ゆめドームうえの 伊賀市ゆめが丘一丁目3 22-0590

30 ゆめが丘保育所 伊賀市ゆめが丘五丁目14-1 22-9955

31 成和中学校 伊賀市上之庄2711 24-6820

32 猪田保育所 伊賀市猪田1470-1 21-4720

33 依那古保育所 伊賀市市部11-1 37-0311

34 下郡市民館 伊賀市下郡77-4 38-1077

35 依那古第二保育所 伊賀市上郡56-1 37-0375

36 比自岐保育所 伊賀市比自岐706 37-0304

37 丸山中学校 伊賀市才良800 37-0012

38 予野保育園 伊賀市予野9513-1 39-0822

39 古山保育園 伊賀市蔵縄手425 39-0820

40 神戸保育所 伊賀市上神戸764-3 38-1303

上野地区（４０箇所）

市指定避難所（案）

避　難　所 所　在　地 電　話 備　　考
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避　難　所 所　在　地 電　話 備　　考

1 小杉区高齢者等活性化センター 伊賀市小杉1686 45-2502

2 柘植保育園 伊賀市柘植町2357-1 45-2159

3 柘植中学校 伊賀市柘植町1881 45-2059

4 柘植第２保育園 伊賀市柘植町1888 45-2125

5 柘植老人憩いの家 伊賀市柘植町8687-1 45-6588

6 いがまち人権センター 伊賀市柘植町8898 45-4482

7 下柘植かがやきの郷 伊賀市下柘植1572-4 45-4063

8 ふるさと会館いが 伊賀市下柘植6243 45-9125

9 西柘植保育園 伊賀市新堂118-1 45-3178

10 西柘植小学校 伊賀市新堂160 45-3004

11 あけぼの学園高等学校 伊賀市川東412 45-3050

12 壬生野保育園 伊賀市川東2652 45-3179

13 希望ヶ丘生きがいセンター 伊賀市希望ヶ丘西四丁目5-26 45-4001

14 希望ヶ丘コミュニティセンター 伊賀市希望ヶ丘西三丁目2-20 45-5777

15 希望ヶ丘保育園 伊賀市希望ヶ丘西四丁目5-30 45-7111

1 島ヶ原会館 伊賀市島ヶ原4739 59-2584

2 島ヶ原保育所 伊賀市島ヶ原4736 59-3058

1 たまたき保育所 伊賀市玉滝9530-1 42-1602

2 阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター 伊賀市川合3376-7 43-1380

3 ともだ保育所 伊賀市中友田2033 43-1077

4 阿山中学校 伊賀市千貝10 43-0114

5 河合小学校 伊賀市馬場1045 43-0043

1 大山田小学校 伊賀市平田25 47-0350

2 大山田中学校 伊賀市平田655 47-0310

3 大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター 伊賀市平田3154 47-0551

4 大山田西保育園 伊賀市平田7 47-0002

1 青山北部公園体育館 伊賀市阿保151-1 52-1109

2 さくら保育園 伊賀市阿保1152 52-0136

3 青山小学校 伊賀市阿保1789 52-0040

青山地区（３箇所）

島ヶ原地区（２箇所）

阿山地区（５箇所）

大山田地区（４箇所）

伊賀地区（１５箇所）
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1 特別養護老人ホーム福寿園 伊賀市西山1650 24-3636

