
資料５　一時集合場所一覧

地区名 № 一時集合場所 所　　在　　地 連絡先 構造 備考

1 寄磯小学校 寄磯浜五梅沢24 48-2315 非木造 放射線防護対策施設

2 前網地区振興会集会所 前網浜オソヒ沢山1番地38 － 木造

3 鮫浦振興会集会所 鮫浦存入田132番地 － 木造

4 大谷川浜集会所 大谷川小浜山52番地 － 木造

5 谷川浜集会所 谷川浜光ヶ丘10番地 － 木造

6 泊地区コミュニティセンター 泊浜台11-1 48-2446 非木造 放射線防護対策施設

7 小網倉清水田集会所 小網倉浜安藤沢9番地20 － 木造

8 大原小学校 大原浜大光寺1 46-2121 非木造

9 新山振興会集会所 新山浜台15 － 木造

10 十八成自治会集会所 十八成浜十八成93番地 － 木造

11 給分浜集会所 給分浜大房2番地19 － 木造

12 鮎川小学校 鮎川浜清崎山1-1 45-3020 非木造

13 牡鹿中学校 鮎川浜鬼形山1-24 45-3117 非木造

14 金華山黄金山神社参集殿 鮎川浜金華山5番地 － 非木造

15 長渡地区振興会館 長渡浜大金35番地1 － 木造

16 網地自治会館 網地浜髪剃坂107番地3 － 木造

17 小積浜集会所 小積浜字横スカ68番地 － 鉄筋造

18 荻浜集会所 荻浜字横浜山1番地13 － 木造

19 旧荻浜小学校 桃浦字米久保5 － 非木造

20 荻浜中学校 荻浜字田浜山3 90-2224 非木造

21 東浜小学校 牧浜字竹浜道22-2 90-2024 非木造

22 狐崎漁村センター 狐崎浜字狐崎屋敷4 90-2830 木造

23 鹿立浜集会所 狐崎浜字鹿立屋敷56番地 － 木造

24 五十鈴神社 月浦字高頭山7 24-1473 木造

25 峰耕寺 折浜字風越13 90-2929 木造

26 総合運動公園管理棟 南境字新小堤18番地 22-9111 非木造

27 石巻商業高等学校 南境字大樋20番地 22-9188 非木造

28 稲井小学校 真野字八の坪116番地1 91-2114 非木造

29 稲井中学校 真野字八の坪116番地 91-2314 非木造

30 高木東公民館 高木字大沢22番地 － 木造

31 高木西会館 高木字内田84番地 － 木造

32 水沼西生活センター 水沼字横路4番地3 － 木造
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33 水沼東部構造改善センター 水沼字台畑1番地3 － 木造

34 真野日向日影生活センター 真野字日向129番地 － 木造

35 沼津集落センター 沼津字山中70番地1 － 木造

36 稲井公民館 新栄一丁目25番地7 22-4303 非木造

37 渡波小学校 渡波町一丁目5番22号 24-1135 非木造

38 渡波公民館 渡波町二丁目6番31号 24-0941 非木造

39 宮城水産高等学校 宇田川町1番24号 24-0404 非木造

40 万石浦小学校 渡波字境釜1番地1 97-4216 非木造

41 万石浦中学校 流留字七勺21番地 24-3211 非木造

42 洞源院 渡波字仁田山2番地 24-1389 木造

43 法音寺 渡波字神明35番地3 24-1294 木造

44 小竹浜集会所 小竹浜山居山11番地 － 木造

45 祝田二区集会所 渡波字梨木畑1番地5 － 木造

46 渡波中学校 さくら町四丁目1番地 － 非木造

47 鹿妻小学校 鹿妻北二丁目2番1号 93-9711 非木造

48 田代島開発総合センター 大字田代浜字仁斗田143番地 98-2111 非木造 放射線防護対策施設

49 湊小学校 吉野町一丁目3番21号 22-0843 非木造

50 湊中学校 大門町四丁目1番1号 95-8351 非木造

51 みなと荘 八幡町１丁目6番22号 96-0845 非木造

52 開北小学校 大橋一丁目2番1号 96-5401 非木造

53 住吉小学校 住吉町二丁目4番27号 22-6248 非木造

54 住吉中学校 東中里三丁目3番1号 95-8341 非木造

55 中里小学校 中里五丁目7番1号 96-1011 非木造

56 山下小学校 山下町一丁目10番10号 22-4569 非木造

57 石巻小学校 泉町一丁目1番2号 22-6545 非木造

58 旧門脇中学校 泉町四丁目7番12号 － 非木造

59 総合体育館 泉町三丁目1番63号 95-8998 非木造

60 桜坂高等学校 日和が丘二丁目11番8号 22-4421 非木造

61 貞山小学校 貞山五丁目3番1号 95-8121 非木造

62 大街道小学校 大街道南一丁目3番1号 96-3123 非木造

63 釜小学校 大街道西二丁目5番1号 22-1840 非木造

64 青葉中学校 門脇字一番谷地51番地10 94-6220 非木造
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65 蛇田小学校 蛇田字上中埣97番地1 22-2582 非木造

