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課　　　　　　　　　名 主　　な　　事　　務

秘書・儀式・表彰・広報広聴事業・市民相談

議会・訴訟・情報公開・条例規則・公文書
行政手続

行財政改革・組織・地方分権・権限移譲
合併未調整事項の調整

財政計画・予算編成・執行管理・地方交付税
市債・寄付採納

職員の任免・給与・福利厚生・研修・厚生会
職員表彰・臨時嘱託職員

庁舎管理・自動車集中管理・公有財産総括管理
新庁舎建設計画・入札・契約

市県民税の賦課調定・市税等の証明

固定資産税の賦課調定
土地家屋償却資産評価

市税等の徴収・滞納処分・納税思想の普及啓発
納税貯蓄組合

災害対策・防災計画・防災会議・防災無線
消防団・交通安全・交通安全指導員

工事の検査・工事検査基準

渡波支所
稲井支所
荻浜支所
蛇田支所

　 総合計画・庁議・公共交通対策・エネルギー
各種統計・(財）高等教育事業団

行政委員・NPO・国際交流・姉妹都市・萬画館
マンガランド・市民会議

男女共同参画の推進

電算組織の管理運営・業務システム開発
データ管理・ホームページ

庶務・財務・人事・管財・防災・情報化推進
　

広報広聴・市民相談・地域づくり・統計
商工観光

課税・納税・地籍調査

戸籍・住民基本台帳・国民年金
行政委員・人権擁護・外国人登録

介護保険・社会福祉・長寿社会・保育所

環境衛生(ごみ収集含む）・保健衛生
国民健康保険・栄養指導・歯科診療所

河北保健センター

　・河北地区一般廃棄物最終処分場

河北福祉活動センター
河北子育て支援センター

河北福祉作業所かしわホーム
大森在宅介護支援センター
大森デイサービスセンター

交流会館（２）
老人憩の家（１３）

河北地区衛生処理センター
河北歯科診療所

飯野川保育所
大川保育所
大谷地保育所
二俣保育所

石ノ森萬画館
ＮＰＯ支援オフィス

情報プラザ

道の駅「上品の郷」

石巻市民会館

田代島開発総合センター

向陽地区コミュニティセンター
小竹地区コミュニティセンター

新　　　市　　　行　　　政　　　組　　　織　　　図

市　長

行政機関名及び所管施設名

総務部
助　役

部　　等　　名

総務課

行政改革課

財政課

人事課

企画部

秘書広報課

市民税課

河北総合支所

管財課

資産税課

納税課

防災対策課

工事検査室

総合政策課

市民活動推進課

男女共同参画推進室

市民生活課

情報政策課

総務課

企画課

税務課

保健課

福祉課
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農林・畜産・土地改良・ほ場整備

道路管理・道路整備・住宅管理運営・建築確認
街路灯・街路樹整備維持管理・漁港建設管理

都市計画・下水道・公園，広場維持管理

庶務・財務・人事・防災・情報化推進

課税・納税
地籍調査

広報広聴・管財・統計・地域づくり

戸籍・住民基本台帳・国民年金・福祉医療
国民健康保険・外国人登録

環境衛生・保健指導・介護保険・福祉・保育所
クリーンセンター・斎場・母子保健センター

水産・農林・商工観光・森林公園・伝統産業会館

道路整備管理・漁港建設管理・下水道
住宅管理運営・建築確認

庶務・財務・人事・管財・防災
住宅管理運営・街路灯維持管理

課税・納税・地籍調査

広報広聴・統計・地域づくり・情報化推進

戸籍・住民基本台帳・国民年金・市民相談
外国人登録

介護保険・社会福祉・長寿社会・保育所
国民健康保険

環境衛生・保健衛生・保健指導

農林・畜産・土地改良・商工観光・産業振興

市営住宅（６）

河北上品山牧場

市営住宅（６）

老人憩の家（１０）

雄勝母子健康センター

雄勝デイサービスセンター
雄勝在宅介護支援センター

雄勝クリーンセンター

大浜地区コミュニティセンター
伊勢畑地区コミュニティセンター

雄勝水浜漁村センター

雄勝峠崎自然公園

　・雄勝一般廃棄物最終処分場
　・雄勝一般廃棄物処理場

雄勝森林公園

雄勝石ギャラリー
雄勝インフォメーションセンター

雄勝硯伝統産業会館

雄勝斎場

河南山根中埣転作推進集落センター

市営住宅（１３）

山崎多目的集会所

河南一般廃棄物最終処分場
河南資源回収センター

河南鹿又農業研修センター
河南旭山農業体験実習館
河南北村農村交流センター
河南須江中埣構造改善センター

河南農村環境改善センター
河南広渕農業担い手センター
かなん有機センター
河南須江農村定住センター

ふれあいセンター（５）
河南子育て支援センター
放課後児童クラブ（６）

河南母子健康センター

須江保育所
河南老人福祉センター
老人創作館（２）
老人憩の家（１０）

前谷地保育所
和渕保育所
鹿又保育所
北村保育所

和渕地区コミュニティセンター
本町コミュニティセンター
しらさぎ台コミュニティセンター

多目的研修センター（２）

鹿又連絡所
須江連絡所
広渕連絡所
北村連絡所

雄勝保育所
大須保育所

林業センター（４）
堆肥センター（２）

飯野川ショッピングパーク

名振地区コミュニティセンター

河北地区施設維持事務所

健康管理課

産業振興課

建設課

産業課

都市計画課

総務課

雄勝総合支所

河南総合支所

税務課

企画管財課

市民生活課

福祉課

保健福祉課

建設課

税務課

市民生活課

産業振興課

企画課

総務課
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道路管理・道路整備・下水道・建築確認

広報広聴・人事・防災・地域づくり・統計
管財・国際交流・庶務

管財・課税・納税・財務・情報化推進

戸籍・住民基本台帳・国民年金・市民相談
国民健康保険・外国人登録・環境衛生
介護保険・保健衛生・保健指導
保育所

農林・畜産・土地改良・商工観光・産業振興

道路管理・道路整備・建築確認・下水道
住宅管理運営　

広報広聴・人事・防災・地域づくり・統計
管財・国際交流・情報化推進・財務・庶務

戸籍・住民基本台帳・外国人登録・国民年金
環境衛生・課税・納税・国民健康保険

介護保険・保健衛生・保健指導
保育所

水産・農林・土地改良・商工観光・漁港建設管理

道路管理・道路整備・下水道・建築確認
住宅管理運営

広報広聴・人事・防災・地域づくり・統計
情報化推進・離島振興・庶務

管財・財務・課税・納税

戸籍・住民基本台帳・国民年金・環境衛生
国民健康保険・外国人登録

保健衛生・保健指導・保育所・介護保険・福祉

　・牡鹿網地島一般廃棄物処理場

老人憩の家(4)

牡鹿第１保育所
牡鹿第２保育所
寄磯診療所

牡鹿保健センター

鮎川在宅介護支援センター
牡鹿保健福祉センター

網地島デイサービスセンター
網地島高齢者生活福祉センター

共同墓地（9）
牡鹿斎場

　・牡鹿一般廃棄物最終処分場

大原出張所
牡鹿クリーンセンター

大磐平放牧場

橋浦診療所
相川診療所

網地島センター

市営住宅（２）

桃生鳴神沼公園

北上母子健康センター

北上高齢者生活福祉センター
北上保健医療センター

桃生新田保育所
桃生地域福祉センター

牡鹿総合支所

市民福祉課

建設課

総務企画課

総務課

財務課

桃生総合支所

建設課

市民生活課

建設下水道課

総務企画課

財務課

市民税務課

保健福祉課

産業振興課

桃生バイオ研修センター

桃生堆肥化処理センター

北上在宅介護支援センター

吉浜保育所
相川保育所

桃生インフォメーションプラザ

市営住宅（７）

桃生寺崎農業担い手センター

橋浦保育所

桃生高須賀定住センター

生活改善センター（３）
神割崎自然公園
北上堆肥センター

ものう在宅介護支援センター
桃生保健センター
ものうデイサービスセンター
老人憩の家（１２）
いきいき交流センター（２）
桃生高齢者コミュニティセンター桃源荘

産業振興課

北上総合支所

保健福祉課

- 3 -



水産・農林・商工観光・漁港建設管理 おしかコバルト荘
コバルト荘・ホエールランド・家族旅行村 おしかホエールランド
旅客定期航路事業

牡鹿地区水産物処理センター

道路管理・道路整備・建築確認・下水道
住宅管理運営

戸籍・住民基本台帳・住居表示付番
外国人登録・印鑑登録・埋火葬許可

国保事業・保険税賦課調定・乳幼児医療
老人医療・国民年金

環境基本計画・一般廃棄物処理計画・狂犬病

墓地・霊園・公害調査

廃棄物収集計画・収集運搬・動物死骸処理
廃棄物不法投棄

保健指導・予防接種・献血・老人保険事業
精神保健・歯科衛生・栄養改善

夜間急患センター管理運営

介護保険事業・老人福祉施設整備計画
介護保険料賦課調定

福祉行政企画調整・民生委員・社会福祉法人
日赤・心身知的障害者福祉措置・更正援護
老人福祉

生活保護法事務・行旅病人・行旅死亡人
　

児童福祉法に基づく福祉措置・保育所事務
母子寡婦福祉・児童福祉手当・家庭医療費助成

水産振興企画調整・漁港・水産物流通加工
水産加工団地

商工業振興・消費者・労働行政・シルバー人材
センター・観光事業・物産品

サン・ファン・バウティスタパーク

産業企業立地施策企画調整・産業振興
企業誘致

農林業・農畜産業・土地改良・農道・林道
市有林

部内工事管理・用地取得・登記・地価公示
地籍調査

墓地（５）

産業振興課

子育て支援センター
母子児童相談室

金華山休けい所
おしか御番所公園

霊園管理事務所

駐車場（３）

市営住宅（１８）

水産物地方卸売市場牡鹿売場

観光物産情報ｾﾝﾀｰ ロマン海遊２１

牧山市民の森

勤労者余暇活用センター
消費生活相談室

　・水産物地方卸売市場石巻売場

労働会館

放課後児童クラブ（１５）

水産課

商工観光課

企業立地推進課

農林課

建設総務課

水産物地方卸売市場管理事務所

水産物流通加工総合管理センター

ふたば保育所
水明保育所
はまなす保育所
荻浜保育所

蛇田保育所
井内保育所
若草保育所
水押保育所

湊保育所
門脇保育所
渡波保育所
鹿妻保育所

福祉作業所みどり園
かもめ学園
老人福祉センター寿楽荘

石巻保育所

デイサービスセンター福寿荘

　・一般廃棄物最終処分場

総合福祉会館うしお荘
総合福祉会館みなと荘

寄磯センター

埋立施設管理事務所

田代診療所
保健相談センター

狐崎霊園

学習等供用施設釜会館
学習等供用施設上釜会館

収集事務所

おしか家族旅行村オートキャンプ場

石巻斎場

　・石巻霊園

前網漁民センター
牡鹿表浜センター

牡鹿丸

保健福祉部

産業部

建設課

保護課

子ども家庭課

環境対策課

廃棄物処理課

健康管理課

夜間急患センター

国保年金課

生活環境部

生活センター（４）

（社会福祉事務所）

介護保険課

福祉課

市民課
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港湾行政企画調整・公有水面埋立

都市計画法・土地区画整理事業・街路事業
公園・北上川改修

道路管理整備・市道認定・公共物管理事務
街路灯・砂防・急傾斜地・流路

市営住宅の建設管理運営
市有建築物等の設計監督

建築基準法に基づく許可・確認・検査・建築物の
相談・指導・狭隘道路整備

下水道使用料・流域下水道事業・ポンプ場維持
管理・水洗化普及・排水設備許可

流域関連公共下水道計画・設計・施工

　 市立病院の総合的管理運営・労働安全衛生
財務・施設管理・連絡調整

診療・診療録記録・医学研究・調剤製剤
医薬品管理・薬剤調査資料集・その他

内視鏡検査・撮影検査・検体生理機能検査
機能回復訓練・理学療法・患者食管理・その他

外来患者入院患者の診療補助及び看護・その他

地域医療連携

医療及び福祉相談

医師確保・臨床研修医対策等

病院管理運営・労働安全衛生・防災・財務
公印管理・物品契約・出納・施設管理・その他

患者受付案内・医療報酬請求事務・医療統計
使用料手数料算定・請求事務・その他

健康診断

診療・患者食・外来患者診療補助・調剤製剤
撮影検査・検体生理機能検査・機能回復訓練等

病院管理運営・公印保管・労働安全衛生・防災
財務・医療報酬請求事務・医療統計等

診療・患者食・外来患者診療補助・調剤製剤
撮影検査・検体生理機能検査・機能回復訓練等

病院管理運営・公印保管・労働安全衛生・防災
財務・医療報酬請求事務・医療統計等

現金有価証券出納・保管・資金運用・決算調製 河北分室
支出負担行為確認・支出命令審査 雄勝分室

河南分室
桃生分室
北上分室

出納課

事務部

病院局

病院管理課

石巻市立病院

石巻市立雄勝病院

石巻市立牡鹿病院

病院長室

総務課

医事課

健診センター

事務部門

診療部門

診療部門

医療技術部門

看護部門

地域医療連携室

牡鹿分室

施設維持事務所

市営住宅（１５）
住宅集会所（６）
住宅駐車場（６）

石巻駅前駐車場

医療福祉相談室

港湾対策室

建設部

収入役

都市計画課

道路課

建築課

建築指導課

下水道管理課

下水道建設課

事務部門

診療部門
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課　　等　　名 主　　　な　　　事　　　務

教育委員会の会議・教育行政の企画調整
就学援助・学校保健・私立幼稚園奨励

教職員人事・服務・教育課程・学習指導・教科書
奨学金貸与・進路指導

学校財務・物品・学校施設整備・給食センター

生涯学習・芸術文化・文化財保護
自然教育センター

体育施設・スポーツ振興・体育指導員

博物館建設推進・資料調査・整理・保存

学校財務・学校施設維持管理・学事・学校保健
学校体育・生涯学習・文化振興・体育振興

学校財務・学校施設維持管理・学事・学校保健
学校体育・生涯学習・文化振興・体育振興

学校財務・学校施設維持管理・学事・学校保健
学校体育・生涯学習・文化振興・体育振興

学校財務・学校施設維持管理・学事・学校保健
学校体育・生涯学習・文化振興・体育振興

学校財務・学校施設維持管理・学事・学校保健
学校体育・生涯学習・文化振興・体育振興

学校財務・学校施設維持管理・学事・学校保健
学校体育・生涯学習・文化振興・体育振興

公民館の使用及び維持管理・公民館事業の企画
実施及び運営

公民館の使用及び維持管理・公民館事業の企画
実施及び運営

公民館の使用及び維持管理・公民館事業の企画
実施及び運営

公民館の使用及び維持管理・公民館事業の企画
実施及び運営

河南体育センター

体育研修センター（２）

教員住宅（８）

桃生野球場

雄勝Ｂ＆Ｇ海洋センター

雄勝グランド

桃生農業者トレーニングセンター
桃生野外活動センター

島の楽校

桃生多目的グランド

児童プール（２）
教員住宅

総合運動公園管理事務所

河北学校給食センター
雄勝学校給食センター
河南学校給食センター

牡鹿学校給食センター

少年センター

けやき教室

教育機関名及び所管施設名

河北農林漁業者トレーニングセンター

　・総合運動公園石巻ふれあいグランド
石巻野球場
市民プール
稲井テニスコート
山下屋内運動場
公園グランド（４）

　・追波川河川運動公園
追波川河川運動公園管理事務所

田代島自然教育センター
マンガアイランド

　・総合運動公園石巻市民球場
　・総合運動公園石巻フットボール場

桃生学校給食センター

教職員住宅（３）

特殊教育共同実習所

湊学校給食センター
住吉学校給食センター
渡波学校給食センター

教育委員
会

事務局

行　　政　　委　　員　　会　　等

雄勝事務所

学校管理課

生涯学習課

教育総務課

学校教育課

体育振興課

北上事務所

牡鹿事務所

桃生テニスコート
桃生武道館
桃生相撲場

牡鹿体育館
教員住宅（５）

河南公民館

網地島テニスコート

河南水辺の楽校公園

桃生文化交流会館
桃生勤労青少年ホーム

桃生農業者体験実習館
桃生植立山公園

河南中央公園
押切沼公園

牡鹿清崎運動公園

にっこりサンパーク

河南事務所

桃生事務所

毛利コレクション整備推進室

河北事務所

石巻中央公民館

河北公民館

雄勝公民館

寺山地区コミュニティセンター
泊地区コミュニティセンター
小沢地区コミュニティセンター

稲井公民館
荻浜公民館

渡波公民館
蛇田公民館

教員住宅
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公民館の使用及び維持管理・公民館事業の企画
実施及び運営