2 特別養護老人ホーム第二梨ノ木園 伊賀市朝屋731 24-3030

3 障害者支援施設梨丘園 伊賀市朝屋725-1 26-1121

4 障害者福祉サービス事業所かしの木ひろば 伊賀市上野寺町1184-2 21-2745

5 特別養護老人ホーム彩四季 伊賀市市部2611-5 26-0011

6 介護老人福祉施設さわやか園 伊賀市山出2220-10 22-0001

7 特別養護老人ホームおおぞら 伊賀市高畑780 48-5657

8 上野ひまわり作業所 伊賀市予野9554 39-1133

9 びぃはいぶ 伊賀市菖蒲池1848-1 39-0797

10 ひまわりデイセンター　ふっくりあ 伊賀市緑ヶ丘南町3948-16 22-8600

11 太陽作業所 伊賀市四十九町2107 24-7897

1 いがまち保健福祉センター 伊賀市愛田513 45-1015

1 島ヶ原老人福祉センター 伊賀市島ヶ原4743 59-3132

1 阿山保健福祉センター 伊賀市馬場1128-1 43-0332

1 大山田福祉センター 伊賀市平田656-1 47-0780

2 大山田保健センター 伊賀市平田639 47-0737

1 青山福祉センター 伊賀市阿保1988-1 52-5222

2 青山保健センター 伊賀市阿保1990-31 52-2280

阿山地区（１箇所）

大山田地区（２箇所）

青山地区（２箇所）

福祉避難所（案）

避　難　所 所　在　地 電　話 備　　考

上野地区（１１箇所）

伊賀地区（１箇所）

島ヶ原地区（１箇所）
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屋内部分 屋外部分

名称 町丁目名・番（番地）・号  屋内（人）  屋外（人）  面積（㎡）  面積（㎡）
指定の
有無

学舎 1,049 2,098

体育 220 440

学グ 587 1,173

諏訪保育所 諏訪４２２番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 107 597 213 1,193 ○ 指定避難所

諏訪地区市民センター 諏訪2438番地の3 伊賀市長 市民活動推進室 公民 95 148 190 295 ○ 拠点避難所

合　　　計 639 人 1,471 1,331 2,941 2,661

学舎 921 1,842

体育 266 532

学グ 2,523 0 5,045

三田保育園 三田１６６８番地 伊賀市社会事業協会 学舎グ 193 484 385 967 ○ 指定避難所

前田教育会館 大谷６７０番地 財団法人前田教育会 集会 145 290 新規 指定避難所

合　　　計 2,060 人 1,525 3,006 3,049 6,012

府中保育園 土橋１７８番地の１ 伊賀市社会事業協会 　 学舎グ 187 1,263 373 2,526 ○ 指定避難所

学舎 227 453

学グ 1,451 2,902

学舎 1,121 2,242

体育 315 629

学グ 5,009 10,018

学舎 3,019 6,038

体育 589 1,177

武道 109 217

学グ 6,670 13,340

4,409 人 5,567 14,393 11,129 28,786

学舎 1,236 2,472

体育 266 532

学グ 3,000 5,999

新居保育所 西高倉４６４２番地の１ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 266 1,167 531 2,333 ○ 指定避難所

合　　　計 3,494 人 1,768 4,166 3,535 8,332

上野運動公園体育館 小田町６０３番地の１ 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 396  792 ○ 拠点避難所

ひかり保育園 小田町１４１番地の１ 伊賀市社会事業協会 学舎グ 354 454 707 908 ○ 指定避難所

3,069 人 750 454 1,499 908

府
中
地
区

地
区
名

収容人員
施設

佐那具保育所

府中小学校

城東中学校

佐那具町７３６番地３

東条８８番地

印代４５０番地

三田地区人口：住基1,799人、外国人261人

施設管理者（所管課）

避難施設の面積

［拠点避難所及び指定避難所施設一覧］

府中地区人口：住基3981人、外国人428人合　　　計

新居地区人口：住基3,411人、外国人83人

避難所区分

避難所
指定

種別
　　　　　　　　所在地

施設設置者

拠点避難所○

伊賀市長

伊賀市長

伊賀市長

こども家庭課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

○

○

○

教育総務課 ○ 指定避難所

教育総務課 ○ 拠点避難所

指定避難所

拠点避難所

指定避難所

三田小学校 三田１６５２番地 伊賀市長

諏
訪
地
区

諏訪地区人口：住基638人、外国人1人

三
田
地
区

丸柱小学校 諏訪８３９番地 伊賀市長

小
田
地
区 合　　　計 小田地区人口：住基2,736人、外国333人

新
居
地
区

新居小学校 西高倉３１４６番地 伊賀市長
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上野丸之内７８番地 伊賀市長 教育総務課 学舎 3,167 6,334

