
資料３　避難先市町村別避難所一覧

№ 避難先 施　設　名 所　在　地 電話番号 受付st兼用

1 大崎市 古川黎明高等学校 大崎市古川諏訪二丁目7-18 0229-22-3148

2 大崎市 古川第一小学校 大崎市古川ニノ構7-67 0229-22-2072

3 大崎市 古川中学校 大崎市古川ニノ構7-54 0229-22-0236

4 大崎市 古川工業高等学校 大崎市古川北町四丁目7-1 0229-22-3166

5 大崎市 大崎中央高等学校 大崎市古川福沼一丁目27-1 0229-22-2030

6 大崎市 古川第二小学校 大崎市古川福沼三丁目16-1 0229-22-0540

7 大崎市 古川高等学校 大崎市古川南町二丁目3-17 0229-22-3034

8 大崎市 古川第三小学校 大崎市古川金五輪一丁目13-1 0229-24-0514

9 大崎市 古川学園高等学校 大崎市古川中里六丁目2-8 0229-22-2545

10 大崎市 古川東中学校 大崎市古川馬寄字河西74 0229-24-0444

11 大崎市 古川第四小学校 大崎市古川大宮八丁目2-1 0229-23-8006

12 大崎市 古川第五小学校 大崎市古川穂波三丁目5-7 0229-24-8515

13 大崎市 古川南中学校 大崎市古川穂波三丁目6-47 0229-21-0031

14 大崎市 敷玉小学校 大崎市古川石森字石神10-1 0229-23-3966

15 大崎市 高倉小学校 大崎市古川中沢字中屋敷242 0229-52-2130

16 大崎市 志田小学校 大崎市古川飯川字熊野40-2 0229-26-2327

17 大崎市 西古川小学校 大崎市古川保柳字氏子114-1 0229-26-2329

18 大崎市 古川西中学校 大崎市古川渋井字全壮191 0229-26-2114

19 大崎市 東大崎小学校 大崎市古川大崎字伏見梅田19 0229-26-3533

20 大崎市 旧宮沢小学校 大崎市古川宮沢字新田町34 -

21 大崎市 古川北小学校 大崎市古川荒谷字新樋ノ口62-2 0229-28-2202

22 大崎市 古川北中学校 大崎市古川荒谷字権現山5 0229-28-2103

23 大崎市 旧富永小学校 大崎市古川富長字五右衛門6-2 -

24 大崎市 旧清滝小学校 大崎市古川清水沢字長泥30-2 -

25 大崎市 松山体育館 大崎市松山千石字松山34-1 0229-55-2215

26 大崎市 松山青少年交流館 大崎市松山千石字松山428 0229-55-2215

27 大崎市 松山働く婦人の家 大崎市松山千石字松山428 0229-55-2215

28 大崎市 松山老人福祉センター 大崎市松山千石字松山428 0229-55-2215

29 大崎市 松山高等学校 大崎市松山千石字松山1-1 0229-55-2313

30 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 0229-55-2800

31 大崎市 松山体育研修センター 大崎市松山千石字新広岡台7 0229-55-2439

32 大崎市 松山小学校 大崎市松山千石字舛形133 0229-55-3129

33 大崎市 松山中学校 大崎市松山千石字新広岡台150 0229-55-3118

34 大崎市 下伊場野小学校 大崎市松山下伊場野字大柳22 0229-55-3161

35 大崎市 三本木中学校 大崎市三本木三本木字鹿野沢78-2 0229-52-3056

36 大崎市 三本木小学校 大崎市三本木三本木字天王沢19 0229-52-2019

37 大崎市 三本木総合体育館 大崎市三本木桑折字沼下25 0229-52-6171

38 大崎市 鹿島台小学校 大崎市鹿島台平渡字上戸1 0229-56-2662

39 大崎市 旧鹿島台第二小学校 大崎市鹿島台大迫字寺沢40-1 -

40 大崎市 鹿島台中学校 大崎市鹿島台平渡字狸沢50 0229-56-2663
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41 大崎市 鹿島台商業高等学校 大崎市鹿島台広長字杢師前44 0229-56-2664

