
（お知らせ） 

２０１７年６月２６日 

西日本電信電話株式会社 

 岡山支店 

 

 

「特設公衆電話の設置・利用に関する協定」の締結について 

 

ＮＴＴ西日本 岡山支店（支店長：西谷 紀彦）は、倉敷市と「特設公衆電話の設置・利用に関する

協定」を締結しました。 

 

 

１． 概要 

大規模災害等による避難所開設時に、避難された方々に対し、速やかに通信手段の提供ができ

るよう、避難所に特設公衆電話回線の事前設置を行います。 

 

２．協定締結日 

   ２０１７年６月２６日（月） 

  

３．設置時期 

   準備が整い次第、順次設置工事を開始します。 

 

４．設置場所 

   倉敷市指定避難所 ：全９１箇所 

   ※具体的設置場所は、別紙の「特設公衆電話設置場所一覧」を参照ください。 

 

５．利用方法 

   特設公衆電話の開設後、避難者の方々は無料でご利用いただけます。 

注１：利用開始にあたっては、倉敷市からＮＴＴ西日本 岡山支店が連絡を受けた後となります。 

    注２：特設公衆電話は発信専用です。着信用として利用することはできませんのでご注意ください。 

 

６．その他 

   ＮＴＴ西日本 岡山支店では、引き続き県内市町村へ特設公衆電話事前設置に向けた取り組み

を進めてまいります。 

 

※記載している内容は発表時のものです。最新の情報と内容が異なる場合がありますので、あら

かじめご了承ください。 

 

《本件に関するお問合せ先》 

            ＮＴＴ西日本 岡山支店  

設備部 災害対策担当  

電話（086）271-2591 

  



【別紙】 特設公衆電話設置場所一覧 

 
 