上野丸之内７８番地 伊賀市長 教育総務課 体育 651 1,302

上野丸之内７８番地 伊賀市長 教育総務課 学グ 3,839 7,677

上野丸之内１０７番地 三重県教育委員会 体育 821 1,642

上野丸之内１０７番地 三重県教育委員会 学グ 12,073 24,146

上野丸之内１１２番地 伊賀市長 教育総務課 学舎 2,620 5,240

上野丸之内１１２番地 伊賀市長 教育総務課 体育 703 1,406

上野丸之内１１２番地 伊賀市長 教育総務課 学グ 3,576 7,151

曙保育園 上野徳居町３２７２番地の２ 伊賀市社会事業協会 学舎グ 961 1,135 1,921 2,270 ○ 指定避難所

桃青の丘幼稚園 上野丸之内１１７番地の１ 伊賀市長 教育総務課 学舎グ 394 963 788 1,926 ○ 指定避難所

3,572 人 9,317 21,586 18,633 43,170

みどり保育園 上野車坂町６５５番地の４ 伊賀市社会事業協会 学舎グ 615 641 1,229 1,282 ○ 指定避難所

みどり第二保育園 緑ヶ丘本町１６８１番地の２ 伊賀市社会事業協会 学舎グ 286 701 572 1,402 ○ 指定避難所

学舎 3,903 7,805

体育 573 1,146

学グ 4,778 9,556

学舎 2,227  4,454

体育 440 879

学グ 14,680 29,359

体育 668 1,335

学グ 12,419 24,837

12,836 人 8,710 33,218 17,420 66,436

睦保育園 上野桑町２１７３番地 伊賀市社会事業協会 学舎グ 284 542 567 1,083 ○ 指定避難所

上野南部地区市民センター 上野桑町１４１２番地 伊賀市長 市民活動推進室 公民 108 390 215 780 新規 拠点避難所

4,071 人 391 932 782 1,863

学舎 846 1,692

体育 241 482

学グ 3,847 7,694

中瀬城東保育園 西明寺１１８番地 伊賀市社会事業協会 学舎グ 307 754 613 1,508 ○ 指定避難所

寺田市民館 寺田２２５番地 伊賀市長 寺田市民館 公民 329 658 ○ 指定避難所

伊賀白鳳高等学校実習農場（管理
棟）

荒木１８５６番地の５５ 三重県教育委員会 学舎 247 493 新規 指定避難所

3,412 人 1,970 4,601 3,938 9,202

学舎 837 1,674

体育 266 532

学グ 837 1,674

1,323 人 1,103 837 2,206 1,674

中瀬小学校 西明寺１０５番地

上
野
東
部
地
区

長
田

地
区

合　　　計

合　　　計 上野西部地区人口：住基3,302人、外国人270人

上
野
西
部
地
区

伊賀市長緑ヶ丘中学校

緑ヶ丘中町４３５２番地上野東小学校

上野西小学校

長田２３１２番地の１ 伊賀市長

上野東部地区人口：住基11,607人、外国人1,229人合　　　計

上野南部地区人口：住基3,694人、外国人377人

長田小学校

合　　　計

中瀬地区人口：住基3,165人、外国人247人

上
野
南
部

地
区

長田地区人口：住基1,266人、外国人57人

伊賀市長

合　　　計

中
瀬
地
区

伊賀白鳳高等学校

拠点避難所

崇広中学校

上野高等学校

指定避難所

○

○

○

指定避難所

○

○

○

指定避難所

拠点避難所

指定避難所

教育総務課

教育総務課緑ヶ丘本町４１５３番地

緑ケ丘西町２２７０番地の１

伊賀市長

伊賀市長

○ 拠点避難所

拠点避難所○

教育総務課

教育総務課

12



学舎 1,925 3,849

体育 273 546

学グ 3,526 7,051

しろなみ保育所 久米町１０３番地の１ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 435 1,434 870 2,868 ○ 指定避難所

八幡町市民館 八幡町３１９２番地１ 伊賀市長 八幡町市民館 公民 486 972 ○ 指定避難所

久米町市民館 久米町５１４番地３ 伊賀市長 八幡町市民館 公民 99 198 ○ 指定避難所

木興町市民館 木興町１５番地７５ 伊賀市長 八幡町市民館 公民 66 132 ○ 指定避難所

4,235 人 3,284 4,960 6,567 9,919

学舎 834 1,667

体育 282 563

学グ 1,225 2,449

花之木保育園 大内７９２番地の１ 伊賀市社会事業協会 学舎グ 184 474 368 947 ○ 指定避難所

1,177 人 1,299 1,698 2,598 3,396

教育研究センター 上友生７８５番地 伊賀市長 教育総務課 集会 218 4,550 435 9,099 ○ 拠点避難所

友生保育園 上友生６７５番地 伊賀市社会事業協会 学舎グ 218 568 435 1,135 ○ 指定避難所

伊賀市文化会館 西明寺３２４０番地の２ 伊賀市長 企画課 集会 236 471 新規 指定避難所

2,423 人 435 5,117 870 10,234

県立ゆめドームうえの ゆめが丘一丁目1番地３ 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 3,354 6,707 ○ 指定避難所