42 大崎市 旧真山小学校 大崎市岩出山字上真山日向要害2 -

43 大崎市 旧池月小学校 大崎市岩出山池月字下宮山下30 -

44 大崎市 旧上野目小学校 大崎市岩出山下一栗字片岸浦9 -

45 大崎市 岩出山小学校 大崎市岩出山字城山31 0229-72-0029

46 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 0229-72-0357

47 大崎市 旧西大崎小学校 大崎市岩出山下野目字泉山205 -

48 大崎市 岩出山中学校 大崎市岩出山字松沢202-1 0229-72-4441

49 大崎市 鳴子中学校 大崎市鳴子温泉字町西108 0229-84-5811

50 大崎市 川渡小学校 大崎市鳴子温泉字築沢29 0229-84-7121

51 大崎市
鳴子公民館・鳴子スポーツ
センター

大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣85-4 0229-82-2101

52 大崎市 鳴子小学校 大崎市鳴子温泉字湯元29 0229-82-2106

53 大崎市 鬼首小学校 大崎市鳴子温泉鬼首字八幡原19 0229-86-2216

54 大崎市 田尻小学校 大崎市田尻通木字一所谷10-3 0229-39-0048

55 大崎市 沼部小学校 大崎市田尻沼部字山崎-7 0229-39-0209

56 大崎市 大貫小学校 大崎市田尻大貫字境37-1 0229-39-0309

57 大崎市 田尻中学校 大崎市田尻沼部字早稲田15 0229-39-0043

58 大崎市 田尻さくら高等学校 大崎市田尻沼部字中新堀137 0229-39-1051

59 大崎市 中央公民館 大崎市古川北町5-5-2 0229-22-3001

60 大崎市 中央公民館（旧友和館） 大崎市古川北町5-5-3 0229-23-2384

61 青葉区 仙台国際センター（会議棟） 青葉区青葉山無番地 022-265-2211

62 青葉区 仙台国際センター（展示棟） 青葉区青葉山無番地 022-265-2211

63 青葉区 青葉体育館 青葉区堤町1-1-5 022-717-1191

64 青葉区 仙台市武道館 青葉区堤町1-1-5 022-717-1191

65 青葉区 宮城広瀬総合運動場（体育館） 青葉区上愛子字松原39-1 022-392-5340

66 青葉区
青年文化センター
（日立システムズホール仙台）

青葉区旭ケ丘3-27-5 022-276-2110

67 青葉区 せんだいメディアテーク 青葉区春日町2-1 022-713-3171

68 青葉区 市民活動サポートセンター 青葉区一番町4-1-3 022-212-3010

69 青葉区 仙台市民会館 青葉区桜ケ岡公園4番1号 022-262-4721

70 青葉区 仙台市戦災復興記念館 青葉区大町2-12-1 022-263-6931

71 青葉区 広瀬文化センター 青葉区下愛子字観音堂5番地 022-392-8401

72 青葉区 青葉区中央市民センター 青葉区一番町2-1-4 022-223-2516

73 青葉区 柏木市民センター 青葉区柏木3-3-1 022-233-8066

74 青葉区 北山市民センター 青葉区新坂町8-4 022-272-1020

75 青葉区 福沢市民センター 青葉区福沢町9-9 022-223-9095

76 青葉区 旭ケ丘市民センター 青葉区旭ケ丘3-25-15 022-271-4729

77 青葉区 三本松市民センター 青葉区堤町3-23-1 022-274-3955

78 青葉区 片平市民センター・児童館 青葉区米ケ袋1-1-35 022-227-5333

79 青葉区 水の森市民センター・児童館 青葉区水の森4-1-1 022-277-2711

80 青葉区 貝ケ森市民センター・児童館 青葉区貝ケ森1-4-6 022-279-6320
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81 青葉区 中山市民センター・児童館 青葉区中山3-13-1 022-279-9216

