
【宮城県】避難施設一覧（R5.3.9現在）

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
緊急一時
避難施設
（※）

地下への
避難が可
能な施設

仙台市立桜丘小学校 仙台市 青葉区桜ケ丘八丁目１番１号 ○

仙台市立中山中学校 仙台市 青葉区中山六丁目16番1号 ○

仙台市立中山小学校 仙台市 青葉区中山一丁目6番1号 ○

仙台市立北仙台中学校 仙台市 青葉区東勝山二丁目31番1号 ○

仙台市立台原小学校 仙台市 青葉区台原五丁目16番1号 ○

仙台市立旭丘小学校 仙台市 青葉区旭ケ丘三丁目27番1号 ○

仙台市立荒巻小学校 仙台市 青葉区荒巻神明町21番1号 ○

仙台市立国見小学校 仙台市 青葉区国見二丁目16番1号 ○

仙台市立三条中学校 仙台市 青葉区三条町3番1号 ○

仙台市立通町小学校 仙台市 青葉区通町一丁目1番1号 ○

仙台市立小松島小学校 仙台市 青葉区小松島二丁目1番1号 ○

仙台市立八幡小学校 仙台市 青葉区八幡二丁目9番1号 ○

仙台市立木町通小学校 仙台市 青葉区木町通一丁目7番36号 ○

仙台市立上杉山中学校 仙台市 青葉区上杉六丁目7番1号 ○

仙台市立五城中学校 仙台市 青葉区東照宮一丁目3番1号 ○

仙台市立片平丁小学校 仙台市 青葉区片平一丁目7番1号 ○

仙台市立折立小学校 仙台市 青葉区折立四丁目2番1号 ○

仙台市立川平小学校 仙台市 青葉区川平三丁目36番1号 ○

仙台市立東六番丁小学校 仙台市 青葉区宮町一丁目2番1号 ○

仙台市立北六番丁小学校 仙台市 青葉区宮町四丁目4番17号 ○

仙台市立広瀬小学校 仙台市 青葉区下愛子字二本松40番地 ○

仙台市立広瀬中学校 仙台市 青葉区愛子中央一丁目9番1号 ○

仙台市立上愛子小学校 仙台市 青葉区上愛子字白沢14番地 ○

旧仙台市立作並小学校 仙台市 青葉区作並字北子原6番地 ○

旧仙台市立作並小学校新川分校 仙台市 青葉区新川字北野尻34番地 ○

旧仙台市立大倉小学校 仙台市 青葉区大倉字墓前1番 ○

仙台市立川前小学校 仙台市 青葉区芋沢字赤坂16番地 ○

仙台市立大沢小学校 仙台市 青葉区芋沢字⾧坂22番地 ○

仙台市立大沢中学校 仙台市 青葉区赤坂一丁目2番地の1 ○

仙台市立吉成小学校 仙台市 青葉区吉成一丁目12番2号 ○

仙台市立吉成中学校 仙台市 青葉区吉成一丁目12番1号 ○

仙台市立南吉成小学校 仙台市 青葉区南吉成五丁目18番地の1 ○

仙台市立第一中学校 仙台市 青葉区八幡四丁目16番1号 ○

仙台市立第二中学校 仙台市 青葉区木町通二丁目4番1号 ○

仙台市立栗生小学校 仙台市 青葉区栗生六丁目6番地の1 ○

仙台市立上杉山通小学校 仙台市 青葉区上杉一丁目10番1号 ○

仙台市立北仙台小学校 仙台市 青葉区東勝山三丁目6番1号 ○

仙台市立桜丘中学校 仙台市 青葉区桜ケ丘八丁目2番1号 ○

仙台市立立町小学校 仙台市 青葉区立町8番1号 ○

仙台市立五橋中学校 仙台市 青葉区五橋二丁目2番1号 ○

仙台市立台原中学校 仙台市 青葉区台原五丁目19番1号 ○

仙台市立南吉成中学校 仙台市 青葉区南吉成五丁目18番地の2 ○

仙台市立折立中学校 仙台市 青葉区折立三丁目19番1号 ○

仙台市立仙台高等学校 仙台市 青葉区国見六丁目52番1号 ○

仙台市立仙台青陵中等教育学校 仙台市 青葉区国見ケ丘七丁目144番地 ○

仙台市立東二番丁小学校 仙台市 青葉区一番町二丁目1番4号 ○

仙台市立広陵中学校 仙台市 青葉区熊ヶ根字石積1番地の2 ○

仙台市立愛子小学校 仙台市 青葉区上愛子字新宮前1番地 ○
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仙台市立錦ケ丘小学校 仙台市 青葉区錦ヶ丘七丁目28番地の1 ○

仙台市立幸町小学校 仙台市 宮城野区幸町二丁目19番1号 ○

仙台市立鶴谷中学校 仙台市 宮城野区鶴ヶ谷五丁目24番地 ○

仙台市立東仙台中学校 仙台市 宮城野区東仙台二丁目16番1号 ○

仙台市立榴岡小学校 仙台市 宮城野区榴ヶ岡103番地の2 ○

仙台市立仙台工業高等学校 仙台市 宮城野区東宮城野3番1号 ○

仙台市立燕沢小学校 仙台市 宮城野区燕沢東三丁目8番1号 ○

仙台市立新田小学校 仙台市 宮城野区新田四丁目30番1号 ○

仙台市立岩切小学校 仙台市 宮城野区岩切字今市東1番地の2 ○

仙台市立岩切中学校 仙台市 宮城野区岩切字三所南23番地の2 ○

仙台市立高砂小学校 仙台市 宮城野区福田町一丁目11番1号 ○

仙台市立福室小学校 仙台市 宮城野区福室五丁目16番1号 ○

仙台市立中野栄小学校 仙台市 宮城野区栄三丁目12番1号 ○

仙台市立岡田小学校 仙台市 宮城野区岡田字北在家67番地 ○

仙台市立枡江小学校 仙台市 宮城野区枡江15番1号 ○

仙台市立鶴巻小学校 仙台市 宮城野区鶴巻一丁目15番1号 ○

仙台市立田子小学校 仙台市 宮城野区田子二丁目1番1号 ○

仙台市立幸町南小学校 仙台市 宮城野区幸町五丁目2番1号 ○

仙台市立宮城野小学校 仙台市 宮城野区東宮城野2番1号 ○

仙台市立宮城野中学校 仙台市 宮城野区五輪一丁目4番25号 ○

仙台市立仙台大志高等学校 仙台市 宮城野区五輪一丁目4番10号 ○

仙台市立東華中学校 仙台市 宮城野区宮城野二丁目14番27号 ○

仙台市立東宮城野小学校 仙台市 宮城野区東宮城野5番1号 ○

仙台市立原町小学校 仙台市 宮城野区原町二丁目6番1号 ○

仙台市立東仙台小学校 仙台市 宮城野区東仙台五丁目26番1号 ○

仙台市立幸町中学校 仙台市 宮城野区幸町一丁目15番1号 ○

仙台市立西山小学校 仙台市 宮城野区燕沢二丁目23番1号 ○

仙台市立西山中学校 仙台市 宮城野区燕沢二丁目21番1号 ○

仙台市立鶴谷小学校 仙台市 宮城野区鶴ケ谷三丁目17番地 ○

仙台市立鶴谷東小学校 仙台市 宮城野区鶴ケ谷六丁目2番地 ○

仙台市立中野中学校 仙台市 宮城野区中野字高橋前65番地 ○

仙台市立田子中学校 仙台市 宮城野区田子二丁目12番1号 ○

仙台市立高砂中学校 仙台市 宮城野区白鳥一丁目32番1号 ○

仙台市立荒町小学校 仙台市 若林区荒町86番地 ○

仙台市立連坊小路小学校 仙台市 若林区連坊一丁目7番27号 ○

仙台市立大和小学校 仙台市 若林区大和町三丁目16番1号 ○

仙台市立遠見塚小学校 仙台市 若林区遠見塚一丁目22番1号 ○

仙台市立古城小学校 仙台市 若林区古城二丁目1番1号 ○

仙台市立七郷小学校 仙台市 若林区荒井字堀添53番地の2 ○

仙台市立沖野小学校 仙台市 若林区沖野三丁目20番1号 ○

仙台市立六郷小学校 仙台市 若林区六郷11番11号 ○

仙台市立蒲町小学校 仙台市 若林区蒲町41番1号 ○

仙台市立南小泉小学校 仙台市 若林区一本杉町17番10号 ○

仙台市立南小泉中学校 仙台市 若林区一本杉町2番1号 ○

仙台市立六郷中学校 仙台市 若林区六郷13番1号 ○

仙台市立七郷中学校 仙台市 若林区荒井字遠藤9番地の3 ○

仙台市立沖野中学校 仙台市 若林区沖野二丁目29番地50号 ○

仙台市立沖野東小学校 仙台市 若林区沖野字高野南89番地 ○
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仙台市立南材木町小学校 仙台市 若林区南材木町84番地 ○

仙台市立八軒中学校 仙台市 若林区南小泉字八軒小路9番地の1 ○

仙台市立若林小学校 仙台市 若林区若林四丁目3番1号 ○

仙台市立蒲町中学校 仙台市 若林区蒲町9番1号 ○

仙台市立向山小学校 仙台市 太白区向山三丁目19番1号 ○

仙台市立愛宕中学校 仙台市 太白区萩ケ丘9番1号 ○

仙台市立大野田小学校 仙台市 太白区大野田五丁目27番地の2 ○

仙台市立郡山中学校 仙台市 太白区郡山五丁目10番1号 ○

仙台市立八本松小学校 仙台市 太白区八本松一丁目16番1号 ○

仙台市立⾧町中学校 仙台市 太白区鹿野一丁目8番1号 ○

仙台市立西多賀小学校 仙台市 太白区西多賀二丁目3番1号 ○

仙台市立八木山小学校 仙台市 太白区八木山本町一丁目40番地の1 ○

仙台市立八木山南小学校 仙台市 太白区八木山南五丁目3番地の2 ○

仙台市立芦口小学校 仙台市 太白区芦の口1番1号 ○

仙台市立金剛沢小学校 仙台市 太白区金剛沢一丁目1番1号 ○

仙台市立山田中学校 仙台市 太白区山田北前町36番1号 ○

仙台市立太白小学校 仙台市 太白区太白一丁目5番1号 ○

仙台市立生出中学校 仙台市 太白区茂庭字中ノ瀬西2番地の2 ○

仙台市立中田小学校 仙台市 太白区中田四丁目1番1号 ○

仙台市立四郎丸小学校 仙台市 太白区四郎丸字吹上6番地の3 ○

仙台市立袋原小学校 仙台市 太白区中田町字法地南4番地の2 ○

仙台市立⾧町小学校 仙台市 太白区⾧町四丁目6番1号 ○

仙台市立鹿野小学校 仙台市 太白区鹿野二丁目9番1号 ○

仙台市立上野山小学校 仙台市 太白区上野山一丁目20番1号 ○

仙台市立西多賀中学校 仙台市 太白区西多賀三丁目10番1号 ○

仙台市立袋原中学校 仙台市 太白区袋原四丁目27番1号 ○

仙台市立郡山小学校 仙台市 太白区郡山字行新田1番地の1 ○

仙台市立茂庭台小学校 仙台市 太白区茂庭台四丁目17番1号 ○

仙台市立馬場小学校 仙台市 太白区秋保町馬場字町北25番地 ○

仙台市立秋保小学校 仙台市 太白区秋保町⾧袋字町15番地 ○

仙台市立湯元小学校 仙台市 太白区秋保町湯向29番地の3 ○

仙台市立秋保中学校 仙台市 太白区秋保町⾧袋字大原45番地の5 ○

仙台市立東四郎丸小学校 仙台市 太白区四郎丸字昭和北1番地 ○

仙台市立西中田小学校 仙台市 太白区西中田七丁目7番1号 ○

仙台市立⾧町南小学校 仙台市 太白区⾧町七丁目23番1号 ○

旧仙台市立坪沼小学校 仙台市 太白区坪沼字⾧田中9番地の1 ○

仙台市立富沢中学校 仙台市 太白区富沢二丁目4番1号 ○

仙台市立人来田小学校 仙台市 太白区人来田一丁目1番1号 ○

仙台市立東⾧町小学校 仙台市 太白区郡山六丁目5番1号 ○

仙台市立中田中学校 仙台市 太白区中田五丁目15番1号 ○

仙台市立八木山中学校 仙台市 太白区八木山東二丁目27番1号 ○

仙台市立人来田中学校 仙台市 太白区人来田一丁目35番1号 ○

仙台市立生出小学校 仙台市 太白区茂庭字中ノ瀬西5番地の2 ○

仙台市立茂庭台中学校 仙台市 太白区茂庭台五丁目3番1号 ○

旧仙台市立生出小学校赤石分校 仙台市 太白区茂庭字合ノ沢南31番地 ○

仙台市立柳生中学校 仙台市 太白区柳生三丁目7番地の3 ○

仙台市立柳生小学校 仙台市 太白区柳生字台畑100番地 ○

仙台市立富沢小学校 仙台市 太白区富沢字中河原17番地の1 ○
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仙台市立根白石小学校 仙台市 泉区根白石字杉下前15番地

