
令和4年3月25日現在

地域 施設名 住所

1 一関 一関市役所本庁 一関市竹山町7-2

2 一関 関が丘市民センター 一関市関が丘16-1

3 一関 山目市民センター 一関市青葉二丁目4-5

4 一関 山目市民センター赤萩分館(一関学習交流館） 一関市赤荻字桜町240

5 一関 山目市民センタ―笹谷分館 一関市赤荻字笹谷28-1

6 一関 中里市民センター 一関市山目町２丁目1-19

7 一関 狐禅寺市民センター 一関市狐禅字小倉沢100-1

8 一関 滝沢市民センター 一関市滝沢字寺下52　

9 一関 真柴市民センター 一関市真柴字川戸3-1

10 一関 厳美市民センター（一関自然休養村管理センター） 一関市厳美町字沖野々116-6

11 一関 厳美市民センター山谷分館 一関市厳美町字入道200

12 一関 厳美市民センター達古袋分館 一関市萩荘字八幡153-1

13 一関 萩荘市民センター 一関市萩荘字打ノ目124

14 一関 萩荘市民センター市野々分館 一関市萩荘字上本郷315-1

15 一関 舞川市民センター（一関文化伝承館） 一関市舞川字中里84-1

16 一関 弥栄市民センター 一関市弥栄字茄子沢198-3

17 一関 弥栄市民センター平沢分館 一関市弥栄字膳棚42-2

18 一関 一関文化センター 一関市大手町2-16

19 一関 一関市総合体育館 一関市狐禅字石ノ瀬25-3

20 一関 一関運動公園 一関市萩荘字箱清水4-2

21 一関 一関市産業教養文化体育施設（アイドーム） 一関市東台50-46

22 一関 ひまわりクラブ 一関市台町11-13

23 一関 サン・アビリティーズ一関 一関市三関字桜町36-3

24 一関 なのはなプラザ 一関市大町4-29

25 一関 職業訓練センター 一関市舞川字西平8-2

26 一関 一関農村女性の家 一関市赤荻字上袋199-1

27 一関 一関市都市農村交流館（道の駅厳美渓） 一関市厳美町字沖野々220-1

28 一関 一関小学校 一関市字鳴神33-1

29 一関 山目小学校 一関市幸町2-47

30 一関 赤荻小学校 一関市赤荻字桜町181

31 一関 滝沢小学校 一関市滝沢字寺下46

32 一関 南小学校 一関市南町3-3

33 一関 弥栄小学校 一関市弥栄字大奈良33-4

34 一関 萩荘小学校 一関市萩荘字境ノ神253

35 一関 厳美小学校 一関市厳美町字上ノ台55-2

36 一関 舞川小学校 一関市舞川字館ノ越20-4

災害時特設公衆電話設置先
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37 一関 一関中学校 一関市真柴字中田18