学舎 3,419 6,838

体育 514 1,027

学グ 4,089 8,177

ゆめが丘保育所 ゆめが丘五丁目１４番地の１ 伊賀市社会事業協会 学舎グ 710 1,141 1,419 2,281 ○ 指定避難所

4,481 人 7,996 5,229 15,991 10,458

学舎 1,452  2,904

体育 589 1,177

学グ 8,607 17,213

学舎 858  1,716

体育 282 563

学グ 3,883 7,765

猪田保育所 猪田１４７０番の１ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 199 1,154 397 2,308 ○ 指定避難所

2,123 人 3,379 13,643 6,757 27,286

教育総務課

伊賀市長

上之庄２７１１番地

猪田１３５０番地

ゆ
め
が
丘

地
区

教育総務課

合　　　計 花之木地区人口：住基1,145人、外国人32人

久米町５４４番地

花
之
木

地
区

教育総務課

伊賀市長

合　　　計

猪
田
地
区

合　　　計

教育総務課

拠点避難所

友生小学校 ゆめが丘二丁目１１番地

久米小学校

大内６２４番地

教育総務課

○

○ 拠点避難所

指定避難所

久
米
地
区

伊賀市長

合　　　計 久米地区人口：住基3,982人、外国人253人

友
生

地
区

合　　　計

花之木小学校

○

○

拠点避難所

友生地区人口：住基2,389人、外国人34人

伊賀市長 ○ 拠点避難所

猪田地区人口：住基2,041人、外国人82人

伊賀市長

ゆめが丘地区人口：住基4,394人、外国人87人

成和中学校

猪田小学校
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学舎 1,131 2,262

体育 282 563

学グ 3,973 7,945

学舎 1,313 2,626

体育 343 685

学グ 6,374 12,747

依那古保育所 市部１１番地の１ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 271 652 542 1,303 ○ 指定避難所

依那古第2保育所 上郡５６番地の１ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 255 602 510 1,204 ○ 指定避難所

下郡市民館 下郡７７番地の４ 伊賀市長 下郡市民館 公民 321 642 ○ 指定避難所

2,264 人 3,915 11,600 7,830 23,199

学舎 724 1,448

体育 266 532

学グ 1,882 3,764

比自岐保育所 比自岐７０６番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 105 636 210 1,271 ○ 指定避難所

567 人 1,095 2,518 2,190 5,035

学舎 837  1,674

体育 266 532

学グ 1,913 3,825

予野保育園 予野９５１３番地の１ 伊賀市社会事業協会 学舎グ 160 514 320 1,028 ○ 指定避難所

1,590 人 1,263 2,427 2,526 4,853

学舎 773  1,545

体育 266 532

学グ 2,975 5,949

古山保育園 蔵縄手４２５番地 伊賀市社会事業協会 学舎グ 176 268 352 536 ○ 指定避難所

887 人 1,215 3,243 2,429 6,485

学舎 792 1,584

体育 282 563

学グ 3,790 7,580

神戸保育所 上神戸７６４番地の３ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 272 778 543 1,555 ○ 指定避難所

2,675 人 1,345 4,568 2,690 9,135

きじが台地区市民センター 上神戸４５６０番地の９５ 伊賀市長 市民活動推進室 公民 76 449 152 897 新規 拠点避難所

799 人 76 449 152 897

神
戸
地
区

き
じ

が
台

地
区 合　　　計 きじが台地区人口：住基793人、外国人6人

○ 拠点避難所

合　　　計 神戸地区人口：住基2,651人、外国人24人

神戸小学校 上神戸４０番地 伊賀市長 教育総務課

教育総務課 ○ 拠点避難所

合　　　計 古山地区人口：住基887人、外国人0人

古山小学校 蔵縄手４４０番地１

花
垣
地
区

花垣小学校 予野９６６９番地

伊賀市長古
山
地
区

○ 拠点避難所

合　　　計 花垣地区人口：住基1,547人、外国人43人

伊賀市長 教育総務課

教育総務課

沖２６５番地

才良８００番地

合　　　計 比自岐地区人口：住基567人、外国人0人

伊賀市長旧比自岐小学校 比自岐５１２番地

拠点避難所

○ 指定避難所

○ 拠点避難所

依
那
古
地
区

依那古小学校

丸山中学校

○

教育総務課

教育総務課

伊賀市長

合　　　計 依那古地区人口：住基2,249人、外国人15人

伊賀市長

比
自
岐

地
区
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柘植保育園 柘植町２３５７番地の１ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 361 837 722 1,673 ○ 指定避難所