仙台市立高森小学校 仙台市 泉区高森三丁目1番地 ○

仙台市立将監小学校 仙台市 泉区将監三丁目10番1号 ○

仙台市立将監中央小学校 仙台市 泉区将監十丁目3番1号 ○

仙台市立向陽台小学校 仙台市 泉区向陽台五丁目6番12号 ○

仙台市立七北田小学校 仙台市 泉区七北田字東裏90番地 ○

仙台市立七北田中学校 仙台市 泉区七北田字東裏100番地 ○

仙台市立松森小学校 仙台市 泉区鶴が丘二丁目2番地 ○

仙台市立黒松小学校 仙台市 泉区黒松三丁目11番1号 ○

仙台市立八乙女中学校 仙台市 泉区旭丘堤二丁目1番1号 ○

仙台市立南光台小学校 仙台市 泉区南光台七丁目10番1号 ○

仙台市立南光台東小学校 仙台市 泉区南光台東二丁目16番1号 ○

仙台市立南光台中学校 仙台市 泉区南光台七丁目24番1号 ○

仙台市立泉ケ丘小学校 仙台市 泉区明通四丁目12番地の1 ○

仙台市立加茂小学校 仙台市 泉区加茂四丁目3番地 ○

仙台市立八乙女小学校 仙台市 泉区松森字不動148番地 ○

仙台市立鶴が丘小学校 仙台市 泉区鶴が丘一丁目350番地 ○

仙台市立寺岡中学校 仙台市 泉区寺岡二丁目13番地の1 ○

仙台市立南中山小学校 仙台市 泉区南中山二丁目24番地の14 ○

仙台市立虹の丘小学校 仙台市 泉区虹の丘一丁目10番地の1 ○

仙台市立⾧命ケ丘中学校 仙台市 泉区⾧命ケ丘二丁目11番地の1 ○

仙台市立加茂中学校 仙台市 泉区加茂三丁目1番地 ○

仙台市立館小学校 仙台市 泉区館七丁目1番地の17 ○

仙台市立住吉台小学校 仙台市 泉区住吉台西四丁目1番地の1 ○

仙台市立野村小学校 仙台市 泉区野村字東原前7番地 ○

仙台市立実沢小学校 仙台市 泉区実沢字一本橋20番地 ○

仙台市立福岡小学校 仙台市 泉区福岡字堰添10番地 ○

仙台市立高森中学校 仙台市 泉区高森六丁目2番地 ○

仙台市立泉松陵小学校 仙台市 泉区松陵三丁目35番地 ○

仙台市立北中山小学校 仙台市 泉区北中山二丁目27番地の5 ○

仙台市立桂小学校 仙台市 泉区桂三丁目1番地の1 ○

仙台市立鶴が丘中学校 仙台市 泉区鶴が丘二丁目1番地の1 ○

仙台市立松陵中学校 仙台市 泉区松陵五丁目32番地 ○

仙台市立南光台東中学校 仙台市 泉区南光台東三丁目1番1号 ○

仙台市立向陽台中学校 仙台市 泉区市名坂字天神沢38番地の4 ○

仙台市立将監東中学校 仙台市 泉区将監三丁目2番15号 ○

仙台市立将監中学校 仙台市 泉区将監九丁目12番1号 ○

仙台市立将監西小学校 仙台市 泉区将監十丁目29番1号 ○

仙台市立高森東小学校 仙台市 泉区高森七丁目1番地の1 ○

仙台市立⾧命ケ丘小学校 仙台市 泉区⾧命ケ丘五丁目14番地の1 ○

仙台市立南中山中学校 仙台市 泉区南中山二丁目26番地の1 ○

仙台市立寺岡小学校 仙台市 泉区寺岡二丁目14番地の1 ○

仙台市立住吉台中学校 仙台市 泉区住吉台西四丁目1番地の2 ○

仙台市立根白石中学校 仙台市 泉区根白石字東鹿野54番地 ○

仙台市立館中学校 仙台市 泉区館六丁目17番地の1 ○

仙台市立仙台商業高等学校 仙台市 泉区七北田字古内75番地 ○

仙台市立市名坂小学校 仙台市 泉区市名坂字高玉1番地 ○

台原森林公園 仙台市 青葉区北根地内
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西公園 仙台市 青葉区桜ケ岡公園

宮城野原公園総合運動場 仙台市 宮城野区宮城野二丁目11番6号

榴岡公園 仙台市 宮城野区五輪一丁目

広瀬川若林緑地 広瀬川中河原緑地 仙台市 若林区若林地先 若林区南小泉字河原地先

広瀬川八本松緑地 広瀬川飯田緑地 仙台市 太白区八本松地先 太白区飯田字河原95-1外

三神峯公園 仙台市 太白区三神峯一丁目

七北田公園 仙台市 泉区七北田字赤生津外

仙台市立錦ケ丘中学校 仙台市 青葉区錦ケ丘一丁目1番7号 ○

仙台市立荒井小学校 仙台市 若林区伊在三丁目2番地の1 ○

仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 仙台市 泉区泉中央1丁目7番地の1 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線台原駅 仙台市 青葉区台原森林公園1番1号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 仙台市 青葉区昭和町6番6号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 仙台市 青葉区二日町13番22号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 仙台市 青葉区本町3丁目9番2号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 仙台市 青葉区中央2丁目10番22号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線仙台駅 仙台市 青葉区中央1丁目10番10号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線五橋駅 仙台市 青葉区五橋2丁目1番10号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 仙台市 若林区土樋1丁目11番10号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線河原町駅 仙台市 若林区河原町1丁目5番10号先 ○ ○

仙台市営地下鉄南北線⾧町一丁目駅 仙台市 太白区⾧町１丁目２ ○ ○

仙台市営地下鉄南北線⾧町駅 仙台市 太白区⾧町５丁目１ ○ ○

仙台市営地下鉄⾧町南駅 仙台市 太白区⾧町南3丁目1番60号先 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 仙台市 太白区八木山本町1丁目43番地内 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 仙台市 青葉区荒巻字青葉468番地の39 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線川内駅 仙台市 青葉区川内42番地 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 仙台市 青葉区大町2丁目3番14号先 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 仙台市 青葉区一番町3丁目3番2号先 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線仙台駅 仙台市 青葉区中央1丁目10番10号先 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 仙台市 宮城野区榴岡4丁目6番1号先 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線連坊駅 仙台市 若林区連坊二丁目319番5号先 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 仙台市 若林区白萩町401番2号先 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線卸町駅 仙台市 若林区卸町1丁目1番地の7先 ○ ○

仙台市営地下鉄東西線六丁の目駅 仙台市 若林区六丁の目中町１番34号先 ○ ○

仙台駅東西地下自由通路 仙台市 青葉区中央1丁目10番10号先 ○ ○

庁舎間連絡通路 仙台市 青葉区上杉一丁目地内 ○ ○

青葉通地下道 仙台市 青葉区一番町二丁目地内 ○ ○

仙台駅西口中央地下歩道 仙台市 青葉区中央一丁目地内 ○ ○

仙台駅西口南部地下歩道 仙台市 青葉区中央一丁目地内 ○ ○

広瀬通地下歩道 仙台市 青葉区一番町三丁目地内 ○ ○

名掛丁地下歩道 仙台市 青葉区中央一丁目地内 ○ ○

宮城学院前地下通路 仙台市 青葉区桜ケ丘八丁目地内 ○ ○

仙台駅東地下歩道 仙台市 宮城野区榴岡一丁目地内 ○ ○

福田地下道 仙台市 宮城野区福田町一丁目地内 ○ ○

八木山動物公園駅地下歩道 仙台市 太白区八木山本町一丁目地内 ○ ○

泉中央地下自由通路 仙台市 泉区泉中央一丁目地内 ○ ○

泉高校前地下横断歩道 仙台市 泉区将監十丁目地内 ○ ○

石巻市立石巻小学校 石巻市 泉町一丁目１番２号 ○

石巻中央公民館 石巻市 日和が丘一丁目２番７号 ○
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羽黒山公園 石巻市 羽黒町一丁目５番

石巻市立石巻中学校 石巻市 泉町四丁目７番１５号 ○

石巻市立門脇中学校 石巻市 泉町四丁目７番１２号 ○

石巻市立桜坂高等学校 石巻市 日和が丘二丁目１１番８号 ○

日和山公園 石巻市 日和が丘二丁目２番地

石巻市立貞山小学校 石巻市 貞山五丁目３番１号 ○

石巻市立山下中学校 石巻市 貞山五丁目３番２号 ○

石巻市立山下小学校 石巻市 山下町一丁目１０番１０号 ○

総合体育館 石巻市 泉町三丁目１番６３号 ○

三軒屋公園 石巻市 大街道東三丁目１２番地

石巻市立釜小学校 石巻市 大街道西二丁目５番１号 ○

石巻市立大街道小学校 石巻市 大街道南１丁目３番１号 ○

石巻市立住吉小学校 石巻市 住吉町二丁目４番２７号 ○

石巻市立向陽小学校 石巻市 向陽町四丁目１３番２４号 ○

蛇田中央公園 石巻市 向陽町四丁目７番地

蛇田団地南公園 石巻市 向陽町三丁目１７番地

蛇田公民館 石巻市 恵み野二丁目11番地１ ○

新下前沼公園 石巻市 蛇田字新下前沼

石巻市立蛇田小学校 石巻市 蛇田字上中埣９７番地１ ○

石巻市立蛇田中学校 石巻市 石巻市茜平５丁目３番地１号 ○

石巻市立開北小学校 石巻市 大橋一丁目２番１号 ○

石巻市立住吉中学校 石巻市 東中里三丁目３番１号 ○

住吉幼稚園 石巻市 南中里一丁目８番２５号 ○

北上公園 石巻市 中里三丁目１２番地

石巻市立中里小学校 石巻市 中里五丁目７番１号 ○

新境谷地南公園 石巻市 中里六丁目１番地

石巻市立湊小学校 石巻市 吉野町一丁目３番２１号 ○

みなと荘 石巻市 八幡町一丁目６番２２号 ○

石巻市立青葉中学校 石巻市 門脇字一番谷地５１番地１０ ○

石巻市立湊中学校 石巻市 大門町四丁目１番１号 ○

松並公園 石巻市 松並二丁目

筒場公園 石巻市 緑町一丁目８番地

石巻市立鹿妻小学校 石巻市 鹿妻北二丁目２番地１ ○

鹿妻西公園 石巻市 鹿妻南一丁目１０番地

鹿妻東公園 石巻市 鹿妻南二丁目７番地

石巻市立渡波小学校 石巻市 渡波町一丁目５番２２号 ○

渡波公民館 石巻市 渡波町二丁目６番３１号 ○

石巻市立万石浦小学校 石巻市 渡波字境釜１番地１ ○

石巻市立稲井小学校 石巻市 真野字八の坪１１６番地１ ○

石巻市立稲井中学校 石巻市 真野字八の坪１１６番地 ○

稲井公民館 石巻市 新栄一丁目２５番地７ ○

真野小学校跡地 石巻市 真野字馬場前７７番地

旧荻浜小学校 石巻市 桃浦字米久保５番地 ○

万石浦公園 石巻市 流留字中

石巻市立荻浜中学校 石巻市 荻浜字田浜山３番地 ○

石巻市立東浜小学校 石巻市 牧浜字竹浜道２２番地２ ○

田代島自然教育センター跡地 石巻市 田代浜字内山８８番地３

石巻市立万石浦中学校 石巻市 流留字七勺２１番地 ○
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石巻市立桃生中学校 石巻市 桃生町寺崎字植立２０番地 ○

石巻市立中津山第二小学校 石巻市 桃生町中津山字江下５７番地 ○

桃生地区子育て支援センター 石巻市 桃生町中津山字四軒前４０番地 ○

新田保育所 石巻市 桃生町新田字西町３２番地 ○

石巻市立中津山第一小学校 石巻市 桃生町給人町字東町９６番地 ○

桃生文化交流会館 石巻市 桃生町太田字拾貫弐番７１番地２ ○

石巻市立桃生小学校 石巻市 桃生町樫崎字高附５番地 ○

桃生総合センター 石巻市 桃生町城内字東嶺１６４番地 ○

成田老人憩の家 石巻市 成田字小塚宅地９１番２号

石巻市立飯野川中学校 石巻市 相野谷字旧会所前３４番地 ○

石巻市立飯野川小学校 石巻市 相野谷字旧屋敷５６番地 ○

河北総合センター 石巻市 成田字小塚裏畑５４番地 ○

中野林業センター 石巻市 中野字大屋敷１２３番地１

馬鞍老人憩の家 石巻市 馬鞍字百目木１１３番地

皿貝老人憩の家 石巻市 皿貝字郷田２１番７号

沢田老人憩の家 石巻市 小船越字崎山１４７番地１号

石巻市立河北中学校 石巻市 小船越字山畑２５０番地 ○

後谷地老人憩の家 石巻市 小船越字舟形２２番地１

石巻市立大谷地小学校 石巻市 小船越字角田１６番地２ ○

吉野老人憩の家 石巻市 飯野字外吉野１１４番地２号

飯野体育研修センター 石巻市 飯野字大筒前東一番４３番地

本地老人憩の家 石巻市 飯野字宮前４１番地

新田交流会館 石巻市 飯野字浦谷地沖６５番地１

東福田農事集会所 石巻市 東福田字馬場９５番地

大土老人憩の家 石巻市 大森字日影１６８番地

石巻市立二俣小学校 石巻市 大森字大平６番地 ○

親林交流館 石巻市 三輪田字谷窪１６２番地２

三輪田中老人憩の家 石巻市 三輪田字馬場前上３番地

雄勝森林公園 石巻市 雄勝町雄勝字原３９番地 ○

石巻市立大須中学校跡地 石巻市 雄勝町大須字舘森１番地１

旧大須保育所 石巻市 雄勝町大須字大須１２９番地４

明神児童遊園 石巻市 雄勝町明神字沼尻２１番地

根方老人憩の家 石巻市 前谷地字根方山５番地５

河南老人福祉センター 石巻市 前谷地字黒沢前３５

定川会館 石巻市 前谷地字沖西１番地

和渕山根ふれあいセンター 石巻市 和渕字牡丹窪７２番地

和渕地区コミュニティセンター 石巻市 和渕字清水７５番地

石巻市立和渕小学校 石巻市 和渕字佐沼川２００番地 ○

農村環境改善センター 石巻市 和渕字笈入前１番地１ ○

石巻市立河南東中学校 石巻市 須江字糠塚３番地３ ○

梅木ふれあいセンター 石巻市 鹿又字梅木屋敷９６番地

四家会館 石巻市 鹿又字四家前２６番地２

本町コミュニティセンター 石巻市 鹿又字伊勢前８４番地２

石巻市立鹿又小学校 石巻市 鹿又字矢袋屋敷合３１番地 ○

谷地中老人憩の家 石巻市 鹿又字観音裏１３７番地１

曽波神多目的研修センター 石巻市 鹿又字曽波神前１５１番地

山根中埣転作推進集落センター 石巻市 須江字沢尻２０番地２

石巻市立須江小学校 石巻市 須江字代官４３番地 ○
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柏木ふれあいセンター 石巻市 広渕字砂四１番地１