82 青葉区 折立市民センター・児童館 青葉区折立3-20-1 022-226-1226

83 青葉区 木町通市民センター・児童館 青葉区木町通1-7-36 022-711-2561

84 青葉区 広瀬市民センター 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-8401

85 青葉区 宮城西市民センター 青葉区熊ケ根字石積47 022-393-2829

86 青葉区 大沢市民センター・児童館 青葉区芋沢字要害65 022-394-6891

87 青葉区 落合市民センター 青葉区落合2-15-15 022-392-7301

88 青葉区 吉成市民センター・児童館 青葉区国見ケ丘2-2-1 022-279-2033

89 宮城野区
新田東総合運動場
（メインアリーナ）

宮城野区新田東4-1-1 022-231-1221 ○

90 宮城野区 出花体育館 宮城野区出花1-13-7 022-786-3446

91 宮城野区 宮城野区文化センター 宮城野区五輪2-12-70 022-257-1213

92 宮城野区 生涯学習支援センター 宮城野区榴岡4-1-8 022-295-0403

93 宮城野区 宮城野区中央市民センター 宮城野区五輪2-12-70 022-791-7015

94 宮城野区 高砂市民センター・児童館 宮城野区高砂1-24-9 022-258-1010

95 宮城野区 岩切市民センター 宮城野区岩切字三所南88-2 022-255-7728

96 宮城野区 鶴ケ谷市民センター 宮城野区鶴ケ谷2-1-7 022-251-1562

97 宮城野区 榴ケ岡市民センター 宮城野区五輪1-3-1 022-299-5666

98 宮城野区 東部市民センター・児童館 宮城野区平成1-3-27 022-237-0092

99 宮城野区 幸町市民センター・児童館 宮城野区幸町3-13-13 022-291-8651

100 宮城野区 田子市民センター・児童館 宮城野区田子2-4-25 022-254-2721

101 宮城野区 福室市民センター・児童館 宮城野区福室5-9-36 022-786-3540

102 若林区 せんだい演劇工房１０-ＢＯＸ 若林区卸町2-12-9 022-782-7510

103 若林区 若林区文化センター 若林区南小泉1-1-1 022-282-1171

104 若林区 若林区中央市民センター・児童館 若林区南小泉1-1-1 022-282-1171

105 若林区 七郷市民センター・児童館 若林区荒井字堀添65-5 022-288-8700

106 若林区 荒町市民センター 若林区荒町86-2 022-266-3790

107 若林区 六郷市民センター・児童館 若林区今泉1-3-19 022-289-5127

108 若林区 若林市民センター・児童館 若林区若林3-15-20 022-282-4541

109 若林区 沖野市民センター・児童館 若林区沖野7-34-43 022-282-4571

110 塩竈市 塩釜ガス体育館 塩竈市今宮町9-1 022-362-1010 ○

111 気仙沼市 気仙沼市民会館 気仙沼市笹が陣4-2 0226-22-6616

112 気仙沼市 気仙沼市総合体育館 気仙沼市赤岩牧沢44-180 0226-21-3421

113 気仙沼市 松岩公民館 気仙沼市松崎浦田143-1 0226-22-6818

114 気仙沼市 新月公民館 気仙沼市切通100 0226-22-7189

115 気仙沼市 旧落合小学校 気仙沼市象ヶ鼻114 0226-55-2061

116 気仙沼市 階上公民館 気仙沼市長磯船原20 0226-27-2305

117 気仙沼市 唐桑公民館 気仙沼市唐桑町馬場181-1 0226-32-4530

118 気仙沼市 唐桑体育館 気仙沼市唐桑町馬場181-1 0226-32-4530

119 気仙沼市 唐桑保健福祉センター 気仙沼市唐桑町石浜282-3 0226-32-4811

120 気仙沼市 本吉総合体育館 気仙沼市本吉町津谷新明戸136 0226-42-3111
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121 気仙沼市 本吉公民館 気仙沼市本吉町津谷新明戸136 0226-42-2606