公民館の使用及び維持管理・公民館事業の企画

実施及び運営

公民館の使用及び維持管理・公民館事業の企画

実施及び運営

図書館維持管理・図書館奉仕

体育スポーツ企画立案・指導助言
健康増進体力相談・広報

芸術文化情報提供・文化スポーツ振興公社
歴史美術等調査研究資料収集保管企画展示等

社会体育事業企画立案及び実施・社会体育振興
芸術文化事業企画立案実施等

芸術文化体育事業の企画立案実施及び情報
提供

石巻小学校
住吉小学校
開北小学校
中里小学校
門脇小学校
釜小学校
大街道小学校
山下小学校
貞山小学校
湊小学校
湊第二小学校
鹿妻小学校
蛇田小学校
向陽小学校
荻浜小学校
東浜小学校
渡波小学校
稲井小学校
万石浦小学校

石巻中学校
住吉中学校
山下中学校
門脇中学校
青葉中学校
湊中学校
蛇田中学校
荻浜中学校
渡波中学校
万石浦中学校
稲井中学校

教育機関等

北上公民館

桃生公民館

牡鹿公民館

図書館

総合体育館

石巻文化センター

河北総合センター

遊楽館

中学校（２４校）

小学校（４３校）

飯野川第一小学校
飯野川第二小学校
大谷地小学校

広渕小学校
大須小学校

二俣小学校
大川小学校
雄勝小学校
船越小学校

須江小学校
北村小学校
前谷地小学校
和渕小学校
鹿又小学校
中津山第一小学校
中津山第二小学校
桃生小学校

大原小学校
寄磯小学校
谷川小学校

橋浦小学校
吉浜小学校
相川小学校
鮎川小学校

大須中学校
河南東中学校

飯野川中学校
河北中学校
大川中学校
雄勝中学校

河南西中学校
桃生中学校
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事務局

事務局

事務局

書記

書記固定資産評価審査委員会

市議会

監査委員

　  選挙管理委員会

※監査委員事務局は河北総合支所に配置する

農業委員会

事務局

※農業委員会事務局は石巻市河南農村環境改善センターに配置する

公平委員会

高等学校（２校）

幼稚園（５園）

稲井分室
荻浜分室

桃生分室

鮎川中学校
大原中学校
寄磯中学校

市立女子高等学校

雄勝分室
河南分室

牡鹿分室

稲井幼稚園

渡波分室

北上中学校
相川中学校

蛇田分室

河北幼稚園

桃生幼稚園

河北分室

市立女子商業高等学校

住吉幼稚園
湊幼稚園

北上分室
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部・総合支所名 所管課名

【行政機関等】

1 石巻市役所 石巻市日和が丘一丁目1番1号 石巻市役所 石巻市日和が丘一丁目１番１号 総務部 管財課

2 渡波支所 石巻市渡波町二丁目6番31号 石巻市渡波支所 石巻市渡波町二丁目６番３１号 総務部 管財課

3 稲井支所 石巻市大瓜字井内15番地 石巻市稲井支所 石巻市大瓜字井内１５番地 総務部 管財課

4 荻浜支所 石巻市大字荻浜字家前17番地 石巻市荻浜支所 石巻市荻浜字家前１７番地 総務部 管財課

5 蛇田支所 石巻市蛇田字上中埣99番地の3 石巻市蛇田支所 石巻市蛇田字上中埣９９番地３ 総務部 管財課

6 河北町役場 河北町相野谷字旧会所前12番地の1 石巻市河北総合支所 石巻市相野谷字旧会所前１２番地１ 河北総合支所 総務課

7 雄勝町役場 雄勝町大字雄勝字伊勢畑８４番地の１ 石巻市雄勝総合支所 石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑８４番地１ 雄勝総合支所 企画管財課

8 河南町役場 河南町前谷地字黒沢前7番地 石巻市河南総合支所 石巻市前谷地字黒沢前７番地 河南総合支所 総務課

9 河南町役場鹿又連絡所 河南町鹿又字新田町浦２９番地 石巻市河南総合支所鹿又連絡所 石巻市鹿又字新田町浦２９番地 河南総合支所 総務課

10 河南町役場須江連絡所 河南町須江字沢田前３番地 石巻市河南総合支所須江連絡所 石巻市須江字沢田前３番地 河南総合支所 総務課

11 河南町役場広渕連絡所 河南町広渕字町２２番地 石巻市河南総合支所広渕連絡所 石巻市広渕字町２２番地 河南総合支所 総務課

12 河南町役場北村連絡所 河南町北村字幕ケ崎５５番地の１ 石巻市河南総合支所北村連絡所 石巻市北村字幕ケ崎５５番地１ 河南総合支所 総務課

13 桃生町役場 桃生町中津山字八木167の4 石巻市桃生総合支所 石巻市桃生町中津山字八木167番地４ 桃生総合支所 総務企画課

14 北上町役場 北上町十三浜字月浜290 石巻市北上総合支所 石巻市北上町十三浜字月浜２９０番地 北上総合支所 総務企画課

15 牡鹿町役場 牡鹿町大字鮎川浜字鬼形山1番地の13 石巻市牡鹿総合支所 石巻市鮎川浜鬼形山１番地１３ 牡鹿総合支所 財務課

16 牡鹿町役場大原支所 牡鹿町大字大原浜字町16番地の3 石巻市牡鹿総合支所大原出張所 石巻市大原浜字町１６番地３ 牡鹿総合支所 財務課

17 石巻市民会館 石巻市不動町二丁目16番1号 石巻市民会館 石巻市不動町二丁目１６番１号 総務部 総務課

18 石巻市霊園管理事務所 石巻市南境字大衡山180番地 石巻市霊園管理事務所 石巻市南境字大衡山180番地 生活環境部 環境対策課

19 石巻市収集事務所 石巻市門脇字元明神45番地の２ 石巻市収集事務所 石巻市門脇字元明神45番地２ 生活環境部 廃棄物処理課

20 石巻市埋立施設管理事務所 石巻市南境字大衡山地内 石巻市埋立施設管理事務所 石巻市南境字大衡山地内 生活環境部 廃棄物処理課

21 石巻市社会福祉事務所 石巻市中央一丁目13番18号 石巻市社会福祉事務所 石巻市中央一丁目１３番１８号 保健福祉部

22 石巻市水産物地方卸売市場管理事務所 石巻市魚町二丁目14番地 石巻市水産物地方卸売市場管理事務所 石巻市魚町二丁目14番地 産業部 水産課

23 石巻市施設維持事務所 石巻市日和が丘一丁目1番1号 石巻市施設維持事務所 石巻市日和が丘一丁目1番1号 建設部 道路課

24 河北地区衛生処理センター 河北町成田字成沢18番地の1 石巻市河北地区衛生処理センター 石巻市成田字成沢１８番地１ 河北総合支所 保健課

25 河北町直営事務所 河北町小船越字山畑404番地18 石巻市河北地区施設維持事務所 石巻市小船越字山畑404番地18 河北総合支所 建設課

26 雄勝町クリーンセンター 雄勝町大字雄勝字小渕125番地 石巻市雄勝クリーンセンター 石巻市雄勝町雄勝字小渕１２５番地 雄勝総合支所 保健福祉課

27 牡鹿町クリーンセンター 牡鹿町大字十八成浜字清崎山1番地の49 石巻市牡鹿クリーンセンター 石巻市十八成浜清崎山１番地４９ 牡鹿総合支所 市民生活課

28 石巻市総合運動公園管理事務所 石巻市南境字新小堤118番地 石巻市総合運動公園管理事務所 石巻市南境字新小堤118番地 教育委員会 体育振興課

29 河北町追波川河川運動公園管理事務所 河北町小船越字山畑383番地1地先 石巻市追波川河川運動公園管理事務所 石巻市小船越字山畑３８３番地１地先 教育委員会 河北事務所

【地域振興等関係施設】

30 石ノ森萬画館 石巻市中瀬2番7号 石ノ森萬画館 石巻市中瀬２番７号 企画部 市民活動推進課

31 河北町交流プラザ 河北町成田字小塚58番地 石巻市情報プラザ 石巻市成田字小塚５８番地 企画部 情報政策課

【市民活動支援施設】

新　市　住　所
新　市　所　管　部　署

番号 現　施　設　名　称 現　　住　　所 新　市　施　設　名　称
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部・総合支所名 所管課名
新　市　住　所

新　市　所　管　部　署
番号 現　施　設　名　称 現　　住　　所 新　市　施　設　名　称

32 石巻市田代島開発総合センター 石巻市大字田代浜字仁斗田143番地 石巻市田代島開発総合センター 石巻市田代浜字仁斗田１４３番地 企画部 総合政策課

33 石巻市ＮＰＯ支援オフィス 石巻市泉町三丁目１番６３号 石巻市ＮＰＯ支援オフィス 石巻市泉町三丁目１番６３号 企画部 市民活動推進課

34 石巻市向陽地区コミュニティ・センター 石巻市向陽町四丁目9番11号 石巻市向陽地区コミュニティセンター 石巻市向陽町四丁目９番１１号 企画部 市民活動推進課

35 石巻市小竹地区コミュニティ・センター 石巻市大字小竹浜字山居山11番地 石巻市小竹地区コミュニティセンター 石巻市小竹浜字山居山１１番地 企画部 市民活動推進課

36 石巻市学習等供用施設　釜会館 石巻市門脇字築山9番地の1 石巻市学習等供用施設　釜会館 石巻市門脇字築山９番地１ 生活環境部 環境対策課

37 石巻市学習等供用施設　上釜会館 石巻市門脇字浦屋敷4番地の3 石巻市学習等供用施設　上釜会館 石巻市門脇字浦屋敷４番地３ 生活環境部 環境対策課

38 雄勝町名振コミュニティーセンター 雄勝町大字名振字東45番地の１ 石巻市名振地区コミュニティセンター 石巻市雄勝町名振字東４５番地１ 雄勝総合支所 企画管財課

39 雄勝町大浜地区コミュニティセンター 雄勝町大字大浜字袖浜３４番地７ 石巻市大浜地区コミュニティセンター 石巻市雄勝町大浜字袖浜３４番地７ 雄勝総合支所 企画管財課

40 雄勝町伊勢畑地区コミュニティセンター 雄勝町大字雄勝字伊勢畑６７番地１２ 石巻市伊勢畑地区コミュニティセンター 石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑６７番地１２ 雄勝総合支所 企画管財課

41 河南町青木多目的研修センター 河南町北村字新大日6番地の1 石巻市青木多目的研修センター 石巻市北村字新大日６番地１ 河南総合支所 総務課

42 河南町曽波神多目的研修センター 河南町鹿又字曽波神前151番地 石巻市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 河南総合支所 総務課

43 河南町多目的集会所 河南町前谷地字八幡山109番地の5 石巻市山崎多目的集会所 石巻市前谷地字八幡山１０９番地５ 河南総合支所 総務課

44 河南町和淵地区コミュニティセンター 河南町和淵字清水75番地 石巻市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 河南総合支所 企画課

45 河南町本町コミュニティセンター 河南町鹿又字伊勢前84番地の2 石巻市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 河南総合支所 企画課

46 石巻市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 河南総合支所 企画課

47 牡鹿町網地島センター 牡鹿町大字長渡浜字杉13番地の82 石巻市網地島センター 石巻市長渡浜杉１３番地８２ 牡鹿総合支所 総務課

48 牡鹿町前網漁民センター 牡鹿町大字寄磯浜字前網42番地の1 石巻市前網漁民センター 石巻市前網浜前網４２番地１ 牡鹿総合支所 産業振興課

49 牡鹿町寄磯センター 牡鹿町大字寄磯浜字前浜28番地の4 石巻市寄磯センター 石巻市寄磯浜前浜２８番地４ 牡鹿総合支所 産業振興課

【斎場・墓地関係施設】

50 石巻市斎場 石巻市南境字大衡山43番地 石巻市石巻斎場 石巻市南境字大衡山４３番地 生活環境部 環境対策課

51 雄勝町火葬場 雄勝町大字雄勝字寺79番地の１ 石巻市雄勝斎場 石巻市雄勝町雄勝字寺７９番地３ 雄勝総合支所 保健福祉課

52 牡鹿町火葬場 牡鹿町大字鮎川浜字寺前2番地の5 石巻市牡鹿斎場 石巻市鮎川浜寺前２番地５ 牡鹿総合支所 市民生活課

53 石巻霊園 石巻市南境字大衡山180番地 石巻市石巻霊園 石巻市南境字大衡山１８０番地 生活環境部 環境対策課

54 狐崎霊園 石巻市大字狐崎浜字鎌房山1番地 石巻市狐崎霊園 石巻市狐崎浜字鎌房山１番地 生活環境部 環境対策課

55 北鰐山墓地　 石巻市石巻北鰐山16番地の1 石巻市北鰐山墓地　 石巻市羽黒町二丁目１６番地１ 生活環境部 環境対策課

56 門脇4番谷地墓地　 石巻市門脇字4番谷地66番地 石巻市門脇四番谷地墓地　 石巻市門脇字四番谷地６６番地 生活環境部 環境対策課

57 門脇中屋敷墓地　 石巻市門脇字中屋敷76番地 石巻市門脇中屋敷墓地　 石巻市門脇字中屋敷７６番地 生活環境部 環境対策課

58 蛇田上中埣墓地　 石巻市蛇田字上中埣66番地の1 石巻市蛇田上中埣墓地　 石巻市蛇田字上中埣６６番地1 生活環境部 環境対策課

59 蛇田土和田山墓地　 石巻市蛇田字土和田山43番地 石巻市蛇田土和田山墓地　 石巻市蛇田字土和田山４３番地 生活環境部 環境対策課

60 十八成共同墓地 牡鹿町大字十八成字金剛畑13番地 石巻市十八成共同墓地 石巻市十八成金剛畑１３番地２ 牡鹿総合支所 市民生活課

61 鮎川鬼形山共同墓地 牡鹿町大字鮎川浜字鬼形山無番地 石巻市鮎川鬼形山共同墓地 石巻市鮎川浜鬼形山無番地 牡鹿総合支所 市民生活課

62 鮎川南共同墓地 牡鹿町大字鮎川浜字南13番地 石巻市鮎川南共同墓地 石巻市鮎川浜南１３番地 牡鹿総合支所 市民生活課

63 鮎川大台共同墓地 牡鹿町大字鮎川浜字大台28番地，30番地 石巻市鮎川大台共同墓地 石巻市鮎川浜大台２８番地　他 牡鹿総合支所 市民生活課

64 鮎川内山第１共同墓地 牡鹿町大字鮎川浜字内山3番地 石巻市鮎川内山第１共同墓地 石巻市鮎川浜内山３番地 牡鹿総合支所 市民生活課
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部・総合支所名 所管課名
新　市　住　所

新　市　所　管　部　署
番号 現　施　設　名　称 現　　住　　所 新　市　施　設　名　称

65 鮎川内山第２共同墓地 牡鹿町大字鮎川浜字内山２番地１ 石巻市鮎川内山第２共同墓地 石巻市鮎川浜内山２番地１ 牡鹿総合支所 市民生活課

66 網地髪剃坂共同墓地 牡鹿町大字網地浜字髪剃坂107番地の2 石巻市網地髪剃坂共同墓地 石巻市網地浜髪剃坂１０７番地２ 牡鹿総合支所 市民生活課

67 小渕共同墓地 牡鹿町大字給分浜字牧の崎地内 石巻市小渕共同墓地 石巻市小渕浜牧の崎地内 牡鹿総合支所 市民生活課

68 鮎川寺前共同墓地 牡鹿町大字鮎川浜字寺前2番地 石巻市鮎川寺前共同墓地 石巻市鮎川浜寺前２番地 牡鹿総合支所 市民生活課

【ごみ処理関係施設】

69 一般廃棄物最終処分場 石巻市南境字大衡山地内 石巻市一般廃棄物最終処分場 石巻市南境字大衡山地内 生活環境部 廃棄物処理課

70 河北地区衛生処理組合一般廃棄物最終処分場 河北町皿貝字宮田113番地の4 石巻市河北地区一般廃棄物最終処分場 石巻市皿貝字宮田１１３番地４ 河北総合支所 保健課