石巻市立広渕小学校 石巻市 広渕字町北２３３番地 ○

石巻市立北村小学校 石巻市 北村字幕ケ崎一１７番地 ○

青木多目的研修センター 石巻市 北村字新大日６番地１

大番所生活改善センター 石巻市 北村字久米田７９番地１

朝日会館 石巻市 北村字朝日２５番地

北村老人創作館 石巻市 北村字大欠下１番地１

箱清水老人憩の家 石巻市 北村字関田３番地

北村農村交流センター 石巻市 北村字幕ヶ崎５５番地１ ○

俵庭ふれあいセンター 石巻市 北村字新俵庭１３番地１

石巻市立河南西中学校 石巻市 北村字小崎一３７番地２ ○

河南中央公園 石巻市 須江字横手１番地

押切沼公園 石巻市 広渕字砂一

北村農村公園 石巻市 北村字⾧沢一２番地１

鹿又農村公園 石巻市 鹿又字道的前２３８

前谷地農村公園 石巻市 前谷地字中埣１９番地１

石巻市立前谷地小学校 石巻市 前谷地字沖埣１２５ ○

しらさぎ台コミュニティセンター 石巻市 須江字しらさぎ台二丁目３４番地

石巻市橋浦大須生活改善センター 石巻市 北上町橋浦字大須２９番地１

石巻市立橋浦保育所 石巻市 北上町橋浦字行人前１６４番地

石巻市北上公民館女川分館 石巻市 北上町女川字畑中２番地２

石巻市北上子育て支援センター 石巻市 北上町十三浜字崎山１８１番地

石巻市大指林業者生活改善センター 石巻市 北上町十三浜字松の坂４７番地４

石巻市北上保健医療センター 石巻市 北上町橋浦字大須２１５番地

石巻市立北上中学校 石巻市 北上町十三浜字小田９３番地１ ○

石巻市にっこりサンパーク 石巻市 北上町十三浜字小田９３番地４ ○

石巻市立鮎川小学校 石巻市 鮎川浜清崎山１番地１ ○

石巻市立牡鹿中学校 石巻市 鮎川浜⿁形山１番地２４ ○

新山振興会集会所 石巻市 新山浜台１５番地

石巻市網地島開発総合センター 石巻市 ⾧渡浜杉１３番地８２ ○

⾧渡地区振興会集会所 石巻市 ⾧渡浜大金３５番地１

網地自治会集会所 石巻市 網地浜髪剃坂１０７番地３

石巻市小沢地区コミュニティセンター 石巻市 十八成浜葉ノ木沢４番地１１７

石巻市立大原小学校 石巻市 大原浜大光寺１番地 ○

石巻市泊地区コミュニティセンター 石巻市 泊浜台１１－１ ○

石巻市立寄磯小学校 石巻市 寄磯浜五梅沢２４ ○

石巻市立渡波中学校 石巻市 さくら町４丁目１ ○

石巻市立雄勝小・中学校 石巻市 雄勝町大浜字小滝浜２番地２ ○

大川高台広場 石巻市 福地字国土地内

石巻市複合文化施設 石巻市 開成１番地８ ○

塩竈市役所 塩竈市 旭町１番１号

塩竈市立第三小学校 塩竈市 花立町１５番１号 ○

東玉川公園 塩竈市 石堂２番

玉川児童公園 塩竈市 母子沢町１２０番４３号

塩竈市立月見ケ丘小学校 塩竈市 月見ヶ丘２番１号 ○

塩竈市立玉川小学校 塩竈市 玉川２丁目９番１号 ○

塩竈市立玉川中学校 塩竈市 権現堂１９番１号 ○

大日向児童遊園 塩竈市 大日向町６５番２号
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月見ケ丘スポーツ広場 塩竈市 月見ヶ丘１番３号

清水沢公営住宅児童遊園地 塩竈市 清水沢２丁目２３番地内

清水沢公園 塩竈市 清水沢１丁目３７番地内

塩竈市公民館 塩竈市 東玉川町９番１号 ○

塩竈市立第一小学校 塩竈市 泉ヶ岡１番１号 ○

塩竈市立杉の入小学校 塩竈市 杉の入１丁目１９番１号 ○

新浜町公園 塩竈市 新浜町３丁目１７番地内

塩竈市立第二中学校 塩竈市 楓町２丁目１０番１号 ○

松陽台公園 塩竈市 松陽台１丁目１８番地内

青葉ケ丘公園 塩竈市 青葉ヶ丘３番地内

塩竈市立第三中学校 塩竈市 笠神２丁目１番１号 ○

宮城県塩釜高等学校 塩竈市 泉ケ岡７番１号（東キャンパス） ○

石巻市立北上小学校 石巻市 北上町十三浜字小田９３番地４ ○

気仙沼市立九条小学校 気仙沼市 九条３２７

気仙沼市立条南中学校 気仙沼市 田中前４丁目８

八日町遊園 気仙沼市 八日町

気仙沼市立気仙沼小学校 気仙沼市 笹が陣３－１

気仙沼市立気仙沼中学校 気仙沼市 笹が陣４－１ ○

市民会館 気仙沼市 笹が陣４－２ ○

気仙沼公園 気仙沼市 笹が陣１０３

旧中才保育所 気仙沼市 車中才１４５－２

旧鹿折保育所 気仙沼市 東中才４１０－１

気仙沼市立鹿折小学校 気仙沼市 西八幡町５４－１

気仙沼市立鹿折中学校 気仙沼市 大峠山１－２６３

松岩公民館 気仙沼市 松崎浦田１４３－１ ○

気仙沼市立松岩小学校 気仙沼市 松崎五駄鱈５

気仙沼市立松岩中学校 気仙沼市 松崎柳沢１８６

気仙沼市立面瀬小学校 気仙沼市 松崎下赤田５８

気仙沼市立面瀬中学校 気仙沼市 岩月寺沢４４

水梨コミュニティーセンター 気仙沼市 赤岩迎前田１２７

旧水梨小学校 気仙沼市 物倉山６

気仙沼・本吉広域防災センター 気仙沼市 赤岩五駄鱈４３－２ ○

新月公民館 気仙沼市 切通１００

気仙沼市立新城小学校 気仙沼市 茗荷沢２３９－１３

気仙沼市立新月中学校 気仙沼市 切通１００

気仙沼市立月立小学校 気仙沼市 塚沢７２

前木生活改善センター 気仙沼市 前木９８

月立保育所 気仙沼市 台２０９

旧落合小学校 気仙沼市 象ケ鼻１１４

市民健康管理センター 気仙沼市 東新城２丁目２－１ ○

階上公民館 気仙沼市 ⾧磯船原２０ ○

気仙沼市立階上小学校 気仙沼市 ⾧磯鳥子沢２３

気仙沼市立階上中学校 気仙沼市 ⾧磯中原１２５

階上保育所 気仙沼市 ⾧磯船原５１－１

波路上保育所 気仙沼市 波路上原３５－１

岩月保育所 気仙沼市 岩月宝ケ沢４７－８

大島公民館 気仙沼市 廻舘110 ○

気仙沼市立大島小学校 気仙沼市 高井４０－２
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旧大島中学校 気仙沼市 高井４０

崎浜保育所 気仙沼市 駒形９６

大島開発総合センター 気仙沼市 中山１１５－４ ○

亀山自治会館 気仙沼市 亀山７－１

崎浜集会所 気仙沼市 唐桑町津本２３－２ ○

松圃集会所 気仙沼市 唐桑町松圃１３１－２

気仙沼市立中井小学校 気仙沼市 唐桑町中井１３４－３

中井公民館 気仙沼市 唐桑町中井９２－１ ○

中井老人憩の家 気仙沼市 唐桑町中井３０－２ ○

中集会所 気仙沼市 唐桑町中９８－５ ○

気仙沼市立唐桑中学校 気仙沼市 唐桑町北中１３０

鮪立児童館 気仙沼市 唐桑町鮪立１６６－１

鮪立老人憩の家 気仙沼市 唐桑町鮪立１６５－１ ○

気仙沼市立唐桑小学校 気仙沼市 唐桑町明戸２０８－６ ○

唐桑公民館 気仙沼市 唐桑町馬場１８１－１ ○

唐桑体育館 気仙沼市 唐桑町馬場１８１－１ ○

石浜集会所 気仙沼市 唐桑町高石浜１７６－３

小原木公民館 気仙沼市 唐桑町舘６８ ○

舘老人憩の家 気仙沼市 唐桑町岩井沢１０３－４ ○

唐桑保健福祉センター 気仙沼市 唐桑町石浜２８２－３ ○

本吉浜区多目的集会場 気仙沼市 本吉町今朝磯５８

気仙沼市立小泉小学校 気仙沼市 本吉町平貝６３

旧馬籠小学校 気仙沼市 本吉町小金山１－１

本吉馬籠林業センター 気仙沼市 本吉町向畑１１－３

本吉松ヶ沢コミュニティセンター 気仙沼市 本吉町宮内４４－９８

本吉表山田振興会館 気仙沼市 本吉町岳の下３－６

気仙沼市立津谷小学校 気仙沼市 本吉町津谷松岡１２６

気仙沼市立津谷中学校 気仙沼市 本吉町津谷桜子２

本吉総合体育館 気仙沼市 本吉町津谷新明戸１３６ ○

本吉公民館 気仙沼市 本吉町津谷新明戸１３６ ○

気仙沼市立大谷小学校 気仙沼市 本吉町三島２８

気仙沼市立大谷中学校 気仙沼市 本吉町三島６０－４

大谷公民館 気仙沼市 本吉町三島３４－１ ○

宮城県気仙沼高等学校 気仙沼市 常楽１３０ ○

上田中地下道 気仙沼市 上田中一丁目地内 ○ ○

白石川緑地 白石市 字中河原

益岡公園 白石市 益岡町

白石市立白石第一小学校 白石市 字半沢屋敷前２番地２

白石市中央公民館 白石市 字寺屋敷前２５番地６ ○

中央公園 白石市 字本町

白石市立白石第二小学校 白石市 字白石沖２９番地 ○

白石市立白石中学校 白石市 南町一丁目２番７９号

白石市文化体育活動センター 白石市 鷹巣東二丁目１番１号 ○

白石市立越河小学校 白石市 越河字丑山下４４番地

旧南中学校 白石市 白石市越河平字平合23-1 

旧斎川小学校 白石市 斎川字町尻南１番地１

白石市立大平小学校 白石市 大平森合字権現山１番地

白石市立大鷹沢小学校 白石市 大鷹沢三沢字五丁目２４番地１
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白石市立東中学校 白石市 大鷹沢三沢字熊野堂６番地３

白石市立白川小学校 白石市 白川津田字大淵３０番地

旧白川中学校 白石市 白川津田字田中前１番地２

白石市立福岡小学校 白石市 福岡蔵本字陣場１番地

白石市立福岡中学校 白石市 福岡⾧袋字山ノ下２５番地

白石市総合福祉センター 白石市 福岡蔵本字茶園６２番地１ ○

白石市立深谷小学校 白石市 福岡深谷字松田２３番地

白石市立小原小学校 白石市 小原字伊勢原道上１番地

白石市立小原中学校 白石市 小原字伊勢原道上１番地

白石市第一幼稚園 白石市 字亘理町３８番地１ 　

白石市スポーツセンター 白石市 東町一丁目６番１号 ○

白石市鷹巣地区コミュニティセンター 白石市 緑が丘１８番１５号 ○

白石市第二幼稚園 白石市 南町二丁目２番１号 ○

白石市南保育園 白石市 南町一丁目７番２０号 ○

白石市越河公民館 白石市 越河五賀字南原２番地１ ○

白石市越河保育園 白石市 越河五賀字南原２番地６ ○

白石市斎川公民館 白石市 斎川字新町尻３１番地 ○

白石市大平公民館 白石市 大平中目字西田７番地 ○

白石市大鷹沢公民館 白石市 大鷹沢三沢字五丁目４８番地 ○

白石市大鷹沢保育園 白石市 大鷹沢三沢字竹ノ中１番地１ ○

白石市白川公民館 白石市 白川津田字内堀６番地１ ○

白石市白川保育園 白石市 白川津田字大淵１番地３ ○

白石市福岡公民館 白石市 福岡⾧袋字陣場が丘１２番地１ ○

白石市北保育園 白石市 福岡⾧袋字岩崎４０番地８ ○

白石市深谷公民館 白石市 福岡深谷字南沖２１番地 ○

旧深谷保育園 白石市 福岡深谷字南沖２６番地 　

スパッシュランドしろいし 白石市 小原字西川久保１８番地 ○

白石市小原公民館 白石市 小原字中北前田３番地２ ○

宮城県白石高等学校（駐輪場、アリーナ） 白石市 八幡町９番１０号 ○

宮城県白石工業高等学校 白石市 郡山字鹿野４３ ○

名取市立増田小学校 名取市 増田三丁目９番２０号 ○

名取市立増田中学校 名取市 増田字柳田２３０番地 ○

名取市増田西公民館 名取市 手倉田字堰根２６５番地の１ ○

名取市立増田西小学校 名取市 手倉田字堰根３３０番地 ○

名取市立第一中学校 名取市 小山一丁目８番１号 ○

名取市名取が丘公民館 名取市 名取が丘三丁目５番３号 ○

名取市立不二が丘小学校 名取市 名取が丘六丁目１１番１号 ○

名取市斎場 名取市 小塚原字新鍋島１５９番地の２ ○

名取市立閖上小中学校 名取市 閖上字佛文寺２７ ○

名取市下増田公民館 名取市 美田園七丁目２２番地の３ ○

名取市立下増田小学校 名取市 美田園七丁目２３番地の３ ○

名取市館腰公民館 名取市 植松三丁目９番５号 ○

名取市立館腰小学校 名取市 植松一丁目２番１７号 ○

名取市愛島公民館 名取市 愛島笠島字上平２７ ○

名取市立愛島小学校 名取市 愛島笠島字東蔵神３４番地 ○

名取市愛島老人憩の家 名取市 愛島塩手字岩沢４番地の２ ○

名取市高舘公民館 名取市 高舘吉田字東真坂３８番地 ○

名取市立高舘小学校 名取市 高舘吉田字⾧六反１１７番地の３ ○
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名取市立第二中学校 名取市 高舘吉田字吉合９０番地 ○