122 気仙沼市 大谷公民館 気仙沼市本吉町三島34-1 0226-44-2003

123 白石市 白石第一小学校（体育館） 白石市半沢屋敷前2-2 0224-25-3259

124 白石市 白石第二小学校（体育館） 白石市白石沖２９ 0224-24-2676

125 白石市 白石中学校（柔剣道場） 白石市南町１丁目2-79 0224-25-3363

126 白石市 東中学校（体育館） 白石市大鷹沢三沢字熊野堂6-3 0224-25-5575

127 白石市 福岡中学校（体育館） 白石市福岡長袋字山ノ下25 0224-25-3357

128 白石市 中央公民館（ホール） 白石市寺屋敷前25-6 0224-26-2453

129 白石市 スポーツセンター（体育館） 白石市東町１丁目6-1 0224-25-1536

130 白石市 文化体育活動センター（アリーナ） 白石市鷹巣東２丁目1-1 0224-22-1290 ○

131 角田市 角田市総合体育館 角田市枝野字青木155-31 0224-63-3771

132 角田市 角田市スポーツ交流館 角田市枝野字青木155-20 0224-63-3440

133 角田市 角田市老人福祉センター 角田市尾山字山入91-1 0224-63-2143

134 角田市 角田市婦人研修センター 角田市尾山字山入91-1 0224-62-4957

135 多賀城市 多賀城小学校 多賀城市伝上山一丁目1-1 022-362-2551

136 多賀城市 多賀城東小学校 多賀城笠神五丁目8-1 022-362-2621

137 多賀城市 山王小学校 多賀城市新田字北320番 022-368-9101

138 多賀城市 天真小学校 多賀城市鶴ヶ谷二丁目21-1 022-363-0396

139 多賀城市 城南小学校 多賀城市城南一丁目17-1 022-368-2111

140 多賀城市 多賀城八幡小学校 多賀城市八幡字六貫田172番 022-368-1007

141 多賀城市 多賀城中学校 多賀城市鶴ヶ谷一丁目9-1 022-365-7411

142 多賀城市 第二中学校 多賀城市南宮字八幡170番 022-368-3080

143 多賀城市 東豊中学校 多賀城市笠神五丁目4-1 022-362-3416

144 多賀城市 高崎中学校 多賀城市高崎二丁目25-1 022-309-3671

145 多賀城市 多賀城市文化センター 多賀城市中央二丁目27-1 022-368-0131

146 多賀城市 多賀城市総合体育館 多賀城市下馬五丁目9-3 022-365-1918

147 登米市 米谷公民館 登米市東和町米谷字秈荷75番地 0220-53-2006

148 登米市 東和中学校 登米市東和町米谷字細野35番地 0220-53-2002

149 登米市 錦織小学校 登米市東和町錦織字山居沢15番地 0220-44-3506

150 登米市 錦織公民館 登米市東和町錦織字雷神山15番地3 0220-53-3003

151 登米市 米谷小学校 登米市東和町米谷字越路75 0220-42-2006

152 登米市 米川小学校 登米市東和町米川字東綱木31番地 0220-45-2324

153 登米市 米川公民館 登米市東和町米川字四十田25番地1 0220-53-4155

154 登米市 旧鱒渕小学校 登米市東和町米川字寺内31番地 -

155 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 0220-45-2139

156 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 0220-45-2577

157 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 0220-34-7302 ○

158 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 0220-34-4910

159 登米市 中田中学校 登米市中田町宝江黒沼字新西野70番地 0220-34-2241

160 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 0220-34-7302
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161 登米市 宝江小学校 登米市中田町宝江新井田字後田22番地 0220-34-2144

