
地域 市町村 分類 施設名称 施設所在地 交付年度
白石市 児童福祉施設等 白石市ふれあいプラザ 白石市字本町27 平成15年3月3日

白石市 社会福祉施設等 白石市総合福祉センター 白石市福岡蔵本字茶園62-1 平成10年5月26日

白石市 社会福祉施設等 白石市福祉プラザやまぶき 白石市南町1-3-37 平成12年10月18日

白石市 社会福祉施設等 デイサービスセンターしろいし 白石市郡山字平成141番地 平成15年1月27日

白石市 社会福祉施設等 白石市デイサービスセンターぶな 白石市字本町27 平成15年3月3日

白石市 医療施設 公立刈田綜合病院 白石市福岡蔵本字下原沖36 平成14年5月15日

白石市 火葬場 白石斎苑 白石市鷹巣字石倉9-3 令和2年3月3日

白石市 物品販売を営む店舗 ヨークベニマル白石店 白石市大手町1番12号 平成16年10月20日

白石市 体育館 白石市立福岡中学校体育館 白石市福岡長袋字山ノ下25 平成14年4月10日

角田市 老人福祉施設等 養護老人ホーム宮城緑風園 角田市佐倉字小山46-1 平成17年3月24日

角田市 社会福祉施設等 角田市障害者就労支援施設のぎく 角田市角田字柳町35－2 平成14年3月26日

角田市 社会福祉施設等 ニチイケアセンター角田 角田市角田字扇町11-5 平成17年5月12日

角田市 社会福祉施設等 デイサービスセンターにこトピア角田 角田市角田字牛舘53-2 平成17年9月16日

角田市 公衆便所 道の駅かくだ 角田市枝野字北島81-1 平成31年1月17日

角田市 物品販売を営む店舗 フレスコキクチ角田店 角田市角田字大町35番7 平成21年7月22日

角田市 ごみ焼却場 仙南クリーンセンター 角田市毛萱字西ノ入43-11　 平成28年11月29日

蔵王町 老人福祉施設等 特別養護老人ホームざおうの杜 刈田郡蔵王町曲竹字田中48-1 平成19年9月7日

蔵王町 集会場 蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 刈田郡蔵王町大字円田字西浦5 平成16年7月27日

大河原町 医療施設 みやぎ県南中核病院 柴田郡大河原町字町西38ー1 平成14年5月31日

大河原町 物品販売を営む店舗 みやぎ生活協同組合大河原店 柴田郡大河原町字広表22－3 平成16年8月19日

大河原町 物品販売を営む店舗 ユニクロ大河原店 柴田郡大河原町広表28番地12 平成16年9月6日

大河原町 物品販売を営む店舗 ケーヨーデイツー大河原店 柴田郡大河原町字広表27－8 平成16年9月6日

村田町 社会福祉施設等 障害者支援施設「ふぼう」 柴田郡村田町大字沼辺字一本杉1番地1 平成29年12月19日

柴田町 物品販売を営む店舗 イオンタウン柴田 柴田郡柴田町大字上名生字新大原194-1 平成10年12月16日

川崎町 医療施設 川崎こころ病院 柴田郡川崎町大字川内字北川原山72 平成16年6月14日

川崎町 公衆便所 オートキャンプ場るぽぽの森 柴田郡川崎町大字今宿字小屋沢山39 平成10年11月24日

丸森町 老人福祉施設等 介護老人保健施設  丸森ロイヤルケアセンター 伊具郡丸森町字鳥屋9-2 平成14年10月8日

丸森町 物品販売業を営む店舗 フレスコキクチ丸森店 伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲75番地 平成28年2月9日