38 一関 磐井中学校 一関市山目字館46-1

39 一関 一関東中学校 一関市滝沢字寺田下81-2

40 一関 桜町中学校 一関市三関字桜町39-2

41 一関 萩荘中学校 一関市萩荘字境ノ神240

42 一関 厳美中学校 一関市厳美町字上ノ台45-1

43 一関 舞川中学校 一関市舞川字中入92-8

44 一関 骨寺村荘園交流館（若神子亭） 一関市厳美町若神子243-2

45 花泉 花泉支所 花泉町涌津字一ノ町29

46 花泉 永井市民センター 花泉町永井字粒乱田69-1

47 花泉 涌津市民センター 花泉町涌津字松ノ坊65-2

48 花泉 亥年コミュニティセンター体育館 花泉町涌津字山中31-110

49 花泉 油島市民センター 花泉町油島字上築道34-1

50 花泉 蝦島コミュニティセンター 花泉町油島字日向平17-1

51 花泉 花泉市民センター 花泉町花泉字天王沢沖109-1

52 花泉 老松市民センター 花泉町老松字藤田274-2

53 花泉 日形市民センター 花泉町日形字井戸沢38-2

54 花泉 日形体育館（旧日形小学校体育館） 花泉町日形字町裏131

55 花泉 金沢市民センター 花泉町金沢字大柳56

56 花泉 花泉総合福祉センター 花泉町老松字水沢193

57 花泉 花夢パル 花泉町花泉字伊勢沢14-3

58 花泉 永井小学校 花泉町永井字岫前148-1

59 花泉 涌津小学校 花泉町涌津字松ノ坊26-1

60 花泉 油島小学校 花泉町油島字上築道34-1

61 花泉 花泉小学校 花泉町花泉字天王沢沖90

62 花泉 老松小学校 花泉町老松字藤田215

63 花泉 金沢小学校 花泉町金沢字下寺袋1

64 花泉 花泉中学校 花泉町涌津字古川8

65 花泉 花泉体育館 花泉町老松字水沢180

66 花泉 花泉駅前コミュニティセンター 花泉町花泉字地平17-44

67 花泉 奈良坂生活改善センター 花泉町花泉字高田31-1

68 花泉 高倉介護予防センター 花泉町永井字薬師沢111

69 花泉 わくつこども園 花泉町涌津字悪法師38-312

70 花泉 花泉高等学校 花泉町花泉字林ノ沢17-9

71 大東 大東支所 大東町大原字川内40

72 大東 大原市民センター 大東町大原字川内5-1
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73 大東 大東勤労者体育センター 大東町大原字川内35

74 大東 摺沢市民センター（大東コミュニティセンター） 大東町摺沢字街道下25-3

75 大東 興田市民センター 大東町鳥海字細田19-2

76 大東 猿沢市民センター 大東町猿沢字板倉57-1

77 大東 曽慶市民センター 大東町曽慶字神陰32-1

78 大東 興田小学校 大東町鳥海字鞭柳104-1

79 大東 大東中学校 大東町摺沢字上堺ノ沢21-1

80 大東 丑石体育館 大東町鳥海字上野105-3

81 大東 中川体育館 大東町中川字中大畑98

82 大東 天狗田体育館 大東町沖田字峯岸14

83 大東 大東保健センター 大東町渋民字大洞地55-8

84 千厩 千厩支所 千厩町千厩字北方174

85 千厩 千厩市民センター 千厩町千厩字舘山50

86 千厩 小梨市民センター 千厩町小梨字堂ヶ崎30-5

87 千厩 磐清水市民センター 千厩町磐清水字蒲沢75-3

88 千厩 千厩みなみ交流センター 千厩町小梨字落合177

89 千厩 千厩中学校 千厩町千厩字上駒場195-5

90 千厩 千厩老人福祉センター 千厩町千厩字前田54-1

91 千厩 千厩保育園 千厩町千厩字宮田23

92 千厩 千厩農村勤労福祉センター 千厩町千厩字町浦97-1

93 千厩 千厩農村環境改善センター 千厩町千厩字上駒場360-4

94 千厩 木六自治会館 千厩町千厩字下木六15

95 千厩 神子ノ沢自治会館 千厩町千厩字神子ノ沢32

96 千厩 小田梅田自治会館 千厩町千厩字西小田236-2

97 千厩 大平集落センター 千厩町奥玉字大森5-3

98 千厩 宝築集落センター 千厩町奥玉字宝築3-1

99 千厩 三沢自治会館 千厩町奥玉字三沢102-1

100 千厩 町下会館 千厩町奥玉字立石沢357-1

101 千厩 集落センターにごりぬま会館 千厩町磐清水字新谷38

102 千厩 千厩高等技術専門校 千厩町千厩字神ノ田60-1

103 千厩 千厩高等学校 千厩町千厩字石堂45-2

104 東山 東山支所 東山町長坂字西本町105-1

105 東山 東山地域交流センター（東山市民センター） 東山町長坂字町335-1

106 東山 田河津市民センター 東山町田河津字石ノ森16-8

107 東山 松川市民センター 東山町松川字町裏ノ上8-2

108 東山 東山総合体育館 東山町長坂字西本町212-1
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109 東山 東山農村勤労福祉センター 東山町松川字滝ノ沢129-6

