
1 石巻 向陽地区コミュニティセンター 88 河北 河北総合支所

2 石巻 石巻市NPO支援オフィス 89 河北 飯野川保育所

3 石巻 田代島開発総合センター 90 河北 大川保育所

4 石巻 石巻市役所庁舎 91 河北 大谷地保育所

5 石巻 石巻斎場 92 河北 二俣保育所

6 石巻 学習等供用施設　　釜会館 93 河北 大森ささえあい拠点センター

7 石巻 学習等供用施設　上釜会館 94 河北 飯野川小学校

8 石巻 石巻市一般廃棄物最終処分管理事務所 95 河北 大谷地小学校

9 石巻 石巻市上釜ふれあい広場 96 河北 二俣小学校

10 石巻 蛇田支所 97 河北 飯野川中学校

11 石巻 稲井支所 98 河北 河北中学校

12 石巻 小積浜集会所 99 河北 河北幼稚園

13 石巻 田代診療所 100 河北 飯野体育センター

14 石巻 夜間急患センター 101 河北 追波川河川運動公園

15 石巻 総合福祉会館　　うしお荘 102 河北 河北総合センター

16 石巻 老人福祉センター　寿楽荘 103 雄勝 雄勝森林公園

17 石巻 総合福祉会館　　みなと荘 104 雄勝 雄勝総合支所

18 石巻 大橋ささえあい拠点センター 105 雄勝 雄勝保育所

19 石巻 開成ささえあい拠点センター 106 雄勝 雄勝診療所

20 石巻 蛇田ささえあい拠点センター 107 雄勝 雄勝歯科診療所

21 石巻 万石ささえあい拠点センター 108 雄勝 橋浦診療所

22 石巻 石巻市労働会館 109 雄勝 雄勝斎場

23 石巻 石巻保育所 110 雄勝 雄勝小学校

24 石巻 蛇田保育所 111 雄勝 雄勝中学校

25 石巻 若草保育所 112 河南 河南総合支所

26 石巻 水押保育所 113 河南 河南広渕農業担い手センター

27 石巻 ふたば保育所 114 河南 河南農村環境改善センター

28 石巻 水明保育所 115 河南 河南鹿又農業研修センター

29 石巻 鹿妻保育所 116 河南 石巻市河南老人福祉センター
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30 石巻 かもめ学園・向陽地区第二放課後児童クラブ 117 河南 河南旭山農業体験実習館

31 石巻 井内保育所 118 河南 河南須江農村定住センター

32 石巻 渡波保育所 119 河南 河南北村農村交流センター

33 石巻 向陽地区第一放課後児童クラブ 120 河南 河南中央公園野球場

34 石巻 稲井地区第二放課後児童クラブ 121 河南 前谷地保育所

35 石巻 釜地区第一放課後児童クラブ 122 河南 和渕保育所

36 石巻 蛇田地区第一放課後児童クラブ 123 河南 鹿又保育所

37 石巻 開北地区第一地区放課後児童クラブ 124 河南 北村保育所

38 石巻 万石浦地区第一放課後児童クラブ 125 河南 河南子育て支援センター

39 石巻 湊地区放課後児童クラブ 126 河南 須江保育所

40 石巻 鹿妻地区第一放課後児童クラブ 127 河南 鹿又地区第一放課後児童クラブ

41 石巻 中里地区第一放課後児童クラブ 128 河南 広渕小学校

42 石巻 鹿妻地区第二放課後児童クラブ 129 河南 須江小学校

43 石巻 石巻地区第一放課後児童クラブ 130 河南 北村小学校

44 石巻 湊こども園 131 河南 前谷地小学校

45 石巻 マンガアイランド 132 河南 和渕小学校

46 石巻 サンファンバウティスタパーク 133 河南 鹿又小学校

47 石巻 石ノ森萬画館 134 河南 河南東中学校

48 石巻 石巻市立病院 135 河南 河南西中学校

49 石巻 石巻小学校 136 河南 河南体育センター

50 石巻 住吉小学校 137 河南 遊楽館

51 石巻 湊小学校 138 河南 河南公民館パークゴルフ場

52 石巻 釜小学校 139 河南 齋藤氏庭園

53 石巻 山下小学校 140 桃生 桃生地域福祉センター

54 石巻 蛇田小学校 141 桃生 桃生保健センター

55 石巻 東浜小学校 142 桃生 桃生総合支所

56 石巻 渡波小学校 143 桃生 桃生新田保育所

57 石巻 稲井小学校 144 桃生 桃生子育て支援センター

58 石巻 向陽小学校 145 桃生 中津山第一小学校
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59 石巻 貞山小学校 146 桃生 中津山第二小学校

60 石巻 開北小学校 147 桃生 桃生小学校

61 石巻 万石浦小学校 148 桃生 桃生中学校

62 石巻 大街道小学校 149 桃生 桃生幼稚園

63 石巻 中里小学校 150 桃生 桃生総合センター

64 石巻 鹿妻小学校 151 桃生 桃生武道館

65 石巻 石巻中学校 152 桃生 桃生野球場

66 石巻 住吉中学校 153 桃生 植立山公園

67 石巻 門脇中学校 154 桃生 桃生文化交流会館

68 石巻 湊中学校 155 北上 北上総合支所

69 石巻 蛇田中学校 156 北上 橋浦保育所

70 石巻 荻浜中学校 157 北上 相川保育所

71 石巻 渡波中学校 158 北上 北上小学校

72 石巻 稲井中学校 159 北上 北上中学校

73 石巻 山下中学校 160 北上 にっこりサンパーク

74 石巻 青葉中学校 161 牡鹿 牡鹿総合支所

75 石巻 万石浦中学校 162 牡鹿 網小医院

76 石巻 桜坂高等学校 163 牡鹿 おしか家族旅行村　オートキャンプ場

77 石巻 住吉幼稚園 164 牡鹿 石巻市牡鹿保健福祉センター

78 石巻 稲井幼稚園 165 牡鹿 石巻市寄磯診療所

79 石巻 総合体育館 166 牡鹿 牡鹿交流センター

80 石巻 山下屋内運動場 167 牡鹿 石巻市立牡鹿病院

81 石巻 総合運動公園 168 牡鹿 牡鹿斎場

82 石巻 稲井テニスコート 169 牡鹿 牡鹿地区保育所

83 石巻 石巻中央公民館 170 牡鹿 鮎川小学校

84 石巻 渡波公民館 171 牡鹿 大原小学校

85 石巻 蛇田公民館 172 牡鹿 寄磯小学校

86 石巻 稲井公民館 173 牡鹿 牡鹿中学校

87 石巻 図書館 174 牡鹿 島の楽校
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