71 雄勝町一般廃棄物最終処分場 雄勝町大字雄勝字小渕125番地 石巻市雄勝一般廃棄物最終処分場 石巻市雄勝町雄勝字小渕１２５番地 雄勝総合支所 保健福祉課

72 雄勝町一般廃棄物処理場 雄勝町大字雄勝字小渕126番地 石巻市雄勝一般廃棄物処理場 石巻市雄勝町雄勝字小渕１２６番地 雄勝総合支所 保健福祉課

73 河南町一般廃棄物最終処分場 河南町北村字海上47番地の1 石巻市河南一般廃棄物最終処分場 石巻市北村字海上４７番地１ 河南総合支所 健康管理課

74 河南町資源回収センター 河南町北村字海上47番地の1 石巻市河南資源回収センター 石巻市北村字海上４７番地１ 河南総合支所 健康管理課

75 牡鹿町一般廃棄物最終処分場 牡鹿町大字十八成浜字清崎山1番地の68 石巻市牡鹿一般廃棄物最終処分場 石巻市十八成浜清崎山１番地６８ 牡鹿総合支所 市民生活課

76 牡鹿町網地島ごみ焼却場 牡鹿町大字網地浜字小ブチョ1番地の9 石巻市牡鹿網地島一般廃棄物処理場 石巻市網地浜小ブチョ１番地９ 牡鹿総合支所 市民生活課

【高齢障害・社会福祉関係施設】

77 石巻市総合福祉会館うしお荘 石巻市流留字七勺21番地 石巻市総合福祉会館うしお荘 石巻市流留字七勺２１番地 保健福祉部 福祉課

78 石巻市総合福祉会館みなと荘 石巻市湊町一丁目1番9号 石巻市総合福祉会館みなと荘 石巻市湊町一丁目１番９号 保健福祉部 福祉課

79 石巻市福祉作業所みどり園 石巻市不動町一丁目13番27号 石巻市福祉作業所みどり園 石巻市不動町一丁目１３番２７号 保健福祉部 福祉課

80 石巻市かもめ学園 石巻市向陽町三丁目10番7号 石巻市かもめ学園 石巻市向陽町三丁目１０番７号 保健福祉部 福祉課

81 石巻市老人福祉センター寿楽荘 石巻市日和が丘一丁目4番14号 石巻市老人福祉センター寿楽荘 石巻市日和が丘一丁目４番１４号 保健福祉部 福祉課

82 河北町福祉活動センター 河北町小船越字山畑417番地54 石巻市河北福祉活動センター 石巻市小船越字山畑４１７番地５４ 河北総合支所 福祉課

83 河北町福祉作業所かしわホーム 河北町小船越字山畑４１７番地５４ 石巻市河北福祉作業所かしわホーム 石巻市小船越字山畑４１７番地５４ 河北総合支所 福祉課

84 河北町新田交流会館 河北町飯野字浦谷地沖65番地の1 石巻市新田交流会館 石巻市飯野字浦谷地沖６５番地１ 河北総合支所 福祉課

85 河北町釜谷交流会館 河北町釜谷字韮島94番地 石巻市釜谷交流会館 石巻市釜谷字韮島９４番地 河北総合支所 福祉課

86 河南町老人福祉センター 河南町前谷地字黒沢前35番地 石巻市河南老人福祉センター 石巻市前谷地字黒沢前３５番地 河南総合支所 福祉課

87 河南町北村老人創作館 河南町北村字大欠下1番地の1 石巻市北村老人創作館 石巻市北村字大欠下１番地１ 河南総合支所 福祉課

88 河南町鹿又老人創作館 河南町鹿又字道的前238番地 石巻市鹿又老人創作館 石巻市鹿又字道的前２３８番地 河南総合支所 福祉課

89 河南町梅木ふれあいセンター 河南町鹿又字梅木屋敷96番地 石巻市梅木ふれあいセンター 石巻市鹿又字梅木屋敷９６番地 河南総合支所 福祉課

90 河南町和渕山根ふれあいセンター 河南町和渕字牡丹窪72番地 石巻市和渕山根ふれあいセンター 石巻市和渕字牡丹窪７２番地 河南総合支所 福祉課

91 河南町俵庭ふれあいセンター 河南町北村字新俵庭13番地の1 石巻市俵庭ふれあいセンター 石巻市北村字新俵庭１３番地１ 河南総合支所 福祉課

92 河南町柏木ふれあいセンター 河南町広渕字砂四１番地の１ 石巻市柏木ふれあいセンター 石巻市広渕字砂四１番地１ 河南総合支所 福祉課

93 河南町舘ふれあいセンター 河南町須江字大平31番地の1 石巻市舘ふれあいセンター 石巻市須江字大平３１番地１ 河南総合支所 福祉課

94 桃生町地域福祉センター 桃生町中津山字八木157の1 石巻市桃生地域福祉センター 石巻市桃生町中津山字八木１５７番地１ 桃生総合支所 市民福祉課

95 神取いきいき交流センター 桃生町神取字鹿島193番地の2 石巻市神取いきいき交流センター 石巻市桃生町神取字鹿島193番地2 桃生総合支所 市民福祉課

96 永井いきいき交流センター 桃生町永井字土手下246の1 石巻市永井いきいき交流センター 石巻市桃生町永井字土手下２４６番地１ 桃生総合支所 市民福祉課
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97 桃生町高齢者ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰ（桃源荘） 桃生町中津山字八木160の2 石巻市桃生高齢者ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰ（桃源荘） 石巻市桃生町中津山字八木１６０番地２ 桃生総合支所 市民福祉課

98 北上町高齢者生活福祉センター 北上町十三浜字吉浜266 石巻市北上高齢者生活福祉センター 石巻市北上町十三浜字吉浜２６６番地 北上総合支所 保健福祉課

99 牡鹿町網地島高齢者生活福祉センター 牡鹿町大字長渡浜字杉13番地の3 石巻市網地島高齢者生活福祉センター 石巻市長渡浜杉１３番地３ 牡鹿総合支所 保健福祉課

100 長面老人憩の家 河北町長面字町裏1番地 石巻市長面老人憩の家 石巻市長面字町裏１番地 河北総合支所 福祉課

101 間垣老人憩の家 河北町針岡字新町1番地の3 石巻市間垣老人憩の家 石巻市針岡字新町１番地３ 河北総合支所 福祉課

102 沢田老人憩の家 河北町小船越字崎山147番地の1 石巻市沢田老人憩の家 石巻市小船越字崎山１４７番地１ 河北総合支所 福祉課

103 吉野老人憩の家 河北町飯野字外吉野114番地の2 石巻市吉野老人憩の家 石巻市飯野字外吉野１１４番地２ 河北総合支所 福祉課

104 成田老人憩の家 河北町成田字小塚宅地91の2番地 石巻市成田老人憩の家 石巻市成田字小塚宅地９１番地２ 河北総合支所 福祉課

105 皿貝老人憩の家 河北町皿貝字郷田21番地の7 石巻市皿貝老人憩の家 石巻市皿貝字郷田２１番地７ 河北総合支所 福祉課

106 後谷地老人憩の家 河北町小船越字舟形22番地の1 石巻市後谷地老人憩の家 石巻市小船越字舟形２２番地１ 河北総合支所 福祉課

107 尾崎老人憩の家 河北町尾崎字宮下154番地 石巻市尾崎老人憩の家 石巻市尾崎字宮下１５４番地 河北総合支所 福祉課

108 三輪田中老人憩の家 河北町大字三輪田字馬場上3番地 石巻市三輪田中老人憩の家 石巻市三輪田字馬場上３番地 河北総合支所 福祉課

109 本地老人憩の家 河北町飯野字宮前41番地 石巻市本地老人憩の家 石巻市飯野字宮前４１番地 河北総合支所 福祉課

110 馬鞍老人憩の家 河北町馬鞍字百目木13番地 石巻市馬鞍老人憩の家 石巻市馬鞍字百目木１３番地 河北総合支所 福祉課

111 大土老人憩の家 河北町大字大森字日影168番地 石巻市大土老人憩の家 石巻市大森字日影１６８番地 河北総合支所 福祉課

112 北境老人憩の家 河北町大字北境字上待井1番地 石巻市北境老人憩の家 石巻市北境字上待井１番地 河北総合支所 福祉課

113 船越老人憩の家 雄勝町大字船越字船越１番地 石巻市船越老人憩の家 石巻市雄勝町船越字船越１番地 雄勝総合支所 保健福祉課

114 大須老人憩の家 雄勝町大字大須字船隠１番地の１ 石巻市大須老人憩の家 石巻市雄勝町大須字船隠１番地１ 雄勝総合支所 保健福祉課

115 荒老人憩の家 雄勝町大字船越字荒204番地 石巻市荒老人憩の家 石巻市雄勝町船越字荒２０４番地 雄勝総合支所 保健福祉課

116 羽坂老人憩の家 雄勝町大字桑浜字羽坂419番地 石巻市羽坂老人憩の家 石巻市雄勝町桑浜字羽坂４１９番地 雄勝総合支所 保健福祉課

117 分浜老人憩の家 雄勝町大字分浜字分浜291番地 石巻市分浜老人憩の家 石巻市雄勝町分浜字分浜２９１番地 雄勝総合支所 保健福祉課

118 波板老人憩の家 雄勝町大字分浜字波板93番地の２ 石巻市波板老人憩の家 石巻市雄勝町分浜字波板９３番地２ 雄勝総合支所 保健福祉課

119 名振老人憩の家 雄勝町大字名振字中53番地の１ 石巻市名振老人憩の家 石巻市雄勝町名振字中５３番地１ 雄勝総合支所 保健福祉課

120 桑浜老人憩の家 雄勝町大字桑浜字桑浜84番地 石巻市桑浜老人憩の家 石巻市雄勝町桑浜字桑浜８４番地 雄勝総合支所 保健福祉課

121 立浜老人憩の家 雄勝町大字立浜字立浜123番地の５ 石巻市立浜老人憩の家 石巻市雄勝町立浜字立浜１２３番地５ 雄勝総合支所 保健福祉課

122 明神老人憩の家 雄勝町大字明神字明神267番地の２ 石巻市明神老人憩の家 石巻市雄勝町明神字明神２６７番地２ 雄勝総合支所 保健福祉課

123 河南町須江老人憩の家 河南町須江字小竹32番地 石巻市須江老人憩の家 石巻市須江字小竹３２番地 河南総合支所 福祉課

124 河南町鹿又老人憩の家 河南町鹿又字新田町浦29番地 石巻市鹿又老人憩の家 石巻市鹿又字新田町浦２９番地 河南総合支所 福祉課

125 河南町北村老人憩の家 河南町北村字長沢一6番地 石巻市北村老人憩の家 石巻市北村字長沢一６番地 河南総合支所 福祉課

126 河南町和渕老人憩の家 河南町和渕字佐沼川18番地 石巻市和渕老人憩の家 石巻市和渕字佐沼川１８番地 河南総合支所 福祉課

127 河南町広渕老人憩の家 河南町広渕字川南485番地 石巻市広渕老人憩の家 石巻市広渕字川南４８５番地 河南総合支所 福祉課

128 河南町砂押老人憩の家 河南町広渕字柏木前103番地の1 石巻市砂押老人憩の家 石巻市広渕字柏木前１０３番地１ 河南総合支所 福祉課

129 河南町三軒谷地老人憩の家 河南町鹿又字三軒谷地31番地の1 石巻市三軒谷地老人憩の家 石巻市鹿又字三軒谷地３１番地１ 河南総合支所 福祉課

130 河南町根方老人憩の家 河南町前谷地字根方山5番地の5 石巻市根方老人憩の家 石巻市前谷地字根方山５番地５ 河南総合支所 福祉課
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131 河南町谷地中老人憩の家 河南町鹿又字観音裏137番地の1 石巻市谷地中老人憩の家 石巻市鹿又字観音裏１３７番地１ 河南総合支所 福祉課