学舎 2,090 4,179

体育 697 1,394

学グ 4,155 8,310

学舎 1,919 3,838

体育 600 1,200

学グ 7,472 14,944

いがまち人権センター 柘植町８８９８番地 伊賀市長 いがまち人権センター 公民 250 250 500 500 ○ 指定避難所

柘植老人憩いの家 柘植町８６８７番地の１ 伊賀市長 支所住民福祉課 公民 60 25 120 50 ○ 指定避難所

伊賀市立柘植第2保育園 拓植町１８８８番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 465 1,472 930 2,944 ○ 指定避難所

小杉区高齢者等活性化ｾﾝﾀｰ 小杉１６８６番地 小杉区長 公民 100 200 ○ 指定避難所

3,833 人 6,542 14,211 13,083 28,421

学舎 2,086 4,171

体育 531 1,061

学グ 9,549 19,098

学舎 1,614 3,227

体育 224 448

学グ 5,253 10,506

西柘植保育園 新堂１１８番地の１ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 423 1,071 845 2,142 ○ 指定避難所

ふるさと会館いが 下柘植６２４３番地 伊賀市長 企画課 集会 1,540 3,080 ○ 指定避難所

下柘植かがやきの郷 下柘植１５７２番地の４ 下柘植区長 公民 120 240 ○ 指定避難所

2,880 人 6,536 15,873 13,072 31,746

希望ヶ丘コミュニティセンター 希望ヶ丘西三丁目２番地２０ 希望ヶ丘区長 公民 100  200 ○ 指定避難所

希望ヶ丘生きがいセンター 希望ヶ丘四丁目５番地の２６ 希望ヶ丘区長 公民 150  300 ○ 指定避難所

希望ヶ丘保育園 希望ヶ丘西四丁目５番地３０ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 409 3,643 818 7,285 ○ 指定避難所

学舎 1,537 3,074

体育 513 1,026

学グ 3,357 6,713

壬生野保育園 川東２６５２番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 370 1,001 740 2,001 ○ 指定避難所

体育 689 1,377 　

学グ 8,984 17,968

3,707 人 3,768 16,984 7,535 33,967

教育総務課

三重県教育委員会

拠点避難所

指定避難所

壬
生
野
地
区

○

○

合　　　計 壬生野地区人口：住基3,571人、外国人136人

壬生野小学校 川東１７８６番地の３

あけぼの学園高等学校 川東４１２番地

伊賀市長

拠点避難所

○ 指定避難所

○

合　　　計 西柘植地区人口：住基2,729人、外国人151人

教育総務課

伊賀市長 教育総務課

○

○

拠点避難所

指定避難所

西
柘
植
地
区

教育総務課

教育総務課

合　　　計 柘植地区人口：住基3,782人、外国人51人

霊峰中学校

西柘植小学校

新堂１３０番地

新堂１６０番地

伊賀市長

柘植小学校 柘植町２３４３番地

柘植中学校 柘植町１８８１番地

伊賀市長

伊賀市長
柘
植
地
区
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島ヶ原会館 島ヶ原４７３９ 島ヶ原地域まちづくり協議会 支所振興課 公民 615  1,230 ○ 指定避難所

学舎 2,437 4,874

体育 305 609

体育 365 729

学グ 5,770 11,540

島ヶ原保育所 島ヶ原４７３６番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎 99 198 新規 指定避難所

2,488 人 3,820 5,770 7,640 11,540

学舎 1,361 2,722

体育 500 1,000

学グ 4,169 8,338

ともだ保育所 中友田２０３３番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 314 2,297 627 4,593 ○ 指定避難所

1,639 人 2,175 6,466 4,349 12,931

学舎 1,672 3,344

体育 739 1,477

学グ 4,057 8,114

あやま保育所 馬場１０９０番地の２ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 614 2,982 1,227 5,963 ○ 拠点避難所

阿山海洋センター 川合３３７３番地の7 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 363  726 ○ 指定避難所

学舎 2,021 4,041

体育 749 1,498

学グ 15,558 31,116

3,638 人 6,157 22,597 12,313 45,193

学舎 1,299 2,597

体育 527 1,053

学グ 5,775 11,549

たまたき保育所 玉滝９５３０番地の１ 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 343 2,008 685 4,015 ○ 指定避難所

