
石巻市 石巻市
地　区 事業所名 場　所 地　区 事業所名 場　所
石巻 あいプラザ・石巻(石巻健康センター） 立町 石巻 石巻市立大街道小学校 大街道南

青葉歯科医院 門脇 石巻市立荻浜中学校 荻浜
阿部歯科医院 末広町 石巻市立開北小学校 大橋
アムズガーデン石巻湊店 湊 石巻市立鹿妻小学校 鹿妻北
イオンモール石巻 茜平 石巻市立鹿妻保育所 鹿妻北
イオンショッピングセンター石巻東店 流留 石巻市立門脇中学校 泉町
いしづか内科クリニック 恵み野 石巻市立釜小学校 大街道西
石巻大街道斎場　清月記 大街道北 石巻市立向陽小学校 向陽町
石巻観光タクシー株式会社 鹿妻南 石巻市立桜坂高等学校 日和が丘
石巻健育会病院 大街道西 石巻市立水明保育所 水明南
石巻広域クリーンセンター 重吉町 石巻市立住吉小学校 住吉町
石巻合板工業株式会社 潮見町 石巻市立住吉中学校 東中里
石巻市医師会（石巻市保健相談センター） 鋳銭場 石巻市立住吉幼稚園 南中里
石巻市石巻斎場 南境 石巻市立貞山小学校 貞山
石巻市石巻中央公民館 日和が丘 石巻市立中里小学校 中里
石巻市稲井公民館 新栄 石巻市立東浜小学校 牧浜
石巻市鹿妻南コミュニティハウス 鹿妻南 石巻市立ふたば保育所 大街道北
石巻市かもめ学園 向陽町 石巻市立蛇田小学校 蛇田
石巻市子どもセンター 立町 石巻市立蛇田中学校 茜平
石巻市ささえあい総括センター 湊町 石巻市立蛇田保育所 蛇田
石巻市障害者地域活動支援センターみどり園 不動町 石巻市立万石浦小学校 渡波
石巻市水産加工業協同組合 魚町 石巻市立万石浦中学校 流留
石巻市水産物地方卸売市場石巻売場 魚町 石巻市立水押保育所 水押
石巻市総合運動公園 南境 石巻市立湊小学校 吉野町
石巻市総合体育館 泉町 石巻市立湊中学校 大門町
石巻市総合福祉会館うしお荘 流留 石巻市立山下小学校 山下町
石巻市総合福祉会館みなと荘・石巻市立湊こども園 八幡町 石巻市立山下中学校 貞山
石巻市田代診療所 田代浜 石巻市立若草保育所 向陽町
石巻市デイサービスセンター福寿荘 新成 石巻市立渡波小学校 渡波町
石巻市図書館 羽黒町 石巻市立渡波中学校 さくら町
石巻市蛇田支所・蛇田公民館 恵み野 石巻市立渡波保育所 さくら町
石巻市マンガアイランド 田代浜 石巻市労働会館 泉町
石巻市夜間急患センター 蛇田 石巻市渡波公民館 渡波町
石巻市役所庁舎 穀町 石巻精機製作所株式会社 大街道東
石巻市山下屋内運動場 錦町 石巻赤十字病院 蛇田
石巻市立青葉中学校 門脇 石巻専修大学 南境
石巻市立石巻小学校 泉町 石巻地区消防本部 大橋
石巻市立石巻中学校 泉町 石巻地区放課後児童クラブ 泉町
石巻市立石巻保育所 大手町 いしのまき農業協同組合稲井支店 井内
石巻市立稲井小学校 真野 いしのまき農業協同組合大街道支店 大街道南
石巻市立稲井中学校 真野 いしのまき農業協同組合開発課 中里
石巻市立井内保育所 新栄 いしのまき農業協同組合鹿妻支店 伊原津
石巻市立稲井幼稚園 真野 いしのまき農業協同組合本店 中里
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※一覧表は、令和４年４月１日現在の設置状況を、各事業所の協力の下、作成しております。

※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は、一般の方でも使用できる除細動器です。
音声メッセージに従い操作を行います。
正しく安全に使用するため、各救命講習の受講をお勧めします。