110 東山 東山小学校 東山町長坂字東本町12

111 東山 里前集会所 東山町長坂字里前56-3

112 東山 大木多目的集会施設ゆみおり館 東山町長坂字大面75-2

113 東山 久保地区コミュニティセンター 東山町長坂字久保238-49

114 東山 本町自治会館 東山町長坂字西本町98

115 東山 矢ノ森地区集会施設愛花夢館 東山町田河津字矢ノ森59-19

116 東山 夏山・横沢集会所 東山町田河津字横沢2-4

117 東山 束稲生活改善センター 東山町田河津字丸木52-2

118 東山 東山構造改善センター 東山町田河津字竹沢305-1

119 東山 岩ノ下ふれあい館 東山町松川字岩ノ下141-3

120 東山 松川住宅集会所 東山町松川字台148-1

121 室根 室根支所（室根曲ろくふれあいセンター） 室根町折壁字八幡沖345

122 室根 室根市民センター 室根町折壁字大里201-1

123 室根 室根市民センター津谷川体育館 室根町津谷川字上川原19

124 室根 田茂木地区コミュニティセンター 室根町折壁字田茂木56

125 室根 室根ひこばえの森交流センター 室根町矢越字山古沢94-7

126 室根 室根第15地区会館 室根町矢越字朴12-3

127 室根 室根体育館 室根町折壁字向山85

128 室根 室根東小学校 室根町折壁字中谷地82

129 室根 室根西小学校 室根町矢越字千刈田77

130 室根 室根中学校 室根町矢越字五反田73-1

131 室根 室根浜横沢下地区会館 室根町折壁字中西62-1

132 室根 室根佐野地区会館 室根町矢越字沢38-1

133 川崎 川崎支所（川崎農村環境改善センター） 川崎町薄衣字諏訪前137

134 川崎 川崎市民センター 川崎町薄衣字諏訪前7-1

135 川崎 川崎体育センター 川崎町薄衣字法道地151-5

136 川崎 川崎小学校 川崎町薄衣字泉台50

137 藤沢 藤沢支所 藤沢町藤沢字町裏187

138 藤沢 藤沢文化センター 藤沢町藤沢字仁郷12-5

139 藤沢 藤沢市民センター 藤沢町藤沢字仁郷12-5

140 藤沢 藤沢市民センター黄海分館 藤沢町黄海字町裏52

141 藤沢 西口地区体育館 藤沢町西口字十文字119-10

142 藤沢 本郷白藤交流館 藤沢町藤沢字八沢132-1

143 藤沢 黄北ふれあいセンター 藤沢町黄海字京堂158-4

144 藤沢 七日町交流センター 藤沢町黄海字天沼190
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145 藤沢 陶芸センター 藤沢町黄海字東深萱192-6

146 藤沢 新沼コミュニティセンター 藤沢町新沼字関田45-10

147 藤沢 保呂羽コミュニティセンター 藤沢町保呂羽字宇和田60-1

148 藤沢 大籠コミュニティセンター 藤沢町大籠字田ケ谷8-1

149 藤沢 郷土文化保存伝習館 藤沢町大籠字右名沢27-6

150 藤沢 ニコニコドーム 藤沢町徳田字大望沢37-11

151 藤沢 藤沢スポーツプラザ 藤沢町藤沢字仁郷12

152 藤沢 黄海小学校 藤沢町黄海字天堤11-1

153 藤沢 藤沢小学校 藤沢町藤沢字仁郷50-1

154 藤沢 藤沢交流施設（館ｹ森高原ホテル） 藤沢町黄海字衣井沢山87