塩竈市 老人福祉施設等 グループホーム　やすらぎの里 塩竈市字伊保石30－1 平成16年3月20日

塩竈市 老人福祉施設等 ニチイケアセンター　栄 塩竈市栄町8－4 平成18年8月28日

塩竈市 社会福祉施設等 障害者支援施設  杏友園 塩竈市新富町14-10 平成13年3月14日

塩竈市 社会福祉施設等 介護老人保健施設やまと塩竃 塩竈市字伊保石20-1 平成13年6月12日

塩竈市 社会福祉施設等 あしたば福祉会あすなろ 塩竈市今宮町10-20 平成15年3月29日

塩竈市 社会福祉施設等 デイサービスひかり 塩竈市字伊保石6-8 平成22年4月1日

塩竈市 医療施設 永沼歯科クリニック 塩竈市梅の宮14－10 平成14年5月9日

塩竈市 医療施設 ちば整形クリニック 塩竈市玉川1丁目9-7 平成16年6月4日

塩竈市 物品販売を営む店舗 イオンショッピングセンター 塩竈市海岸通15-100 平成19年5月10日

塩竈市 物品販売を営む店舗 みやぎ生協塩釜栄町店 塩竈市栄町9番37号 平成20年4月28日

名取市 老人福祉施設等 介護老人保健施設　なとり 名取市高舘熊野堂字岩口下1-2 平成13年6月7日

名取市 老人福祉施設等 特別養護老人ホーム松陽苑 名取市手倉田字八幡80番地の1 令和3年5月17日

名取市 児童福祉施設等 名取市ゆりが丘児童センター 名取市ゆりが丘4-1 平成16年9月7日

名取市 社会福祉施設等 バイタルケア名取　デイサービスセンター　さふらんの森 名取市下余田字鹿島10 平成17年1月11日

名取市 社会福祉施設等
特別養護老人ホーム「けやき」
ケアハウス「ゆうゆう」
デイサービスセンター「さんさん」

名取市愛島小豆島字山ノ前49-2 平成12年3月22日

名取市 社会福祉施設等 グループホームおうじゅ 名取市高舘熊野堂字岩口下26-2 平成12年3月30日

名取市 集会場 名取市増田公民館 名取市増田四丁目7-30 平成30年11月14日

名取市 物品販売を営む店舗 みやぎ生活協同組合名取西店 名取市手倉田字八幡612 平成16年6月24日

名取市 物品販売を営む店舗 ザ･ビッグ 名取店 名取市飯野坂3丁目5-10 平成19年8月24日

名取市 物品販売を営む店舗 トヨタカローラ宮城株式会社岩沼店 名取市堀内字南竹１８８－１ 平成21年1月16日

名取市 物品販売を営む店舗 トヨタカローラ宮城仙台南店 名取市植松字入生1-1 平成21年5月12日

名取市 物品販売を営む店舗 メガネの相沢名取店 名取市増田5丁目18番42号 平成22年3月19日

名取市 物品販売を営む店舗 ヨークベニマル名取バイパス店 名取市上余田字千刈田350番地 平成24年10月22日

名取市 物品販売を営む店舗 フレスコキクチ美田園店 名取市美田園6丁目4-1 平成24年12月17日

名取市 物品販売を営む店舗 東京インテリア家具仙台南店 名取市高舘吉田字野来114 平成12年2月22日

名取市 公衆浴場 スーパー銭湯  極楽湯名取店 名取市田高字原463 平成13年4月23日

名取市 複合施設 名取駅コミュニティプラザ 名取市手倉田字八幡287－15 平成16年11月8日

名取市 駅舎 杜せきのした駅 名取市杜せきのした5丁目34 平成19年3月15日

名取市 駅舎 仙台空港駅 名取市下増田字南原（仙台空港敷地内） 平成19年3月15日

名取市 駅舎 美田園駅 名取市美田園5丁目29 平成19年3月15日

多賀城市 老人福祉施設等 介護付有料老人ホームウェルフェアー多賀城 多賀城市町前二丁目2-5 平成18年4月6日

多賀城市 医療施設 おおば医院 多賀城市下馬3丁目1番28号 平成12年11月20日

多賀城市 医療施設 まえひらクリニック 多賀城市高橋5-3-2 平成13年11月30日

多賀城市 医療施設 医療法人敬仁　遠藤医院　遠藤マタニティクリニック 多賀城市町前2丁目2番8号 平成17年8月2日