石巻市 石巻市
地　区 事業所名 場　所 地　区 事業所名 場　所
石巻 いしのまき農業協同組合蛇田支店 蛇田 石巻 昭和瀝青株式会社 東北営業所 重吉町

石巻ひがし保育園 伊勢町 清水・奥村石巻市復興整備事業半島部防災

石巻野球場 南境 集団移転促進事業等共同企業体総合事務所

石ノ森萬画館 中瀬 しらゆりクリニック 蛇田
伊藤内科クリニック 中里 鈴木整形外科クリニック 鹿妻北
イトーヨーカ堂石巻あけぼの店 あけぼの 鈴木皮膚科医院 八幡町
医療法人徳清会石巻デンタルクリニック 恵み野 須田第二歯科 中央
埋立施設管理事務所 南境 スポーツアカデミー石巻 新舘
ＮＰＯ支援オフィス 泉町 ＳＬＯＴ　ＣＬＵＢ　ＪＯＹ　ＰＡＲＫ　湊店 湊
榎壇集会所 渡波 大興水産株式会社 魚町
大街道もり眼科医院 大街道西 ダイナム宮城石巻店 湊
ガーデンハウスこだま 泉町 多機能型トータルサポートセンターみんなの夢広場 鹿妻南
介護老人保健施設しおん 吉野町 田代島開発総合センター 田代浜
介護老人保健施設リハビリパーク花もよう 大橋 特別養護老人ホーム涼風園 流留
春日興業株式会社 不動町 南光運輸株式会社港運部 潮見町
かづま内科クリニック 鹿妻南 日本製紙株式会社石巻工場 南光町
株式会社石巻フーズ本社・工場 魚町 飛翔閣 山下町
株式会社伊藤製鐵所石巻工場 重吉町 ひまわり保育園 住吉町
株式会社白謙蒲鉾店 立町 日和冷蔵株式会社 魚町
株式会社白謙蒲鉾店門脇工場 門脇 ホテルルートイン石巻 恵み野
株式会社トーワ冷蔵 明神町 ホテルルートイン石巻中央 大街道北
株式会社藤崎石巻 恵み野 本庁地域事務所・宿舎 渡波町
株式会社堀内建設 新成 ます皮膚科医院 茜平
株式会社丸本組石巻事務所 蛇田 マリンハイドロテック株式会社石巻営業所 松並
株式会社ユー・エスみやぎ 湊 湊水産　結のいえ保育所 吉野町
㈱横河ブリッジ西内海橋災害復旧 宮城県石巻合同庁舎 蛇田
上部工事現場事務所 宮城県石巻高等学校 大手町
（株）木の屋石巻水産魚町本社工場 魚町 宮城県石巻工業高等学校 貞山
（株）木の屋石巻水産魚町第二工場 魚町 宮城県石巻商業高等学校 南境
河北新報社石巻総局 千石町 宮城県水産高等学校 宇田川町
かわらだ内科胃大腸クリニック 鋳銭場 宮城県好文館高等学校 貞山
北上電設工業株式会社 末広町 宮城県ライフル射撃場 沢田
グループホーム希慈 新成 宮城県立石巻支援学校 蛇田
向陽地区コミュニティーセンター 向陽町 みやぎ生活協同組合蛇田店 恵み野
高齢者優良賃貸住宅　華心 中央 宮城ヤンマー株式会社 松並
こだまホスピタル 山下町 メモリアルホール菩提樹石巻 双葉町
小積浜集会所 小積浜 メモリアルホール菩提樹蛇田 わかば
坂井内科胃腸科診療所 中里 メモリアルホール菩提樹渡波 渡波
佐久間眼科小児科医院 八幡町 やまもと産婦人科 大街道北
佐藤整形外科医院 中央 有限会社石もり 中央
サンファン館（サンファンパーク） 渡波 ＵＤトラックス株式会社　石巻カスタマーセンター 大街道南
サービス付き高齢者住宅「湊」 大門町 湯殿山神社湯殿山会館 清水町
ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社石巻工場 三河町 養護老人ホーム万生園 沢田
重吉興業株式会社 門脇 横山歯科医院 大手町
重吉興業株式会社重吉町事務所 重吉町 よしだファミリー歯科 渡波
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石巻市 石巻市
地　区 事業所名 場　所 地　区 事業所名 場　所
石巻 老人福祉センター寿楽荘 日和が丘 桃生 株式会社ヒラツカ 中津山