162 登米市 中田幼稚園 登米市中田町宝江新井田字要害3番地1 0220-34-3502

163 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 0220-34-8081

164 登米市 上沼小学校 登米市中田町上沼字弥勒寺大下91番地2 0220-34-2339

165 登米市 旧上沼小学校 登米市中田町上沼字八幡山78番地 -

166 登米市 石森小学校 登米市中田町石森字前田29番地 0220-34-2343

167 登米市 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 0220-34-2040

168 登米市 浅水小学校 登米市中田町浅水字下川面188番地 0220-34-2158

169 栗原市 築館総合運動公園 栗原市築館字荒田沢41番地241 0228-22-4840

170 栗原市 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 0228-23-6491

171 栗原市 築館小学校 栗原市築館薬師一丁目6番1号 0228-22-1131

172 栗原市 宮野小学校 栗原市築館字上宮野台291番地 0228-22-3119

173 栗原市 築館高等学校 栗原市築館字下宮町浦22番地 0228-22-3126

174 栗原市 迫桜高等学校 栗原市若柳字川南戸ノ西184番地 0228-35-1818

175 栗原市 栗原市栗駒老人憩の家 栗原市栗駒岩ヶ崎上小路136番地 0228-45-2150

176 栗原市
栗原市栗駒伝統文化の伝承館
（みちのく伝創館）

栗原市栗駒岩ヶ崎松木田79番地 0228-45-5000

177 栗原市 岩ヶ崎高等学校 栗原市栗駒中野愛宕下1番地3 0228-45-2266

178 栗原市 栗駒中学校 栗原市栗駒中野大柳100番地 0228-45-2721

179 栗原市 栗原市栗駒武道館 栗原市栗駒稲屋敷後原11番地1 -

180 栗原市 栗原市栗駒総合体育館 栗原市栗駒岩ヶ崎裏山216番地64 0228-45-5885

181 栗原市
栗原市栗駒高齢者地域福祉施設
（栗駒健康の里さんさんドリーム）

栗原市栗駒八幡西沢10番地1 0228-45-5806

182 栗原市 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 0228-52-2921

183 栗原市 栗原市一迫多目的広場 栗原市一迫柳目字曽根新土手根1番地1 0228-52-6055

184 栗原市 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 0228-52-5255

185 栗原市 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 0228-54-2111

186 栗原市 栗原市長崎公民館 栗原市一迫字上中島39番地1 0228-52-4130

187 栗原市 栗原市一迫農村婦人の家 栗原市一迫北沢十文字62番地5 0228-52-2131

188 栗原市 一迫小学校 栗原市一迫真坂字新道満30番地 0228-52-2229

189 栗原市 栗原西中学校 栗原市一迫真坂字鶴町123番地 0228-52-2141

190 栗原市 一迫商業高等学校 栗原市一迫真坂町東133番地 0228-52-4112

191 栗原市 岩ヶ崎高等学校　鶯沢校舎 栗原市鶯沢南郷下新反田4番地 0228-55-2051

192 栗原市 栗原市金成総合支所庁舎 栗原市金成沢辺町沖200番地 0228-42-1111

193 栗原市 栗原市金成体育センター 栗原市金成沢辺町沖200番地 0228-42-2941

194 栗原市 栗原市花山コミュニティセンター 栗原市花山字本沢北ノ前77番地 0228-56-2311

195 富谷市 富谷スポーツセンター 富谷市一ノ関臑合山6-8 022-358-5400

196 富谷市 富谷武道館 富谷市一ノ関臑合山6-8 022-358-5400

197 富谷市 富谷中央公民館 富谷市富谷西沢13 022-358-2036

198 富谷市 あけの平公民館 富谷市あけの平四丁目22-14 022-358-9277

199 富谷市 富ケ丘公民館 富谷市富ケ丘三丁目1-28 022-358-2538

200 富谷市 日吉台公民館 富谷市日吉台二丁目22-15 022-358-8293
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201 富谷市 東向陽台公民館 富谷市明石台一丁目1 022-373-8271

202 富谷市 成田公民館 富谷市成田一丁目1-1 022-348-3955

203 富谷市 鷹乃杜防災センター 富谷市鷹乃杜二丁目21-1 -

204 富谷市 西成田コミュニティセンター 富谷市西成田郷田一番94 022-358-2551

205 蔵王町 蔵王町地域福祉センター 蔵王町大字円田字愛宕前33番地 0224-33-2003

206 蔵王町 蔵王町ふるさと文化会館 蔵王町大字円田字西浦5番地 0224-33-2018 ○

207 蔵王町 蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター 蔵王町大字曲竹字河原前1番地61 0224-33-3388