132 河南町箱清水老人憩の家 河南町北村字関田3番地 石巻市箱清水老人憩の家 石巻市北村字関田３番地 河南総合支所 福祉課

133 向永井老人憩の家 桃生町永井字新山36 石巻市向永井老人憩の家 石巻市桃生町永井字新山３６番地 桃生総合支所 市民福祉課

134 倉埣老人憩の家 桃生町倉埣字寺後6 石巻市倉埣老人憩の家 石巻市桃生町倉埣字寺後６番地 桃生総合支所 市民福祉課

135 拾貫老人憩の家 桃生町太田字拾貫壱番81 石巻市拾貫老人憩の家 石巻市桃生町太田字拾貫壱番８１番地 桃生総合支所 市民福祉課

136 給人町老人憩の家 桃生町給人町字東町96の2 石巻市給人町老人憩の家 石巻市桃生町給人町字東町９６番地２ 桃生総合支所 市民福祉課

137 城内老人憩の家 桃生町城内字東嶺52の2 石巻市城内老人憩の家 石巻市桃生町城内字東嶺５２番地２ 桃生総合支所 市民福祉課

138 薬田老人憩の家 桃生町太田字薬田14 石巻市薬田老人憩の家 石巻市桃生町太田字薬田１４番地 桃生総合支所 市民福祉課

139 新田老人憩の家 桃生町新田字的場37の2 石巻市新田老人憩の家 石巻市桃生町新田字的場３７番地２ 桃生総合支所 市民福祉課

140 樫崎東老人憩の家 桃生町樫崎字東舘72の1 石巻市樫崎東老人憩の家 石巻市桃生町樫崎字東舘７２番地１ 桃生総合支所 市民福祉課

141 入沢老人憩の家 桃生町太田字中下55の4 石巻市入沢老人憩の家 石巻市桃生町太田字中下５５番地４ 桃生総合支所 市民福祉課

142 山田老人憩の家 桃生町樫崎字山田128の2 石巻市山田老人憩の家 石巻市桃生町樫崎字山田１２８番地２ 桃生総合支所 市民福祉課

143 裏永井老人憩の家 桃生町永井字仁田森62の1 石巻市裏永井老人憩の家 石巻市桃生町永井字仁田森６２番地１ 桃生総合支所 市民福祉課

144 小池老人憩の家 桃生町太田字閖前56の15 石巻市小池老人憩の家 石巻市桃生町太田字閖前５６番地１５ 桃生総合支所 市民福祉課

145 牡鹿町老人憩の家　高砂 牡鹿町大字給分浜字給分前田1番地の1 石巻市給分老人憩の家 石巻市給分浜給分前田１番地１ 牡鹿総合支所 保健福祉課

146 牡鹿町老人憩の家　万寿園 牡鹿町大字小網倉浜字笹窪3番地の2 石巻市小網倉老人憩の家 石巻市小網倉浜笹窪３番地２ 牡鹿総合支所 保健福祉課

147 牡鹿町老人憩の家　成寿園 牡鹿町大字十八成字浜山下1番地 石巻市十八成老人憩の家 石巻市十八成浜山下１番地 牡鹿総合支所 保健福祉課

148 牡鹿町老人憩の家　喜楽園 牡鹿町大字泊浜字泊2番地 石巻市泊老人憩の家 石巻市泊浜泊２番地 牡鹿総合支所 保健福祉課

【保育所】

149 石巻市立石巻保育所 石巻市大手町8番21号 石巻市立石巻保育所 石巻市大手町８番２１号 保健福祉部 子ども家庭課

150 石巻市立湊保育所 石巻市湊字田町76番地の2 石巻市立湊保育所 石巻市湊字田町７６番地２ 保健福祉部 子ども家庭課

151 石巻市立門脇保育所 石巻市門脇町四丁目10番3号 石巻市立門脇保育所 石巻市門脇町四丁目１０番３号 保健福祉部 子ども家庭課

152 石巻市立渡波保育所 石巻市大宮町3番15号 石巻市立渡波保育所 石巻市大宮町３番１５号 保健福祉部 子ども家庭課

153 石巻市立鹿妻保育所 石巻市鹿妻北二丁目6番3号 石巻市立鹿妻保育所 石巻市鹿妻北二丁目６番３号 保健福祉部 子ども家庭課

154 石巻市立蛇田保育所 石巻市蛇田字新金沼406番地の1 石巻市立蛇田保育所 石巻市蛇田字新金沼４０６番地１ 保健福祉部 子ども家庭課

155 石巻市立井内保育所 石巻市新栄一丁目24番地 石巻市立井内保育所 石巻市新栄一丁目２４番地 保健福祉部 子ども家庭課

156 石巻市立若草保育所 石巻市向陽町四丁目8番8号 石巻市立若草保育所 石巻市向陽町四丁目８番８号 保健福祉部 子ども家庭課

157 石巻市立水押保育所 石巻市水押二丁目11番20号 石巻市立水押保育所 石巻市水押二丁目１１番２０号 保健福祉部 子ども家庭課

158 石巻市立ふたば保育所 石巻市門脇字五番谷地80番地の1 石巻市立ふたば保育所 石巻市門脇字五番谷地８０番地１ 保健福祉部 子ども家庭課

159 石巻市立水明保育所 石巻市水明南一丁目12番21号 石巻市立水明保育所 石巻市水明南一丁目１２番２１号 保健福祉部 子ども家庭課

160 石巻市立はまなす保育所 石巻市長浜町11番6号 石巻市立はまなす保育所 石巻市長浜町１１番６号 保健福祉部 子ども家庭課

161 石巻市立荻浜保育所 石巻市大字荻浜字白浜5番地の1 石巻市立荻浜保育所 石巻市荻浜字白浜５番地１ 保健福祉部 子ども家庭課

162 河北町立飯野川保育所 河北町相野谷字本屋敷23番地の2 石巻市立飯野川保育所 石巻市相野谷字本屋敷２３番地２ 河北総合支所 福祉課

163 河北町立大川保育所 河北町福地字町149番地の1 石巻市立大川保育所 石巻市福地字町１４９番地１ 河北総合支所 福祉課
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164 河北町立大谷地保育所 河北町小船越字二子北下106番地 石巻市立大谷地保育所 石巻市小船越字二子北下１０６番地 河北総合支所 福祉課

165 河北町立二俣保育所 河北町大字大森字内田1番地の19 石巻市立二俣保育所 石巻市大森字内田１番地１９ 河北総合支所 福祉課

166 雄勝町立雄勝保育所 雄勝町大字雄勝字寺85番地 石巻市立雄勝保育所 石巻市雄勝町雄勝字寺８５番地 雄勝総合支所 保健福祉課

167 雄勝町立大須保育所 雄勝町大字大須字大須129番地の４ 石巻市立大須保育所 石巻市雄勝町大須字大須１２９番地４ 雄勝総合支所 保健福祉課

168 河南町前谷地保育所 河南町前谷地字黒沢前88番地の1 石巻市立前谷地保育所 石巻市前谷地字黒沢前８８番地１ 河南総合支所 福祉課

169 河南町和渕保育所 河南町和渕字日照5番地 石巻市立和渕保育所 石巻市和渕字日照５番地 河南総合支所 福祉課

170 河南町鹿又保育所 河南町鹿又字新八幡前37番地の2 石巻市立鹿又保育所 石巻市鹿又字新八幡前３７番地２ 河南総合支所 福祉課

171 河南町北村保育所 河南町北村字幕ケ崎2番地の1 石巻市立北村保育所 石巻市北村字幕ケ崎２番地１ 河南総合支所 福祉課

172 河南町須江保育所 河南町須江字塩下前4番地の1 石巻市立須江保育所 石巻市須江字塩下前４番地１ 河南総合支所 福祉課

173 桃生町立新田保育所 桃生町新田字西町30 石巻市立桃生新田保育所 石巻市桃生町新田字西町３０番地 桃生総合支所 市民福祉課

174 北上町立大須保育所 北上町橋浦字行人前164 石巻市立橋浦保育所 石巻市北上町橋浦字行人前１６４番地 北上総合支所 保健福祉課

175 北上町立吉浜保育所 北上町十三浜字吉浜274 石巻市立吉浜保育所 石巻市北上町十三浜字吉浜２７４番地 北上総合支所 保健福祉課

176 北上町立相川保育所 北上町十三浜字相川90-1 石巻市立相川保育所 石巻市北上町十三浜字相川９０番地１ 北上総合支所 保健福祉課

177 牡鹿町立第1保育所 牡鹿町大字鮎川浜字熊野39番地 石巻市立牡鹿第1保育所 石巻市鮎川浜熊野３９番地 牡鹿総合支所 保健福祉課

178 牡鹿町立第2保育所 牡鹿町大字給分浜字羽黒下3番地の10 石巻市立牡鹿第2保育所 石巻市給分浜羽黒下３番地１０ 牡鹿総合支所 保健福祉課

【放課後児童クラブ】

179 向陽地区放課後児童クラブ 石巻市向陽町四丁目13番24号 向陽地区放課後児童クラブ 石巻市向陽町四丁目１３番２４号 保健福祉部 子ども家庭課

180 渡波地区放課後児童クラブ 石巻市渡波町一丁目5番22号 渡波地区放課後児童クラブ 石巻市渡波町一丁目５番２２号 保健福祉部 子ども家庭課

181 石巻地区放課後児童クラブ 石巻市泉町一丁目1番2号 石巻地区放課後児童クラブ 石巻市泉町一丁目１番２号 保健福祉部 子ども家庭課

182 中里地区放課後児童クラブ 石巻市中里五丁目7番1号 中里地区放課後児童クラブ 石巻市中里五丁目７番１号 保健福祉部 子ども家庭課

183 鹿妻地区放課後児童クラブ 石巻市鹿妻北二丁目2番1号 鹿妻地区放課後児童クラブ 石巻市鹿妻北二丁目２番１号 保健福祉部 子ども家庭課

184 大街道地区放課後児童クラブ 石巻市門脇字上野町46番地の17 大街道地区放課後児童クラブ 石巻市門脇字上野町４６番地１７ 保健福祉部 子ども家庭課

185 釜地区放課後児童クラブ 石巻市門脇字三番谷地1番地の511 釜地区放課後児童クラブ 石巻市門脇字三番谷地１番地５１１ 保健福祉部 子ども家庭課

186 蛇田地区放課後児童クラブ 石巻市蛇田字上中埣97番地の1 蛇田地区放課後児童クラブ 石巻市蛇田字上中埣９７番地１ 保健福祉部 子ども家庭課

187 開北地区放課後児童クラブ 石巻市大橋一丁目2番地の1 開北地区放課後児童クラブ 石巻市大橋一丁目２番地１ 保健福祉部 子ども家庭課

188 山下地区放課後児童クラブ 石巻市山下町一丁目10番10号 山下地区放課後児童クラブ 石巻市山下町一丁目１０番１０号 保健福祉部 子ども家庭課

189 住吉地区放課後児童クラブ 石巻市住吉町二丁目4番27号 住吉地区放課後児童クラブ 石巻市住吉町二丁目４番２７号 保健福祉部 子ども家庭課

190 貞山地区放課後児童クラブ 石巻市貞山五丁目3番1号 貞山地区放課後児童クラブ 石巻市貞山五丁目３番１号 保健福祉部 子ども家庭課

191 門脇地区放課後児童クラブ 石巻市門脇町四丁目2番11号 門脇地区放課後児童クラブ 石巻市門脇町四丁目２番１１号 保健福祉部 子ども家庭課

192 万石浦地区放課後児童クラブ 石巻市渡波字境釜1番地1 保健福祉部 子ども家庭課

193 湊第二地区放課後児童クラブ 石巻市大門町二丁目2番1号 保健福祉部 子ども家庭課

194 前谷地地区放課後児童クラブ 河南町前谷地字沖埣１２５番地 前谷地地区放課後児童クラブ 石巻市前谷地字沖埣１２５番地 河南総合支所 福祉課

195 和渕地区放課後児童クラブ 河南町和渕字日照５番地 和渕地区放課後児童クラブ 石巻市和渕字日照５番地 河南総合支所 福祉課

196 鹿又地区放課後児童クラブ 河南町鹿又字矢袋屋敷合３１番地 鹿又地区放課後児童クラブ 石巻市鹿又字矢袋屋敷合３１番地 河南総合支所 福祉課
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197 北村地区放課後児童クラブ 河南町北村字幕ケ崎５５番地１ 北村地区放課後児童クラブ 石巻市北村字幕ケ崎５５番地１ 河南総合支所 福祉課

198 広渕地区放課後児童クラブ 河南町広渕字町北２３３番地 広渕地区放課後児童クラブ 石巻市広渕字町北２３３番地 河南総合支所 福祉課

199 須江地区放課後児童クラブ 河南町須江字沢田前３番地 須江地区放課後児童クラブ 石巻市須江字代官４３番地 河南総合支所 福祉課

【子育て支援センター等】

200 石巻市家庭児童相談室 石巻市日和が丘一丁目1番1号 石巻市母子児童相談室 石巻市日和が丘一丁目1番1号 保健福祉部 子ども家庭課

201 石巻市子育て支援センター 石巻市長浜町11番6号 石巻市子育て支援センター 石巻市長浜町11番6号 保健福祉部 子ども家庭課

202 河北町子育て支援センター 河北町相野谷字本屋敷23番地の2 石巻市河北子育て支援センター 石巻市相野谷字本屋敷２３番地２ 河北総合支所 福祉課

203 河南町地域子育て支援センター 河南町北村字幕ケ崎2番地の1 石巻市河南子育て支援センター 石巻市和渕字笈入前１番地１ 河南総合支所 福祉課

【保健関係施設】

204 石巻市保健相談センター 石巻市鋳銭場1番27号 石巻市保健相談センター 石巻市鋳銭場１番２７号 保健福祉部 健康管理課

205 河北町保健センター 河北町相野谷字旧会所前12の1 石巻市河北保健センター 石巻市相野谷字旧会所前１２番地１ 河北総合支所 保健課

206 雄勝町母子健康センター 雄勝町大字雄勝字伊勢畑１番地の25 石巻市雄勝母子健康センター 石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑１番地２５ 雄勝総合支所 保健福祉課

207 河南町母子健康センター 河南町前谷地字黒沢前26番地 石巻市河南母子健康センター 石巻市前谷地字黒沢前２６番地 河南総合支所 健康管理課

208 桃生町保健センター 桃生町中津山字八木161の4 石巻市桃生保健センター 石巻市桃生町中津山字八木１６１番地４ 桃生総合支所 市民福祉課

209 北上町母子健康センター 北上町橋浦字行人前177-2 石巻市北上母子健康センター 石巻市北上町橋浦字行人前１７７番地２ 北上総合支所 保健福祉課

210 北上町保健医療センター 北上町橋浦字大須215 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 北上総合支所 保健福祉課

211 牡鹿町保健福祉センター 牡鹿町大字鮎川浜字清崎山7番地 石巻市牡鹿保健福祉センター 石巻市鮎川浜清崎山７番地 牡鹿総合支所 保健福祉課

212 牡鹿町保健センター 牡鹿町大字鮎川浜字寺前１８番地２ 石巻市牡鹿保健センター 石巻市鮎川浜寺前１８番地２ 牡鹿総合支所 保健福祉課

【介護保険関係施設】

213 石巻市デイ・サービスセンター福寿荘 石巻市渡波字旭ケ浦53番地 石巻市デイサービスセンター福寿荘 石巻市渡波字旭ケ浦５３番地 保健福祉部 介護保険課

214 河北町大森デイサービスセンター 河北町大字大森字内田1番地の28 石巻市大森デイサービスセンター 石巻市大森字内田１番地２８ 河北総合支所 福祉課

215 雄勝町デイサービスセンター 雄勝町大字小島字和田123番地 石巻市雄勝デイサービスセンター 石巻市雄勝町小島字和田１２３番地 雄勝総合支所 保健福祉課

216 ものうデイサービスセンター 桃生町中津山字八木46の3 石巻市ものうデイサービスセンター 石巻市桃生町中津山字八木４６番地３ 桃生総合支所 市民福祉課

217 牡鹿町網地島ディサービスセンター 牡鹿町大字長渡浜字杉13番地の3 石巻市網地島デイサービスセンター 石巻市長渡浜杉１３番地３ 牡鹿総合支所 保健福祉課

218 河北町大森在宅介護支援センター 河北町大森字内田１番地２８ 石巻市大森在宅介護支援センター 石巻市大森字内田１番地２８ 河北総合支所 福祉課

219 雄勝町在宅介護支援センター 雄勝町大字小島字和田123番地 石巻市雄勝在宅介護支援センター 石巻市雄勝町小島字和田１２３番地 雄勝総合支所 保健福祉課

220 ものう在宅介護支援センター 桃生町中津山字八木46の3 石巻市ものう在宅介護支援センター 石巻市桃生町中津山字八木４６番地３ 桃生総合支所 市民福祉課
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221 北上町在宅介護支援センター 北上町十三浜字吉浜266 石巻市北上在宅介護支援センター 石巻市北上町十三浜字吉浜２６６番地 北上総合支所 保健福祉課

222 牡鹿町鮎川在宅介護支援センター 牡鹿町大字鮎川浜字清崎山7番地 石巻市鮎川在宅介護支援センター 石巻市鮎川浜清崎山７番地 牡鹿総合支所 保健福祉課

【消費者・労働関係施設】

223 石巻市消費生活相談室 石巻市中央二丁目４番２０号 石巻市消費生活相談室 石巻市中央二丁目４番２０号 産業部 商工観光課

224 石巻市勤労者余暇活用センター 石巻市不動町二丁目16番10号 石巻市勤労者余暇活用センター 石巻市不動町二丁目１６番１０号 産業部 商工観光課

225 石巻市労働会館 石巻市泉町2丁目5番26号 石巻市労働会館 石巻市泉町二丁目５番２６号 産業部 商工観光課

【観光関係施設】

226 石巻市サン・ファン・バウティスタパーク 石巻市渡波字大森32番地の1 石巻市サン・ファン・バウティスタパーク 石巻市渡波字大森３２番地１ 産業部 商工観光課

227 石巻市観光物産情報センター　ロマン海遊21 石巻市鋳銭場8番11号 石巻市観光物産情報センター　ロマン海遊21 石巻市鋳銭場８番１１号 産業部 商工観光課

228 牧山市民の森 石巻市湊字中座峯山1番地 石巻市牧山市民の森 石巻市湊字中座峯山１番地 産業部 農林課

229 道の駅「上品の郷」 石巻市小船越字二子北下１番地１ 河北総合支所 企画課

230 雄勝町森林公園 雄勝町大字雄勝字原39番地 石巻市雄勝森林公園 石巻市雄勝町雄勝字原３９番地 雄勝総合支所 産業振興課

231 雄勝町峠崎自然公園 雄勝町大字船越字荒87番地　他２ 石巻市雄勝峠崎自然公園 石巻市雄勝町船越字荒８７番地　他 雄勝総合支所 産業振興課

232 雄勝硯伝統産業会館 雄勝町大字雄勝字寺53番地の１ 石巻市雄勝硯伝統産業会館 石巻市雄勝町雄勝字寺５３番地１ 雄勝総合支所 産業振興課

233 雄勝石ギャラリー 雄勝町大字明神字明神23番地の１ 石巻市雄勝石ギャラリー 石巻市雄勝町明神字明神２３番地１ 雄勝総合支所 産業振興課

234 雄勝町インフォメーションセンター 雄勝町大字雄勝字寺53番地の１ 石巻市雄勝インフォメーションセンター 石巻市雄勝町雄勝字寺５３番地１ 雄勝総合支所 産業振興課

235 鳴神沼公園 桃生町給人町字西町142の2　他２ 石巻市桃生鳴神沼公園 石巻市桃生町給人町字西町１４２番地２　他　 桃生総合支所 産業振興課

236 インフォメーションプラザ 桃生町中津山字四軒前43の1 石巻市桃生インフォメーションプラザ 石巻市桃生町中津山字四軒前４３番地１ 桃生総合支所 産業振興課