わたのはクリニック さくら町 せんだんの杜ものう 中津山
トッパンコンテナ―㈱宮城工場 寺崎
香積寺 城内
ＪＡ葬祭セレモニーホールものう 樫崎

河北 石巻市河北飯野体育研修センター 飯野 桃生バイオ研修センター（桃生子育て支援センター） 中津山
石巻市河北総合支所 相野谷 桃生保健センター 中津山
石巻市河北総合センター（ビックバン） 成田
石巻市復興整備事業半島部防災集団移転 河南 旭化成パワーデバイス株式会社 須江
促進事業等共同企業体河北地域事業所 あさひ電子株式会社 鹿又
石巻市立飯野川小学校 相野谷 石巻市河南旭山農業体験実習館 北村
石巻市立飯野川中学校 相野谷 石巻市河南鹿又農業研修センター 鹿又
石巻市立飯野川保育所 相野谷 石巻市河南北村農村交流センター 北村
石巻市立大川保育所 福地 石巻市河南子育て支援センター 和渕
石巻市立大谷地小学校 小船越 石巻市河南須江農村定住センター 須江
石巻市立大谷地保育所 小船越 石巻市河南総合支所 前谷地
石巻市立河北中学校 小船越 石巻市河南中央公園 須江
石巻市立河北幼稚園 相野谷 石巻市河南農村環境改善センター 和渕
石巻市立二俣小学校 大森 石巻市かなんパークゴルフ場 北村
石巻市立二俣保育所 大森 石巻市河南広渕農業担い手センター 広渕
いしのまき農業協同組合大谷地支店 小船越 石巻市河南老人福祉センター 前谷地
追波川河川運動公園 小船越 石巻市遊楽館 北村
河北ライディングソリューションズ 小船越 石巻市立河南西中学校 北村
株式会社永沼 大森 石巻市立河南東中学校 須江
株式会社武山興業 小船越 石巻市立鹿又小学校 鹿又
株式会社ユーラス石巻風力 北境 石巻市立鹿又保育所 鹿又
河北警察署 相野谷 石巻市立北村小学校 北村
東北電子工業株式会社 中島 石巻市立北村保育所 北村
東北電子工業株式会社河北工場 成田 石巻市立須江小学校 須江
特別養護老人ホーム仁風園 大森 石巻市立須江保育所 須江
成田医院 相野谷 石巻市立広渕小学校 広渕
道の駅上品の郷ふたごの湯 小船越 石巻市立前谷地小学校 前谷地
宮城県石巻北高等学校飯野川校 相野谷 石巻市立前谷地保育所 前谷地

桃生 石巻市桃生植立山公園管理棟 寺崎 石巻市立和渕小学校 和渕
石巻市桃生総合支所庁舎・桃生公民館 中津山 石巻市立和渕保育所 和渕
石巻市桃生文化交流会館 太田 いしのまき農業協同組合河南支店 和渕
石巻市桃生農業者トレーニングセンター 城内 石巻ロイヤル病院 広渕
石巻市桃生武道館 中津山 介護老人保健施設長山 広渕
石巻市立新田保育所 新田 株式会社生出興業 鹿又
石巻市立中津山第一小学校 給人町 株式会社ＴＴＫ石巻営業所 鹿又
石巻市立中津山第二小学校 中津山 株式会社向陽河南工場 北村
石巻市立桃生小学校 樫崎 国指定名勝齋藤氏庭園 前谷地
石巻市立桃生地域福祉センター 中津山 グループホーム長寿の郷広渕 広渕
石巻市立桃生中学校 寺崎 櫻井内科クリニック 広渕
石巻市立桃生幼稚園 樫崎 特別養護老人ホーム一心苑 北村
いしのまき農業協同組合桃生中央支店 中津山 特別養護老人ホーム花水木 鹿又
株式会社阿部土建 給人町 特別養護老人ホーム万葉苑 北村
株式会社タカジョー 高須賀 中川内科外科医院 前谷地
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※一覧表は、令和４年４月１日現在の設置状況を、各事業所の協力の下、作成しております。



石巻市 石巻市
地　区 事業所名 場　所 地　区 事業所名 場　所
河南 にこにこ村の森の宿 須江 牡鹿 石巻市立鮎川小学校 鮎川浜

広渕保育所 広渕 石巻市立大原小学校 大原浜
宮城県石巻北高等学校 鹿又 石巻市立牡鹿地区保育所 鮎川浜
メロン保育園 鹿又 石巻市立牡鹿中学校 鮎川浜
やすらぎの宿メープルテラス 鹿又 石巻市立牡鹿病院 鮎川浜
有限会社佐々木建設工業 須江 石巻市立寄磯小学校 寄磯浜
ライフサポートこもれび　ひだまりの家 須江 石巻市大原生活センター 大原浜