多賀城市 学校等 八幡花園幼稚園 多賀城市八幡字庚田54 平成17年2月15日

多賀城市 物品販売を営む店舗 ＤＣＭホーマック城南店 多賀城市城南2丁目14－34 平成15年4月24日

多賀城市 物品販売を営む店舗 ＤＣＭホーマック多賀城東店 多賀城市笠神5-5-25 平成15年10月22日

多賀城市 物品販売を営む店舗 カワチ薬品多賀城店 多賀城市笠神4-8-1 平成11年5月11日

多賀城市 物品販売を営む店舗 ヨークベニマル多賀城店 多賀城市高橋4丁目3-5 平成12年6月23日

多賀城市 物品販売を営む店舗 みやぎ生活協同組合　高砂店 多賀城市高橋二丁目17-3 平成18年7月26日

多賀城市 物品販売を営む店舗 トヨタカローラ宮城株式会社多賀城店 多賀城市町前1-1-20 平成18年10月11日

多賀城市 物品販売を営む店舗 みやぎ生協高砂衣料館 多賀城市高橋２丁目１７−３ 平成21年10月26日

多賀城市 自動車車庫 多賀城駅南立体駐車場 多賀城市中央二丁目5－2 平成28年3月25日

多賀城市 複合施設 多賀城駅北ヒールＢ棟 多賀城市中央二丁目8番1号 平成28年3月25日

岩沼市 老人福祉施設等 グループホームあぶくま 岩沼市阿武隈1丁目8番38号 平成17年3月15日

岩沼市 老人福祉施設等 特別養護老人ホーム 赤井江マリンホーム 岩沼市恵み野1丁目7番地の1 平成26年1月30日

岩沼市 社会福祉施設等 岩沼市総合福祉センター 岩沼市里の杜3-4-15 平成12年3月31日

岩沼市 学校等 宮城県立支援学校　岩沼高等学園 岩沼市北長谷字豊田1－1 平成13年3月16日

岩沼市 学校等 岩沼北保育園 岩沼市相の原1丁目3－37 平成15年3月17日

岩沼市 金融機関の店舗 仙台銀行岩沼支店 岩沼市中央3-3-12 平成29年9月7日

岩沼市 物品販売を営む店舗 ヨークベニマル岩沼西店 岩沼市たけくま２丁目３−６７ 平成14年6月18日

岩沼市 物品販売を営む店舗 フレスコキクチ岩沼西店 岩沼市あさひ野1丁目8-3 平成26年8月6日

富谷市 老人福祉施設等 中谷クリニック介護老人保健施設 富谷市成田2-1-3 平成15年5月2日

富谷市 物品販売を営む店舗 みやぎ生協 明石台店 富谷市明石台6-1-39 平成14年10月2日

富谷市 物品販売を営む店舗 カインズ仙台富谷店 富谷市上桜木1-1-6 平成14年10月18日

富谷市 物品販売を営む店舗 ヤマザワ富谷成田店 富谷市成田1-6-8 平成16年10月5日

亘理町 老人福祉施設等 特別養護老人ホーム 日就苑 亘理郡亘理町吉田字宮前5-10 平成16年5月20日

亘理町 社会福祉施設等 亘理ありのまま舎 亘理郡亘理町字旧館61-7 平成31年3月19日

亘理町 医療施設 佐藤歯科・矯正歯科医院 亘理郡亘理町字中町東192-1 平成11年10月4日

亘理町 医療施設 三浦クリニック 亘理郡亘理町字新町40 平成15年9月3日

亘理町 公衆便所等 鳥の海パーキングエリア 亘理郡亘理町逢隈高屋新谷地87－6 平成26年12月5日

亘理町 物品販売を営む店舗 みやぎ生協亘理店 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 平成12年4月21日

亘理町 物品販売を営む店舗 ショッピングパーク亘理 亘理郡亘理町字旧舘8 平成17年4月21日

山元町 物品販売を営む店舗 やまもと夢いちごの郷 亘理郡山元町坂元字荒井183-1 平成31年3月19日
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地域 市町村 分類 施設名称 施設所在地 交付年度
松島町 老人福祉施設等 特別養護老人ホーム松島長松苑 宮城郡松島町根廻字上山王6-27 平成13年2月1日