208 蔵王町 蔵王勤労者体育センター 蔵王町宮字下原田東30番地 0224-32-3179

209 七ヶ宿町 七ヶ宿小学校体育館 七ヶ宿町字利津保16-1 0224-37-2320

210 七ヶ宿町 七ヶ宿中学校体育館 七ヶ宿町字瀬見原1 0224-37-2360

211 七ヶ宿町 七ヶ宿町活性化センター 七ヶ宿町字関94 0224-38-1211

212 七ヶ宿町 七ヶ宿町公民館峠田分館 七ヶ宿町字滝ノ下10-1 0224-37-3452

213 七ヶ宿町 旧湯原小学校体育館 七ヶ宿町字町裏81 -

214 大河原町 大河原町総合体育館 大河原町字小島1番地7 0224-53-1010 〇

215 大河原町 大河原町中央公民館 大河原町字町196番地 0224-53-4050

216 大河原町 大河原町金ケ瀬公民館 大河原町金ケ瀬字原88番地 0224-52-6635

217 大河原町 東部屋内運動場 大河原町大谷字山下44番地 0224-53-7505

218 大河原町 世代交流いきいきプラザ 大河原町大谷字末広50番地1 0224-51-9299

219 村田町 村田町民体育館 村田町大字村田字塩内2 0224-83-4729

220 村田町 旧村田第三小学校体育館 村田町大字小泉字南乙内22 -

221 柴田町 農村環境改善センター 柴田町大字入間田字外の馬場220 0224-56-4777

222 柴田町 槻木生涯学習センター 柴田町槻木下町3丁目1-60 0224-56-1997

223 柴田町 船迫生涯学習センター 柴田町西船迫3丁目3-104 0224-57-2011

224 柴田町 船岡生涯学習センター 柴田町大字中名生字西宮前49 0224-59-2520

225 柴田町 船岡体育館 柴田町船岡南2丁目2-34 0224-55-1544

226 柴田町 西住公民館 柴田町大字船岡字大住町16-1 0224-52-4101

227 川崎町 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 0224-84-2277 ○

228 川崎町 川崎町公民館 川崎町大字前川字裏丁175番地2 0224-84-2111

229 川崎町
川崎町公民館笹谷分館
(旧川崎小学校笹谷分校)

川崎町大字今宿字神林21番地 -

230 丸森町 丸森町町民体育館 丸森町字花田20
災害時用特設
公衆電話

231 丸森町 旧大内中学校体育館 丸森町大内字横手19
災害時用特設
公衆電話

232 丸森町 旧丸森東中学校体育館 丸森町金山字長根63
災害時用特設
公衆電話

233 丸森町 旧丸森西中学校体育館 丸森町耕野字羽抜30
災害時用特設
公衆電話

234 丸森町 旧筆甫中学校体育館 丸森町筆甫字和田73
災害時用特設
公衆電話

235 丸森町 伊手コミュニティセンター 丸森町大内字下梅ケ作27
災害時用特設
公衆電話

236 丸森町 和田コミュニティセンター 丸森町字和田西8-93
災害時用特設
公衆電話

237 丸森町 欠入コミュニティセンター 丸森町字欠入上20-1
災害時用特設
公衆電話
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238 松島町
松島東部地域交流センター
（体育館）

松島町竹谷字鳶ケ沢7-2

災害時用特設
公衆電話
022-352-
2095・2096

239 松島町
品井沼農村環境改善センター
（多目的ホール）

松島町幡谷字鹿渡24-11

022-352-2731
災害時用特設
公衆電話
022-352-
2986・2987

○

240 七ヶ浜町
七ヶ浜町中央公民館
（生涯学習センター）

七ヶ浜町吉田浜字野山5-9 022-357-3302 ○

241 七ヶ浜町 七ヶ浜国際村 七ヶ浜町花渕浜字大山1-1 022-357-5931

242 利府町 利府町総合体育館(アリーナ) 利府町青山一丁目57番地1 022-356-6019

243 利府町
利府町総合体育館サブ部
(軽運動場・会議室・和室)

