
 

 

 

 

（報道発表資料） 

２０１９年１２月２０日 

西日本電信電話株式会社  

京  都  支  店  

 

 

災害時における特設公衆電話の設置・利用に関する協定締結について 

 

京都市（市長：門川 大作 様）と西日本電信電話株式会社京都支店（支店長：大野 敬、以下 

ＮＴＴ西日本）は、災害時における特設公衆電話※1 の設置及び利用・管理等に関する協定を、２

０１９年１２月２５日（火）に締結いたします。 

 締結式及び協定の概要は、以下のとおりです。 

 
※1 災害時における避難者に対する迅速かつ確実な通信手段の早期提供を図るために、自治体

が管理する避難所等へ設置される事前設置型公衆電話 

 

１．協定締結式について 

（１）日 時  ２０１９年１２月２５日（木）午前１０時～ 

（２）場 所  京都市役所 

（住所）京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地 

（３）出席者  京都市長／門川 大作 

         ＮＴＴ西日本京都支店長／大野 敬 

 

２.協定内容 

（１）概要 

特設公衆電話は、京都市の要請に基づき避難所に事前に回線を構築します。避難所が

開設された際には施設管理者により電話機が設置され利用可能となります。 

 （２）設置場所及び回線数 

     京都市指定避難所等      ：２２８ヶ所 

回 線 数          ：２２８回線 

※具体的設置場所は、別紙の「特設公衆電話設置一覧」を参照ください。 

 （３）設置時期 

     協定締結後準備が整い次第、順次設置工事を開始します。 

 

３．特設公衆電話の開設 

特設公衆電話の開設が必要となった場合は、京都市の判断により利用を開始することがで

きます。なお、特設公衆電話の利用後、京都市はＮＴＴ西日本に対し設置場所・期間につい

て連絡を行います。 



 

 

４．特設公衆電話の利用方法 

特設公衆電話の開設後、避難された方々に無料でご利用いただけます。 

特設公衆電話は発信専用となり、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。 

 

５．その他 

ＮＴＴ西日本京都支店では、引き続き府内各市町村への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。 

 

 

 

※報道発表資料に記載されている内容は、報道発表時のものです。最新の情報と内容が異なる

場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

以  上 
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【別紙】 

特 設 公 衆 電 話 設 置 一 覧 

番号 行政区 学区 施設名 

1 北 紫明学区 紫明小学校 

2 北 元町学区 元町小学校 

3 北 上賀茂学区 上賀茂小学校 

4 北 柊野学区 柊野小学校 

5 北 大宮学区 大宮小学校 

6 北 待鳳学区 待鳳小学校 

7 北 紫野学区 紫野小学校 

8 北 鳳徳学区 鳳徳小学校 

9 北 柏野学区 柏野小学校 

10 北 紫竹学区 紫竹小学校 

11 北 楽只学区 元楽只小学校 

12 北 衣笠学区 衣笠小学校 

13 北 金閣学区 金閣小学校 

14 北 大将軍学区 大将軍小学校 

15 北 鷹峯学区 鷹峯小学校 

16 北 中川学区 中川小学校(休校中) 

17 北 雲ヶ畑学区 雲ヶ畑小・中学校(休校中) 

18 北 小野郷学区 小野郷小・中学校(休校中) 

19 北 出雲路学区 京都市交響楽団練習場 

20 上京 室町学区 室町小学校 

21 上京 桃薗学区 西陣中央小学校 

22 上京 京極学区 京極小学校 

23 上京 中立学区 新町小学校 

24 上京 出水学区 二条城北小学校 

25 上京 乾隆学区 乾隆小学校 

26 上京 翔鸞学区 翔鸞小学校 

27 上京 仁和学区 仁和小学校 

28 上京 正親学区 正親小学校 

29 上京 春日学区 御所東小学校 

30 上京 聚楽学区 元聚楽小学校 

 

 

 



 

 