名取市ゆりが丘公民館 名取市 ゆりが丘二丁目１番地の１ ○

名取市立ゆりが丘小学校 名取市 ゆりが丘三丁目２１番地 ○

名取市相互台公民館 名取市 相互台一丁目１０番地の３ ○

名取市立相互台小学校 名取市 相互台一丁目２７番地の１ ○

名取市那智が丘公民館 名取市 那智が丘三丁目１番地の５ ○

名取市立那智が丘小学校 名取市 那智が丘二丁目１番地の１ ○

名取市立みどり台中学校 名取市 みどり台一丁目４番地 ○

宮城県名取北高等学校 名取市 増田字柳田１０３ ○

増田地下道 名取市 増田三丁目地内 ○ ○

角田市市民センター 角田市 角田字牛舘１０番地 ○

旧角田自治センター 角田市 角田字牛舘１９番地５ ○

角田小学校 角田市 角田字牛舘４１番地 ○

角田中学校 角田市 角田字牛舘１番地２ ○

旧角田保育所 角田市 角田字牛舘３９番地

角田児童センター 角田市 角田字牛舘１７番地３

台山公園 角田市 角田字牛舘１００番地 外

角田自治センター 角田市 角田字泉町１４６番地

角田市総合保健福祉センター 角田市 角田字柳町３５番地１ ○

角田市農村婦人の家 角田市 豊室字沼頭１２番地３ ○

横倉小学校 角田市 横倉字杉の堂７番地 ○

横倉自治センター 角田市 横倉字杉の堂４０番地 ○

旧横倉児童館 角田市 横倉字今谷１８６番地２

旧小田小学校 角田市 小田字福田５６番地１

小田自治センター 角田市 小田字福田８０番地 ○

旧小田児童館 角田市 小田字福田８２番地

枝野小学校 角田市 島田字三口７１番地 ○

枝野自治センター 角田市 島田字光畑５７番地１ ○

角田市総合体育館 角田市 枝野字青木１５５番地３１ ○

角田市屋内温水プール 角田市 枝野字青木１５５番地７５ ○

角田市スポーツ交流館 角田市 枝野字青木１５５番地２０ ○

藤尾小学校 角田市 藤田字梶内５１番地２ ○

旧金津中学校 角田市 尾山字荒町１２５番地１ ○

藤尾自治センター 角田市 尾山字五反田１９８番地 ○

旧金津児童センター 角田市 尾山字五反田３１５番地

角田市老人福祉センター内町荘 角田市 尾山字山入９１番地１ ○

角田市婦人研修センター 角田市 尾山字山入９１番地１ ○

旧東根小学校 角田市 平貫字前河２番地１ ○

東根自治センター 角田市 平貫字土浮１０２番地

旧東根児童センター 角田市 平貫字土浮１０２番地

東根やすらぎの家 角田市 平貫字宇賀入３１番地

桜小学校 角田市 佐倉字小山７８番地１ ○

桜自治センター 角田市 佐倉字町裏一番１５５番地 ○

北郷小学校 角田市 岡字阿弥陀入１１番地２ ○

北角田中学校 角田市 江尻字前原５０番地 ○

北郷自治センター 角田市 岡字阿弥陀入６５番地 ○

神次郎運動広場 角田市 神次郎字西中田２番地２

旧西根小学校 角田市 高倉字打越３２番地３ ○
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西根自治センター 角田市 高倉字本町１５番地１ ○

旧西根幼稚園 角田市 高倉字本町４８番地１

宮城県角田高等学校 角田市 角田字牛舘１番地 ○

中島保育所 角田市 角田字中島上５７番地４

中央広場 角田市 角田字牛舘２４番地

小田自治センター体育館 角田市 小田字福田５６番地１

旧枝野幼稚園 角田市 島田字三口７１番地

西根自治センター武徳館 角田市 高倉字呉服屋３５番地１

多賀城市立山王小学校 多賀城市 新田字北３２０番地 ○

新田公民館 多賀城市 新田字北安楽寺８８－２

多賀城市立第二中学校 多賀城市 南宮字八幡１７０番地 ○

山王地区公民館 多賀城市 南宮字毛上２８ ○

多賀城市立高崎中学校 多賀城市 高崎２丁目２５番１号 ○

高崎集会所 多賀城市 高崎３丁目１５番１号

多賀城市役所 多賀城市 中央２丁目１番1号 ○ 　

多賀城市文化センター 多賀城市 中央２丁目２７番１号 ○

多賀城市立多賀城小学校 多賀城市 伝上山１丁目１番１号 ○

多賀城市民プール 多賀城市 伝上山２丁目６番６号 ○

多賀城市総合体育館 多賀城市 下馬５丁目９番３号 ○

多賀城市立天真小学校 多賀城市 鶴ヶ谷２丁目２１番１号 ○

多賀城市シルバーヘルスプラザ 多賀城市 鶴ヶ谷１丁目６番３号 ○

多賀城市立東豊中学校 多賀城市 笠神５丁目４番１号 ○

笠神会館 多賀城市 笠神３丁目１番１８号

大代地区公民館 多賀城市 大代５丁目１番４６号 ○

多賀城東小学校 多賀城市 笠神５丁目８番１号 ○

多賀城市立多賀城中学校 多賀城市 鶴ヶ谷１丁目９番１号 ○

桜木東集会所 多賀城市 栄１丁目５番４号

多賀城市立八幡小学校 多賀城市 八幡字六貫田１７２番地 ○

八幡公民館 多賀城市 八幡２丁目８番７号

多賀城市立城南小学校 多賀城市 城南１丁目１７番１号 ○

勤労者活動センター 岩沼市 三色吉字松１５０－１ ○

市民体育センター 岩沼市 桜2丁目８－３０ ○

玉浦中学校 岩沼市 恵み野２丁目４－１ ○

玉浦小学校 岩沼市 早股字小林３９６－１ ○

市民会館・中央公民館 岩沼市 里の杜1丁目２－４５ ○

農村環境改善センター 岩沼市 北⾧谷字樋下２２４－１ ○

総合体育館 岩沼市 里の杜1丁目１－１ ○

宮城県名取高等学校 岩沼市 字朝日５０ ○

宮城県立支援学校岩沼高等学園 岩沼市 北⾧谷字豊田１番地１ ○

桜地下道 岩沼市 桜二丁目地内 ○ ○

末広地下道 岩沼市 末広二丁目地内 ○ ○

登米市森公民館 登米市 迫町森字西表195番地 ○

登米市立佐沼小学校 登米市 迫町佐沼字錦108番地 ○

登米市光ヶ丘球場 登米市 迫町佐沼字光ヶ丘１番地 ○

登米市迫武道館 登米市 迫町佐沼字八幡一丁目3番地17

登米市立佐沼中学校 登米市 迫町佐沼字沼向4番地 ○

登米市迫公民館 登米市 迫町佐沼字中江二丁目6番地1 ○

登米市迫体育館 登米市 迫町佐沼字中江二丁目6番地1 ○
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登米市立北方小学校 登米市 迫町北方字富永110番地5 ○

登米市北方公民館 登米市 迫町北方字富永109番地2 ○

登米市立新田中学校 登米市 迫町新田字山居37番地1 ○

登米市新田公民館 登米市 迫町新田字小友65番地 ○

旧登米市立新田第二小学校 登米市 迫町新田字対馬51番地7 ○

登米市立登米中学校 登米市 登米町大字日根牛小川向10番地 ○

登米市登米老人福祉センター 登米市 登米町寺池金谷12番地1 ○

登米市立登米小学校 登米市 登米町寺池桜小路6番地 ○

登米市登米公民館 登米市 登米町寺池目子待井391番地 ○

登米市登米総合体育館 登米市 登米町寺池目子待井10番地 ○

登米市立米谷小学校 登米市 東和町米谷字越路75番地 ○

登米市米谷公民館 登米市 東和町米谷字秈荷75番地 ○

登米市立東和中学校 登米市 東和町米谷字細野35番地 ○

登米市立錦織小学校 登米市 東和町錦織字山居沢15番地

登米市東和総合運動公園 登米市 東和町錦織字雷神山15番地3

登米市錦織公民館 登米市 東和町錦織字雷神山15番地3 ○

旧登米市立嵯峨立小学校 登米市 東和町錦織字岩ノ沢150番地 ○

登米市立米川小学校 登米市 東和町米川字東綱木31番地 ○

登米市東和地域福祉センター 登米市 東和町米川字六反55番地1

登米市米川公民館 登米市 東和町米川字四十田25番地1 ○

登米市立石森小学校 登米市 中田町石森字前田29番地 ○

登米市立加賀野小学校 登米市 中田町石森字加賀野一丁目17番地1 ○

登米市立宝江小学校 登米市 中田町宝江新井田字後田22番地 ○

登米市立中田幼稚園 登米市 中田町宝江新井田字要害3番地1 ○

登米市立上沼小学校 登米市 中田町上沼字弥勒寺大下91番地2 ○

旧登米市立上沼小学校 登米市 中田町上沼字八幡山78番地 ○

登米市中田生涯学習センター 登米市 中田町上沼字舘43番地 ○

登米市立浅水小学校 登米市 中田町浅水字下川面188番地 ○

登米市立中田中学校 登米市 中田町宝江黒沼字新西野70番地 ○

登米市石森ふれあいセンター 登米市 中田町石森字茶畑7番地 ○

登米市宝江ふれあいセンター 登米市 中田町宝江黒沼字浦38番地3

登米市上沼ふれあいセンター 登米市 中田町上沼字弥勒寺大下90番地1 ○

登米市浅水ふれあいセンター 登米市 中田町浅水字荒神堂150番地2

登米市中田総合体育館 登米市 中田町宝江黒沼字浦38番地3 ○

登米市中田Ｂ＆Ｇ海洋センター 登米市 中田町宝江黒沼字浦38番地5 ○

登米市中田老人福祉センター 登米市 中田町上沼字西桜場18番地 ○

登米市中田農村環境改善センター 登米市 中田町上沼字西桜場18番地 ○

登米市中田球場 登米市 中田町宝江黒沼字畑中138番地13 ○

登米市立豊里小中学校 登米市 豊里町上町裏100番地 ○

登米市豊里公民館 登米市 豊里町小口前80番地

登米市南方農村環境改善センター 登米市 南方町八の森40番地1 ○

登米市南方老人福祉センター 登米市 南方町本郷大嶽37番地 ○

登米市南方総合運動場（体育館） 登米市 南方町堤田38番地 ○

登米市立南方小学校 登米市 南方町山成95番地6 ○

登米市立南方中学校 登米市 南方町西山成前21番地1 ○

登米市立西郷小学校 登米市 南方町尼池10番地1 ○

登米市立東郷小学校 登米市 南方町堂地193番地2 ○

旧登米市立善王寺小学校 登米市 米山町字善王寺石神68番地 ○
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登米市立米山東小学校 登米市 米山町字桜岡鈴根1番地 ○

登米市立米岡小学校 登米市 米山町西野字古舘廻27番地2 ○

登米市立中津山小学校 登米市 米山町中津山字城内前4番地 ○

登米市立米山中学校 登米市 米山町西野字西小路2番地 ○

登米市米山公民館 登米市 米山町西野字的場181番地 ○

登米市中津山公民館 登米市 米山町中津山字清水11番地54 ○

登米市吉田体育館 登米市 米山町字桜岡上待井276番地 ○

登米市米山Ｂ＆Ｇ海洋センター 登米市 米山町中津山字清水11番地54 ○

登米市米山柔剣道場 登米市 米山町西野字西小路2番地

登米市吉田運動場 登米市 米山町字桜岡今泉68番地

登米市中津山運動場 登米市 米山町中津山字清水11番地

登米市立石越小学校 登米市 石越町北郷字⾧根134番地 ○

登米市立石越中学校 登米市 石越町南郷字矢作48番地 ○

登米市石越体育センター 登米市 石越町南郷字矢作122番地2 ○

登米市石越公民館 登米市 石越町南郷字矢作122番地2 ○

登米市石越防災センター 登米市 石越町南郷字愛宕81番地 ○

登米市石越保健センター 登米市 石越町南郷字矢作130番地1 ○

登米市石越福祉センター 登米市 石越町南郷字新石沢前47番地4 ○

登米市石越総合運動公園 登米市 石越町南郷字矢作122番地1

登米市立柳津小学校 登米市 津山町柳津字本町57番地 ○

登米市津山林業総合センター 登米市 津山町柳津字黄牛田高畑59番地 ○

登米市若者総合体育館 登米市 津山町柳津字黄牛田高畑59番地 ○

登米市津山運動広場 登米市 津山町柳津字黄牛田高畑59番地

登米市津山老人福祉センター 登米市 津山町柳津字黄牛田高畑36番地5

登米市立津山中学校 登米市 津山町柳津字舘石6番地 ○

登米市津山公民館 登米市 津山町横山字本町24番地 ○

登米市立横山小学校 登米市 津山町横山字本町91番地 ○

宮城県佐沼高等学校（体育館） 登米市 迫町佐沼字末広1番地 ○

登米市迫老人福祉センター 登米市 迫町北方字大洞45番地3 ○

登米市立新田小学校 登米市 迫町新田字山居37番地1 ○

宮城県登米高等学校（体育館） 登米市 登米町寺池桜小路3番地 ○

旧宮城県米谷工業高等学校（校庭） 登米市 東和町米谷字古舘88番地

登米市及甚と源氏ボタル交流館 登米市 東和町米川字軽米87番地4 ○

登米市中田保健福祉会館 登米市 中田町上沼字西桜場18番地 ○

登米市中田体育センター 登米市 中田町宝江黒沼字新西野136番地2 ○

宮城県登米総合産業高等学校（体育館、柔道場、第２・３グラウンド）登米市 中田町上沼字北桜場223番地1 ○

豊里デイサービスセンター 登米市 豊里町笑沢153番地78 ○

登米市豊里鴇波コミュニティセンター 登米市 豊里町白鳥山72番地

登米市平筒沼農村文化自然学習館 登米市 豊里町久寿田64番地2

登米市豊里多目的研修センター 登米市 豊里町土手下141番地 ○

登米市南方公民館 登米市 南方町八の森40番地1 ○

登米市南方保健センター 登米市 南方町八の森40番地1 ○

登米市南方体育センター 登米市 南方町西山成前21番地1

登米市南方武道伝承館 登米市 南方町西山成前16番地1

登米市南方定住促進センター 登米市 南方町本郷大嶽37番地

登米市南方就業改善センター 登米市 南方町堤田38番地

登米市善王寺コミュニティセンター 登米市 米山町字善王寺新沼田15番地

登米市吉田公民館 登米市 米山町字桜岡江浪41番地 ○
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登米市米山体育館 登米市 米山町西野字的場181番地 ○