237 神割崎公園 北上町十三浜字石生４１番地１　外５ 石巻市神割崎自然公園 石巻市北上町十三浜字石生４１番地１　他 北上総合支所 産業振興課

238 コバルト荘 牡鹿町大字鮎川浜字万治下1番地の5 石巻市おしかコバルト荘 石巻市鮎川浜万治下１番地５ 牡鹿総合支所 産業振興課

239 おしかホエールランド 牡鹿町大字鮎川浜字南61番地 石巻市おしかホエールランド 石巻市鮎川浜南６１番地 牡鹿総合支所 産業振興課

240 牡鹿町家族旅行村オートキャンプ場 牡鹿町大字鮎川浜字駒ヶ峯1番地の1 石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場 石巻市鮎川浜駒ヶ峯１番地１ 牡鹿総合支所 産業振興課

241 金華山休けい所 牡鹿町大字鮎川浜字金華山地内 石巻市金華山休けい所 石巻市鮎川浜金華山地内 牡鹿総合支所 産業振興課

242 牡鹿町御番所公園 牡鹿町大字鮎川浜字黒崎1番地の643 石巻市おしか御番所公園 石巻市鮎川浜黒崎１番地６４３ 牡鹿総合支所 産業振興課

【水産関係施設】

243 石巻市水産物地方卸売市場 石巻市魚町二丁目１４番地 石巻市水産物地方卸売市場石巻売場 石巻市魚町二丁目１４番地 産業部 水産課

244 石巻市水産物流通加工総合管理センター 石巻市魚町二丁目2番地の2 石巻市水産物流通加工総合管理センター 石巻市魚町二丁目２番地２ 産業部 水産課

245 雄勝町水浜漁村センター 雄勝町大字水浜字水浜46番地の４ 石巻市雄勝水浜漁村センター 石巻市雄勝町水浜字水浜４６番地４ 雄勝総合支所 産業振興課

246 牡鹿町表浜センター 牡鹿町大字小渕浜字西出当１２番地１０ 石巻市牡鹿表浜センター 石巻市小渕浜西出当１２番地１０ 牡鹿総合支所 産業振興課

247 牡鹿町水産物処理センター 牡鹿町大字寄磯浜字前浜大松４０番地３ 石巻市牡鹿地区水産物処理センター 石巻市寄磯浜前浜大松４０番地３ 牡鹿総合支所 産業振興課

248 牡鹿町水産物地方卸売市場 牡鹿町字鮎川浜丁56番地 石巻市水産物地方卸売市場牡鹿売場 石巻市鮎川浜丁５６番地 牡鹿総合支所 産業振興課

【農林関係施設】

249 河北町町営牧場 河北町三輪田字寄藤６ 石巻市河北上品山牧場 石巻市三輪田字寄藤６番地 河北総合支所 産業課

250 北上町営大盤平放牧場 北上町十三浜字月浜地内 石巻市大盤平放牧場 石巻市北上町十三浜字月浜地内 北上総合支所 産業振興課
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251 河北町堆肥センター 河北町針岡字別囲223番地の30 石巻市河北大川堆肥センター 石巻市針岡字別囲２２３番地３０ 河北総合支所 産業課

252 大谷地堆肥センター 河北町小船越字新三番江1番 石巻市河北大谷地堆肥センター 石巻市小船越字三番江１番地 河北総合支所 産業課

253 河南町かなん有機センター 河南町広渕字四工区１番地 石巻市かなん有機センター 石巻市広渕字四工区１番地 河南総合支所 産業振興課

254 桃生町堆肥化処理センター 桃生町神取字観音田266の1 石巻市桃生堆肥化処理センター 石巻市桃生町神取字観音田２６６番地１ 桃生総合支所 産業振興課

255 北上町家畜ふん尿処理センター 北上町女川字石神66 石巻市北上堆肥センター 石巻市北上町女川字石神６６番地 北上総合支所 産業振興課

256 福地林業者生活改善センター 河北町福地字加茂崎28番地の2 石巻市河北福地林業者生活改善センター 石巻市福地字加茂崎２８番地２ 河北総合支所 産業課

257 中野林業センター 河北町中野字大屋敷123番地の1 石巻市河北中野林業センター 石巻市中野字大屋敷１２３番地１ 河北総合支所 産業課

258 河北町親林交流館 河北町大字三輪田字谷津162番地の22 石巻市河北親林交流館 石巻市三輪田字谷津１６２番地２２ 河北総合支所 産業課

259 河北町林業総合センター 河北町相野谷字手摺窪55番地 石巻市河北林業総合センター 石巻市相野谷字手摺窪５５番地 河北総合支所 産業課

260 河南町農村環境改善センター 河南町和淵字笈入前1番地の1 石巻市河南農村環境改善センター 石巻市和渕字笈入前１番地１ 河南総合支所 産業振興課

261 河南町農業担い手センター 河南町広渕字町22番地 石巻市河南広渕農業担い手センター 石巻市広渕字町２２番地 河南総合支所 産業振興課

262 河南町須江農村定住センター 河南町須江字沢田前3番地 石巻市河南須江農村定住センター 石巻市須江字沢田前３番地 河南総合支所 産業振興課

263 河南町鹿又農業研修センター 河南町鹿又字新田町浦29番地 石巻市河南鹿又農業研修センター 石巻市鹿又字新田町浦２９番地 河南総合支所 産業振興課

264 河南町旭山農業体験実習館 河南町北村字蛇ケ沢37番地の1 石巻市河南旭山農業体験実習館 石巻市北村字蛇ケ沢３７番地１ 河南総合支所 産業振興課

265 河南町北村農村交流センター 河南町北村字幕ケ崎55番地の1 石巻市河南北村農村交流センター 石巻市北村字幕ケ崎５５番地１ 河南総合支所 産業振興課

266 河南町須江中埣構造改善センター 河南町須江字美糠63番地の1 石巻市河南須江中埣構造改善センター 石巻市須江字美糠６３番地１ 河南総合支所 産業振興課

267 河南町山根中埣転作推進集落センター 河南町須江字沢尻20番地の2 石巻市河南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 河南総合支所 産業振興課

268 桃生バイオ研修センター 桃生町中津山字四軒前40 石巻市桃生バイオ研修センター 石巻市桃生町中津山字四軒前４０番地 桃生総合支所 産業振興課

269 寺崎地区農業担手センター 桃生町寺崎字町138の1 石巻市桃生寺崎農業担い手センター 石巻市桃生町寺崎字町１３８番地１ 桃生総合支所 産業振興課

270 高須賀地区定住センター 桃生町高須賀字下畑14の1 石巻市桃生高須賀定住センター 石巻市桃生町高須賀字下畑１４番地１ 桃生総合支所 産業振興課

271 大須生活改善センター 北上町橋浦字大須29 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 北上総合支所 産業振興課

272 相川生活改善センター 北上町十三浜字相川64-2 石巻市相川生活改善センター 石巻市北上町十三浜字相川６４番地２ 北上総合支所 産業振興課

273 大指林業者生活改善センター 北上町十三浜字松ノ坂47-4 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ノ坂４７番地４ 北上総合支所 産業振興課

274 牡鹿町網地生活センター 牡鹿町大字網地浜字髪剃坂１０７番地 石巻市網地生活センター 石巻市網地浜髪剃坂１０７番地 牡鹿総合支所 産業振興課

275 牡鹿町大原生活センター 牡鹿町大字大原浜字町１６番地 石巻市大原生活センター 石巻市大原浜字町１６番地 牡鹿総合支所 産業振興課

276 牡鹿町新山生活センター 牡鹿町大字新山浜字台１５番地 石巻市新山生活センター 石巻市新山浜台１５番地 牡鹿総合支所 産業振興課

277 牡鹿町鮫浦生活センター 牡鹿町大字鮫浦字細田１５番地 石巻市鮫浦生活センター 石巻市鮫浦細田１５番地 牡鹿総合支所 産業振興課

【駐車場】

278 石巻市駅前駐車場 石巻市穀町56番地の28 石巻市石巻駅前駐車場 石巻市穀町５６番地２８ 建設部 都市計画課

279 鮎川南立体駐車場 牡鹿町大字鮎川浜字南48番1、49番 石巻市鮎川南立体駐車場 石巻市鮎川浜南４８番１　他 牡鹿総合支所 産業振興課

280 鮎川観光桟橋駐車場 牡鹿町大字鮎川浜字南77番 石巻市鮎川観光桟橋駐車場 石巻市鮎川浜南７７番 牡鹿総合支所 産業振興課

281 鮎川海岸駐車場 牡鹿町大字鮎川浜字南66番1、66番2 石巻市鮎川海岸駐車場 石巻市鮎川浜南６６番１　他 牡鹿総合支所 産業振興課

【都市計画関係施設】

282 ショッピングパーク 河北町相野谷字飯野川町５０ 飯野川ショッピングパーク 石巻市相野谷字飯野川町５０番地 河北総合支所 都市計画課
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283 河南町前谷地駅前広場 河南町前谷地字中埣134番地の16 前谷地駅前広場 石巻市前谷地字中埣１３４番地１６ 河南総合支所 建設下水道課

284 河南町鹿又駅前広場 河南町鹿又字新田町浦177番地の1 鹿又駅前広場 石巻市鹿又字新田町浦１７７番地１ 河南総合支所 建設下水道課

【公営住宅関係施設】

285 石巻市営向陽町住宅 石巻市向陽町五丁目13番地　他 石巻市営向陽町住宅 石巻市向陽町五丁目13番地　他 建設部 建築課

286 石巻市営蛇田住宅 石巻市蛇田字新東前沼142番地 石巻市営蛇田住宅 石巻市蛇田字新東前沼142番 建設部 建築課

287 石巻市営新橋住宅 石巻市門脇字二番谷地13番地 石巻市営新橋住宅 石巻市門脇字二番谷地13番地 建設部 建築課

288 石巻市営水押住宅、改良、厚生住宅 石巻市水押二丁目6番地　他 石巻市営水押住宅 石巻市水押二丁目6番地　　他 建設部 建築課

289 石巻市営南浜町住宅、改良、厚生住宅 石巻市南浜町三丁目13番地　他 石巻市営南浜町住宅 石巻市南浜町三丁目13番地　他 建設部 建築課

290 石巻市営鹿妻住宅、改良住宅 石巻市鹿妻南一丁目7番 石巻市営鹿妻住宅 石巻市鹿妻南一丁目7番 建設部 建築課

291 石巻市営流留住宅 石巻市流留字家の前10番地の２０ 石巻市営流留住宅 石巻市流留字家の前10番地２０ 建設部 建築課

292 石巻市営上井内住宅 石巻市井内字一番63番地 石巻市営上井内住宅 石巻市井内字一番63番地 建設部 建築課

293 石巻市営桃浦住宅 石巻市大字桃浦字川向18番地 石巻市営桃浦住宅 石巻市桃浦字川向18番地 建設部 建築課

294 石巻市営荻浜住宅 石巻市大字荻浜字家の入7番地 石巻市営荻浜住宅 石巻市荻浜字家の入7番地 建設部 建築課

295 石巻市営小積住宅 石巻市大字小積浜字谷川道48番地の2 石巻市営小積住宅 石巻市小積浜字谷川道48番地2 建設部 建築課

296 石巻市営牧浜住宅 石巻市大字牧浜字福貴道4番地　 石巻市営牧浜住宅 石巻市牧浜字福貴道4番地　 建設部 建築課

297 石巻市営万石浦住宅 石巻市流留字七勺9番地の１ 石巻市営万石浦住宅 石巻市流留字七勺9番地１ 建設部 建築課

298 石巻市営稲井住宅 石巻市新栄二丁目５番地 石巻市営稲井住宅 石巻市新栄二丁目５番地 建設部 建築課

299 石巻市営渡波厚生住宅 石巻市渡波字梨木畑６９番地の３ 石巻市営渡波住宅 石巻市渡波字梨木畑６９番地３ 建設部 建築課

300 本屋敷住宅 河北町相野谷本屋敷７番地の１ 石巻市営飯野川本屋敷住宅 石巻市相野谷字本屋敷７番地１ 河北総合支所 建設課

301 上町住宅 河北町相野谷字飯野川町９４番地 石巻市営飯野川上町住宅 石巻市相野谷字飯野川町９４番地 河北総合支所 建設課

302 亀ヶ森住宅 河北町相野谷字旧会所脇４８番地の１　他 石巻市営飯野川亀ヶ森住宅 石巻市相野谷字旧会所脇４８番地１　他 河北総合支所 建設課

303 上納住宅 河北町小船越字矢倉３１番地　他 石巻市営河北川の上上納住宅 石巻市小船越字矢倉３１番地　他 河北総合支所 建設課

304 六本木住宅 河北町相野谷字六本木２２９番地の１　他 石巻市営飯野川六本木住宅 石巻市相野谷字六本木２２９番地１　他 河北総合支所 建設課

305 崎山住宅 河北町小船越字崎山１３７番地の１ 石巻市営河北沢田崎山住宅 石巻市小船越字崎山１３７番地１ 河北総合支所 建設課

306 町営折下１号、２号住宅、厚生住宅 雄勝町大字雄勝字折下８番地の１　他 石巻市営雄勝折下住宅 石巻市雄勝町雄勝字折下８番地１　他 雄勝総合支所 建設課

307 町営大浜住宅 雄勝町大字大浜字小滝浜７番地 石巻市営雄勝大浜住宅 石巻市雄勝町大浜字小滝浜７番地 雄勝総合支所 建設課

308 町営水浜住宅 雄勝町大字水浜字水浜８１番地の１　他 石巻市営雄勝水浜住宅 石巻市雄勝町水浜字水浜８１番地１　他 雄勝総合支所 建設課

309 町営味噌作上野住宅 雄勝町大字雄勝字味噌作97番地２ 石巻市営雄勝味噌作上野住宅 石巻市雄勝町雄勝字味噌作97番地２ 雄勝総合支所 建設課

310 町営味噌作１号、２号、３号住宅 雄勝町大字雄勝字味噌作52番地の１ 石巻市営雄勝味噌作住宅 石巻市雄勝町雄勝字味噌作52番地１ 雄勝総合支所 建設課

311 町営下雄勝住宅 雄勝町下雄勝一丁目72番地 石巻市営雄勝下雄勝住宅 石巻市雄勝町下雄勝一丁目72番地 雄勝総合支所 建設課

312 黒沢前団地 河南町前谷地字黒沢前104番地 石巻市営前谷地黒沢前住宅 石巻市前谷地字黒沢前104番地 河南総合支所 総務課

313 西柳原団地 河南町前谷地字前沼44番地の1　他１ 石巻市営前谷地西柳原住宅 石巻市前谷地字前沼44番地1　他 河南総合支所 総務課

314 和渕一団地、二団地 河南町和渕字佐沼川37番地 石巻市営和渕佐沼川住宅 石巻市和渕字佐沼川37番地 河南総合支所 総務課

315 和渕三団地 河南町和渕字清水43番地 石巻市営和渕清水住宅 石巻市和渕字清水43番地 河南総合支所 総務課
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316 日照団地 河南町和渕字日照11番地の1 石巻市営和渕日照住宅 石巻市和渕字日照11番地1 河南総合支所 総務課

