
ＯＮ 地区名 施設名 住　所 収容人数

1 矢部地区 中島体育 北中島２３３３－１ 300

2 矢部地区 中島東部体育 金内１８８ 250

3 矢部地区 田小野コミュニティ供用施設 田小野３２７－１ 50

4 矢部地区 原コミュニティ施設 原３０４ 50

5 矢部地区 島木改善センター 島木２３９１－２ 50

6 矢部地区 中島西部地区ふれあいセンター 北中島６８８ 30

7 矢部地区 中島西部体育館 北中島１７１７ 250

8 矢部地区 下矢部西部体育館 猿渡１８５０ 250

9 矢部地区 下矢部西部改善センター 猿渡４７９９－１ 100

10 矢部地区 下矢部東部体育館 白小野１６８ 250

11 矢部地区 牧野公民館牧野 牧野１７９３－１ 30

12 矢部地区 藤木公民館 藤木８１０－２ 30

13 矢部地区 北浜館 杉木４７２－１ 50

14 矢部地区 矢部高校第２体育館 城平９５４ 100

15 矢部地区 矢部中学校体育館 城平５２７ 300

16 矢部地区 矢部小学校体育館 下馬尾１７ 300

17 矢部地区 中央公民館 下市３３－１ 100

18 矢部地区 保健福祉センター千寿苑 千滝２３２ 200

19 矢部地区 人権センター 浜町３０－１ 100

20 矢部地区 浜町乳児保育園 上寺１９９３－１ 30

21 矢部地区 白糸第一体育館 新小８８６ 200

22 矢部地区 旧白糸保育園 新小８５１ 50

23 矢部地区 新藤公民館 新小５８９－１ 30

24 矢部地区 白糸第二体育館 菅２２８７ 250

25 矢部地区 白糸第三体育館 目丸２４２７ 250

26 矢部地区 津留公民館 津留１０２４－２ 30

27 矢部地区 旧ＪＡ下名連石支所 下名連石５５４－２ 50

28 矢部地区 下名連石老人憩いの家 下名連石４６３－１ 30

29 矢部地区 稲生野公民館 御所１４８６ 30

30 矢部地区 ＪＡかみましき名連川支所 所黒川５６４－５ 50

31 矢部地区 皆和 男成１２５２－３ 50

32 矢部地区 下川井野公民館 下川井野１２８６ 30

33 矢部地区 川内公民館 川野１７５１－１ 30

34 矢部地区 潤徳小学校体育館 入佐２６４ 200

35 清和地区 清和地区井無田公民館 井無田１３８５－３ 30

36 清和地区 朝日体育館 井無田１１４４ 250

37 清和地区 小峰体育館 小峰１３８５ 250
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38 清和地区 清和地区清和支所 大平３８５ 150

39 清和地区 清和体育館 大平３０５－１ 250

40 清和地区 高松高齢者生産センター 市の原３１３－２ 100

41 清和地区 安方婦人若者等活動促進施設 安方１７１ 50

42 清和地区 西緑川多目的集会所 緑川３２１４ 50

43 清和地区 清流館 緑川１０４７ 100

44 清和地区 木原谷体育館 木原谷３５５ 150

45 蘇陽地区 蘇陽地区上差尾地区交流館 上差尾１０２８－１ 50

46 蘇陽地区 百枝集落センター 上差尾２７３－２ 50

47 蘇陽地区 菅尾コミュニティセンター 菅尾９８０ 50

48 蘇陽地区 老人福祉センター 菅尾１４７－１ 50

49 蘇陽地区 蘇陽支所 今５００ 250

50 蘇陽地区 馬見原西部地区交流館 大野３４７ 100

51 蘇陽地区 馬見原公民館 馬見原２１８ 150

52 蘇陽地区 蘇陽南小学校体育館 馬見原１６５ 250

53 蘇陽地区 長崎地区交流館 長崎７０６－５ 50

54 蘇陽地区 長谷地区交流館 長谷６７８－１ 50

55 蘇陽地区 二瀬本コミュニティセンター 二瀬本２７ 50

56 蘇陽地区 花上多目的集会所 花上８４２ 50

57 蘇陽地区 橘地区交流館 橘１３５－２ 30

58 蘇陽地区 下山公民館 下山４４７－４ 30

59 蘇陽地区 猿丸公民館 柳２７２－７ 50

60 蘇陽地区 東竹原老人憩いの家 東竹原２８５－１ 50

61 蘇陽地区 高辻地区集会所 高辻５６４－２ 30