医療法人陽気会網小医院 長渡浜
牡鹿地域事務所 給分浜
牡鹿半島ビジターセンター 鮎川浜

雄勝 石巻市雄勝診療所 大浜 特別養護老人ホーム清心苑 鮎川浜
石巻市雄勝総合支所 雄勝
石巻市立雄勝小・中学校 大浜
雄勝観光物産交流館 雄勝 東松島市
雄勝硯伝統産業会館 雄勝 矢本 赤井市民センター 赤井
佐藤建設株式会社 雄勝 赤井小学校放課後児童クラブ　いちご 赤井
特別養護老人ホーム雄心苑 小島 赤井地区体育館 赤井
波板地域交流センター 分浜 赤井南小学校放課後児童クラブ　ひまわり 赤井

石巻カイハツ生コンクリート株式会社 赤井
石巻運転免許センター 赤井
石巻青果花き地方卸売市場 赤井
いしのまき農業協同組合矢本支店 矢本
いしのまき農業協同組合赤井支店 赤井

北上 石巻市北上保健医療センターひまわり 橋浦 医療法人　社団　白毫会　やもと内科クリニック 矢本
石巻市にっこりサンパーク　クラブハウス 十三浜 ウッディゴルフスクエアー矢本 矢本
清水・奥村石巻市復興整備事業半島部 大塩市民センター 大塩
防災集団移転促進事業等共同企業体 大塩小学校放課後児童クラブ　あおぞら 大塩
石巻市立相川保育所 十三浜 大曲市民センター 大曲
石巻市立北上中学校 十三浜 大曲小学校放課後児童クラブ　くろまつ 大曲
石巻市立北上小学校 十三浜 株式会社ガス＆ライフ 矢本
石巻市立北上こども園 十三浜 株式会社東洋富士製作所 矢本
いしのまき農業協同組合北上支店 橋浦 株式会社　和建設 矢本
株式会社山内組 橋浦 株式会社　木村土建 大塩
グループホームきたかみ 橋浦 （株）木村土建エコランドキムラ 大塩
葬祭会館観音樹 橋浦 Casa de Marisol 太陽の家 矢本
特別養護老人ホームきたかみ 橋浦 蔵しっくパーク 矢本
有限会社追分温泉 女川 グループホーム日和 赤井
特別養護老人ホームはしうら 橋浦 さんかくデンタルクリニック 矢本

宗教法人清泰寺 大塩
セレモニーホールやもと 赤井
鷹来の森運動公園 大塩

牡鹿 石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場 鮎川浜 東松島市健康増進センターゆぷと 矢本
石巻市牡鹿交流センター 鮎川浜 東松島市コミュニティセンター 矢本
石巻市牡鹿斎場 鮎川浜 東松島市図書館 矢本
石巻市牡鹿総合支所 鮎川浜 東松島市民体育館 小松
石巻市牡鹿保健福祉センター清優館 鮎川浜 東松島市役所庁舎 矢本
石巻市島の楽校 長渡浜 東松島市矢本運動公園 大曲
石巻市寄磯診療所 寄磯浜 東松島市立赤井小学校 赤井

50音順 50音順

橋浦

※一覧表は、令和４年４月１日現在の設置状況を、各事業所の協力の下、作成しております。



東松島市 東松島市
地　区 事業所名 場　所 地　区 事業所名 場　所
矢本 東松島市立赤井南小学校 赤井 鳴瀬 奥松島ＬＡＮＥＨＯＴＥＬ 野蒜ヶ丘

東松島市立大塩小学校 大塩 ＫＩＢＯＴＣＨＡ 亀岡
東松島市立大曲小学校 大曲 デイサービスセンターみのり 亀岡
東松島市立矢本第一中学校 小松
東松島市立矢本第二中学校 赤井 女川町
東松島市立矢本西小学校 矢本 女川 女川消防署 女川浜
東松島市立矢本東小学校 矢本 女川町営運動公園住宅３号棟 女川浜
東松島市老人福祉センター 小松 女川町役場庁舎 女川浜
ひまわりデイサービスセンター 赤井 女川町勤労青少年センター 鷲神浜
フォーシーズン矢本　Ａ棟 矢本 女川町総合体育館 女川浜
宮城県石巻西高等学校 赤井 女川町地域医療センター 鷲神浜
宮城県東松島高等学校 矢本 女川町立女川小・中学校 女川
メモリアルホール菩提樹矢本 矢本 女川町老人保健施設 鷲神浜
矢本西市民センター 矢本 女川町まちなか交流館 女川浜
矢本西小学校放課後児童クラブ　さくら 矢本 指ケ浜集会所 指ケ浜
矢本東市民センター 矢本 御前浜集会所 御前浜
矢本東小学校放課後児童クラブ　サルビア 矢本 尾浦集会所 尾浦
矢本保健相談センター 小松 竹浦集会所 竹浦
矢本海浜緑地管理事務所 大曲 桐ケ崎集会所 桐ケ崎
るきな会デイサービス 大曲 高白集会所 高白浜
横沼地区センター 大曲 大石原集会所 大石原浜

