
2月15日　現在

番号 名　　　称 所　在　地 設置箇所 提供時間・曜日

1 岩沼市庁舎 桜1丁目6-20 ２F市民ホール 平日8:30～17:15

2 岩沼市民図書館 二木二丁目8番1号 １Ｆカウンター後ろの棚 火～日10：00～17:00

3 岩沼市保健センター 桜2丁目8-30 事務室内 年末年始除く月～金8:40～16:50

4 岩沼市民体育センター 桜1-8-30 事務室 月～土9:00～21:00　　日祝9:00～17:00

5 旧勤労青少年ホーム 桜2丁目8-30 事務所 開所日9:00～21:30　　日・祝　9:00～17:00

6 南部地区総合福祉プラザ 桑原4-6-70 事務室 月～金8:30～19:00土8:00～18:00　日8:45～17:45

7 岩沼市北児童センター 相の原１丁目3-49 玄関脇通路 月～土9:00～17:00

8 岩沼市北児童センター分室すずかけ放課後クラブ 中央2-１-１ 事務室 月～金9:00～17:00

9 岩沼市立亀塚保育所 中央4丁目5－33 事務室前廊下 開所日（日～土）7:30～19:00

10 岩沼市立相の原保育所 相の原2-6-41 給食室前廊下棚上 開所日（日～土）7:30～19:15

11 岩沼小学校 中央2丁目1－1 職員室・体育館東側入口 開校日8:00～17:00

12 岩沼南小学校 桑原4丁目4-1 職員室・体育館入口付近 開校日8:00～17:00

13 岩沼中学校 桑原4丁目8－1 職員室・体育館 開校日8:00～17:00

14 岩沼北中学校 相の原2丁目3-1 職員室前廊下・体育館後方 開校日8:00～17:00

15 宮城県岩沼警察署 末広2丁目1-23 警務課カウンター 24時間

16 竹駒神社 稲荷町１－１ 社務所内 毎日8:30～17:00

17 竹駒寺会館「明王殿」 桜1-2-49 会館1階 24時間

18 岩沼市農業協同組合岩沼青果地方卸売市場 末広1丁目6-40 市場事務所　東側出入口 6:00～20:00

19 いわぬま葬祭会館　大光殿 中央3丁目１－１２ １Fロビー 9:00～17:00

20 日本製紙株式会社　　岩沼工場 大昭和１－１ 正門守警所内 終日
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21 株式会社七十七銀行岩沼支店 中央1丁目3-24 ロビー 9:00～15:00

22 ㈱百反SUPER　ABC岩沼店 末広2丁目10-22 店内カウンター内 8:00～23:30

23 ㈱百反ｔｅｎｓｌｏ鉄人岩沼店 末広2丁目5-7 店内カウンター前 8:00～23:30

24 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘﾊﾞﾃｨ-教団岩沼教会 中央3丁目6-28 玄関下駄箱上 24時間

25 NSﾃｯｸｽエンジ釜石㈱仙台事業所 吹上２－３－３９ 事務所内 平日8:00～17:00

26 みやぎ生活協同組合岩沼店 梶橋2-30 ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ 9:30～21:00

27 東北大学東北メディカル・メガバンク機構地域支援岩沼センター館下1丁目3番3号 正面玄関右手側 平日8:30～17:15

28 ハナトピア岩沼 三色吉字雷神７－１ 事務室 平日8:30～17:15

29 グリーンピア岩沼スポーツハウス棟 北長谷字切通１－１ ロビー 年末年始除く9:00～21:00

30 グリーンピア岩沼プール棟 北長谷字切通1-1 ロビー 年末年始除く9:00～21:00

31 岩沼市勤労者活動センター 三色吉字松150-1 事務室 8:30～21:00

32 岩沼市西公民館 松ヶ丘１－１０－１ 玄関ホール 平日～土9:00～21:30日祝祭日9:00～17:00

33 岩沼市農村環境改善センター 北長谷字樋下２２４-１ 事務室 開館時のみ　8:30～21:30

34 岩沼市立西保育所 栄町1-2-18 職員室 開所日（日～土）7:30～19:15

35 宮城県名取高等学校 字朝日５０ 保健室前廊下 平日8:20～22:00　土日祝8:00～18:30

36 岩沼西中学校 三色吉字竹１１ 職員室・体育館入口 開校日8:00～17:00

37 岩沼西小学校 松ヶ丘1丁目１７ 保健室・体育館 開校日8:00～17:00

38 金蛇水神社 三色吉字水神７ 社務所社務室 通年8:00～17:00

39 チアフル岩沼 三色吉字中の原75-1 医務室 24時間

40 チアフル三色吉 三色吉字松206番地 1階自動販売機横 24時間

41 名取岩沼農業協同組合千貫支店 平等1丁目７ 事務所内 8:30～17:15

42 食品館イトー岩沼店 土ヶ崎3-6-1 レジ付近 9:00～12:00

43 フレスコキクチ岩沼西店 あさひ野1丁目8-3 レジ後方ｻｯｶｰ台 9:30～21:40

44 デイサービスセンターたけくま たけくま3-6-8 事務室内 8:00～17:00
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45 岩沼市民会館 里の杜1丁目2-45 事務所 開所日のみ9:00～21:30

46 岩沼市総合福祉センター 里の杜3丁目4-15 介護福祉課窓口カウンター 8:30～17:15

47 玉浦コミュニティーセンター 恵み野2丁目３番地 受付カウンター前ホール 平日8:30～21:30

48 千年希望の丘交流センター 下野郷字浜１７７ 事務室入口 1/7～12/26　9:00～17:00

49 岩沼市東児童館 早股字小林３９６－１８ 事務室 日祝年末を除く　9:00～19:00

50 岩沼市立東保育所 早股字小林396-20 職員室 開所日（日～土）7：30～19:00

51 玉浦小学校 早股字小林３９６-1 職員室・体育館 開校日8:00～17:00

52 玉浦中学校 恵み野2丁目４－１ 保健室・体育館 開校日8:00～17:00

53 ＪＡ名取岩沼　玉浦支店 早股字松原２８５－２ 店舗入口 8:30～17:00

54 特別養護老人ホーム赤井江マリンホーム 恵み野1丁目7-1 2階介護職員室 8:30～17:30

55 東北安全衛生技術センター 里の杜1丁目1番15号 1階玄関ホール 平日8:30～17:00

56 株式会社パシフィック 下野郷字北長沼4 事務所内 8:30～19:00

57 ヒロセ株式会社　仙台工場 下野郷字新田5 守衛室 8:30～17:00

58 仙台バス株式会社 空港南4丁目1番７ １F事務室　3F会議室別棟 6:00～20:00

59 フジコーエンジニアリング事業部 下野郷字新南長沼87-1 管理事務所1階・工場休憩所 8:00～17:30（祝祭日を除く）

60 仙台南アスコン共同企業体 下野郷字新南長沼57番3号 事務所入口 8:00～17:00

61 仙台南アスコン共同企業体 下野郷字新畑1番地 事務所入口 8:00～17:00

62 ㈱アクティオ仙台工場 下野郷字新相野谷地26-1 事務所入口 8:30～17:30

63 日立物流ﾀﾞｲﾚｯｸｽ㈱仙台営業所 空港南5丁目4-4 １Ｆ事務所 8:00～17:00（祝日、日曜除く）

64 フーズガーデン玉浦食彩館 玉浦西4丁目1-1 ｶｳﾝﾀｰ横 8:00～20:00
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