飛鳥未来きずな高等学校 登米市 米山町中津山字筒場埣215番地 ○

栗原市立宮野小学校 栗原市 築館字上宮野台２９１番地 ○

栗原市立築館小学校 栗原市 築館薬師一丁目６番１号 ○

栗原市築館体育センター 栗原市 築館高田二丁目８番１２号 ○

栗原市立栗駒中学校 栗原市 栗駒中野大柳１００番地 ○

栗原市栗駒総合体育館 栗原市 栗駒岩ケ崎裏山２１６番地６４ ○

栗原市栗駒高齢者地域福祉施設 栗原市 栗駒八幡西沢１０番地１ ○

みちのく伝創館 栗原市 栗駒岩ケ崎松木田７９番地 ○

栗原市高清水コミュニティセンター 栗原市 高清水五輪２９番地１ ○

栗原市高清水保健福祉センター 栗原市 高清水東館３４番地 ○

栗原市立高清水小学校 栗原市 高清水西善光寺２１番地 ○

栗原市一迫老人福祉センター 栗原市 一迫真坂字高橋２０番地１ ○

栗原市一迫農村環境改善センター 栗原市 一迫字川口中野３０番地 ○

栗原市立栗原西中学校 栗原市 一迫真坂字鶴町１２３番地 ○

栗原市一迫ふれあいホール 栗原市 一迫真坂字高橋２０番地１ ○

栗原市立栗原南中学校 栗原市 瀬峰下田２番地１ ○

栗原市瀬峰公民館 栗原市 瀬峰下田３２番地１ ○

栗原市瀬峰農村環境改善ｾﾝﾀｰ 栗原市 瀬峰大境山２４番地１６ ○

栗原市瀬峰保健センター 栗原市 瀬峰⾧者原３７番地２ ○

栗原市役所金成庁舎（金成総合支所） 栗原市 金成沢辺町沖２００番地 ○

栗原市教育研究センター 栗原市 金成沢辺西大寺１番地５ ○

栗原市立金成小・中学校 栗原市 金成小迫高見山３５番地３ ○

栗原市けやき会館 栗原市 金成中町７番地 ○

栗原市萩野公民館 栗原市 金成有壁舘下２９番地 ○

栗原市金成体育センター 栗原市 金成沢辺町沖２００番地 ○

栗原市立志波姫小学校 栗原市 志波姫沼崎新田６４番地 ○

栗原市立志波姫中学校 栗原市 志波姫沼崎大谷地５番地１ ○

栗原市志波姫公民館 栗原市 志波姫新原１３９番地 ○

この花さくや姫プラザ 栗原市 志波姫沼崎南沖４５２番地 ○

栗原市花山コミュ二テイセンター 栗原市 花山字本沢北ノ前７７番地 ○

栗原市草木コミュ二テイセンター 栗原市 花山字草木沢原井田４０番地１ ○

栗原市立築館中学校 栗原市 築館高田２丁目８番地１ ○

栗原文化会館 栗原市 築館高田２丁目１番地１０ ○

栗原市立若柳小学校 栗原市 若柳字川北塚原５５番地 ○

栗原市立若柳中学校 栗原市 若柳川南袋２５番地 ○

栗原市若柳総合文化センター 栗原市 若柳字川北古川８３番地 ○

栗原市若柳公民館 栗原市 若柳字川北古川８３番地 ○

栗原市若柳総合体育館 栗原市 若柳字川南道伝前１２５番地２ ○

栗原市若柳多目的研修センター 栗原市 若柳川南戸ノ西４番地 ○

栗原市衛生センター 栗原市 栗原市若柳字上畑岡鵜経沢６１番地５ ○

栗原市立栗駒小学校 栗原市 栗駒岩ケ崎下小路１番地 ○

栗原市立栗駒南小学校 栗原市 栗駒稲屋敷後原前９番地２ ○

栗原市立鶯沢小学校 栗原市 鶯沢南郷辻前１０番地 ○

栗原市鶯沢多目的研修センター 栗原市 鶯沢袋八坂６６番地 ○

栗原市鶯沢振興センター 栗原市 鶯沢南郷八升１６番地 ○

栗原市立花山小学校 栗原市 花山字本沢鯨ヶ森３３番地３ ○

宮城県築館高等学校 栗原市 築館字下宮野町浦２２ ○
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宮城県迫桜高等学校 栗原市 若柳字川南戸ノ西１８４ ○

宮城県岩ヶ崎高等学校 栗原市 栗駒中野愛宕下１－３ ○

宮城県一迫商業高等学校 栗原市 一迫真坂字町東１３３番地 ○

金成町沢辺地下道 栗原市 金成沢辺西大寺地内 ○ ○

東松島市立矢本東小学校 東松島市 矢本字大溜１２６番地１ ○

東松島市立矢本第一中学校 東松島市 小松字上浮足１９４番地 ○

東松島市立矢本西小学校 東松島市 矢本字四反走６３番地 ○

東松島市立大曲小学校 東松島市 大曲字寺前５番地２ ○

東松島市立赤井小学校 東松島市 赤井字中二号１１番地１ ○

東松島市立赤井南小学校 東松島市 赤井字川前一１０７番地 ○

東松島市立矢本第二中学校 東松島市 赤井字川前一１６番地１ ○

東松島市立大塩小学校 東松島市 大塩字中沢下５番地 ○

東松島市立鳴瀬桜華小学校 東松島市 小野字宮前３１番地 ○

東松島市立鳴瀬未来中学校 東松島市 野蒜字上野蒜２３２番地 ○

鷹来の森運動公園 東松島市 大塩字山崎５番地１ ○

東松島市立宮野森小学校 東松島市 野蒜ヶ丘二丁目1番地1

宮城県東松島高等学校 東松島市 矢本字上河戸１６ ○

宮城県石巻西高等学校 東松島市 赤井字七反谷地２７番地 ○

上古川公園 大崎市 古川字上古川１１３番地１

諏訪公園 大崎市 古川諏訪２丁目１１６番地１

諏訪スポーツ公園 大崎市 古川諏訪２丁目１１8番地１

大崎市立古川第一小学校 大崎市 古川ニノ構７番６７号

大崎市立古川中学校 大崎市 古川ニノ構７番５４号

大崎市古川西部コミュニティセンター 大崎市 古川諏訪三丁目３番１２号

古川西保育所 大崎市 古川諏訪三丁目３番１０号

前田町公園 大崎市 古川前田町１３３番地

旧大崎市古川中央児童館跡地 大崎市 古川前田町１番３７号

旧大崎市古川中央コミュニティセンター 大崎市 古川北町一丁目１番３５号

福浦団地公園 大崎市 古川福浦１丁目１４番地６

古川北町保育所 大崎市 古川北町四丁目４番２５号

大崎市民会館 大崎市 古川北町五丁目５番１号 ○

旧大崎市中央公民館 大崎市 古川北町五丁目５番２号 ○

荒雄公園 大崎市 古川福沼１丁目２番地１

大崎市立古川第二小学校 大崎市 古川福沼三丁目１６番１号

福沼児童遊園地 大崎市 古川福沼２丁目３番地

大崎市古川東児童センター 大崎市 古川駅東ニ丁目６番３２号

旧大崎市古川東部コミュニティセンター 大崎市 古川李埣三丁目１番３号

三日町公園 大崎市 古川三日町１丁目６３番地１

大崎市古川南児童センター 大崎市 古川南町三丁目７番２６号

古川たんぽぽ保育所 大崎市 古川小稲葉町８番１５号

南町団地児童遊園地 大崎市 古川栄町１０番地１３

大崎市古川南部コミュニティセンター 大崎市 古川北稲葉一丁目１番１６号

大崎市立古川第三小学校 大崎市 古川金五輪一丁目１３番１号

沖稲葉団地公園 大崎市 古川稲葉４丁目２３０番地２０

駅前一号公園 大崎市 古川駅前大通２丁目１２３番地

駅前二号公園 大崎市 古川駅前大通２丁目１９１番地

駅南一号公園 大崎市 古川駅南１丁目７番地

駅南二号公園 大崎市 古川駅南２丁目７番地
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大崎市立古川東中学校 大崎市 古川旭四丁目５番１号

大崎市古川総合体育館 大崎市 古川旭四丁目５番地２ ○

大崎市古川敷玉地区公民館 大崎市 古川石森字石神６９番地

大崎市立敷玉小学校 大崎市 古川石森字石神１０番地１

大崎市古川高倉地区公民館 大崎市 古川中沢字中沢屋敷２４２番地

大崎市立高倉小学校 大崎市 古川中沢字中沢屋敷２４２番地

大崎市古川志田地区公民館 大崎市 古川飯川字熊野５９番地

大崎市立志田小学校 大崎市 古川飯川字熊野４０番地２

大崎市古川志田東部コミュニティセンター 大崎市 古川穂波八丁目１５番１５号

西古川児童遊園 大崎市 古川新堀字東田１番地１８

大崎市西古川地区公民館 大崎市 古川保柳字氏子２０２番地

大崎市立西古川小学校 大崎市 古川保柳字氏子１１４番地１

大崎市立古川西中学校 大崎市 古川渋井字全壮１９１番地

大崎市古川東大崎地区公民館 大崎市 古川大崎字朝日３２番地

大崎市立東大崎小学校 大崎市 古川大崎字伏見梅田１９番地

大崎市古川宮沢地区公民館 大崎市 古川小林字新一本杉１７０番地

旧宮沢小学校 大崎市 古川宮沢字新田町３４番地

大崎市古川⾧岡地区公民館 大崎市 古川荒谷字新樋ノ口８１番地

大崎市立古川北小学校 大崎市 古川荒谷字樋ノ口６２番地２

大崎市古川富永地区公民館 大崎市 古川富⾧字五右エ門６番地２号

旧富永小学校 大崎市 古川富⾧字五右エ門６番地２

大崎市古川清滝地区公民館 大崎市 古川清水沢字⾧泥３０番地２号

旧清滝小学校 大崎市 古川清水沢字⾧泥３０番地２

大崎市立古川第四小学校 大崎市 古川大宮八丁目２番１号

大崎市古川大宮児童センター 大崎市 古川大宮四丁目９番８号

大崎市古川保健福祉プラザ 大崎市 古川三日町ニ丁目５番１号 ○

大崎市立古川第五小学校 大崎市 古川穂波三丁目５番７号

大崎市立古川南中学校 大崎市 古川穂波三丁目６番４７号 ○

大崎市古川稲葉児童センター 大崎市 古川穂波三丁目６番２号

大崎市市民プール 大崎市 古川福沼一丁目１５番１号 ○

大崎市松山体育館 大崎市 松山千石字松山３４番地１ ○

大崎市松山公民館（松山青少年交流館） 大崎市 松山千石字松山４２８ ○

大崎市松山老人福祉センター 大崎市 松山千石字松山４２８番地 ○

大崎市松山B&G海洋センター 大崎市 松山千石字新広岡台４５番地 ○

松山体育研修センター 大崎市 松山千石字新広岡台７ ○

大崎市立松山小学校 大崎市 松山千石字舛形１３３番地 ○

大崎市立松山中学校 大崎市 松山千石字新広岡台１５０番地 ○

大崎市立下伊場野小学校 大崎市 松山下伊場野字大柳２２番地 ○

大崎市松山保健福祉センター 大崎市 松山千石字広田１１番地 ○

大崎市立三本木小学校 大崎市 三本木字天王沢１９番地 ○

大崎市立三本木中学校 大崎市 三本木字鹿野沢７８番地２ ○

大崎市三本木総合体育館 大崎市 三本木桑折字沼下２９番地２ ○

大崎市三本木総合支所 大崎市 三本木字大豆坂２４番地３ ○

大崎市三本木保健福祉センター 大崎市 三本木字大豆坂２４番地３ ○

大崎市三本木公民館 大崎市 三本木字西沢３３番地１ ○

斉田生活センター 大崎市 三本木斉田字堤防内２－３

音無集会所 大崎市 三本木音無字前岩井２２，２３

大崎市三本木上三区コミュニティセンター 大崎市 三本木坂本字寺島１１番地２
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大崎市三本木ふるさと研修センター 大崎市 三本木蟻ヶ袋字山畑１－1４

大崎市三本木伊賀集会所 大崎市 三本木伊賀字中伊賀１１番地２

大崎市三本木混内山集会所 大崎市 三本木蟻ヶ袋字混内山１－１

大崎市三本木新町コミュニティセンター 大崎市 三本木新町一丁目９番７号

大崎市三本木南新町コミュニティセンター 大崎市 三本木新町二丁目２０番７号

大崎市三本木南町地区コミュニティセンター 大崎市 三本木字鹿野沢８１番地１

大崎市三本木伊場野地区コミュニティセンター大崎市 三本木伊場野字鉄炮町８番地

大崎市三本木下三区コミュニティセンター 大崎市 三本木桑折字八幡東３番地２

大崎市三本木仲町地区コミュニティセンター 大崎市 三本木字大谷１１番地

大崎市三本木北町地区コミュニティセンター 大崎市 三本木字善並田１２１番地１

大崎市三本木蒜袋集会所 大崎市 三本木蒜袋字南屋敷１９番地７

大崎市三本木多田川集会所 大崎市 三本木蒜袋字東谷地４９番地１

大崎市三本木南谷地集会所 大崎市 三本木字新鹿嶋１３番地１

大崎市三本木新沼地区コミュニティセンター 大崎市 三本木字新沼字荒屋敷１２２番地１

新沼運動公園 大崎市 三本木字新沼字天神４

大崎市立鹿島台小学校 大崎市 鹿島台平渡字上戸１番地 ○

旧鹿島台第二小学校 大崎市 鹿島台大迫字寺沢４０番地１ ○

大崎市立鹿島台中学校 大崎市 鹿島台平渡字狸沢５０番地 ○

大崎市立鹿島台第一幼稚園 大崎市 鹿島台平渡字小沢９番地１９ ○

旧鹿島台第二幼稚園 大崎市 鹿島台大迫字寺沢４０番地１４ ○

大崎市鹿島台保健センター 大崎市 鹿島台平渡字西要害１２番地１ ○

前迫公園 大崎市 鹿島台木間塚字前迫９６番地１

鹿島台⾧寿生活支援センター「ゆうゆう館」 大崎市 鹿島台平渡字上敷１９番地７ ○

大崎市鹿島台野球場 大崎市 鹿島台広⾧字無清水４番地

大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設鎌田記念ホール大崎市 鹿島台木間塚字福芦３３５番地１ ○

大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄ大゙崎市 鹿島台木間塚字福芦３３５番地１

大崎市鹿島台公民館 大崎市 鹿島台木間塚字小谷地５０４番地１ ○

大崎市鹿島台中央児童館 大崎市 鹿島台木間塚字姥ヶ沢９８番地１ ○

大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設鹿島台中央野球場大崎市 鹿島台木間塚字小谷地３７１番地３

大崎市真山地区公民館 大崎市 岩出山字上真山下外道１３番地２

旧大崎市立真山小学校 大崎市 岩出山字上真山日向要害２番地 ○

大崎市池月地区公民館 大崎市 岩出山池月字下宮道下４番地１ ○

大崎市一栗体育館 大崎市 岩出山池月字下宮道下４番地１ ○

旧大崎市立池月小学校 大崎市 岩出山池月字下宮山下３０番地 ○

大崎市上野目地区公民館 大崎市 岩出山下一栗字蛇王田７３番地

大崎市岩出山屋内運動場（パルアリーナ） 大崎市 岩出山下一栗字蛇王田７３番地

旧大崎市立上野目小学校 大崎市 岩出山下一栗字片岸浦９番地 ○

大崎市岩出山体育センター 大崎市 岩出山上野目字中川原２１－１ ○

大崎市立岩出山小学校 大崎市 岩出山字城山３１番地 ○

川北ふれ愛センター 大崎市 岩出山下野目字向山１－１

大崎市西大崎地区公民館 大崎市 岩出山下野目字泉山１９８番地１３

旧大崎市立西大崎小学校 大崎市 岩出山下野目字泉山２０５番地 ○

老人憩いの家やすらぎ荘 大崎市 岩出山字木通沢１３２－１の内

城山公園 大崎市 岩出山字城山４２－２

大崎市立岩出山中学校 大崎市 岩出山字松沢２０２番地１ ○

有備館の森公園 大崎市 岩出山字上川原町４－６

大崎市岩出山文化会館（スコーレハウス） 大崎市 岩出山字船場２１番地 ○

大崎市立川渡小学校 大崎市 鳴子温泉字築沢２９番地 ○
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大崎市鳴子公民館・大崎市鳴子スポーツセンター大崎市 鳴子温泉字鷲ノ巣８５番地４ ○