野々浜集会所 野々浜
鳴瀬 いしのまき農業協同組合鳴瀬支店 小野 飯子浜集会所 飯子浜

いろどりの丘 野蒜ヶ丘 塚浜集会所 塚浜
大倉工業株式会社　ＤＥ棟 川下 小屋取集会所 塚浜
奥松島縄文村歴史資料館 宮戸 出島集会所 出島
小野市民センター 小野 寺間集会所 出島
株式会社奥松島公社 宮戸 横浦集会所 横浦
グループホームやすらぎ 野蒜ケ丘 清水集会所 清水１丁目

ケアハウスはまなすの里 小野 大原南集会所 大原
障害者日中活動支援施設共生園 高松 石浜集会所 石浜１丁目

宅老所すみちゃんの家 野蒜ケ丘 宮ケ崎集会所 宮ケ崎
特別養護老人ホーム不老園 野蒜ケ丘 女川南集会所 女川１丁目

ディスカバリーセンター 小野 浦宿一区集会所 浦宿浜
鳴瀬中央医院 牛網 浦宿二区集会所 浦宿浜
日本ウェルネス宮城高等学校 小野 浦宿三区集会所 浦宿浜
野蒜市民センター 野蒜ケ丘 大沢安住集会所 浦宿浜
東松島市小野地区体育館 小野 針浜集会所 針浜
東松島市役所鳴瀬庁舎 小野 上二区集会所 鷲神浜
東松島市立鳴瀬桜華小学校 小野 上三区集会所 桜ヶ丘
東松島市宮野森小学校 野蒜ケ丘 上五区集会所 鷲神浜
東松島市立鳴瀬未来中学校 野蒜 旭が丘集会所 旭が丘
松島自然の家 宮戸 西区集会所 鷲神１丁目

宮野森小学校放課後児童クラブ 野蒜ケ丘 小乗集会所 小乗１丁目

宮戸市民センター 宮戸 江島集会所 江島
野蒜ヶ丘痛みのクリニック 野蒜ヶ丘 女川北区集会所 大原
森さい生医院 野蒜ヶ丘

50音順 50音順
※一覧表は、令和４年４月１日現在の設置状況を、各事業所の協力の下、作成しております。



女川町
地　区 事業所名 場　所 地　区 事業所名 場　所
女川 株式会社石森商店 浦宿浜 女川 宮城県立支援学校女川高等学園 浦宿浜

株式会社女川観光ホテル（華夕美） 浦宿浜
株式会社高政万石工場 浦宿浜
株式会社中浩水産 石浜
株式会社御前屋（女川スーパーおんまえや） 黄金
幸勝水産株式会社冷凍工場 浦宿浜
シーパルピア女川　ハマテラス 浦宿浜
東北電力女川原子力発電所構内 塚浜
東北電力女川原子力発電所ＰＲセンター 塚浜
東北電力女川原子力発電所地域総合事務所 女川浜
東北緑化環境保全㈱　女川寮 大道
特別養護老人ホームおながわ 浦宿浜

50音順

問合せ先

石巻地区消防本部設置状況

※一覧表は、令和４年４月１日現在の設置状況を、各事業所の協力の下、作成しております。

消防本部警防課 0225-95-7433

石巻消防署 0225-95-7112
石巻消防署南分署 0225-22-2282
石巻消防署西分署 0225-95-4789
石巻消防署河南出張所 0225-72-3192

石巻東消防署 0225-24-0601

石巻東消防署牡鹿出張所 0225-45-3174

河北消防署 0225-62-3119
河北消防署桃生出張所 0225-76-2356 
河北消防署北上出張所 0225-67-2042
河北消防署雄勝出張所 0225-57-2479

東松島消防署 0225-82-2147
東松島消防署鳴瀬出張所 0225-88-2119
女川消防署 0225-54-2119