松島町 老人福祉施設等 コスモス松島マルチケア 宮城郡松島町磯崎字長田80－209 平成29年9月8日

松島町 社会福祉施設等 松の実 宮城郡松島町根廻字上山王6-27 平成14年4月4日

松島町 スポーツ施設 松島町温水プール　美遊 宮城郡松島町高城字動伝一34-1 平成19年9月26日

七ヶ浜町 物品販売を営む店舗 ヤマザワ汐見台店 宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-1 平成20年3月14日

利府町 老人福祉施設等 十符・風の音 宮城郡利府町葉山1－53 平成17年3月24日

利府町 老人福祉施設等 グループホーム十符の里 宮城郡利府町菅谷台四丁目2-13 平成17年12月8日

利府町 官公庁の庁舎 利府町役場・利府町民交流館 宮城郡利府町利府字新並松4 平成14年7月26日

利府町 集会場 葉山住宅地区センター 宮城郡利府町葉山1-52-1 平成19年5月16日

利府町 物品販売を営む店舗 ヨークタウン利府野中店
宮城郡利府町加瀬字十三本塚173番
地1

平成18年3月2日

利府町 物品販売を営む店舗 みやぎ生活協同組合　利府店 宮城郡利府町利府字堀切前35-1 平成19年11月27日

利府町 観覧場 グランディ２１  宮城スタジアム 宮城郡利府町菅谷 平成12年3月31日

利府町 複合施設 利府町文化交流センター「リフノス」 宮城郡利府町森郷字新椎の木前31-1 令和3年3月9日

大和町 学校等 すみれの花保育園 黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目5-25 平成31年3月19日

大和町 官公庁の庁舎 大和町庁舎 黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目1番地の1 平成22年3月26日

大和町 金融機関の店舗 古川信用組合吉岡支店 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目5番地1 平成20年5月26日