江合川緑地公園 大崎市 鳴子温泉字馬場地内河川敷

大崎市立鳴子中学校 大崎市 鳴子温泉字町西９７番地１ ○

大崎市立鳴子小学校 大崎市 鳴子温泉字湯元２９番地 ○

中山コミュニティセンター 大崎市 鳴子温泉字星沼１９－１ ○

大崎市⿁首地区公民館 大崎市 鳴子温泉⿁首字原４３番地１

大崎市立⿁首小学校 大崎市 鳴子温泉⿁首字八幡原１９番地 ○

大崎市立田尻小学校 大崎市 田尻通木字一所谷１０番地３ ○

大崎市立沼部小学校 大崎市 田尻沼部字山崎一７番地 ○

大崎市立大貫小学校 大崎市 田尻大貫字境３７番地１ ○

大崎市立田尻中学校 大崎市 田尻沼部字早稲田１５番地 ○

大崎市田尻地区公民館（大崎市田尻農村環境改善センター）大崎市 田尻通木字新合志田６０番地 ○

田尻萬嶺閣 大崎市 田尻大嶺字薬師５３番２ ○

大崎市田尻総合体育館 大崎市 田尻沼部字早稲田４２番地 ○

大崎市田尻スキップセンター 大崎市 田尻通木字中崎東１０番地１ ○

大崎市沼部公民館，大崎市田尻老人福祉センター，大崎市田尻保健センター大崎市 田尻沼部字富岡１６６番地 ○

大崎市大貫地区公民館 大崎市 田尻大貫字境３６番地１ ○

横須賀団地集会所 大崎市 田尻沼部字新寺前１３番

宮城県古川黎明中学校・高等学校 大崎市 古川諏訪１丁目４－２６ ○

宮城県古川工業高等学校 大崎市 古川北町４丁目７－１ ○

宮城県古川高等学校 大崎市 古川南町２丁目３－１７ ○

宮城県田尻さくら高等学校 大崎市 田尻沼部字中新堀１３７ ○

稲葉地下道 大崎市 古川稲葉字鴻ノ巣地内 ○ ○

風のこみち 大崎市 古川稲葉字谷地地内 ○ ○

城西地下道 大崎市 古川城西一丁目地内 ○ ○

宮袋地下道 大崎市 古川若葉町一丁目地内 ○ ○

ひかりのこみち 大崎市 古川大宮八丁目地内 ○ ○

福浦地下道 大崎市 古川福浦字土手内地内 ○ ○

上古川地下道 大崎市 古川字本鹿島地内 ○ ○

塚目地下道（石名坂地内） 大崎市 古川塚目字石名坂地内 ○ ○

塚目地下道（古川ＩＣ） 大崎市 古川塚目字石名坂地内 ○ ○

新田地下道（古川ＩＣ） 大崎市 古川新田字中州地内 ○ ○

川渡地下道 大崎市 鳴子温泉字川渡地内 ○ ○

平沢地区公民館 蔵王町 大字平沢字内屋敷１４－１ ○

蔵王町立平沢小学校 蔵王町 大字平沢字台屋敷６２ ○

平沢児童館 蔵王町 大字平沢字上の台２７ ○

円田児童館 蔵王町 大字円田字堀の内５０ ○

円田地区公民館 蔵王町 大字円田字堀の内４ ○

蔵王町立円田小学校 蔵王町 大字円田字堀の内２８ ○

蔵王町立円田中学校 蔵王町 大字平沢字伊原沢下２３ ○

永野保育所 蔵王町 大字円田字天王下１－１ ○

蔵王町地域福祉センター 蔵王町 大字円田字愛宕前３３ ○

蔵王町ふるさと文化会館 蔵王町 大字円田字西浦５ ○

永野幼稚園 蔵王町 大字塩沢字上野２９－２３ ○

蔵王町立永野小学校 蔵王町 大字円田字北浦１６ ○

蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター 蔵王町 大字曲竹字河原前１－６１ ○

蔵王勤労者体育センター 蔵王町 宮字下原田東３０

老人憩いの家黄金川温泉白鳥荘 蔵王町 宮字中野１２９ ○
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蔵王町立宮中学校 蔵王町 宮字馬飼１６ ○

宮幼稚園 蔵王町 宮字馬場６６－１ ○

宮保育所 蔵王町 宮字明神前５５

宮地区公民館 蔵王町 宮字町２１ ○

蔵王町立宮小学校 蔵王町 宮字井戸井３３ ○

蔵王町立遠刈田中学校 蔵王町 遠刈田温泉字小妻坂山１６ ○

蔵王町立遠刈田小学校 蔵王町 遠刈田温泉字小妻坂山２５ ○

遠刈田地区公民館 蔵王町 遠刈田温泉字遠刈田北山１８ ○

遠刈田幼稚園 蔵王町 遠刈田温泉字遠刈田北山２１－１

横川集落センター 七ヶ宿町 七ヶ宿町字横川１１番地２

七ヶ宿町公民館⾧老分館 七ヶ宿町 七ヶ宿町字⾧老２９５番地４

七ヶ宿町立七ヶ宿小学校 七ヶ宿町 七ヶ宿町字利津保１６番地１ ○

七ヶ宿町開発センター 七ヶ宿町 七ヶ宿町字関１２６番地 ○

七ヶ宿町立七ヶ宿中学校 七ヶ宿町 七ヶ宿町字瀬見原１番地

七ヶ宿町公民館滑津分館 七ヶ宿町 七ヶ宿町字愛宕下４７番地１

七ヶ宿町公民館峠田分館 七ヶ宿町 七ヶ宿町字滝ノ下１０番地１

ふるさと体験交流館 七ヶ宿町 七ヶ宿町字町裏８１番地 ○

七ヶ宿町公民館干蒲分館 七ヶ宿町 七ヶ宿町字行人原道上４３番地２

七ヶ宿町活性化センター 七ヶ宿町 七ヶ宿町字関９４番地 ○

湯原コミュニティセンター 七ヶ宿町 七ヶ宿町字湯原７８番地

七ヶ宿町公民館矢立分館 七ヶ宿町 七ヶ宿町字矢立２６番地３

大河原町立大河原小学校 大河原町 字町１００番地 ○

大河原町立大河原中学校 大河原町 字東１番地 ○

大河原町立大河原南小学校 大河原町 大谷字鷺沼入２７番地１ ○

大河原町立金ヶ瀬小学校 大河原町 金ヶ瀬字居掛２１番地 ○

大河原町立金ヶ瀬中学校 大河原町 金ヶ瀬字原７４番地 ○

大河原町総合体育館 大河原町 字小島１番地７ ○

大河原町中央公民館 大河原町 字町１９６番地 ○ ○

大河原町金ヶ瀬公民館 大河原町 金ヶ瀬字原８８番地 ○

大河原公園 大河原町 字緑町３０番地

橋本交流センター 大河原町 字西４６８番地１

世代交流いきいきプラザ 大河原町 大谷字末広５０番地１

東部屋内運動場 大河原町 大谷字山下４４番地

宮城県柴田農林高等学校 大河原町 字上川原７－２ ○

宮城県大河原商業高等学校 大河原町 大谷字西原前１５４－６ ○

中川原地下道 大河原町 金ケ瀬字中川原地内 ○ ○

村田町中央公民館 村田町 村田字西田２８番地 ○

村田町町民体育館 村田町 村田字塩内２番地 ○ ○

村田町立村田小学校 村田町 村田字迫６番地 ○

村田町立村田第一中学校 村田町 村田字七小路９２番地 ○

沼辺地区公民館 村田町 沼辺字学校前６２番地

村田町立村田第二小学校 村田町 沼辺字籠田７２番地 ○

村田町立村田第二中学校 村田町 沼辺字二丁町３２番地 ○

小泉地区公民館 村田町 小泉字古館１番地２

旧村田町立村田第三小学校 村田町 小泉字南乙内２２番地 ○

姥ヶ懐地区公民館 村田町 小泉字肬石２９番地

東足立地区公民館 村田町 足立字岫１３番地

西足立地区公民館 村田町 足立字明神９３番地
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菅生地区公民館 村田町 菅生字宮根５９番地

旧村田町立村田第四小学校 村田町 菅生字宮２２番地 ○

船岡城址公園 柴田町 船岡字館山１８－８ ○

船岡体育館 柴田町 船岡南２丁目２－３４ ○

船迫生涯学習センター 柴田町 西船迫３丁目３－１０４ ○

柴田町立船迫小学校 柴田町 西船迫３丁目１－３ ○

柴田町立船迫中学校 柴田町 西船迫４丁目１－２ ○

柴田町立槻木小学校 柴田町 槻木駅西２丁目１４－１ ○

槻木生涯学習センター 柴田町 槻木下町３丁目１－６０ ○

槻木体育館 柴田町 槻木下町２丁目６－１９

柴田町立槻木中学校 柴田町 槻木東２丁目３－１ ○

農村環境改善センター 柴田町 入間田字外の馬場２２０ ○

柴田町立柴田小学校 柴田町 葉坂字鍛冶内３０ ○

柴田町立西住小学校 柴田町 船岡字大住町１６－１ ○

船岡生涯学習センター 柴田町 中名生字西宮前４９ ○

柴田町立船岡小学校 柴田町 船岡東１丁目２－６０ ○

柴田町立船岡中学校 柴田町 船岡字七作２６ ○

柴田町立東船岡小学校 柴田町 上名生字下中川９３－１ ○

船岡中央公園 柴田町 船岡東２丁目５６

総合運動場 柴田町 上名生字明神堂２６－１

生涯教育総合運動場 柴田町 入間田字蛇檀１－１

並松運動場 柴田町 船岡字並松６－１

葛岡山公園 柴田町 槻木西１丁目３１９－１

葛岡公園 柴田町 槻木西１丁目３０２－１

西船迫公園 柴田町 西船迫３丁目１－２

富上農村公園 柴田町 富沢字青木町６－２

成田農村公園 柴田町 成田字寺田１０７

船迫こどもセンター 柴田町 船岡字若葉町１０－１６

しばたの郷土館 柴田町 船岡西１丁目６－２６ ○

西住公民館 柴田町 船岡字大住町１３－１ ○

西住児童館 柴田町 船岡字大住町１０－２

宮城県柴田高等学校 柴田町 本船迫字十八津入７－３ ○

川崎町立川崎小学校（体育館） 川崎町 大字前川字舘山西５番地１ ○

川崎町立川崎中学校（体育館） 川崎町 大字前川字伊勢原１２番地 ○

川崎町公民館 川崎町 大字前川字裏丁１７５番地２ ○

川崎町山村開発センター 川崎町 大字前川字裏丁１７５番地１ ○

川崎町役場 川崎町 大字前川字裏丁１７５番地１ ○

城山公園 川崎町 大字前川字舘山西５番地１

川崎町立川崎第二小学校（体育館） 川崎町 大字今宿字町尻１番地 ○

川崎町公民館野上分館 川崎町 大字今宿字野上町２３番地１ ○

立野地区集落センター 川崎町 大字今宿字立野屋敷１６番地１

川崎町公民館古関分館 川崎町 大字今宿字叺畑８番地１

川崎町公民館笹谷分館 川崎町 大字今宿字神林２１番地 ○

川崎町立前川小学校（体育館） 川崎町 大字前川字大森１１１番地４ ○

前川東部地区集落センター 川崎町 大字前川字大向２９番地２

腹帯地区集落センター 川崎町 大字前川字松葉森山１番地１６０

旧前川小学校青根分校 川崎町 大字前川字名号下山３番地７ ○

川内地区生活改善センター 川崎町 大字川内字荒羽賀２５２番地３
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川崎町Ｂ＆Ｇ海洋センター 川崎町 大字川内字北川原山９２番地 ○

川崎町総合運動場 川崎町 大字川内字北川原山８５番地２

旧川崎町立川内小学校 川崎町 大字川内字天神前２５７番地１ ○

天神生活改善センター 川崎町 大字川内字天神原山２８番地２

川崎町公民館川内三分館 川崎町 大字川内字向原３３３番地６

旧川崎町立本砂金小学校 川崎町 大字本砂金字道畑９１番地１ ○

旧川崎町立支倉小学校 川崎町 大字支倉字塩沢９番地 ○

支倉郷土文化伝承館 川崎町 大字支倉字塩沢１７番地

川崎町立富岡中学校（体育館） 川崎町 大字支倉字落田郷山８番地３ ○

碁石地区集落センター 川崎町 大字支倉字和合４１番地

川崎町立富岡小学校（体育館） 川崎町 大字支倉字川向４９番地５ ○

川崎町公民館小野分館 川崎町 大字小野字町１番地２

川崎町公民館支倉台分館 川崎町 支倉台一丁目１１番４７号

裏丁コミュ二ティセンター 川崎町 大字前川字裏丁131番地2 ○

本荒町コミュ二ティセンター 川崎町 大字前川字荒町17番地2

中央コミュ二ティセンター 川崎町 大字前川字山⾧34番地39

前川西部地区集落センター 川崎町 大字前川字浪形44番地5

じゃっぽの湯健康増進棟 川崎町 青根温泉9番地1

川内北川コミュ二ティセンター 川崎町 大字川内字北川原山214番地6 ○

安達地区集落センター 川崎町 大字本砂金字安達51番地2

本砂金地区集落センター 川崎町 大字本砂金字道畑90番地1

公民館大針分館 川崎町 大字支倉字西原60

支倉上地区集落センター 川崎町 大字支倉字金田28番地5

支倉下地区集落センター 川崎町 大字支倉字宮脇15番地4

町民体育館 丸森町 字花田２０

町民広場 丸森町 字花田２０

丸森町立丸森小学校 丸森町 字菱川内３９－１

丸森町立丸森中学校 丸森町 字田町南５１

丸森まちづくりセンター 丸森町 字鳥屋１２０ ○

和田コミュニティセンター 丸森町 字和田西8-93 ○

羽出庭農村集落多目的センター 丸森町 字森67

欠入コミュニティセンター 丸森町 字欠入上20-2

(旧)丸森町立金山小学校  丸森町 金山字下前川原１

（旧）丸森町立丸森東中学校 体育館 丸森町 金山字⾧根６３

金山まちづくりセンター 丸森町 金山字下前川原１７ ○

(旧)丸森町立筆甫小学校 丸森町 筆甫字中島３－２

筆甫まちづくりセンター 丸森町 筆甫字和田８０－２ ○

川平スポーツ交流センター 丸森町 筆甫字川平二15-3 ○

筆甫山村広場 丸森町 筆甫字石神東４７

(旧)丸森町立大内小学校 丸森町 大内字横手１８ ○

（旧）丸森町立大内中学校 体育館 丸森町 大内字横手１９

大内まちづくりセンター 丸森町 大内字横手８２－１ ○

青葉コミュニティセンター 丸森町 大内字青葉南16-2 ○

伊手コミニュティセンター 丸森町 大内字下梅ヶ作27 ○

大内山村広場 丸森町 大内字南平１９３－１

黒佐野山村活性化支援センター 丸森町 大内字黒佐野106-248

(旧)丸森町立小斎小学校 丸森町 小斎字古舘９５ ○

小斎まちづくりセンター 丸森町 小斎字山崎６３ ○
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丸森町立舘矢間小学校 丸森町 舘矢間舘山字玉川２９ ○