1,711 人 2,168 7,782 4,335 15,564

まるばしら保育所 丸柱８３７番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 55 110 ○ 拠点避難所

745 人 55 110

拠点避難所

合　　　計 丸柱地区人口：住基745人、外国人0人

玉滝地区人口：住基1,697人、外国人14人

玉滝小学校 玉滝９５３６番地の２ ○伊賀市長 教育総務課

指定避難所

○ 指定避難所

○

○ 拠点避難所

合　　　計 鞆田地区人口：住基1,623人、外国人16人

教育総務課

教育総務課

河
合
地
区

玉
滝
地
区

丸
柱

地
区

河合小学校

阿山中学校

合　　　計

合　　　計

伊賀市長 教育総務課

島
ヶ
原
地
区

合　　　計 島ヶ原地区人口：住基2,483人、外国人5人

鞆
田
地
区

中友田１０００番地

島ヶ原５１４番地の２
島ヶ原小学校
島ヶ原中学校

伊賀市長鞆田小学校

○ 拠点避難所伊賀市長 教育総務課

河合地区人口：住基3,459人、外国人179人

千貝１０番地 伊賀市長

馬場１０４５番地
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学舎 2,458 4,916

体育 460 919

学グ 8,237 16,473

学舎 2,011 4,022

体育 510 1,020

学グ 6,386 12,771

大山田農村環境改善センター 平田６５０番地 伊賀市長 支所振興課 公民 745  1,490 ○ 拠点避難所

大山田海洋センター 平田３１５４番地 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 859  1,717 ○ 指定避難所

大山田西保育園 平田７番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎 55 110 新規 指定避難所

3,695 人 7,097 14,622 14,194 29,244

大山田東体育館 猿野１３１６番地 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 378  756 ○ 拠点避難所

1,215 人 378 756

ライトピアおおやまだ 奥馬野１７番地 伊賀市長 ライトピアおおやまだ 公民 250  500 ○ 拠点避難所

561 人 250 500

青山ホール 阿保１４１１番地の１ 伊賀市長 企画課 集会 973 1,945 ○ 拠点避難所

さくら保育園 阿保１１５２番地 伊賀市長 こども家庭課 学舎グ 808 2,538 1,616 5,076 ○ 指定避難所

青山北部公園体育館 阿保１５１番地の１ 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 343 685 ○ 指定避難所

学舎 3,518 7,035

体育 681 1,362 ○

学グ 4,505 9,010 ○

2,897 人 6,323 7,043 12,643 14,086

学舎 2,378 4,756

体育 768 1,535

学グ 9,673 19,346

5,379 人 3,146 9,673 6,291 19,346

青山上津体育館 北山１３７３番地 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 371 4,974 742 9,947 ○ 拠点避難所

1,042 人 371 4,974 742 9,947

青山博要体育館 種生７５３番地 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 393 1,155 786 2,310 ○ 拠点避難所

410 人 393 1,155 786 2,310

青山児童屋内運動場 腰山３５４番地 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 286 780 572 1,560 ○ 拠点避難所

604 人 286 780 572 1,560

青山高尾体育館 高尾２５０５番地 伊賀市長 スポーツ振興課 体育 348 1,200 696 2,400 ○ 拠点避難所

412 人 348 1,200 696 2,400

107,681 269,099

※各地区人口は、平成23年12月末現在。

高
尾

地
区

合　　　計 桐ヶ丘地区人口：住基5,338人、外国人41人

青山小学校

桐
ヶ
丘
地
区

上
津

地
区

青山中学校体 阿保１８７０番地

合　　　計 上津地区人口：住基1,014人、外国人28人

※収容基準は、避難所では避難者の居住スペースのほかにも、会議等に使用されるスペースの確保が必要となることから、避難者１人当たり建物面積として６㎡程度（うち有効建物面積３㎡程度）を確保
するものとすることが望ましいこと（最低でも３．３㎡あたり２人が限度）（消防庁・(財)地域活性化センター「大規模地震発生直後からの避難生活の安定確保の手引き」）
※最低限3.3㎡で２人であるが、ここでは、１人２㎡（国民保護法による避難施設の一人当たり占有面積の基準）とした。