317 黄金袋団地 河南町和渕字黄金袋37番地 石巻市営和渕黄金袋住宅 石巻市和渕字黄金袋37番地 河南総合支所 総務課

318 鹿又団地 河南町鹿又字内田187番地の1　他１ 石巻市営鹿又住宅 石巻市鹿又字内田187番地1　他 河南総合支所 総務課

319 小竹団地 河南町須江字小竹32番地 石巻市営須江小竹住宅 石巻市須江字小竹32番地 河南総合支所 総務課

320 糠塚団地 河南町須江字糠塚5番地の2　他１ 石巻市営須江糠塚住宅 石巻市須江字糠塚5番地2　他 河南総合支所 総務課

321 広渕一団地 河南町広渕字長山1番地　他１ 石巻市営広渕藤ｹ崎住宅 石巻市広渕字長山1番地　他 河南総合支所 総務課

322 広渕二団地 河南町広渕字長山116番地の2 石巻市営広渕長山住宅 石巻市広渕字長山116番地2 河南総合支所 総務課

323 北村団地 河南町北村字板宮5番地の2 石巻市営北村住宅 石巻市北村字板宮5番地2 河南総合支所 総務課

324 石巻市営前谷地さくら住宅 石巻市前谷地字黒沢前32番地 河南総合支所 総務課

325 城内団地 桃生町城内字舘下24の3 石巻市営桃生城内住宅 石巻市桃生町城内字舘下24番地3 桃生総合支所 建設課

326 給人町団地 桃生町給人町字東町108の6 石巻市営桃生給人町住宅 石巻市桃生町給人町字東町108番地6 桃生総合支所 建設課

327 神取団地 桃生町神取字土手前9の1 石巻市営桃生神取住宅 石巻市桃生町神取字土手前9番地1 桃生総合支所 建設課

328 四軒団地 桃生町中津山字四軒前11の1 石巻市営桃生四軒住宅 石巻市桃生町中津山字四軒前11番地１ 桃生総合支所 建設課

329 メゾン白鳥 桃生町城内字舘下３６の１ 石巻市営桃生メゾン白鳥 石巻市桃生町城内字舘下36番地1 桃生総合支所 建設課

330 メゾン北上 桃生町新田字西町９７の２ 石巻市営桃生メゾン北上 石巻市桃生町新田字西町97番地2 桃生総合支所 建設課

331 メゾン的場 桃生町新田字的場６７の１ 石巻市営桃生メゾン的場 石巻市桃生町新田字的場67番地1 桃生総合支所 建設課

332 北上町営住宅 北上町橋浦字大須230 石巻市営橋浦住宅 石巻市北上町橋浦字大須230番地 北上総合支所 建設課

333 北上町特定公共賃貸住宅 北上町橋浦字大須230 石巻市営橋浦特定公共賃貸住宅 石巻市北上町橋浦字大須230番地 北上総合支所 建設課

334 笹ケ平住宅 牡鹿町大字鮎川浜字笹ケ平地内 石巻市営鮎川笹ケ平住宅 石巻市鮎川浜笹ケ平5番地２　他 牡鹿総合支所 建設課

335 十八成住宅 牡鹿町大字十八成浜字清崎山１番地の１９ 石巻市営牡鹿十八成住宅 石巻市十八成浜清崎山１番地１９ 牡鹿総合支所 建設課

336 大原住宅 牡鹿町大字大原浜字大光寺５番地 石巻市営牡鹿大原住宅 石巻市大原浜大光寺５番地 牡鹿総合支所 建設課

337 南住宅、町有住宅 牡鹿町大字鮎川浜字台畑・ママノ上地内 石巻市営鮎川南住宅 石巻市鮎川浜台畑16番地８　他 牡鹿総合支所 建設課

338 寺前住宅 牡鹿町大字鮎川浜字寺前地内 石巻市営鮎川寺前住宅 石巻市鮎川浜寺前12番地　他 牡鹿総合支所 建設課

339 金山住宅 牡鹿町大字鮎川浜字四ツ小谷２５番地 石巻市営鮎川金山住宅 石巻市鮎川浜四ツ小谷２５番地 牡鹿総合支所 建設課

340 小沢住宅 牡鹿町大字十八成浜字大嵐山４番地120 石巻市営牡鹿小沢住宅 石巻市十八成浜大嵐山４番地120 牡鹿総合支所 建設課

341 農漁村集合住宅 牡鹿町大字鮎川浜字湊川４４番地１ 石巻市営鮎川浜住宅 石巻市鮎川浜湊川４４番地１ 牡鹿総合支所 建設課

342 湊川住宅、厚生住宅 牡鹿町大字鮎川浜字湊川地内 石巻市営鮎川湊川住宅 石巻市鮎川浜湊川16番地　他 牡鹿総合支所 建設課

343 湊川第二住宅 牡鹿町大字鮎川浜字湊川地内 石巻市営鮎川湊川第二住宅 石巻市鮎川浜湊川69番地 牡鹿総合支所 建設課

344 湊川第三住宅 牡鹿町大字鮎川浜字湊川地内 石巻市営鮎川湊川第三住宅 石巻市鮎川浜湊川1番地１２ 牡鹿総合支所 建設課

345 南第二住宅 牡鹿町大字鮎川浜字伊勢下地内 石巻市営鮎川南第二住宅 石巻市鮎川浜伊勢下16番地 牡鹿総合支所 建設課

346 寺下勤労者住宅 牡鹿町大字鮎川浜字寺下17番地10 石巻市営鮎川寺下住宅 石巻市鮎川浜寺下17番地10 牡鹿総合支所 建設課

347 大原勤労者住宅 牡鹿町大字大原浜字町53番地 石巻市営牡鹿大原第二住宅 石巻市大原浜字町53番地 牡鹿総合支所 建設課

348 笹ケ平特定公共賃貸住宅 牡鹿町大字鮎川浜字笹ケ平地内 石巻市営鮎川笹ケ平特定公共賃貸住宅 石巻市鮎川浜笹ケ平5番地３　他 牡鹿総合支所 建設課

349 南勤労者住宅 牡鹿町大字鮎川浜字伊勢下16番地の3 石巻市営鮎川南勤労者住宅 石巻市鮎川浜伊勢下16番地3 牡鹿総合支所 建設課
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350 笹ヶ平勤労者住宅 牡鹿町大字鮎川浜字笹ケ平5番地の6 石巻市営鮎川笹ヶ平勤労者住宅 石巻市鮎川浜笹ケ平5番地6 牡鹿総合支所 建設課

351 湊川勤労者住宅Ａ棟、Ｂ棟 牡鹿町大字鮎川浜字湊川41番地の5 石巻市営鮎川湊川勤労者住宅 石巻市鮎川浜湊川41番地5 牡鹿総合支所 建設課

352 石巻市営蛇田住宅集会所 石巻市蛇田字新東前沼142番 石巻市営蛇田住宅集会所 石巻市蛇田字新東前沼142番 建設部 建築課

353 石巻市営南浜町住宅集会所 石巻市南浜町四丁目10番地１１ 石巻市営南浜町住宅集会所 石巻市南浜町四丁目10番地１１ 建設部 建築課

354 石巻市営万石浦住宅集会所 石巻市流留字七勺9番地の１ 石巻市営万石浦住宅集会所 石巻市流留字七勺9番地１ 建設部 建築課

355 石巻市営稲井住宅集会所 石巻市新栄二丁目５番地 石巻市営稲井住宅集会所 石巻市新栄二丁目５番地 建設部 建築課

356 石巻市営水押改良住宅集会所 石巻市水押二丁目41番地１ 石巻市営水押改良住宅集会所 石巻市水押二丁目41番地１ 建設部 建築課

357 石巻市営南浜町改良住宅集会所 石巻市南浜町三丁目75番地１８ 石巻市営南浜町改良住宅集会所 石巻市南浜町三丁目75番地１８ 建設部 建築課

358 石巻市営向陽町住宅駐車場 石巻市あけぼの一丁目８番地 石巻市営向陽町住宅駐車場 石巻市あけぼの一丁目８番地 建設部 建築課

359 石巻市営水押住宅駐車場 石巻市水押二丁目6番地　　他 石巻市営水押住宅駐車場 石巻市水押二丁目6番地　　他 建設部 建築課

360 石巻市営南浜町住宅駐車場 石巻市南浜町三丁目１２番地　他 石巻市営南浜町住宅駐車場 石巻市南浜町三丁目１２番地　他 建設部 建築課

361 石巻市営鹿妻住宅駐車場 石巻市鹿妻南一丁目３番地 石巻市営鹿妻住宅駐車場 石巻市鹿妻南一丁目３番地 建設部 建築課

362 石巻市営万石浦住宅駐車場 石巻市流留字七勺9番地の１ 石巻市営万石浦住宅駐車場 石巻市流留字七勺9番地１ 建設部 建築課

363 石巻市営稲井住宅駐車場 石巻市新栄二丁目５番地 石巻市営稲井住宅駐車場 石巻市新栄二丁目５番地 建設部 建築課

【病院関係施設】

364 石巻市立病院 石巻市南浜町一丁目7番20号 石巻市立病院 石巻市南浜町一丁目７番２０号 病院局 市立病院

365 雄勝町国民健康保険病院 雄勝町大字雄勝字伊勢畑１番地 石巻市立雄勝病院 石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑１番地２５ 病院局 雄勝病院

366 町立牡鹿病院 牡鹿町大字鮎川浜字清崎山7番地 石巻市立牡鹿病院 石巻市鮎川浜清崎山７番地 病院局 牡鹿病院

367 石巻市田代診療所 石巻市大字田代浜字仁斗田126番地 石巻市田代診療所 石巻市田代浜字仁斗田１２６番地 保健福祉部 健康管理課

368 石巻市夜間急患センター 石巻市南浜町一丁目7番25号 石巻市夜間急患センター 石巻市南浜町一丁目７番２５号 保健福祉部 夜間急患センター

369 河北町立歯科診療所 河北町相野谷字旧会所前10番地 石巻市河北歯科診療所 石巻市相野谷字旧会所前１０番地 河北総合支所 保健課

370 北上町橋浦診療所 北上町橋浦字大須215 石巻市橋浦診療所 石巻市北上町橋浦字大須２１５番地 北上総合支所 保健福祉課

371 北上町相川診療所 北上町十三浜字崎山152-3 石巻市相川診療所 石巻市北上町十三浜字崎山１５２番地３ 北上総合支所 保健福祉課

372 牡鹿町立寄磯診療所 牡鹿町寄磯浜字前浜28番地の28 石巻市寄磯診療所 石巻市寄磯浜前浜２８番地２８ 牡鹿総合支所 保健福祉課

【小学校】

373 石巻市立石巻小学校 石巻市泉町一丁目1番2号 石巻市立石巻小学校 石巻市泉町一丁目１番２号 教育委員会 小学校

374 石巻市立住吉小学校 石巻市住吉町二丁目4番27号 石巻市立住吉小学校 石巻市住吉町二丁目４番２７号 教育委員会 小学校

375 石巻市立開北小学校 石巻市大橋一丁目2番地の1 石巻市立開北小学校 石巻市大橋一丁目２番地１ 教育委員会 小学校

376 石巻市立中里小学校 石巻市中里五丁目7番1号 石巻市立中里小学校 石巻市中里五丁目７番１号 教育委員会 小学校

377 石巻市立門脇小学校 石巻市門脇町四丁目2番11号 石巻市立門脇小学校 石巻市門脇町四丁目２番１１号 教育委員会 小学校

378 石巻市立釜小学校 石巻市門脇字三番谷地1番地の51 石巻市立釜小学校 石巻市門脇字三番谷地１番地５１ 教育委員会 小学校

379 石巻市立大街道小学校 石巻市門脇字上野町46番地の17 石巻市立大街道小学校 石巻市門脇字上野町４６番地１７ 教育委員会 小学校

380 石巻市立山下小学校 石巻市山下町一丁目10番10号 石巻市立山下小学校 石巻市山下町一丁目１０番１０号 教育委員会 小学校

381 石巻市立貞山小学校 石巻市貞山五丁目3番1号 石巻市立貞山小学校 石巻市貞山五丁目３番１号 教育委員会 小学校
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382 石巻市立湊小学校 石巻市吉野町一丁目3番21号 石巻市立湊小学校 石巻市吉野町一丁目３番２１号 教育委員会 小学校

383 石巻市立湊第二小学校 石巻市大門町二丁目2番1号 石巻市立湊第二小学校 石巻市大門町二丁目２番１号 教育委員会 小学校

384 石巻市立鹿妻小学校 石巻市鹿妻北二丁目2番1号 石巻市立鹿妻小学校 石巻市鹿妻北二丁目２番１号 教育委員会 小学校

385 石巻市立蛇田小学校 石巻市蛇田字上中埣97番地の1 石巻市立蛇田小学校 石巻市蛇田字上中埣９７番地１ 教育委員会 小学校

386 石巻市立向陽小学校 石巻市向陽町四丁目13番24号 石巻市立向陽小学校 石巻市向陽町四丁目１３番２４号 教育委員会 小学校

387 石巻市立荻浜小学校 石巻市大字桃浦字米久保5番地 石巻市立荻浜小学校 石巻市桃浦字米久保５番地 教育委員会 小学校

388 石巻市立東浜小学校 石巻市大字牧浜字竹浜道22番地の2 石巻市立東浜小学校 石巻市牧浜字竹浜道２２番地２ 教育委員会 小学校

389 石巻市立渡波小学校 石巻市渡波町一丁目5番22号 石巻市立渡波小学校 石巻市渡波町一丁目５番２２号 教育委員会 小学校

390 石巻市立稲井小学校 石巻市真野字八の坪116番地の1 石巻市立稲井小学校 石巻市真野字八の坪１１６番地１ 教育委員会 小学校

391 石巻市立万石浦小学校 石巻市渡波字境釜1番地の1 石巻市立万石浦小学校 石巻市渡波字境釜１番地１ 教育委員会 小学校

392 飯野川第一小学校 河北町相野谷字旧屋敷56番地 石巻市立飯野川第一小学校 石巻市相野谷字旧屋敷５６番地 教育委員会 小学校

393 飯野川第二小学校 河北町皿貝字宮田7番地の3 石巻市立飯野川第二小学校 石巻市皿貝字宮田７番地３ 教育委員会 小学校

394 大谷地小学校 河北町小船越字角田16番地の2 石巻市立大谷地小学校 石巻市小船越字角田１６番地２ 教育委員会 小学校

395 二俣小学校 河北町大字大森字大平6番地 石巻市立二俣小学校 石巻市大森字大平６番地 教育委員会 小学校

396 大川小学校 河北町釜谷字山根1番地 石巻市立大川小学校 石巻市釜谷字山根１番地 教育委員会 小学校

397 雄勝小学校 雄勝町大字雄勝字小渕38番地 石巻市立雄勝小学校 石巻市雄勝町雄勝字小渕３８番地 教育委員会 小学校

398 船越小学校 雄勝町大字船越字天王山43番地 石巻市立船越小学校 石巻市雄勝町船越字天王山４３番地 教育委員会 小学校

399 大須小学校 雄勝町大字大須字大須251番地の２ 石巻市立大須小学校 石巻市雄勝町大須字大須２５１番地２ 教育委員会 小学校

400 河南町立広渕小学校 河南町広渕字町北233番地 石巻市立広渕小学校 石巻市広渕字町北２３３番地 教育委員会 小学校

401 河南町立須江小学校 河南町須江字代官43番地 石巻市立須江小学校 石巻市須江字代官４３番地 教育委員会 小学校

402 河南町立北村小学校 河南町北村字幕ケ崎1　17番地 石巻市立北村小学校 石巻市北村字幕ケ崎一１７番地 教育委員会 小学校

403 河南町立前谷地小学校 河南町前谷地字沖埣125番地 石巻市立前谷地小学校 石巻市前谷地字沖埣１２５番地 教育委員会 小学校

404 河南町立和渕小学校 河南町和渕字佐沼川200番地 石巻市立和渕小学校 石巻市和渕字佐沼川２００番地 教育委員会 小学校

405 河南町立鹿又小学校 河南町鹿又字矢袋屋敷合31番地 石巻市立鹿又小学校 石巻市鹿又字矢袋屋敷合３１番地 教育委員会 小学校

406 中津山第一小学校 桃生町給人町字東町96 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 教育委員会 小学校

407 中津山第二小学校 桃生町中津山字江下57 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 教育委員会 小学校