舘矢間まちづくりセンター 丸森町 舘矢間舘山字大門１４８－１ ○

(旧)丸森町立大張小学校 丸森町 大張川張字宮田２５

大張まちづくりセンター 丸森町 大張大蔵字川前３９－１ ○

大耕農村広場 丸森町 大張川張字宿１３－１

(旧)丸森町立耕野小学校 丸森町 耕野字入大４４－１

（旧）丸森町立丸森西中学校 体育館 丸森町 耕野字羽抜３０

耕野まちづくりセンター 丸森町 耕野字小屋舘７－４ ○

宮城県伊具高等学校 丸森町 字雁歌５１ ○

亘理町立亘理小学校 亘理町 字下小路２２番地２ ○

亘理町立亘理中学校 亘理町 字沼頭１番地 ○

亘理町立荒浜小学校 亘理町 荒浜字隈潟６７番地 ○

亘理町立荒浜中学校 亘理町 荒浜字東木倉７０番地１ ○

亘理町立吉田小学校 亘理町 吉田字宮前６３番地 ○

亘理町立吉田中学校 亘理町 吉田字松元２３８番地１４ ○

亘理町立⾧瀞小学校 亘理町 ⾧瀞字南原１９３番地７６ ○

亘理町立逢隈小学校 亘理町 逢隈田沢字鈴木掘９３番地１ ○

亘理町立逢隈中学校 亘理町 逢隈牛袋字南西河原２番地６ ○

亘理町立高屋小学校 亘理町 逢隈高屋字保戸原５４番地２ ○

亘理町中央公民館 亘理町 字旧舘６１番地２２ ○

亘理町佐藤記念体育館 亘理町 字旧舘６２番地１

亘理町武道館 亘理町 字旧舘６２番地１

亘理町荒浜体育館 亘理町 荒浜字中野３３番地

亘理町荒浜地区交流センター 亘理町 荒浜字中野３３番地 ○

亘理町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 亘理町 逢隈田沢字鈴木堀６番地７

亘理町逢隈地区交流センター 亘理町 逢隈田沢字鈴木堀６番地８ ○

亘理町吉田地区交流センター・亘理町吉田体育館亘理町 吉田字大塚１８５番地 ○

亘理町立郷土資料館・亘理町立図書館 亘理町 字西郷１４０番地 ○

亘理町農村創作活動センター 亘理町 吉田字宮前５８番地１

山元町立坂元小学校 山元町 坂元字館下１５９番地１ ○

山元町立山下小学校 山元町 山寺字樋前１２番地 ○

山元町立山下第一小学校 山元町 大平字握６番地 ○

旧坂元中学校 山元町 坂元字山作１番地 ○

山元町立山元中学校 山元町 山寺字畑中２９番地 ○

山元町中央公民館 山元町 浅生原字日向１２番地１ ○

山元町坂元地域交流センター 山元町 坂元字町東１番地５０ ○

山元町体育文化センター 山元町 高瀬字合戦原１００番地１ ○

山元町立山下第二小学校 山元町 つばめの杜一丁目３番地 ○

山元町山下地域交流センター 山元町 つばめの杜一丁目８番地 ○

山元町勤労青少年ホーム 山元町 浅生原字日向１２番地１ ○

宮城県立山元支援学校 山元町 高瀬字合戦原１００－２ ○

松島町立松島第一小学校体育館 松島町 松島字道珍浜１０ ○

勤労青少年ホーム 松島町 高城字町７１ ○

松島町立松島第二小学校体育館 松島町 高城字反町五１４ ○

松島町立松島中学校体育館 松島町 高城字三居山一６－１ ○

白萩避難所 松島町 磯崎字白萩１６４－１ ○

手樽地域交流センター 松島町 手樽字釜地前１－１ ○

松島町立松島第五小学校体育館 松島町 幡谷字新田５－１ ○
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品井沼農村環境改善センター 松島町 幡谷字鹿渡２４－１１ ○

保健福祉センターどんぐり 松島町 根廻字上山王６－２７ ○

松島町文化観光交流館 松島町 磯崎字浜１－２ ○

松島運動公園温水プール 松島町 高城字動伝一２６－１１ ○

東部地域交流センター 松島町 竹谷字鳶ヶ沢７－２ ○

宮城県松島高等学校 松島町 高城字迎山３－５ ○

三十刈避難所 松島町 松島字三十刈９－１ ○

松島防災センター 松島町 松島字町内１４７－１ ○

高城避難所 松島町 高城字町東二２０－３ ○

磯崎避難所 松島町 磯崎字磯崎９３－１ ○

⾧田避難所 松島町 磯崎字⾧田６８－４ ○

帰命院避難所 松島町 松島字小梨屋１５－７９ ○

松島フットボールセンター 松島町 手樽字大蓬沢１３－１ ○

手樽防災センター 松島町 手樽字早川東１４－３ ○

名籠避難所 松島町 手樽字梅ヶ沢３４ ○

三浦避難所 松島町 手樽字三浦４３－４ ○

古浦避難所 松島町 手樽字荒田１７－２２ ○

七ヶ浜町立亦楽小学校 七ヶ浜町 代ヶ崎浜字細田５４番地 ○

七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 七ヶ浜町 吉田浜字小浜７番地 ○

七ヶ浜町立汐見小学校 七ヶ浜町 汐見台３丁目１番地 ○

七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 七ヶ浜町 松ヶ浜字神明裏５２番地 ○

七ヶ浜町立向洋中学校 七ヶ浜町 遠山１丁目９番地１８号 ○

七ヶ浜町生涯学習センター 七ヶ浜町 吉田浜字野山５番地９号 ○

東宮浜地区交流センター 七ヶ浜町 東宮浜字笠岩１６番地１５号

東宮浜児童遊園 七ヶ浜町 東宮浜字笠岩１６番地１５号

要害児童遊園 七ヶ浜町 東宮浜字笠岩１６番地７号

御林児童遊園 七ヶ浜町 東宮浜字御林３番地２５号

大木囲貝塚遺跡公園 七ヶ浜町 東宮浜字東大木９番地

七ヶ浜町子育て支援センター 七ヶ浜町 東宮浜字東兼田３５番地

汐見台四丁目児童遊園 七ヶ浜町 汐見台４丁目１１番地

汐見台二丁目中央公園 七ヶ浜町 汐見台２丁目１番地５３号

境山児童遊園 七ヶ浜町 境山１丁目８番地３４９号

遠山・境山児童公園 七ヶ浜町 遠山１丁目１５番地１号

舞鶴タウン児童公園 七ヶ浜町 遠山１丁目１番地４２号

北遠山児童遊園 七ヶ浜町 遠山３丁目８２番地１号

第１ネオポリス児童公園 七ヶ浜町 遠山３丁目１０番地４０９号

七ヶ浜町立遠山保育所 七ヶ浜町 遠山４丁目３番地１５号

湊浜児童公園 七ヶ浜町 湊浜２丁目３番地１号

謡児童遊園 七ヶ浜町 松ヶ浜字謡３１番地

南沢児童遊園 利府町 神谷沢字南沢３６－２

金沢児童遊園 利府町 神谷沢字金沢１２－３４

ちびっこ広場7 利府町 神谷沢字金沢７２－１５６

ちびっこ広場22 利府町 神谷沢字金沢１１－１２ 外

化粧坂児童遊園 利府町 神谷沢字化粧坂１０－７

ちびっこ広場6 利府町 神谷沢字後沢２－４６

利府町立第二小学校 利府町 神谷沢字後沢３１－１ ○

菅谷児童遊園 利府町 菅谷字産野原５８－７

ちびっこ広場4 利府町 菅谷字赤坂３６－１１
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ちびっこ広場11 利府町 菅谷字西天神１０２外

ちびっこ広場19 利府町 菅谷字西天神１３８

ちびっこ広場15 利府町 菅谷字西天神１－１

ちびっこ広場20 利府町 菅谷字赤萱４１－７０外

利府町立利府西中学校 利府町 菅谷字新洞風１７ ○

山苗代公園 利府町 菅谷台一丁目３２

丸太の公園 利府町 菅谷台二丁目１６－１

花の公園 利府町 菅谷台三丁目８－１

船の公園 利府町 菅谷台四丁目３１－１

利府町立菅谷台小学校 利府町 菅谷台四丁目４０ ○

榎川砂防公園 利府町 菅谷字榎地内

沢乙東公園 利府町 青葉台一丁目３４

利府町保健福祉センター 利府町 青葉台一丁目３２ ○

利府町総合体育館 利府町 青山一丁目５７－２ ○

青葉台１号公園 利府町 青葉台一丁目２－１８

青葉台２号公園 利府町 青葉台二丁目１－４０

青葉台３号公園 利府町 青葉台三丁目１－５１

青葉台４号公園 利府町 青葉台三丁目１－６５ 

大沢緑地 利府町 青葉台三丁目１－６５  外

青葉台緑地 利府町 青葉台三丁目１－６０ 外

利府町立しらかし台中学校 利府町 しらかし台二丁目６ ○

ねむのき公園 利府町 しらかし台二丁目５

沢乙中央公園 利府町 しらかし台一丁目７

利府町立しらかし台小学校 利府町 しらかし台一丁目９ ○

ゆりのき公園 利府町 しらかし台三丁目３－２

いちょう公園 利府町 しらかし台四丁目１４

けやき公園 利府町 しらかし台五丁目８－１

沢乙北公園 利府町 しらかし台五丁目１８外

いこいの広場 利府町 しらかし台六丁目９－３

森の里公園 利府町 青山二丁目３４－２外

青山南公園 利府町 青山三丁目１５－５

青山北公園 利府町 青山四丁目７－１

青山四丁目広場 利府町 青山四丁目７４

利府町立青山小学校 利府町 青山三丁目４５－１ ○

利府町中央公園多目的運動場 利府町 青山一丁目５７－２

内ノ目南１号公園 利府町 花園一丁目２６－１７

内ノ目南２号公園 利府町 花園一丁目６－４

内ノ目南３号公園 利府町 花園一丁目８－１５

内ノ目南４号公園 利府町 花園三丁目１９－７

花園５号公園 利府町 花園二丁目２４－５

花園６号公園 利府町 花園三丁目８－４

花園７号公園 利府町 花園二丁目２４－１４

皆の丘公園 利府町 皆の丘１４－１外

館グランド 利府町 利府字館９－１外

利府町役場 利府町 利府字新並松４

利府町町民交流館 利府町 利府字新並松４ ○

利府駅前１号公園 利府町 中央三丁目１８－１

利府駅前２号公園 利府町 中央二丁目４
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利府駅前３号公園 利府町 中央一丁目３

ちびっこ広場23 利府町 森郷字蓮沼２０－２６

森郷児童遊園 利府町 森郷字町頭１７

利府町立利府小学校 利府町 利府字城内１ ○

利府町立利府中学校 利府町 森郷字古戸６ ○

野中沢児童遊園 利府町 加瀬字郷楽４５－７８

ちびっこ広場１ 利府町 加瀬字南野中沢５－９

ちびっこ広場3 利府町 加瀬字十三塚１０３－１２

ちびっこ広場5 利府町 加瀬字野中沢７－１６

ちびっこ広場9 利府町 加瀬字十三塚１１６－３０

ちびっこ広場10 利府町 加瀬字野中沢７４－４

ちびっこ広場16 利府町 加瀬字十三塚４８－２２

ちびっこ広場17 利府町 加瀬字南野中沢７－１９

ちびっこ広場21 利府町 加瀬字野中沢２６－４外

ちびっこ広場8 利府町 加瀬字南野中沢１３－６

ちびっこ広場13 利府町 加瀬字南野中沢１２４－５６

ちびっこ広場18 利府町 加瀬字野中沢１１１－３８

ちひっこ広場24 利府町 加瀬字十三本塚１２２－６

ちびっこ広場25 利府町 加瀬字十三本塚４１－１６

利府町立利府第三小学校 利府町 森郷字後楽東１－５ ○

藤田児童遊園 利府町 森郷字土橋４６外

春日二部児童遊園 利府町 春日字勝負沢４３－４７

ちびっこ広場2 利府町 春日字勝負沢４９－４６

赤沼児童遊園 利府町 赤沼字砂押１８－１

ならの杜緑地 利府町 葉山一丁目地２５－２

大貝公園 利府町 葉山二丁目地内

ひだまりの公園 利府町 葉山二丁目１３－７

大和町立吉岡小学校 大和町 吉岡字町裏３２ ○

大和町立宮床小学校 大和町 宮床字四辻８５－６ ○

大和町立小野小学校 大和町 もみじヶ丘二丁目－３ ○

大和町立宮床小学校難波校舎 大和町 宮床字中山２９ ○

大和町立吉田小学校 大和町 吉田字寺野東６２－１ ○

大和町立鶴巣小学校 大和町 鶴巣北目大崎字岸１７２ ○

大和町立落合小学校 大和町 落合字相川字若木１６４－１ ○

大和町立大和中学校 大和町 吉岡字権現堂２５ ○

大和町立宮床中学校 大和町 宮床字四辻１３－７ ○

吉田教育ふれあいセンター 大和町 吉田字仁和多利１６ ○

鶴巣教育ふれあいセンター 大和町 鶴巣北目大崎字塚６４ ○

落合教育ふれあいセンター 大和町 落合相川字⾧者原３２ ○

町民研修センター 大和町 吉岡字古館２５ー１ ○

宮床基幹集落センター 大和町 宮床字下小路６４ ○

吉田コミュニティセンター 大和町 吉田字寺野東３２ ○

鶴巣防災センター 大和町 鶴巣北目大崎字岸１２１ー２ ○

まほろばホール 大和町 吉岡南二丁目４－１４ ○

大和町総合体育館 大和町 宮床字松倉９２ ○

ふれあいの杜 大和町 杜の丘一丁目１３ ○

吉岡南中央公園 大和町 吉岡南三丁目３－４

宮床ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 大和町 宮床字下小路６４
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わかば公園 大和町 もみじヶ丘三丁目３０