伊賀市長

布
引

地
区

阿
波

地
区

合　　　計

大山田小学校

大山田中学校

合　　　計

山
田
地
区

阿波地区人口：住基1,212人、外国人3人

合　　　計 布引地区人口：住基557人、外国人4人

○教育総務課

伊賀市長 教育総務課

山田地区人口：住基3,631人、外国人64人

平田２５番地

平田６５５番地

指定避難所

○ 指定避難所

阿
保
地
区 阿保１７８９番地 伊賀市長 教育総務課

合　　　計 阿保地区人口：住基2,867人、外国人30人

指定避難所

合　　　計 高尾地区人口：住基412人、外国人0人

○ 拠点避難所伊賀市長 教育総務課

博
要

地
区

矢
持

地
区 合　　　計 矢持地区人口：住基603人、外国人1人

合　　　計 博要地区人口：住基410人、外国人0人
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屋内部分 屋外部分

名称 町丁目名・番（番地）・号  屋内（人）  屋外（人）  面積（㎡）  面積（㎡）
指定の
有無

特別養護老人ホーム福寿園 西山１６５０番地 社会福祉法人福寿会 福祉 47 156 新規 福祉避難所

特別養護老人ホーム第二梨ノ木園 朝屋７３１番地 福祉 37 123 新規 福祉避難所

障害者支援施設梨丘園 朝屋７２５番地の１ 福祉 29 98 新規 福祉避難所

障害者福祉サービス事業所かしの木
ひろば

上野寺町１１８４番地の２ 福祉 69 229 新規 福祉避難所

特別養護老人ホーム彩四季 市部２６１１番地の５
社会福祉法人いがほく
ぶ

福祉 24 81 新規 福祉避難所

介護老人福祉施設さわやか園 山出２２２０番地の１０ 社会福祉法人敬親会 福祉 15 50 新規 福祉避難所

特別養護老人ホームおおぞら 高畑７８０番地 社会福祉法人恵成会 福祉 31 104 新規 福祉避難所

上野ひまわり作業所 予野９５５４番地 福祉 6 22 新規 福祉避難所

びぃはいぶ 菖蒲池１８４８番地の１ 福祉 5 19 新規 福祉避難所

ひまわりデイセンター　ふっくりあ
緑ヶ丘南町３９４８番地の１
６

福祉 4 10 新規 福祉避難所

太陽作業所 四十九町２１０７番地 社会福祉法人伊賀昴会 福祉 30 100 新規 福祉避難所

297 992

いがまち保健福祉センター 愛田５１３番地 伊賀市長 支所住民福祉課 福祉 121 400 ○ 福祉避難所

121 400

島ヶ原老人福祉センター 島ヶ原４７４３番地 伊賀市長 支所住民福祉課 福祉 133 440 新規 福祉避難所

133 440

阿山保健福祉センター 馬場１１２８番地の１ 伊賀市長 支所住民福祉課 福祉 110 364 ○ 福祉避難所

110 364

記
載
の
収
容
人
員
は
最
大
受
入
可
能
数
で
あ
り

、
既
入
居
者
等
施

設
の
状
況
に
よ
り

、
発
災
時
の
受
入
可
能
数
に
変
動
あ
り

社会福祉法人伊賀市社
会事業協会

社会福祉法人維雅幸育
会

上
野
支
所
管
内

合　　　計

伊
賀
支
所

管
内

阿
山
支
所

管
内

合　　　計

合　　　計

島
ヶ
原
支

所
管
内 合　　　計

種別
　　　　　　　所在地

施設設置者 施設管理者（所管課）

避難施設の面積

避難所区分

避難所
指定

［福祉避難所施設一覧］

地
区
名

収容人員
施設
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大山田福祉センター 平田６５６番地の１ 伊賀市長 支所住民福祉課 福祉 87 287 新規 福祉避難所

大山田保健センター 平田６３９番地 伊賀市長 支所住民福祉課 福祉 93 308 新規 福祉避難所

180 595

青山福祉センター 阿保１９８８番地の１ 伊賀市長 支所住民福祉課 福祉 137 452 新規 福祉避難所

青山保健センター 阿保１９９０番地の３１ 伊賀市長 支所住民福祉課 福祉 34 111 新規 福祉避難所

171 563

合計 1,013 人

青
山
支
所
管
内 合　　　計

大
山
田
支
所

管
内

合　　　計

※収容基準は、各施設の受入可能スペースをホールや大会議室等とし、１人3.3㎡（１坪たたみ２畳分）とした。
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