408 桃生小学校 桃生町樫崎字高附5 石巻市立桃生小学校 石巻市桃生町樫崎字高附５番地 教育委員会 小学校

409 橋浦小学校 北上町長尾字松崎1 石巻市立橋浦小学校 石巻市北上町長尾字松崎１番地 教育委員会 小学校

410 吉浜小学校 北上町十三浜字東田50-3 石巻市立吉浜小学校 石巻市北上町十三浜字東田５０番地３ 教育委員会 小学校

411 相川小学校 北上町十三浜字相川100 石巻市立相川小学校 石巻市北上町十三浜字相川１００番地 教育委員会 小学校

412 牡鹿町立鮎川小学校 牡鹿町大字鮎川浜字清崎山1番地の1 石巻市立鮎川小学校 石巻市鮎川浜清崎山１番地１ 教育委員会 小学校

413 牡鹿町立大原小学校 牡鹿町大字大原浜字大光寺1番地 石巻市立大原小学校 石巻市大原浜字大光寺１番地 教育委員会 小学校

414 牡鹿町立寄磯小学校 牡鹿町大字寄磯浜字五梅沢24番地 石巻市立寄磯小学校 石巻市寄磯浜五梅沢２４番地 教育委員会 小学校

415 牡鹿町立谷川小学校 牡鹿町大字谷川浜字二重坂1番地の1 石巻市立谷川小学校 石巻市大谷川浜二重坂１番地１ 教育委員会 小学校
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【中学校】

416 石巻市立石巻中学校 石巻市泉町四丁目7番15号 石巻市立石巻中学校 石巻市泉町四丁目７番１５号 教育委員会 中学校

417 石巻市立住吉中学校 石巻市東中里三丁目3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 教育委員会 中学校

418 石巻市立山下中学校 石巻市貞山五丁目3番2号 石巻市立山下中学校 石巻市貞山五丁目３番２号 教育委員会 中学校

419 石巻市立門脇中学校 石巻市泉町四丁目7番12号 石巻市立門脇中学校 石巻市泉町四丁目７番１２号 教育委員会 中学校

420 石巻市立青葉中学校 石巻市門脇字一番谷地51番地の10 石巻市立青葉中学校 石巻市門脇字一番谷地５１番地１０ 教育委員会 中学校

421 石巻市立湊中学校 石巻市大門町四丁目1番1号 石巻市立湊中学校 石巻市大門町四丁目１番１号 教育委員会 中学校

422 石巻市立蛇田中学校 石巻市蛇田字新金沼20番地の1 石巻市立蛇田中学校 石巻市蛇田字新金沼２０番地１ 教育委員会 中学校

423 石巻市立荻浜中学校 石巻市大字荻浜字田浜山3番地 石巻市立荻浜中学校 石巻市荻浜字田浜山３番地 教育委員会 中学校

424 石巻市立渡波中学校 石巻市渡波字浜曽根山1番地 石巻市立渡波中学校 石巻市渡波字浜曽根山１番地 教育委員会 中学校

425 石巻市立万石浦中学校 石巻市流留字七勺21番地 石巻市立万石浦中学校 石巻市流留字七勺２１番地 教育委員会 中学校

426 石巻市立稲井中学校 石巻市真野字八の坪116番地 石巻市立稲井中学校 石巻市真野字八の坪１１６番地 教育委員会 中学校

427 飯野川中学校 河北町相野谷字旧会所前34番地 石巻市立飯野川中学校 石巻市相野谷字旧会所前３４番地 教育委員会 中学校

428 河北中学校 河北町小船越字山畑250番地 石巻市立河北中学校 石巻市小船越字山畑２５０番地 教育委員会 中学校

429 大川中学校 河北町針岡字山下61番地 石巻市立大川中学校 石巻市針岡字山下６１番地 教育委員会 中学校

430 雄勝中学校 雄勝町大字雄勝字寺４番地の３ 石巻市立雄勝中学校 石巻市雄勝町雄勝字寺４番地３ 教育委員会 中学校

431 大須中学校 雄勝町大字大須字舘森１番地の１ 石巻市立大須中学校 石巻市雄勝町大須字舘森１番地１ 教育委員会 中学校

432 河南町立河南東中学校 河南町須江字糠塚3番地の3 石巻市立河南東中学校 石巻市須江字糠塚３番地３ 教育委員会 中学校

433 河南町立河南西中学校 河南町北村字小崎1　37番地の2 石巻市立河南西中学校 石巻市北村字小崎一３７番地２ 教育委員会 中学校

434 桃生中学校 桃生町寺崎字植立20 石巻市立桃生中学校 石巻市桃生町寺崎字植立２０番地 教育委員会 中学校

435 北上中学校 北上町十三浜字小田93-1 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 教育委員会 中学校

436 相川中学校 北上町十三浜字崎山181 石巻市立相川中学校 石巻市北上町十三浜字崎山１８１番地 教育委員会 中学校

437 牡鹿町立鮎川中学校 牡鹿町大字鮎川浜字鬼形山1番地の24 石巻市立鮎川中学校 石巻市鮎川浜鬼形山１番地４ 教育委員会 中学校

438 牡鹿町立大原中学校 牡鹿町大字大原浜字一の峠1番地の1 石巻市立大原中学校 石巻市大原浜一の峠１番地１ 教育委員会 中学校

439 牡鹿町立寄磯中学校 牡鹿町大字寄磯浜字五梅沢24番地 石巻市立寄磯中学校 石巻市寄磯浜五梅沢２４番地 教育委員会 中学校

【高等学校】

440 石巻市立女子高等学校 石巻市日和が丘二丁目11番8号 石巻市立女子高等学校 石巻市日和が丘二丁目１１番８号 教育委員会 高等学校

441 石巻市立女子商業高等学校 石巻市渡波字浜曽根山1番地 石巻市立女子商業高等学校 石巻市渡波字浜曽根山１番地 教育委員会 高等学校

【幼稚園】

442 石巻市立住吉幼稚園 石巻市南中里一丁目8番25号 石巻市立住吉幼稚園 石巻市南中里一丁目８番２５号 総務学校 幼稚園

443 石巻市立湊幼稚園 石巻市湊町一丁目1番9号 石巻市立湊幼稚園 石巻市湊町一丁目１番９号 総務学校 幼稚園

444 石巻市立稲井幼稚園 石巻市真野字八の坪116番地の2 石巻市立稲井幼稚園 石巻市真野字八の坪１１６番地２ 総務学校 幼稚園

445 河北幼稚園 河北町相野谷字旧屋敷118番地 石巻市立河北幼稚園 石巻市相野谷字旧屋敷１１８番地 総務学校 幼稚園

446 桃生幼稚園 桃生町樫崎字高附5 石巻市立桃生幼稚園 石巻市桃生町樫崎字高附５番地 総務学校 幼稚園
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【学校給食センター】

447 石巻市湊地区学校給食共同調理場 石巻市明神町一丁目5番1号 石巻市湊学校給食センター 石巻市明神町一丁目５番１号 教育委員会 学校管理課

448 石巻市住吉地区学校給食共同調理場 石巻市新境町二丁目3番地の2 石巻市住吉学校給食センター 石巻市新境町二丁目３番地２ 教育委員会 学校管理課

449 石巻市渡波地区学校給食共同調理場 石巻市明神町一丁目4番5号 石巻市渡波学校給食センター 石巻市明神町一丁目４番５号 教育委員会 学校管理課

450 河北町学校給食センター 河北町相野谷字今泉前28番地の1 石巻市河北学校給食センター 石巻市相野谷字今泉前２８番地１ 教育委員会 学校管理課

451 雄勝町学校給食センター 雄勝町大字雄勝字寺86番地の６ 石巻市雄勝学校給食センター 石巻市雄勝町雄勝字寺８６番地６ 教育委員会 学校管理課

452 河南町学校給食共同調理場 河南町広渕字町北75番地の1 石巻市河南学校給食センター 石巻市広渕字町北７５番地１ 教育委員会 学校管理課

453 給食センター 桃生町中津山字江下54 石巻市桃生学校給食センター 石巻市桃生町中津山字江下５４番地 教育委員会 学校管理課

454 鮎川学校給食センター 牡鹿町大字鮎川浜字清崎山1番地の1 石巻市牡鹿学校給食センター 石巻市鮎川浜清崎山１番地１ 教育委員会 学校管理課

【公民館】

455 石巻市中央公民館 石巻市日和が丘一丁目2番7号 石巻市石巻中央公民館 石巻市日和が丘一丁目２番７号 教育委員会 公民館

456 石巻市渡波公民館 石巻市渡波町二丁目6番31号 石巻市渡波公民館 石巻市渡波町二丁目６番３１号 教育委員会 公民館

457 石巻市蛇田公民館 石巻市蛇田字上中埣26番地 石巻市蛇田公民館 石巻市蛇田字上中埣２６番地 教育委員会 公民館

458 石巻市稲井公民館 石巻市新栄一丁目25番地の7 石巻市稲井公民館 石巻市新栄一丁目２５番地７ 教育委員会 公民館

459 石巻市荻浜公民館 石巻市大字荻浜字家前65番地 石巻市荻浜公民館 石巻市荻浜字家前６５番地 教育委員会 公民館

460 河北町公民館 河北町成田字小塚裏畑54番地 石巻市河北公民館 石巻市成田字小塚裏畑５４番地 教育委員会 公民館

461 雄勝町公民館 雄勝町大字雄勝字寺４番地の４ 石巻市雄勝公民館 石巻市雄勝町雄勝字寺４番地４ 教育委員会 公民館

462 河南町公民館 河南町和淵字笈入前1番地1 石巻市河南公民館 石巻市北村字前山１５番地１ 教育委員会 公民館

463 桃生町公民館 桃生町中津山字八木173の4 石巻市桃生公民館 石巻市桃生町中津山字八木１７３番地４ 教育委員会 公民館

464 北上町中央公民館 北上町十三浜字月浜88-1 石巻市北上公民館 石巻市北上町十三浜字月浜８８番地１ 教育委員会 公民館

465 牡鹿町公民館 牡鹿町大字鮎川浜字湊川63番地 石巻市牡鹿公民館 石巻市鮎川浜湊川６３番地 教育委員会 公民館

【その他教育関係施設】

466 石巻市図書館 石巻市羽黒町一丁目9番2号 石巻市図書館 石巻市羽黒町一丁目９番２号 教育委員会 図書館

467 石巻市総合体育館 石巻市泉町三丁目1番63号 石巻市総合体育館 石巻市泉町三丁目１番６３号 教育委員会 総合体育館

468 石巻文化センター 石巻市南浜町一丁目7番30号 石巻文化センター 石巻市南浜町一丁目７番３０号 教育委員会 文化センター

469 河北町総合センター 河北町成田字小塚裏畑54番地 石巻市河北総合センター 石巻市成田字小塚裏畑５４番地 教育委員会 河北総合センター

470 石巻市遊楽館 石巻市北村字前山１５番地１　 教育委員会 遊楽館

471 石巻市けやき教室 石巻市住吉町一丁目４番18号 石巻市けやき教室 石巻市住吉町一丁目４番18号 教育委員会 学校教育課

472 石巻市特殊教育共同実習所 石巻市東中里三丁目3番1号 石巻市特殊教育共同実習所 石巻市東中里三丁目３番１号 教育委員会 学校教育課

473 石巻市少年センター 石巻市日和が丘一丁目1番1号 石巻市少年センター 石巻市日和が丘一丁目1番1号 教育委員会 生涯学習課

474 石巻市田代島自然教育センター 石巻市大字田代浜字内山88番地の3 石巻市田代島自然教育センター 石巻市田代浜字内山８８番地３ 教育委員会 生涯学習課

475 石巻市マンガアイランド 石巻市大字田代浜字敷島24番地 石巻市マンガアイランド 石巻市田代浜字敷島２４番地 教育委員会 生涯学習課

476 総合運動公園　石巻市民球場 石巻市南境字小堤18 総合運動公園　石巻市民球場 石巻市南境字新小堤18 教育委員会 体育振興課

477 総合運動公園　石巻フットボール場 石巻市南境字小堤18 総合運動公園　石巻フットボール場 石巻市南境字新小堤18 教育委員会 体育振興課
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478 総合運動公園　石巻ふれあいグラウンド 石巻市南境字小堤18 総合運動公園　石巻ふれあいグラウンド 石巻市南境字新小堤18 教育委員会 体育振興課

479 石巻野球場 石巻市水押三丁目4番1号 石巻市石巻野球場 石巻市水押三丁目４番１号 教育委員会 体育振興課

480 石巻市民プール 石巻市不動町二丁目18番 石巻市民プール 石巻市不動町二丁目１８番 教育委員会 体育振興課

481 稲井テニスコート 石巻市大瓜字鷲巣62番 石巻市稲井テニスコート 石巻市大瓜字鷲巣６２番 教育委員会 体育振興課

482 山下屋内運動場 石巻市錦町6番1号 石巻市山下屋内運動場 石巻市錦町６番１号 教育委員会 体育振興課

483 蛇田中央公園(グラウンド) 石巻市向陽町四丁目 蛇田中央公園(グラウンド) 石巻市向陽町四丁目 教育委員会 体育振興課

484 雲雀野公園(グラウンド) 石巻市雲雀野町一丁目 雲雀野公園(グラウンド) 石巻市雲雀野町一丁目 教育委員会 体育振興課

485 万石浦公園(グラウンド) 石巻市流留字七勺 万石浦公園(グラウンド) 石巻市流留字七勺 教育委員会 体育振興課

486 曽波神公園(グラウンド) 河南町鹿又字曽波神川原 曽波神公園(グラウンド) 石巻市鹿又字曽波神川原 教育委員会 体育振興課

487 追波川河川運動公園 河北町小船越字山畑３８３－１地先 追波川河川運動公園 石巻市小船越字山畑３８３番地１地先 教育委員会 河北事務所

488 河北町農林漁業者トレーニングセンター 河北町長面字町裏1番地 石巻市河北農林漁業者トレーニングセンター 石巻市長面字町裏１番地 教育委員会 河北事務所

489 福地体育研修センター 河北町福地字町頭１２－１ 石巻市河北福地体育研修センター 石巻市福地字町頭１２番地１ 教育委員会 河北事務所

490 飯野体育研修センター 河北町飯野字大筒前東一番４２－１外 石巻市河北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 教育委員会 河北事務所

491 雄勝町Ｂ＆Ｇ海洋センター 雄勝町大字雄勝字船戸神明17番地 石巻市雄勝Ｂ＆Ｇ海洋センター 石巻市雄勝町雄勝字船戸神明１７番地 教育委員会 雄勝事務所

492 雄勝町民グランド 雄勝町大字雄勝字寺24番地 石巻市雄勝グラウンド 石巻市雄勝町雄勝字寺２４番地 教育委員会 雄勝事務所

493 河南町民体育センター 河南町前谷地字黒沢前60番地 石巻市河南体育センター 石巻市前谷地字黒沢前６０番地 教育委員会 河南事務所

494 河南町水辺の楽校公園 河南町和渕字川原地内 河南水辺の楽校公園 石巻市和渕字川原地内 教育委員会 河南事務所

495 河南中央公園 河南町須江字横手1番地 河南中央公園 石巻市須江字横手１番地 教育委員会 河南事務所

496 押切沼公園 河南町広渕字砂一及び砂四 押切沼公園 石巻市広渕字砂一及び砂四　地内 教育委員会 河南事務所

497 桃生文化交流会館 桃生町太田字拾貫弐番71の2 石巻市桃生文化交流会館 石巻市桃生町太田字拾貫弐番７１番地２ 教育委員会 桃生事務所

498 桃生町勤労青少年ホーム 桃生町城内字東嶺164 石巻市桃生勤労青少年ホーム 石巻市桃生町城内字東嶺１６４番地 教育委員会 桃生事務所

499 植立山公園 桃生町中津山字外八木214地先　他１ 石巻市桃生植立山公園 石巻市桃生町中津山字外八木214番地地先　他 教育委員会 桃生事務所

500 桃生町農業者体験実習館 桃生町城内字東嶺324の1 石巻市桃生農業者体験実習館 石巻市桃生町城内字東嶺３２４番地１ 教育委員会 桃生事務所

501 桃生町農業者トレーニングセンター 桃生町城内字東嶺164 石巻市桃生農業者トレーニングセンター 石巻市桃生町城内字東嶺１６４番地 教育委員会 桃生事務所

502 野外活動センター 桃生町城内字東嶺164 石巻市桃生野外活動センター 石巻市桃生町城内字東嶺１６４番地 教育委員会 桃生事務所

503 野球場 桃生町城内字東嶺164 石巻市桃生野球場 石巻市桃生町城内字東嶺１６４番地 教育委員会 桃生事務所

504 多目的グラウンド 桃生町城内字東嶺164 石巻市桃生多目的グラウンド 石巻市桃生町城内字東嶺１６４番地 教育委員会 桃生事務所

505 テニスコート 桃生町城内字東嶺164 石巻市桃生テニスコート 石巻市桃生町城内字東嶺１６４番地 教育委員会 桃生事務所

506 町民武道館 桃生町中津山字中津山82 石巻市桃生武道館 石巻市桃生町中津山字中津山８２番地 教育委員会 桃生事務所

507 相撲場 桃生町城内字東嶺164 石巻市桃生相撲場 石巻市桃生町城内字東嶺１６４番地 教育委員会 桃生事務所

508 太田地区町民プール 桃生町太田字拾貫弐番71の2 石巻市桃生太田地区児童プール 石巻市桃生町太田字拾貫弐番７１番地２ 教育委員会 桃生事務所

509 高須賀地区町民プール 桃生町高須賀字下畑14の1 石巻市桃生高須賀地区児童プール 石巻市桃生町高須賀字下畑１４番地１ 教育委員会 桃生事務所

510 北上町にっこりサンパーク 北上町十三浜字小田地内 石巻市にっこりサンパーク 石巻市北上町十三浜字小田地内 教育委員会 北上事務所

511 牡鹿町島の楽校 牡鹿町大字長渡浜字長嵐21番地の12 石巻市島の楽校 石巻市長渡浜長嵐２１番地１２ 教育委員会 牡鹿事務所
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部・総合支所名 所管課名
新　市　住　所