大和町 物品販売を営む店舗 西友吉岡店 宮城郡大和町吉岡字舘下103 平成12年3月7日

大郷町 老人福祉施設等 介護老人保健施設羽生の丘・オーベルジュ 黒川郡大郷町羽生字蒲ヶ沢50-1 平成16年5月13日

大郷町 学校等 すくすくゆめの郷　こども園 黒川郡大郷町粕川字新30 平成15年4月30日

大郷町 観覧場 ボートピア大郷 黒川郡大郷町中村字屋敷前80 平成16年10月27日

大衡村 児童福祉施設等 (社福）みんなの輪　障害福祉サービス　事業所　わ・は・わ大衡黒川郡大衡村大衡字鎧沢12－54 平成30年3月1日

大崎市 老人福祉施設等 笹森の里 大崎市古川清滝字笹森118-1 平成14年9月12日

大崎市 老人福祉施設等 社会福祉法人永楽会福祉施設　百才館 大崎市三本木字大豆坂24-3 平成18年4月27日

大崎市 社会福祉施設等 大崎市松山保健福祉センター 大崎市松山千石字広田11 平成12年8月1日

大崎市 社会福祉施設等 大崎市古川保健福祉プラザ 大崎市古川三日町2-5-1 平成10年3月30日

大崎市 社会福祉施設等 ふるかわ西部福祉センター 大崎市古川保柳字中江1-8 平成13年6月21日

大崎市 社会福祉施設等 古川南デイサービスセンター 大崎市古川小稲葉町8-20 平成14年4月10日

大崎市 医療施設 高橋記念  せきや整形外科 大崎市古川駅前大通5-1-19 平成13年2月1日

大崎市 医療施設 千葉医院 大崎市古川駅前大通6-2-44 平成15年2月7日

大崎市 医療施設 財団法人佐藤病院 大崎市古川中里1-3-18 平成16年4月26日

大崎市 医療施設 みやぎ北部循環器科 大崎市古川字本鹿島145 平成17年9月14日

大崎市 医療施設 つばさ薬局古川店 大崎市古川駅東二丁目12-25 平成11年6月3日

大崎市 官公庁の庁舎 大崎市　鹿島台総合支所　庁舎 大崎市鹿島台平渡字上戸下26-2 平成17年3月15日

大崎市 文化施設 感覚ミュージアム 大崎市岩出山字下川原町100 平成12年10月10日

大崎市 物品販売を営む店舗 イオン古川店 大崎市古川旭2-2-1 平成10年5月8日

大崎市 物品販売を営む店舗 カインズ 古川店 大崎市古川穂波4丁目2番7号 平成12年8月1日

大崎市 物品販売を営む店舗 ウジエスーパー田尻店 大崎市田尻字田尻23 平成17年5月26日

大崎市 物品販売を営む店舗 ウジエスーパー岩出山店 大崎市岩出山下野目山ノ辺3 平成24年2月27日

大崎市 物品販売を営む店舗 みやぎ生活協同組合　古川南店 大崎市古川北稲葉二丁目1-5 平成24年9月19日

大崎市 理容所 バーバーＫファフトリー 大崎市古川幸町1-8－18 平成10年2月16日

加美町 老人福祉施設等 加美老人保健施設 加美郡色麻町四竃字杉成9 平成14年7月22日

加美町 老人福祉施設等 小野田西部デイサービスセンター 加美郡加美町田中浦56 平成14年4月10日

加美町 老人福祉施設等 特別養護老人ホームみやざき 加美郡加美町宮崎字屋敷7番29号 平成20年5月23日

美里町 老人福祉施設等 美里花笑みライズ 遠田郡美里町北浦字蛇沼4-1 平成16年10月19日

美里町 医療施設 曽根歯科医院 遠田郡美里町藤ヶ崎1-45 平成16年8月19日

美里町 集会場 美里町駅東地域交流センター 遠田郡美里町駅東二丁目17番地4 平成19年7月4日

涌谷町 物品販売を営む店舗 ヨークベニマル涌谷店 遠田郡涌谷町字渋江200番地1 平成19年10月23日

栗原市 老人福祉施設 介護老人保健施設グレイスガーデン 栗原市若柳字福岡谷地畑浦35 平成11年11月29日

栗原市 医療施設 しらいし歯科クリニック 栗原市若柳川南堤通11－5 平成10年8月13日

栗原市 医療施設 一迫内科クリニック 栗原市一迫真坂字真坂町東66-1 平成11年9月28日

栗原市 医療施設 たまがけ医院 栗原市一迫真坂字真坂町東28 平成12年8月24日

栗原市 医療施設 栗原市立栗原中央病院 栗原市築館宮野中央三丁目1番地1 平成14年6月26日

栗原市 医療施設 栗原市立高清水診療所 栗原市高清水桜丁7 平成16年4月30日

栗原市 医療施設 栗原市立　若柳病院 栗原市若柳字川北原畑23-4 平成17年2月1日

栗原市 医療施設 栗原市栗駒病院 栗原市栗駒岩ヶ崎松木田10-1 平成21年4月10日