北目ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 大和町 鶴巣北目大崎⾧在家畑５

山田ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 大和町 鶴巣山田字一町田１３－１

三ケ内ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 大和町 落合三ケ内字北沢３５

大和町総合運動公園 大和町 宮床字松倉９２

ﾀﾞｲﾅﾋﾙｽﾞ運動公園 大和町 松坂平二丁目１－９

大郷町立大郷小学校 大郷町 中村字屋敷前９８番地 ○

大松沢社会教育センター 大郷町 大松沢字旅籠屋９番地 ○

大郷町立大郷中学校 大郷町 粕川字東⾧崎３番地 ○

フラップ大郷２１ 大郷町 中村字北浦５８番地の１ ○

大郷町町民体育館 大郷町 中村字東浦２１番地 ○

大郷町B&G海洋センター 大郷町 中村字屋鋪６５番地の２ ○

大郷町総合運動場 大郷町 中村字町浦４４番地の１

ふれあいセンター２１ 大郷町 味明字原下１５番地

大郷町保健センター 大郷町 粕川字東⾧崎３１番地の７

大郷町文化会館 大郷町 中村字屋鋪８番地の１９ ○

老人ふれあいの家 大郷町 東成田字北沢山２番地の２９

富谷市立富谷小学校（教室） 富谷市 富谷狸屋敷８５番地 ○

富谷市立富谷小学校（体育館） 富谷市 富谷狸屋敷８５番地

富谷中央公民館 富谷市 富谷西沢１３番地 ○

富谷スポーツセンター 富谷市 一ノ関臑合山６番地８ ○

富谷武道館 富谷市 一ノ関臑合山６番地８ ○

富谷市立富谷中学校（教室） 富谷市 穀田土間沢１番９番地 ○

富谷市立富谷中学校（体育館） 富谷市 穀田土間沢１番９番地

西成田コミュニティセンター 富谷市 西成田郷田１番９４番地

富谷市立富ケ丘小学校（教室） 富谷市 富ケ丘一丁目１７番３７号 ○

富谷市立富ケ丘小学校（体育館） 富谷市 富ケ丘一丁目１７番３７号

富ケ丘公民館 富谷市 富ケ丘三丁目１番２８号 ○

鷹乃杜防災センター 富谷市 鷹乃杜二丁目２１番１号 ○

富谷市立日吉台小学校（教室） 富谷市 日吉台一丁目１３番地１ ○

富谷市立日吉台小学校（体育館） 富谷市 日吉台一丁目１３番地１

富谷市立日吉台中学校（教室） 富谷市 日吉台三丁目１９番地２ ○

富谷市立日吉台中学校（体育館） 富谷市 日吉台三丁目１９番地２

日吉台公民館 富谷市 日吉台二丁目２２番地１５ ○

富谷市立あけの平小学校（教室） 富谷市 あけの平二丁目１８番地１ ○

富谷市立あけの平小学校（体育館） 富谷市 あけの平二丁目１８番地１

富谷市立富谷第二中学校（教室） 富谷市 あけの平三丁目８６番地 ○

富谷市立富谷第二中学校（体育館） 富谷市 あけの平三丁目８６番地

あけの平公民館 富谷市 あけの平二丁目２２番地１４ ○

富谷市立東向陽台小学校（教室） 富谷市 明石台一丁目３７番地１３ ○

富谷市立東向陽台小学校（体育館） 富谷市 明石台一丁目３７番地１３

富谷市立東向陽台中学校（教室） 富谷市 明石台一丁目１４番地 ○

富谷市立東向陽台中学校（体育館） 富谷市 明石台一丁目１４番地

東向陽台公民館 富谷市 明石台一丁目１番地 ○

富谷市立成田東小学校（教室） 富谷市 成田六丁目３６番地１ ○

富谷市立成田東小学校（体育館） 富谷市 成田六丁目３６番地１

富谷市立成田中学校（教室） 富谷市 成田三丁目３４番地１ ○

富谷市立成田中学校（体育館） 富谷市 成田三丁目３４番地１
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成田公民館 富谷市 成田一丁目１番地１

富谷市立明石台小学校（教室） 富谷市 明石台五丁目１５番地１ ○

富谷市立明石台小学校（体育館） 富谷市 明石台五丁目１５番地１

富谷市立成田小学校（教室） 富谷市 成田三丁目１番地１ ○

富谷市立成田小学校（体育館） 富谷市 成田三丁目１番地１

富谷地下道 富谷市 ひより台一丁目地内 ○ ○

大衡村立大衡小学校 大衡村 大衡字平林１３ ○

大衡村立大衡中学校 大衡村 大衡字枛木１４５-１ ○

衡上集会所 大衡村 大衡字河原５５－２

大瓜上集会所 大衡村 大瓜字北石崎２２－１

大瓜下集会所 大衡村 大瓜字四反田２７－３

衡中集会所 大衡村 大衡字亀岡１９

駒場集会所 大衡村 駒場字下田畑３６－１

大森集会所 大衡村 大森字寺前５－１

奥田集会所 大衡村 奥田字熊野前１７－４

松原集会所 大衡村 大衡字尾西３７３－５

蕨崎集会所 大衡村 駒場字彦右衛門橋３－２５

衡東集会所 大衡村 駒場字彦右衛門橋３－８２

衡下集会所 大衡村 大衡字竹ノ内前２４

村民体育館 大衡村 大衡字枛木１４５－５７

万葉研修センター 大衡村 大衡字平林６２ ○

屋内運動場 大衡村 大衡字平林６２－１４

平林会館 大衡村 大衡字平林６２ ○

西部球場 大衡村 大瓜字蒲切沢１０２－１

万葉クリエートパーク 大衡村 大衡字大日向１６－２

衡中東集会所 大衡村 大衡字平林５７－１

大衡城青少年交流館 大衡村 大衡字塩浪４－２ ○

福祉センター 大衡村 大衡字平林６２ ○

地域活動支援センター 大衡村 大衡字平林６２－１３ ○

多目的運動広場 大衡村 大衡字枛木１４５－３５

ときわ台多目的運動広場 大衡村 ときわ台１６

村民グランド 大衡村 大衡字亀岡１９

大衡児童館 大衡村 大衡字平林１１－３ ○

ときわ台集会所 大衡村 ときわ台１８

衡中北集会所 大衡村 大衡字五反田４－１３

大衡地下道 大衡村 大衡字八幡地内 ○ ○

色麻町民体育館 色麻町 四竃字はぬ木町１３２－１ ○

色麻町農村環境改善センター 色麻町 四竃字北谷地１４２ ○

色麻町町民小体育館 色麻町 四竃字向町２２０ ○

色麻町立色麻中学校 色麻町 四竃字はぬ木町１５０ ○

色麻町立色麻中学校体育館 色麻町 四竃字はぬ木町１５０ ○

色麻町立色麻保育所 色麻町 四竃字二反田５ ○

色麻町コミュニティセンター 色麻町 清水字川端南２５－１ ○

色麻町立色麻幼稚園 色麻町 清水字香の木前３３ ○

色麻町立色麻幼稚園体育館 色麻町 清水字香の木前３３ ○

南大村生活共同利用センター 色麻町 大字下本町南１７－１４

北大集会所 色麻町 大字下新町６８－８

大原集会所 色麻町 大字上新町１４７
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王城寺・花川沢口集会所 色麻町 王城寺字弘台堂１

下高城多目的研修集会施設 色麻町 高城字宮１４－１

平沢交流センター 色麻町 平沢字新早坂２１ ○

加美町立中新田小学校 加美町 字西田四番７－１

加美町中新田公民館 加美町 字一本杉63 ○

加美町中新田体育館 加美町 字一本杉５８ ○

さわざくら公園 加美町 字西田一番３３

加美町中新田福祉センター 加美町 字町裏３２０ ○

加美町立鳴瀬小学校 加美町 四日市場字舟橋２５０ ○

加美町鳴瀬地区公民館 加美町 四日市場字舟橋２４３ ○

加美町中新田交流センター 加美町 下新田字松木３

加美町広原地区公民館 加美町 上狼塚字東北原１２－１ ○

加美町音楽技能習得施設 加美町 上多田川字笹沢東１－１ ○

旧小野田コミュニティセンター 加美町 字内谷地２９－２ ○

加美町小野田運動場 加美町 字⾧檀１３３

加美町立東小野田小学校 加美町 字南寺宿４５ ○

加美町小野田福祉センター 加美町 字中原南１１２

加美町立小野田中学校 加美町 字中原２３－４１ ○

加美町立鹿原小学校 加美町 字鹿原水堀３－１ ○

加美町防雪センター 加美町 字鹿原南原３－４

加美町西小野田地区公民館 加美町 字上野目薬師堂２０ ○

小野田保健センター 加美町 字上野目薬師堂２０

加美町立西小野田小学校 加美町 字上野目高畑５ ○

加美町小野田漆沢地区体育館 加美町 字漆沢宿尻３７

加美町宮崎公民館 加美町 宮崎字屋敷七番４５－１

加美町立宮崎小学校 加美町 宮崎字屋敷一番６－２ ○

加美町宮崎福祉センター 加美町 宮崎字屋敷七番４５－１

陶芸の里スポーツ公園 加美町 宮崎字新土手浦１ ○

加美町立宮崎中学校 加美町 柳沢字桧葉野屋敷４９ ○

加美町賀美石地区公民館 加美町 鳥屋ケ崎字山畑２５ ○

加美町立賀美石小学校 加美町 鳥屋ケ崎字神明１２７ ○

旧大崎西部家畜市場 加美町 小泉字天神７６－１

旭地区地域づくりセンター 加美町 宮崎字小原４４－１ ○

旧旭小学校 加美町 宮崎字旭二番１－１ ○

加美町立中新田中学校 加美町 字一本杉12 ○

中新田保育所 加美町 字雁原27-5

加美町立広原小学校 加美町 上狼塚字東北原12-1 ○

宮城県中新田高等学校 加美町 字一本柳南２８ ○

涌谷町立涌谷第一小学校 涌谷町 字立町１５番地 ○

涌谷町立月将館小学校 涌谷町 涌谷字小人町１番地 ○

さくらんぼこども園 涌谷町 上郡字永根１番地２

旧涌谷町立箟岳小学校 涌谷町 吉住字西山９番地 ○

旧涌谷町立小里小学校 涌谷町 小里字八幡１５番地２ ○

涌谷町立涌谷中学校 涌谷町 涌谷字内林１番地 ○

涌谷町立箟岳白山小学校 涌谷町 太田字台７８番地２ ○

涌谷公民館 涌谷町 字下道６９番地１

涌谷町勤労福祉センター 涌谷町 字立町４番地１ ○

箟岳地区町民体育館 涌谷町 太田字北太田１９０番地１ ○
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美里町立不動堂小学校 美里町 字峯山１２番地１ ○

美里町立不動堂中学校 美里町 字志賀殿７２番地 ○

鶴頭公園 美里町 字西舘２８番地１

美里町立小牛田小学校 美里町 牛飼字清水江２２０番地 ○

美里町立小牛田中学校 美里町 牛飼字新西原３１０番地 ○

本小牛田コミュニティセンター 美里町 南小牛田字町浦１０番地８ ○

健康福祉センター さるびあ館 美里町 牛飼字新町５１番地 ○

下小牛田コミュニティセンター 美里町 南小牛田字下小牛田屋敷３７番地１

牛飼公園 美里町 牛飼字川原８番地

美里町立中埣小学校 美里町 荻埣字朝日壇７８番地 ○

中埣コミュニティセンター 美里町 中埣字夘時３番地９ ○

美里町立北浦小学校 美里町 北浦字浦田上１２９番地 ○

北浦コミュニティセンター 美里町 北浦字道祖神前７番地５

北浦西部白寿館 美里町 関根字道明４６番地３

美里町立青生小学校 美里町 青生字中ノ橋１２８番地１ ○

美里町中央コミュニティセンター 美里町 北浦字駒米１３番地 ○

笹舘集会所（山前史跡公園含む） 美里町 北浦字山前１番地５

小牛田公園 美里町 字桜木町２０４番地

駅前公園 美里町 北浦一丁目５３番地

蜂谷森公園 美里町 北浦字蜂谷森１１２番地

農村婦人の家 美里町 和多田沼字蛭田原一７５番地１

福ヶ袋運動公園 美里町 福ヶ袋字袖川５１番地２

美里町立練牛小学校跡地 美里町 練牛字八号３２番地

鳥谷坂運動公園 美里町 和多田沼字鳥谷坂一３３番地

大柳運動公園 美里町 大柳字宮前３８番地

南郷体育館 美里町 木間塚字高田３３番地 ○

美里町立南郷小学校 美里町 木間塚字高田５番地 ○

美里町立南郷中学校 美里町 木間塚字高田６６番地 ○

南郷運動場 美里町 木間塚字高田３３番地

佐野運動場 美里町 二郷字佐野囲１４４番地１

町営二郷第１住宅集会所 美里町 二郷字佐野囲１２番地１

小島運動場 美里町 二郷字小島８０９番地

下二郷運動公園 美里町 二郷字砂山東９番地１

宮城県立支援学校小牛田高等学園 美里町 北浦字船入１ ○

小牛田地下道 美里町 牛飼字清水江地内 ○ ○

旧女川第一小学校 女川町 浦宿浜字門前４ ○

女川町勤労青少年センター 女川町 鷲神浜字荒立８４－２ ○

女川小中学校（校舎・グラウンド） 女川町 女川一丁目２-１ ○

女川小中学校(体育館) 女川町 女川一丁目２-１

旧女川中学校(校舎・グラウンド) 女川町 女川浜字大原４６９－１ ○

旧女川中学校(体育館) 女川町 女川浜字大原４６９－１ ○

女川町総合体育館 女川町 女川浜字大原１９０ ○

旧女川第四小学校及び女川第二中学校 女川町 出島字合ノ浜５４－２ ○

旧江島自然活動センター 女川町 江島字江島４０ ○

スポーツ交流村

（ベイサイドアリーナ）
南三陸町 志津川字沼田５６番地 ○

南三陸町立志津川小学校 南三陸町 志津川字城場75番地2 ○
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南三陸町立志津川中学校 南三陸町 志津川字助作１番地１ ○

南三陸町立入谷小学校 南三陸町 入谷字童子下１９３番地２

入谷公民館 南三陸町 入谷字中の町２３２番地１

南三陸町立歌津中学校 南三陸町 歌津字伊里前１２３番地 ○

平成の森アリーナ 南三陸町 歌津字枡沢２８番地 ○
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