新　市　所　管　部　署
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512 牡鹿町民体育館 牡鹿町大字鮎川浜湊川63番地 石巻市牡鹿体育館 石巻市鮎川浜湊川６３番地 教育委員会 牡鹿事務所

513 清崎運動公園 牡鹿町大字鮎川浜地区自然休養林内 石巻市牡鹿清崎運動公園 石巻市鮎川浜地区自然休養林内 教育委員会 牡鹿事務所

514 牡鹿町網地島テニスコート 牡鹿町大字長渡浜字杉13番地の3 石巻市網地島テニスコート 石巻市長渡浜杉１３番地３ 教育委員会 牡鹿事務所

515 牡鹿町寺山地区コミュニティセンター 牡鹿町大字十八成浜字寺山1番地の1 石巻市寺山地区コミュニティセンター 石巻市十八成浜寺山１番地１ 教育委員会 牡鹿事務所

516 牡鹿町泊地区コミュニティセンター 牡鹿町大字泊浜字台11番地の1 石巻市泊地区コミュニティセンター 石巻市泊浜字台１１番地１ 教育委員会 牡鹿事務所

517 牡鹿町小沢地区コミュニティセンター 牡鹿町大字十八成浜字葉ノ木沢4番地の117 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 教育委員会 牡鹿事務所
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部・総合支所名 所管課名
新　市　住　所

新　市　所　管　部　署
番号 現　施　設　名　称 現　　住　　所 新　市　施　設　名　称

※その他公共施設等

【児童遊園等】

518 北上町ふれあい広場 北上町十三浜字大指22番地 石巻市大指ふれあい広場 石巻市北上町十三浜字大指２２番地 北上総合支所 保健福祉課

519 羽黒町児童遊園 石巻市羽黒町二丁目５３番地２　他 石巻市羽黒町児童遊園 石巻市羽黒町二丁目５３番地２　他 保健福祉部 子ども家庭課

520 流留児童遊園 石巻市流留字七勺４７番地１ 石巻市流留児童遊園 石巻市流留字七勺４７番地１ 保健福祉部 子ども家庭課

521 北上児童遊園 石巻市中里三丁目１４番地１ 石巻市北上児童遊園 石巻市中里三丁目１４番地１ 保健福祉部 子ども家庭課

522 亀ヶ森児童遊園 河北町相野谷字旧会所脇４３番地 石巻市亀ヶ森児童遊園 石巻市相野谷字旧会所脇４３番地 河北総合支所 福祉課

523 大谷地児童遊園 河北町小船越字角田１６番地２ 石巻市大谷地児童遊園 石巻市小船越字角田１６番地２ 河北総合支所 福祉課

524 釜谷児童遊園 河北町釜谷字山根１７番地 石巻市釜谷児童遊園 石巻市釜谷字山根１７番地 河北総合支所 福祉課

525 明神児童遊園 雄勝町大字明神字沼尻２１番地 石巻市明神児童遊園 石巻市雄勝町明神字沼尻２１番地 雄勝総合支所 保健福祉課

526 雄勝児童遊園 雄勝町大字雄勝字寺８６番地６ 石巻市雄勝児童遊園 石巻市雄勝町雄勝字寺８６番地６ 雄勝総合支所 保健福祉課

527 羽坂児童遊園 雄勝町大字桑浜字羽坂４１９番地 石巻市羽坂児童遊園 石巻市雄勝町桑浜字羽坂４１９番地 雄勝総合支所 保健福祉課

528 鮎川第二児童遊園 牡鹿町大字鮎川浜字熊野18番地の2 石巻市鮎川児童遊園 石巻市鮎川浜熊野１８番地２ 牡鹿総合支所 保健福祉課

529 大原児童遊園 牡鹿町大字大原浜字町17番地 石巻市大原児童遊園 石巻市大原浜字町１７番地 牡鹿総合支所 保健福祉課

530 寄磯児童遊園 牡鹿町大字寄磯浜字前浜114番地 石巻市寄磯児童遊園 石巻市寄磯浜前浜１１４番地 牡鹿総合支所 保健福祉課

531 亀ヶ森公園 河北町相野谷字旧会所前４２番地 石巻市河北亀ヶ森公園 石巻市相野谷字旧会所前４２番地 河北総合支所 産業課

532 河南町北村農村公園 河南町北村字長沢一2番地1 石巻市河南北村農村公園 石巻市北村字長沢一２番地１ 河南総合支所 産業振興課

533 河南町鹿又農村公園 河南町鹿又字道的前238番地 石巻市河南鹿又農村公園 石巻市鹿又字道的前２３８番地 河南総合支所 産業振興課

534 河南町和渕農村公園 河南町和渕字牡丹窪65番地1 石巻市河南和渕農村公園 石巻市和渕字牡丹窪６５番地１ 河南総合支所 産業振興課

535 河南町前谷地農村公園 河南町前谷地字中埣19番地1 石巻市河南前谷地農村公園 石巻市前谷地字中埣１９番地１ 河南総合支所 産業振興課

536 河南町定川農村公園 河南町前谷地字沖西1番地 石巻市河南定川農村公園 石巻市前谷地字沖西１番地 河南総合支所 産業振興課

537 河南町北村農村広場 河南町北村字大沢堤43番地の1 石巻市河南北村農村広場 石巻市北村字大沢堤４３番地１ 河南総合支所 産業振興課

538 河南町表沢農村広場 河南町北村字幕ケ崎52番地 石巻市河南表沢農村広場 石巻市北村字幕ケ崎５２番地 河南総合支所 産業振興課

539 河南町旭山農村広場 河南町北村字二ケ銘7番地の1 石巻市河南旭山農村広場 石巻市北村字二ケ銘７番地１ 河南総合支所 産業振興課

540 河南町山崎農村広場 河南町前谷地字新山崎前５０番地 石巻市河南山崎農村広場 石巻市前谷地字新山崎前５０番地 河南総合支所 産業振興課

【都市公園】

541 南浜町東公園 石巻市南浜町二丁目 南浜町東公園 石巻市南浜町二丁目 建設部 都市計画課

542 南浜町西公園 石巻市南浜町四丁目 南浜町西公園 石巻市南浜町四丁目 建設部 都市計画課

543 蛇田団地南公園 石巻市向陽町三丁目 蛇田団地南公園 石巻市向陽町三丁目 建設部 都市計画課

544 蛇田団地北公園 石巻市向陽町二丁目 蛇田団地北公園 石巻市向陽町二丁目 建設部 都市計画課

545 袋谷地北公園 石巻市水明北二丁目 袋谷地北公園 石巻市水明北二丁目 建設部 都市計画課

546 袋谷地南公園 石巻市水明北一丁目 袋谷地南公園 石巻市水明北一丁目 建設部 都市計画課

547 袋谷地東公園 石巻市水明北三丁目 袋谷地東公園 石巻市水明北三丁目 建設部 都市計画課

548 浜松公園 石巻市松原町 浜松公園 石巻市松原町 建設部 都市計画課
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新　市　住　所

新　市　所　管　部　署
番号 現　施　設　名　称 現　　住　　所 新　市　施　設　名　称

549 筒場公園 石巻市緑町一丁目 筒場公園 石巻市緑町一丁目 建設部 都市計画課

550 水押公園 石巻市開北町 水押公園 石巻市開北町 建設部 都市計画課

551 松並公園 石巻市松並二丁目 松並公園 石巻市松並二丁目 建設部 都市計画課

552 鹿妻東公園 石巻市鹿妻二丁目 鹿妻東公園 石巻市鹿妻二丁目 建設部 都市計画課

553 宜山公園 石巻市宜山町 宜山公園 石巻市宜山町 建設部 都市計画課

554 双葉公園 石巻市双葉町 双葉公園 石巻市双葉町 建設部 都市計画課

555 三軒屋公園 石巻市門脇字三軒屋 三軒屋公園 石巻市門脇字三軒屋 建設部 都市計画課

556 新下前沼公園 石巻市蛇田字新下前沼 新下前沼公園 石巻市蛇田字新下前沼 建設部 都市計画課

557 新中里南公園 石巻市南中里二丁目 新中里南公園 石巻市南中里二丁目 建設部 都市計画課

558 新中里西公園 石巻市南中里四丁目 新中里西公園 石巻市南中里四丁目 建設部 都市計画課

559 新境谷地南公園 石巻市中里六丁目 新境谷地南公園 石巻市中里六丁目 建設部 都市計画課

560 鹿妻西公園 石巻市鹿妻一丁目 鹿妻西公園 石巻市鹿妻一丁目 建設部 都市計画課

561 中里一丁目公園 石巻市中里二丁目 中里一丁目公園 石巻市中里二丁目 建設部 都市計画課

562 中里七丁目公園 石巻市中里七丁目 中里七丁目公園 石巻市中里七丁目 建設部 都市計画課

563  新横堤公園 石巻市貞山五丁目 新横堤公園 石巻市貞山五丁目 建設部 都市計画課

564  西境谷地公園 石巻市蛇田字西境谷地 西境谷地公園 石巻市蛇田字西境谷地 建設部 都市計画課

565  鹿妻第二公園 石巻市鹿妻三丁目 鹿妻第二公園 石巻市鹿妻三丁目 建設部 都市計画課

566  新下前沼西公園 石巻市蛇田字新下前沼 新下前沼西公園 石巻市蛇田字新下前沼 建設部 都市計画課

567  鹿妻第三公園 石巻市鹿妻本町 鹿妻第三公園 石巻市鹿妻本町 建設部 都市計画課

568  御所入公園 石巻市湊字御所入 御所入公園 石巻市湊字御所入 建設部 都市計画課

569  新境町公園 石巻市新境町一丁目 新境町公園 石巻市新境町一丁目 建設部 都市計画課

570  垂水三丁目公園 石巻市垂水町三丁目 垂水三丁目公園 石巻市垂水町三丁目 建設部 都市計画課

571  垂水二丁目公園 石巻市垂水町二丁目 垂水二丁目公園 石巻市垂水町二丁目 建設部 都市計画課

572  鹿妻第四公園 石巻市鹿妻四丁目 鹿妻第四公園 石巻市鹿妻四丁目 建設部 都市計画課

573  明神町一丁目公園 石巻市明神町一丁目 明神町一丁目公園 石巻市明神町一丁目 建設部 都市計画課

574 雲雀野公園 石巻市雲雀野町一丁目 雲雀野公園 石巻市雲雀野町一丁目 建設部 都市計画課

575 北上公園 石巻市中里三丁目 北上公園 石巻市中里三丁目 建設部 都市計画課

576 向陽町西緑地 石巻市向陽町五丁目 向陽町西緑地 石巻市向陽町五丁目 建設部 都市計画課

577 聖人堀緑地 石巻市門脇町四丁目 聖人堀緑地 石巻市門脇町四丁目 建設部 都市計画課

578 泉町緑地 石巻市泉町三丁目 泉町緑地 石巻市泉町三丁目 建設部 都市計画課

579 相野谷緑地 河北町相野谷字地区河川敷 相野谷緑地 石巻市相野谷字川前地先 河北総合支所 都市計画課

580 雄勝中央公園 雄勝町大字雄勝字下雄勝 雄勝中央公園 石巻市雄勝町雄勝字下雄勝 雄勝総合支所 建設課

【教員住宅】

581 石巻市教職員共同住宅 石巻市泉町四丁目13番7号 石巻市教職員共同住宅 石巻市泉町四丁目13番7号 教育委員会 学校管理課
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582 荻浜小学校教職員住宅 石巻市大字桃浦字米久保5番地 石巻市荻浜小学校教職員住宅 石巻市桃浦字米久保5番地 教育委員会 学校管理課

583 東浜小学校教職員住宅 石巻市大字牧浜字福貴道4番地　他1 石巻市東浜小学校教職員住宅 石巻市牧浜字福貴道4番地　他1 教育委員会 学校管理課

584 雄勝町味噌作１号教員住宅 雄勝町雄勝字味噌作６４番地３０ 石巻市味噌作１号教員住宅 石巻市雄勝町雄勝字味噌作６４番地３０ 教育委員会 雄勝事務所

585 雄勝町味噌作２号教員住宅 雄勝町雄勝字味噌作６４番地３５ 石巻市味噌作２号教員住宅 石巻市雄勝町雄勝字味噌作６４番地３５ 教育委員会 雄勝事務所

586 雄勝町折下教員住宅 雄勝町雄勝字折下６番地２ 石巻市折下教員住宅 石巻市雄勝町雄勝字折下６番地２ 教育委員会 雄勝事務所

587 雄勝町船越１号教員住宅 雄勝町船越字船越１番地 石巻市船越１号教員住宅 石巻市雄勝町船越字船越１番地 教育委員会 雄勝事務所

588 雄勝町船越２号教員住宅 雄勝町船越字石峰山１番地２１ 石巻市船越２号教員住宅 石巻市雄勝町船越字石峰山１番地２１ 教育委員会 雄勝事務所

589 雄勝町大須１号教員住宅 雄勝町大須字舘森１番地 石巻市大須１号教員住宅 石巻市雄勝町大須字舘森１番地 教育委員会 雄勝事務所

590 雄勝町大須２号教員住宅 雄勝町大須字舘森７７番地 石巻市大須２号教員住宅 石巻市雄勝町大須字舘森７７番地 教育委員会 雄勝事務所

591 雄勝町大須３号教員住宅 雄勝町大須字船隠１番地の１ 石巻市大須３号教員住宅 石巻市雄勝町大須字船隠１番地１ 教育委員会 雄勝事務所

592 中津山教員住宅 桃生町中津山字中津山8の1 石巻市中津山教員住宅 石巻市桃生町中津山字中津山８番地１ 教育委員会 桃生事務所

593 相川教員住宅 北上町十三浜字相川１１７番地の１ 石巻市相川教員住宅 石巻市北上町十三浜字相川117番地1 教育委員会 北上事務所

594 鮎川教員住宅 牡鹿町大字鮎川浜字寺下17の1 石巻市鮎川教員住宅 石巻市鮎川浜寺下１７番地１ 教育委員会 牡鹿事務所

595 大原1号教員住宅 牡鹿町大字大原浜字町裡1番地の24 石巻市大原1号教員住宅 石巻市大原浜字町裡１番地２４ 教育委員会 牡鹿事務所

596 大原2号教員住宅 牡鹿町大字大原浜字中田7番地の7 石巻市大原2号教員住宅 石巻市大原浜中田７番地７ 教育委員会 牡鹿事務所

597 谷川教員住宅 牡鹿町大字谷川浜字後川1番地の2 石巻市谷川教員住宅 石巻市大字谷川浜後川１番地２ 教育委員会 牡鹿事務所

598 寄磯1号教員住宅 牡鹿町大字寄磯浜字五梅沢25 石巻市寄磯1号教員住宅 石巻市寄磯浜五梅沢２５ 教育委員会 牡鹿事務所
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