栗原市 医療施設 一桝新生薬局介護調剤センター 栗原市栗駒岩ヶ崎松木田2-1 平成21年4月23日

栗原市 医療施設 上小路一桝新生薬局 栗原市栗駒岩ヶ崎上小路154-2 平成21年6月18日

栗原市 学校等 栗原市立金成幼稚園　栗原市　金成保育所 栗原市金成沢辺町沖164 平成18年3月28日

栗原市 火葬場 くりはら斎苑 栗原市築館字荒田沢41 平成13年12月27日

栗原市 火葬場 東洋葬祭 栗原店 栗原市築館字下宮野砂田193-1 平成21年7月13日

栗原市 集会場 栗原市市民活動支援センター兼築館総合支所 栗原市築館伊豆二丁目6番1号 平成21年2月27日

栗原市 物品販売を営む店舗 ヨークベニマル若柳店 栗原市若柳字川南堤通り23-3 平成12年11月24日

栗原市 物品販売を営む店舗 一枡新生薬局 栗原市栗駒岩ヶ崎神南31－3 平成13年9月5日

栗原市 物品販売を営む店舗 イオン栗原ショッピングセンター 栗原市志波姫新熊谷11 平成19年9月11日

栗原市 物品販売を営む店舗 ウジエスーパー若柳店 栗原市若柳字川北古川128-7 平成20年11月13日

栗原市 物品販売を営む店舗 ケーズデンキ築館店 栗原市築館藤木1-48 平成22年9月22日

栗原市 物品販売を営む店舗 ウジエスーパー 栗駒店 栗原市栗駒中野田町西213 平成27年12月16日

栗原市 物品販売を営む店舗 ウジエスーパー築館店 栗原市築館源光14番64号 平成28年8月2日

登米市 老人福祉施設等 南方ナーシングホーム翔裕園 登米市南方町山成前791-1 平成17年3月1日

登米市 老人福祉施設等 グループホーム　あさみず 登米市中田町浅水字上川面65-1 平成13年3月21日

登米市 社会福祉施設等 南方町福祉作業所 登米市南方町山成188-3 平成11年12月28日

登米市 社会福祉施設等 登米市立豊里老人保健施設 登米市豊里町土手下104-1 平成12年5月26日

登米市 社会福祉施設等 社会福祉法人恵泉会生活介護事業所　パルめぐみ 登米市迫町佐沼字江合3-16-2 平成17年3月29日

登米市 医療施設 登米市佐藤内科医院 登米市迫町佐沼字光ヶ丘51-1 平成19年9月5日

登米市 官公庁の庁舎 南方庁舎及び総合交流拠点施設 登米市南方町新高石浦130 平成17年12月27日

登米市 官公庁の庁舎 登米市消防本部（消防防災センター） 登米市迫町森字平柳25番地 平成20年4月18日

登米市 金融機関の店舗 仙北信用組合中田支店 登米市中田町石森字加賀野1-8-11 平成15年12月4日

登米市 公衆便所等 道の駅  米山 登米市米山町西野字新遠田67 平成10年12月22日

登米市 物品販売を営む店舗 デイリーポート新鮮館佐沼店 登米市迫町佐沼字大網上17 平成16年11月9日

登米市 物品販売を営む店舗 ウジエスーパー 佐沼本店 登米市迫町佐沼字八幡三丁目2-5 平成17年10月25日

登米市 物品販売を営む店舗 ウジエスーパー中田店 登米市中田町宝江黒沼字十文字218-1 平成18年7月7日

登米市 物品販売を営む店舗 ケーズデンキ佐沼店 登米市南方町新丸ノ内61 平成29年2月6日

石巻市 老人福祉施設等 リハビリパーク花もよう 石巻市大橋三丁目9-1 平成14年5月20日

石巻市 老人福祉施設等 社会福祉法人ふれあいの里ラボラーレ 石巻市桃生町中津山字八木54 平成17年8月17日

石巻市 老人福祉施設等 特別養護老人ホーム　きたかみ 石巻市北上町橋浦字大須234 平成19年4月5日

石巻市 老人福祉施設等 グループホーム　きたかみ 石巻市北上町橋浦字大須234 平成19年4月5日

石巻市 社会福祉施設等
石巻蛇田デイサービスセンター
石巻市蛇田地域包括支援センター
石巻市蛇田在宅介護支援センター

石巻市蛇田字小斉61-1 平成10年4月16日

石巻市 社会福祉施設等
ケアハウス「フェリカ」
特別養護老人ホーム「ファミリオ」
石巻市ものう地域包括支援センター

石巻市桃生町中津山字八木46-3 平成11年8月6日

石巻市 社会福祉施設等 石巻市牡鹿保健福祉センター 石巻市鮎川浜清崎山7 平成14年2月15日

石巻市 医療施設 鈴木整形外科クリニック 石巻市鹿妻北一丁目6-15 平成12年8月31日