避難所名 住所 

中庄小学校 岡山県倉敷市中庄 2599 

南中学校 岡山県倉敷市西富井 1387 

茶屋町小学校 岡山県倉敷市茶屋町早沖 445 

福田中学校 岡山県倉敷市福田町古新田 533-1 

水島中学校 岡山県倉敷市水島北幸町 3-1 

連島中学校 岡山県倉敷市連島中央 5丁目 6-1 

味野中学校 岡山県倉敷市児島味野 4丁目 2-56 

新田中学校 岡山県倉敷市新田 2674-3 

西中学校 岡山県倉敷市日吉町 205 

東中学校 岡山県倉敷市平田 155-100 

北中学校 岡山県倉敷市中庄 505 

庄中学校 岡山県倉敷市上東 812 

倉敷第一中学校 岡山県倉敷市西阿知町 1070 

福田南中学校 岡山県倉敷市福田町古新田 711-4 

連島南中学校 岡山県倉敷市連島町鶴新田 1310 

児島中学校 岡山県倉敷市児島小川 4丁目 7-34 

玉島東中学校 岡山県倉敷市玉島 2丁目 21-1 

多津美中学校 岡山県倉敷市有城 986 

下津井中学校 岡山県倉敷市下津井吹上 140 

玉島北中学校 岡山県倉敷市玉島八島 1529-1 

市立短期大学 岡山県倉敷市児島稗田町 160 

第五福田小学校 岡山県倉敷市水島西千鳥町 4-37 

長尾小学校 岡山県倉敷市玉島長尾 3086 

琴浦中学校 岡山県倉敷市児島下の町 8丁目 6-6 

郷内中学校 岡山県倉敷市林 620 

真備東中学校 岡山県倉敷市真備町辻田 60-1 

東陽中学校 岡山県倉敷市高須賀 315 

玉島西中学校 岡山県倉敷市玉島柏島 1548 

倉敷南小学校 岡山県倉敷市東富井 1005-10 

中島小学校 岡山県倉敷市中島 909-3 

琴浦西小学校 岡山県倉敷市児島下の町 5丁目 4-5 

船穂中学校 岡山県倉敷市船穂町船穂 2817-1 

真備中学校 岡山県倉敷市真備町箭田 1058 

天城小学校 岡山県倉敷市藤戸町天城 2285 

連島東小学校 岡山県倉敷市連島町連島 2850 

大高小学校 岡山県倉敷市堀南 621 

中洲小学校 岡山県倉敷市水江 1594-1 

庄小学校 岡山県倉敷市上東 785-2 

連島神亀小学校 岡山県倉敷市神田 3丁目 6-34 



琴浦東小学校 岡山県倉敷市児島田の口 3丁目 13-1 

万寿小学校 岡山県倉敷市浜町 2丁目 3-1 

第四福田小学校 岡山県倉敷市北畝 3丁目 8-1 

連島南小学校 岡山県倉敷市連島町鶴新田 1705 

乙島東小学校 岡山県倉敷市玉島乙島 7471 

黒崎中学校 岡山県倉敷市玉島黒崎 6057 

老松小学校 岡山県倉敷市老松町 4丁目 10-1 

西阿知小学校 岡山県倉敷市西阿知町西原 1003 

玉島南小学校 岡山県倉敷市玉島柏島 6446 

倉敷西小学校 岡山県倉敷市中央 1丁目 21-1 

琴浦南小学校 岡山県倉敷市児島下の町 2丁目 16-17 

柏島小学校 岡山県倉敷市玉島柏島 2751-1 

第一福田小学校 岡山県倉敷市東塚 3丁目 1-1 

連島西浦小学校 岡山県倉敷市連島町西之浦 3575 

味野小学校 岡山県倉敷市児島味野城 2丁目 2-9 

葦高小学校 岡山県倉敷市笹沖 145-1 

帯江小学校 岡山県倉敷市加須山 526 

豊洲小学校 岡山県倉敷市西田 201-1 

旭丘小学校 岡山県倉敷市連島町連島 1793 

連島北小学校 岡山県倉敷市連島町西之浦 5068 

本荘小学校 岡山県倉敷市児島塩生 1750 

緑丘小学校 岡山県倉敷市児島稗田町 900 

倉敷東小学校 岡山県倉敷市鶴形 2丁目 6-10 

万寿東小学校 岡山県倉敷市福島 410 

粒江小学校 岡山県倉敷市粒江 2161 

第二福田小学校 岡山県倉敷市福田町古新田 310-2 

第三福田小学校 岡山県倉敷市広江 1丁目 9-1 

水島小学校 岡山県倉敷市水島北春日町 11-11 

赤崎小学校 岡山県倉敷市児島赤崎 2丁目 1-59 

下津井東小学校 岡山県倉敷市下津井田之浦 2丁目 4-66 

児島小学校 岡山県倉敷市児島柳田町 851 

上成小学校 岡山県倉敷市玉島乙島 6191 

乙島小学校 岡山県倉敷市玉島乙島 3500 

郷内小学校 岡山県倉敷市林 1000 

玉島小学校 岡山県倉敷市玉島阿賀崎 3丁目 3-1 

沙美小学校 岡山県倉敷市玉島黒崎 6050-1 

南浦小学校 岡山県倉敷市玉島黒崎 8402 

船穂小学校 岡山県倉敷市船穂町船穂 2643 

岡田小学校 岡山県倉敷市真備町岡田 619-2 

薗小学校 岡山県倉敷市真備町市場 4338 

箭田小学校 岡山県倉敷市真備町箭田 4110 

霞丘小学校 岡山県倉敷市連島町西之浦 1486-1 



下津井西小学校 岡山県倉敷市下津井 1丁目 17-16 

柳井原小学校 岡山県倉敷市船穂町柳井原 1854-5 

川辺小学校 岡山県倉敷市真備町川辺 720 

二万小学校 岡山県倉敷市真備町上二万 3346 

呉妹小学校 岡山県倉敷市真備町妹 137 

琴浦北小学校 岡山県倉敷市児島由加 3068 

菅生小学校 岡山県倉敷市西坂 538 

菅生小学校 尾原分校 岡山県倉敷市尾原 689 

富田小学校 岡山県倉敷市玉島八島 1774 

穂井田小学校 岡山県倉敷市玉島陶 1630 

 

 