66 蛇田中学校 茜平5丁目3番地1 22-2558 非木造

67 蛇田公民館 恵み野2丁目11番地1 95-0183 非木造

68 向陽小学校 向陽町四丁目13番24号 95-0221 非木造

69 旧大須小学校 雄勝町大須字船隠29番地 － 非木造

70 波板地域交流センター 雄勝町分浜字波板140番地1 － 非木造

71 雄勝小学校 雄勝町大浜字小滝浜2番地2 － 非木造

72 名振地区コミュニティセンター 雄勝町名振字東45番地1 58-2565 木造

73 荒老人憩の家 雄勝町船越字船越1番地 － 木造

74 北上小学校 北上町長尾字松崎1番地 67-2133 非木造

75 北上保健医療センター 北上町橋浦字大須215 67-2301 木造

76 女川集会所 北上町女川字畑中2-2 － 木造

77 北上中学校 北上町十三浜字小田93番地1 67-2057 非木造

78 北上子育て支援センター 北上町十三浜字崎山181番地 66-2177 木造

79 大指林業者生活改善センター 北上町十三浜字松ノ坂47番地4 66-2282 木造

80 小滝公民館 北上町十三浜字小滝27番地1 － 木造

81 福地林業者生活改善センター 福地字加茂崎28番地2 － 木造

82 谷地公民館 福地字大正13番地1 － 木造

83 原生活センター 針岡字６角22番地1 － 木造

84 鳥屋森公民館 針岡字迦蘭19番地1 － 木造

85 横川公民館 福地字町頭31番地 65-2076 木造

86 飯野川小学校 相野谷字旧屋敷56番地 62-3009 非木造

87 源光寺会館 相野谷字柿木前42番地 62-2559 木造

88 中島生活センター 中島字大島山畑84番地1 － 木造

89 中野林業センター 中野字大屋敷123番地1 62-2915 木造

90 牧野巣公民館 中野字牧野巣山55番地 － 木造

91 皿貝老人憩の家 皿貝字郷田21番地7 － 木造

92 馬鞍老人憩の家 馬鞍字百目木13番地 － 木造

93 五十五人生活センター 小船越字大縄場67番地5 － 木造

94 鶴家公民館 小船越字的場16番地2 － 木造

95 後谷地老人憩の家 小船越字舟形22番地1 － 木造

96 大吉野福祉センター 飯野字大吉野入17番地 － 木造

97 飯野体育研修センター 飯野字大筒前東１番43番地 － 非木造

98 新田交流会館 飯野字浦谷地沖65番地1 － 木造
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99 北境老人憩の家 北境字上待井1番地 － 木造

100 東福田農業集会所 東福田字馬場95番地1 － 木造

101 大土老人憩の家 大森字日影168番地 － 木造

102 梨の木舟渡公民館 大森字青ヶ崎土手外16番地4 － 木造

103 親林交流館 三輪田字谷津162番地2 － 木造

104 三輪田中老人憩の家 三輪田字馬場上3番地 － 木造

105 三輪田下公民館 三輪田字仲里前90番地 － 木造

106 二俣小学校 大森字大平6番地 62-2218 非木造

107 大谷地小学校 小船越字角田16番地2 62-3129 非木造

108 飯野川中学校 相野谷字旧会所前34番地 62-3020 非木造

109 河北総合センター 成田字小塚裏畑54番地 62-1120 非木造

110 河北中学校 小船越字山畑250番地 62-2374 非木造

111 入釜谷生活センター 釜谷字入釜谷53番地 － 木造

112 鹿又小学校 鹿又字矢袋屋敷合31番地 74-2114 非木造

113 河南東中学校 須江字糠塚3番地3 73-2411 非木造

114 梅木ふれあいセンター 鹿又字梅木屋敷96番地 － 木造

115 四家会館 鹿又字四家前26番地2 － 木造

116 本町コミュニテイセンター 鹿又字伊勢前84番地2 － 木造

117 谷地中老人憩の家 鹿又字観音裏137番地1 － 木造

118 曽波神多目的研修センター 鹿又字曽波神前151番地 － 木造

119 須江小学校 須江字代官43番地 73-2344 非木造

120 山根中埣転作推進集落センター 須江字沢尻20番地2 － 木造

121 北村小学校 北村字幕ヶ崎一17番地 73-2202 非木造

122 大番所生活改善センター 北村字久米田79番地1 － 木造

123 朝日会館 北村字旭25番地 － 木造

124 大沢創作館 北村字大欠下1番地1 － 木造

125 箱清水老人憩の家 北村字関田3番地 － 木造

126 俵庭ふれあいセンター 北村字新俵庭13番地1 － 木造

127 青木多目的研修センター 北村字新大日6番地1 73-2829 非木造

128 河南西中学校 北村字小崎一37番地2 72-2411 非木造

129 広渕小学校 広渕字町北233番地 73-2251 非木造

130 砂押会館 広渕字柏木前135番地1 － 木造

131 新田公会堂 広渕字新田18番地2 － 木造

132 和渕小学校 和渕字佐沼川200番地 73-2251 非木造
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133 和渕山根ふれあいセンター 和渕字牡丹窪72番地 72-2925 木造

134 河南農村環境改善センター 和渕字笈入前1番地1 72-2004 非木造

135 前谷地小学校 前谷地字沖埣125番地 72-2014 非木造

136 定川会館 前谷地字沖西1番地 － 木造

137 河南老人福祉センター 前谷地字黒沢前35番地 72-2904 非木造

138 根方老人憩の家 前谷地字根方山5番地5 － 木造

139 中津山第一小学校 桃生町給人町字東町96番地 76-2040 非木造

140 高須賀地区定住センター 桃生町高須賀字下畑14番地1 － 非木造

141 中津山第二小学校 桃生町中津山字江下57番地 76-2030 非木造

142 城内老人憩の家 桃生町城内字西嶺52番地4 － 木造

143 新田保育所 桃生町新田字西町30番地 76-4123 非木造

144 桃生中学校 桃生町寺崎字植立20番地 76-4122 非木造

145 永井いきいき交流センター 桃生町永井字土手下246番地1 － 木造

146 桃生文化交流会館 桃生町太田字拾貫弐番71番地2 76-3418 非木造

147 山田老人憩の家 桃生町樫崎字山田128番地2 － 木造

148 桃生小学校 桃生町樫崎字高附5番地 76-2242 非木造
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