石巻市 医療施設 石巻市立牡鹿病院 石巻市鮎川浜清崎山７番地 平成14年12月27日

石巻市 医療施設 やまもと産婦人科 石巻市大街道北1丁目3番15号 平成15年2月24日

登米地域

石巻地域

大崎地域

栗原地域



地域 市町村 分類 施設名称 施設所在地 交付年度
石巻市 医療施設 かわらだ内科・胃大腸クリニック 石巻市鋳銭場1-10 平成10年1月14日

石巻市 医療施設 亀田内科皮膚科クリニック 石巻市大街道南5－4－31 平成18年1月14日

石巻市 金融機関の店舗等 東北銀行石巻支店 石巻市山下町二丁目2番48号 平成22年5月13日

石巻市 物品販売を営む店舗 ヨークベニマル中浦店 石巻市中浦1丁目1番25号 平成12年7月27日

石巻市 物品販売を営む店舗 DCMホーマック　石巻蛇田店 石巻市恵み野3丁目4番地40 平成18年4月27日

石巻市 物品販売を営む店舗 みやぎ生活協同組合蛇田店 石巻市恵み野1丁目4-14 平成20年3月28日

石巻市 物品販売を営む店舗 仏壇の仙和石巻店 石巻市三ツ股一丁目1-101 平成24年3月14日

石巻市 複合施設 こもれびの降る丘　遊楽館 石巻市北村字前山15-1 平成17年3月31日

石巻市 複合施設 石巻市牡鹿交流センター 石巻市鮎川浜清崎山7 平成17年7月19日

東松島市 老人福祉施設等 特別養護老人ホーム　やもと赤井の里 東松島市赤井字川前4-83 平成18年8月22日

東松島市 社会福祉施設等 花いちもんめ 東松島市赤井字七反谷地73-2 平成13年8月1日

東松島市 医療施設 みやぎ東部循環器科 東松島市赤井字八反谷地96-1 平成14年9月4日

東松島市 医療施設 わたなべ整形外科 東松島市赤井字南一253 平成14年10月8日

東松島市 医療施設 村松歯科医院 東松島市矢本字新沼１他 平成21年12月22日

東松島市 スポーツ施設 ダンロップスポーツウェルネスゆぷと 東松島市矢本字河戸342番地2 平成17年2月25日

東松島市 複合施設 いろどりの丘 東松島市野蒜ヶ丘2丁目25-2 令和3年4月28日

女川町 老人福祉施設等 特別老後老人ホーム「おながわ」 牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口1-1 平成18年4月27日

女川町 学校等 女川町立女川小・中学校 牡鹿郡女川町女川1丁目2-1 令和2年7月30日

女川町 金融機関の店舗 仙台銀行 女川支店 牡鹿郡女川町女川2-5-1 平成29年4月10日

女川町 公共交通機関の施設 女川町離島航路ターミナル 牡鹿郡女川町海岸通り7番地1 平成17年3月29日

気仙沼市 社会福祉施設等 けあビジョンホーム 気仙沼 気仙沼市本吉町中島147-10 平成30年4月5日

気仙沼市 医療施設 気仙沼市立病院 気仙沼市赤岩杉ノ沢8番地2 平成30年4月5日

気仙沼市 官公庁の庁舎 ワン・テン庁舎 気仙沼市八日町1-1-10 平成11年4月20日

気仙沼市 金融機関の店舗 岩手銀行気仙沼支店 気仙沼市魚町2丁目1番5号 令和2年4月15日

気仙沼市 図書館・児童センター 気仙沼図書館･気仙沼児童センター 気仙沼市笹が陣3-30 平成30年5月15日

気仙沼市 物品販売を営む店舗 デイリーポートけせんぬま 気仙沼市字四反田156 平成12年2月22日

気仙沼市 体育館 気仙沼市総合体育館 気仙沼市字赤岩牧沢44-180 平成11年6月3日

南三陸町 官公庁の庁舎 南三陸町歌津総合支所 本吉郡南三陸町歌津字管の浜60 平成29年6月16日

南三陸町 官公庁の庁舎 南三陸町役場 本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地 平成29年9月6日

南三陸町 集会場 清水団地集会所 本吉郡南三陸町志津川字内井田52-42 平成29年2月23日

南三陸町 集会場 沖田地区集会所 本吉郡南三陸町戸倉字沖田53-79 平成29年2月23日

南三陸町 集会場 伊里前地区集会所 本吉郡南三陸町歌津字伊里前325－44 平成29年2月22日
南三陸町 集会場 大久保地区集会所 本吉郡南三陸町志津川字大久保67－15 平成30年5月15日

気仙沼・
本吉地域
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