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1 平 草野小学校校庭 福島県いわき市平下神谷字宿25

2 平 藤間中学校校庭 福島県いわき市平藤間字千ケ久保76-6

3 平 白山神社 福島県いわき市平下大越字石田16

4 平 八坂神社 福島県いわき市平下大越字根岸225

5 平 安養院 福島県いわき市平藤間字中之内74

6 平 新山神社 福島県いわき市平藤間字中之内73

7 平 八幡神社（下高久） 福島県いわき市平下高久字八幡207

8 平 馬場集会所 福島県いわき市平下高久字馬場122

9 平 沼ノ内弁財天 福島県いわき市平沼ノ内字代ノ下104

10 平 薄井神社 福島県いわき市平薄磯字三反田221-1

11 平 八幡神社（豊間） 福島県いわき市平豊間字柳町72

12 平 八坂神社（豊間） 福島県いわき市平豊間字榎町197

13 平 望洋荘 福島県いわき市平豊間字合磯39

14 平 諏訪神社（豊間） 福島県いわき市平豊間字下ノ内100

15 平 豊間公園 福島県いわき市平豊間字大作72

16 平 神谷作公民館 福島県いわき市平神谷作字古屋敷30

17 平 金倉稲荷神社 福島県いわき市平薄磯字南作295

18 平 小泉工業 福島県いわき市平豊間字兎渡路291-92

19 小名浜 港ケ丘公園 福島県いわき市小名浜港ケ丘29

20 小名浜 小名浜第一小学校校庭 福島県いわき市小名浜岡小名字台ノ上1-1
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21 小名浜 小名浜東小学校校庭 福島県いわき市小名浜諏訪町37-1

22 小名浜 小名浜西小学校校庭 福島県いわき市小名浜大原字小滝山3

23 小名浜 江名小学校校庭 福島県いわき市江名字天ケ作154

24 小名浜 小名浜第一中学校校庭 福島県いわき市小名浜岡小名字山田作9-1

25 小名浜 小名浜第二中学校校庭 福島県いわき市小名浜岡小名字池袋11

26 小名浜 江名中学校校庭 福島県いわき市永崎字館1

27 小名浜 県立小名浜海星高等学校校庭 福島県いわき市小名浜下神白字武城23

28 小名浜 三崎公園 福島県いわき市小名浜下神白字大作33

29 小名浜 富ケ浦公園 福島県いわき市小名浜字観音作47

30 小名浜 小名浜臨海工業団地大畑緑地 福島県いわき市泉町下川字大剣1-5

31 小名浜 洋向台中央公園 福島県いわき市洋向台二丁目49-6

32 小名浜 江名幼稚園 福島県いわき市江名字上代8-4

33 小名浜 江名公民館 福島県いわき市江名字藪倉165-1

34 小名浜 根渡神社 福島県いわき市折戸字折戸82

35 小名浜 中之作公園 福島県いわき市中之作字大畑1-2

36 小名浜 諏訪神社（中之作） 福島県いわき市中之作字植作21

37 小名浜 真福寺 福島県いわき市中之作字勝見ケ浦1-90

38 小名浜 稲荷神社 福島県いわき市永崎字川畑220

39 小名浜 御霊神社 福島県いわき市小名浜下神白字千速177

40 小名浜 出羽神社 福島県いわき市泉町下川字神山前119

41 小名浜 中田山 福島県いわき市江名字風越118-3

42 小名浜 狩亦児童遊園 福島県いわき市小名浜下神白字狩亦82-2

43 小名浜 冷泉寺 福島県いわき市小名浜字古湊188
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44 小名浜 あすか製薬株式会社いわき工場 福島県いわき市泉町下川字大剣1

45 勿来 植田小学校校庭 福島県いわき市東田町向山1

46 勿来 植田中学校校庭 福島県いわき市植田町根小屋25-4

47 勿来 勿来第二中学校校庭 福島県いわき市勿来町関田北作6

48 勿来 県立磐城農業高等学校校庭 福島県いわき市植田町小名田60

49 勿来 県立勿来工業高等学校校庭 福島県いわき市植田町堂ノ作10

50 勿来 中岡第一公園 福島県いわき市中岡町六丁目3-1

51 勿来 宝徳院 福島県いわき市後田町石田35

52 勿来 鬼越神社 福島県いわき市錦町鬼越下63

53 勿来 いわき市勿来駐車場 福島県いわき市勿来町九面浜田11-4

54 勿来 汐見が丘小学校校庭 福島県いわき市小浜町西ノ作358

55 勿来 那智神社 福島県いわき市小浜町渚287

56 勿来 津神社 福島県いわき市小浜町渚46

57 勿来 小浜公民館 福島県いわき市小浜町渚63

58 勿来 伊勢神社 福島県いわき市勿来町四沢伊勢林1

59 勿来 砂山権現神社 福島県いわき市勿来町関田御城前51

60 勿来 勿来の関 福島県いわき市勿来町関田関山59

61 勿来 ６号バイパス（佐糠側避難階段） 福島県いわき市佐糠町東二丁目4-1

62 勿来 出羽神社 福島県いわき市東田町神山9

63 勿来 入町奥高台 福島県いわき市勿来町九面横石地内

64 四倉 大浦小学校校庭 福島県いわき市四倉町狐塚字松橋27

65 四倉 県立四倉高等学校校庭 福島県いわき市四倉町字五丁目4

66 四倉 日出ヶ岡公園(忠魂碑) 福島県いわき市四倉町字太夫坂地内
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67 四倉 諏訪神社（四倉） 福島県いわき市四倉町字西三丁目60

68 四倉 妙見尊 福島県いわき市四倉町字西三丁目19

69 四倉 海嶽寺 福島県いわき市四倉町字梅ケ丘119-1

70 四倉 細谷集会所 福島県いわき市四倉町細谷字弁天前地内

71 四倉 地蔵尊 福島県いわき市四倉町上仁井田字岸前159

72 四倉 クリナップ体育館駐車場 福島県いわき市四倉町細谷字小橋前11

73 四倉 大浦公民館 福島県いわき市四倉町狐塚字小橋89

74 久之浜・大久 久之浜第一小学校校庭 福島県いわき市久之浜町久之浜字糠塚3-1

75 久之浜・大久 久之浜中学校校庭 福島県いわき市久之浜町久之浜字大場72-1

76 久之浜・大久 久之浜市民運動場 福島県いわき市久之浜町金ケ沢字北磯脇29-2

77 久之浜・大久 福島県いわき海浜自然の家駐車場 福島県いわき市久之浜町田之網字向山53

78 久之浜・大久 円成院 福島県いわき市久之浜町田之網字西ノ内58−2

79 久之浜・大久 龍光寺 福島県いわき市久之浜町久之浜字後原68

80 久之浜・大久 江之網集会所 福島県いわき市久之浜町田之網字江之網106

81 久之浜・大久 立地区高台 福島県いわき市久之浜町久之浜字館ノ山地内

82 久之浜・大久 三嶋神社 福島県いわき市久之浜町田之網字横内93

83 久之浜・大久 末続集会所 福島県いわき市久之浜町末続字鍋田49-2

84 久之浜・大久 翠祥園 福島県いわき市久之浜町末続字深谷33-1