利府町青山一丁目57番地1 022-356-6019

244 利府町 しらかし台小学校体育館 利府町しらかし台一丁目9番地 022-356-7131

245 利府町 青山小学校体育館 利府町青山三丁目45番地1 022-356-9451

246 利府町 菅谷台小学校体育館 利府町菅谷台四丁目40番地 022-356-7829

247 大和町 大和町総合体育館 大和町宮床字松倉92 022-346-2178 ○

248 大和町 大和町町民体育センター 大和町吉岡字古館25-1 022-345-3454

249 大和町 吉田教育ふれあいセンター 大和町吉田字仁和多利16 022-345-3009

250 大和町 鶴巣教育ふれあいセンター 大和町鶴巣北目大崎字塚64 022-343-2138

251 大和町 落合教育ふれあいセンター 大和町落合相川字長者原32 022-345-4058

252 大郷町 フラップ大郷２１ 大郷町中村字北浦58-1 特設公衆電話 ○

253 大郷町 大郷町Ｂ＆Ｇ海洋センター 大郷町中村字屋鋪65-2 特設公衆電話

254 大郷町 大郷町民体育館 大郷町中村字東浦21 特設公衆電話

255 大衡村 大衡小学校（体育館） 大衡村大衡字平林13 特設公衆電話

256 大衡村 大衡中学校講堂 大衡村大衡字枛木145-1 特設公衆電話

257 大衡村 大衡村村民体育館 大衡村大衡字枛木145-57 特設公衆電話

258 大衡村 万葉研修センター 大衡村大衡字平林62-14 特設公衆電話

259 大衡村 平林会館 大衡村大衡字平林62 特設公衆電話

260 大衡村 屋内運動場 大衡村大衡字平林62-14 特設公衆電話

261 大衡村 大衡城青少年交流館 大衡村大衡字塩浪4-2 特設公衆電話

262 大衡村 大衡児童館 大衡村大衡字平林11-3 特設公衆電話

263 大衡村 多目的施設（遊戯室） 大衡村大衡字平林45-1 特設公衆電話

264 大衡村 福祉センター 大衡村大衡字平林62 特設公衆電話

265 大衡村 地域活動支援センター 大衡村大衡字平林62-13 特設公衆電話

266 色麻町 色麻町町民体育館 色麻町四竃字枛木町132-1 0229-65-3110 ○

267 色麻町 色麻町町民小体育館 色麻町四竃字向町220 0229-65-3110

268 色麻町 色麻町農村環境改善センター 色麻町四竃字北台地142 0229-65-3110

269 色麻町 色麻中学校講堂 色麻町四竃字狐塚37-2 0229-65-2409

270 色麻町 色麻町コミュニティセンター 色麻町清水字川端南25-1 0229-65-3616

271 色麻町 色麻幼稚園講堂 色麻町清水字香ノ木前29 0229-65-2059

272 色麻町
色麻町平沢交流センター
「かっぱの湯」

色麻町平沢字新早坂21 0229-65-4505

273 色麻町 色麻町農業伝習館 色麻町四竃字東原1-40 0229-65-4390
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274 加美町 中新田公民館 加美町字一本杉105 0229-63-2029

275 加美町 小野田保健センター 加美町字上野目薬師堂20 0229-67-6969

276 加美町 宮崎公民館 加美町宮崎字屋敷七番52-4 0229-69-5123

277 加美町 加美町中新田交流センター 加美町下新田字松木3 0229-63-3113

278 加美町 やくらい薬師の湯 加美町字味ケ袋薬莱原1番地76 0229-67-3388

279 加美町 やくらい林泉館 加美町字味ケ袋薬莱原1番地70 0229-67-3688

280 加美町 やくらいコテージ 加美町字味ケ袋薬莱原1番地76 0229-67-3688

281 加美町
陶芸の里温泉交流センター
（ゆーらんど）

加美町宮崎字切込2番地70 0229-69-6600

282 加美町
陶芸の里温泉交流センター
（コテージ）

加美町宮崎字切込2番地70 0229-69-6600

283 加美町 賀美石地区公民館 加美町鳥屋ケ崎字山畑25 0229-67-2004

284 加美町 鳴瀬地区公民館 加美町四日市場字舟橋243 0229-63-5332

285 加美町 広原地区公民館 加美町上狼塚字東北原12-1 0229-63-2219

286 加美町 中新田体育館 加美町字一本杉58 0229-63-5880 ○

287 加美町 小野田コミュニティセンター 加美町字内谷地29-2 0229-67-2115

288 加美町 小野田体育館 加美町字長檀133 0229-67-2115

289 加美町 加美町総合体育館 加美町宮崎字新土手浦1 0229-69-6555

290 加美町 旭地区公民館 加美町宮崎字小原44-1 0229-69-5088

291 加美町 西小野田地区公民館 加美町字上野目薬師堂21 0229-67-2112

292 加美町 やくらいウォーターパーク 加美町字味ケ袋薬莱原1番地333 0229-68-1133

293 加美町 滝庭の関駒庄 加美町字鹿原山下3番地 0229-67-7275

294 加美町 上多田川地区体育館 加美町上多田川字笹沢東1-1 -

295 加美町 鹿原地区公民館・防雪センター 加美町字鹿原南原3-4 0229-67-6575

296 涌谷町 涌谷公民館 涌谷町字下道69番地1 0229-43-3001

297 涌谷町 涌谷町Ｂ＆Ｇ海洋センター 涌谷町字下道69番地8 0229-43-2035 ○

298 美里町
不動堂小学校
（校舎・体育館）

美里町字峯山12番地1 0229-32-2036

299 美里町
不動堂中学校
（校舎・体育館）

美里町字志賀殿72番地 0229-32-2068

300 美里町 ふどうどう幼稚園 美里町字志賀町三丁目2番地1 0229-33-2192
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