
秋田市告示第106号

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の６第１項の規定に基

づき、指定緊急避難場所の指定を次のとおり取り消したので、同条第２項

の規定により告示する。

令和４年４月１日

秋田市長 穂 積 志

指定緊急避難場所

１ 名称 イオンリテール株式会社イオン土崎港店敷地

所在地 秋田市土崎港南二丁目地内

対象 津波

収容人数 10,480人

２ 名称 チャレンジオフィスあきた（３階〔大小多目的室、通路〕、

屋上）

所在地 秋田市土崎港西三丁目９番15号

対象 津波

収容人数 970人

３ 名称 築山小学校体育館

所在地 秋田市楢山古川新町55番地の１

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 346人

４ 名称 旭北小学校体育館

所在地 秋田市山王三丁目１番35号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 364人

５ 名称 中通小学校体育館

所在地 秋田市中通五丁目８番22号



対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 300人

６ 名称 旭南小学校体育館

所在地 秋田市旭南一丁目15番１号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 409人

７ 名称 牛島小学校体育館

所在地 秋田市牛島東六丁目６番１号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 417人

８ 名称 広面小学校体育館

所在地 秋田市広面字蟹沢29番地

対象 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 347人

９ 名称 上新城小学校体育館

所在地 秋田市上新城五十丁字大村屋敷22番地

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 225人

10 名称 仁井田小学校体育館

所在地 秋田市仁井田本町四丁目７番１号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 337人

11 名称 四ツ小屋小学校体育館

所在地 秋田市四ツ小屋字街道東256番地の１

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 326人

12 名称 東小学校体育館

所在地 秋田市東通二丁目11番１号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 329人



13 名称 大住小学校体育館

所在地 秋田市仁井田字西潟敷33番地

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 329人

14 名称 戸島小学校体育館

所在地 秋田市河辺戸島字本町123番地

対象 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 292人

15 名称 秋田東中学校体育館

所在地 秋田市手形休下町10番51号

対象 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 591人

16 名称 秋田南中学校体育館

所在地 秋田市南通宮田15番１号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 654人

17 名称 山王中学校体育館

所在地 秋田市山王三丁目１番24号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 653人

18 名称 城東中学校体育館

所在地 秋田市広面字鍋沼17番地

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 677人

19 名称 上新城小学校グラウンド

所在地 秋田市上新城五十丁字大村屋敷22番地

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

対象人数 4,555人

20 名称 泉小学校グラウンド

所在地 秋田市泉中央六丁目２番１号



対象 洪水

収容人数 4,555人

21 名称 広面小学校グラウンド

所在地 秋田市広面字蟹沢29番地

対象 洪水

収容人数 5,715人

22 名称 保戸野小学校グラウンド

所在地 秋田市保戸野すわ町９番60号

対象 洪水

収容人数 3,670人

23 名称 八橋小学校グラウンド

所在地 秋田市八橋大沼町７番１号

対象 洪水

収容人数 5,215人

24 名称 戸島小学校グラウンド

所在地 秋田市河辺戸島字本町123番地

対象 洪水

収容人数 7,085人

25 名称 秋田東中学校グラウンド

所在地 秋田市手形休下町10番51号

対象 洪水

収容人数 4,120人

26 名称 秋田西中学校グラウンド

所在地 秋田市新屋大川町19番75号

対象 洪水

収容人数 10,260人

27 名称 八橋陸上競技場

所在地 秋田市八橋運動公園１番10号

対象 洪水

収容人数 14,725人



28 名称 八橋球技場

所在地 秋田市八橋運動公園地内

対象 洪水

収容人数 8,130人

29 名称 八橋硬式野球場

所在地 秋田市八橋運動公園１番７号

対象 洪水

対象人数 8,815人

30 名称 八橋第２球技場・健康広場

所在地 秋田市八橋運動公園地内

対象 洪水

収容人数 4,970人

31 名称 勝平市民グラウンド

所在地 秋田市新屋豊町153番地１

対象 洪水

収容人数 11,770人

32 名称 前谷地近隣公園

所在地 秋田市外旭川字前谷地地内

対象 洪水

収容人数 10,000人

33 名称 金足地域センター

所在地 秋田市金足小泉字上前55番地

対象 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 72人

34 名称 南部市民サービスセンター（多目的ホール）

所在地 秋田市御野場一丁目５番１号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 127人

35 名称 中央市民サービスセンター（多目的ホール）

所在地 秋田市山王一丁目１番１号



対象 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 125人

36 名称 秋田県立秋田高等学校陸上競技場

所在地 秋田市手形字中台１番地

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り

収容人数 7,500人

37 名称 秋田県立秋田北高等学校グラウンド

所在地 秋田市千秋中島町８番１号

対象 洪水

収容人数 4,000人

38 名称 秋田県立秋田工業高等学校多目的グラウンド

所在地 秋田市保戸野金砂町３番１号

対象 洪水

収容人数 5,475人

39 名称 学校法人日本赤十字学園日本赤十字秋田看護大学・日本赤

十字秋田短期大学グラウンド

所 在 地 秋田市上北手猿田字苗代沢17番地３

対象 洪水

収容人数 4,700人

40 名称 国立大学法人秋田大学陸上競技場

所在地 秋田市手形住吉町６

対象 洪水

収容人数 14,150人

41 名称 国立大学法人秋田大学野球場

所在地 秋田市手形学園町１

対象 洪水

収容人数 10,185人

42 名称 国立大学法人秋田大学附属中学校屋外運動場

所在地 秋田市保戸野原の町７番75号

対象 洪水



収容人数 4,275人

43 名称 南部市民サービスセンター別館（多目的ホール）

所在地 秋田市牛島東六丁目４番５号

対象 崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

収容人数 121人