特 設 公 衆 電 話 設 置 一 覧 

番号 行政区 学区 施設名 

31 上京 待賢学区 元待賢小学校 

32 上京 西陣学区 元西陣小学校 

33 上京 嘉楽学区 嘉楽中学校 

34 上京 成逸学区 北総合支援学校 

35 上京 小川学区 みつば幼稚園 

36 上京 滋野学区 京都まなびの街生き方探究館 

37 左京 錦林東山学区 第三錦林小学校 

38 左京 吉田学区 第四錦林小学校 

39 左京 北白川学区 北白川小学校 

40 左京 養正学区 養正小学校 

41 左京 養徳学区 養徳小学校 

42 左京 下鴨学区 下鴨小学校 

43 左京 葵学区 葵小学校 

44 左京 修学院学区 修学院小学校 

45 左京 上高野学区 上高野小学校 

46 左京 修学院第二学区 修学院第二小学校 

47 左京 松ヶ崎学区 松ヶ崎小学校 

48 左京 明徳学区 明徳小学校 

49 左京 岩倉南学区 岩倉南小学校 

50 左京 岩倉北学区 岩倉北小学校 

51 左京 八瀬学区 八瀬小学校 

52 左京 大原学区 大原小中学校 

53 左京 静原学区 静原小学校 

54 左京 鞍馬学区 鞍馬小学校 

55 左京 広河原学区 元堰源小学校 

56 左京 新洞地区 元新洞小学校 

57 左京 花脊学区 元別所小学校 

58 左京 花背学区 花背小中学校 

59 左京 岡崎学区 岡崎中学校 

60 左京 浄楽学区 白河総合支援学校 

 

 

 

 



 

 

特 設 公 衆 電 話 設 置 一 覧 

番号 行政区 学区 施設名 

61 左京 久多学区 京都市久多いきいきセンター 

62 左京 聖護院学区 京都市武道センター 

63 左京 川東学区 天理教河原町大教会 

64 左京 市原野学区 市原野会館 

65 中京 富有学区 御所南小学校 

66 中京 日彰学区 高倉小学校 

67 中京 立誠学区 元立誠小学校 

68 中京 乾学区 洛中小学校 

69 中京 朱雀第一学区 朱雀第一小学校 

70 中京 朱雀第二学区 朱雀第二小学校 

71 中京 朱雀第三学区 朱雀第三小学校 

72 中京 朱雀第四学区 朱雀第四小学校 

73 中京 朱雀第六学区 朱雀第六小学校 

74 中京 朱雀第七学区 朱雀第七小学校 

75 中京 朱雀第八学区 朱雀第八小学校 

76 中京 教業学区 元教業小学校 

77 中京 生祥学区 元生祥小学校 

78 中京 朱雀第五学区 朱雀中学校 

79 中京 柳池学区 京都御池中学校 

80 中京 銅駝学区 銅駝美術工芸高等学校 

81 中京 城巽学区 京都堀川音楽高等学校 

82 中京 明倫学区 京都芸術センター 

83 中京 龍池学区 京都国際マンガミュージアム 

84 中京 初音学区 京都市教育相談総合センター こどもパトナ 

85 中京 竹間学区 京都市子育て支援総合センター こどもみらい館 

86 中京 梅屋学区 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター 京あんしんこども館 

87 中京 本能学区 堀川高等学校本能館及び本能自治会館 

88 東山 今熊野学区 元今熊野小学校 

89 東山 粟田学区 元白川小学校 

90 東山 新道学区 元新道小学校 

 

 

 

 



 

 

特 設 公 衆 電 話 設 置 一 覧 

番号 行政区 学区 施設名 

91 東山 月輪学区 元月輪小学校 

92 東山 有済学区 元有済小学校 

93 東山 六原学区 開睛小中学校 

94 東山 一橋学区 東山泉小中学校 西学舎 

95 東山 修道学区 東山総合支援学校 

96 東山 清水学区 元清水小学校跡地建設施設 

97 東山 弥栄学区 漢検 漢字博物館・図書館（弥栄ふれあいサロン） 

98 東山 貞教学区 京都美術工芸大学京都東山キャンパス 

99 山科 山階学区 山階小学校 

100 山科 西野学区 西野小学校 

101 山科 山階南学区 山階南小学校 

102 山科 安朱学区 安朱小学校 

103 山科 鏡山学区 鏡山小学校 

104 山科 陵ケ岡学区 陵ケ岡小学校 

105 山科 音羽学区 音羽小学校 

106 山科 音羽川学区 音羽川小学校 

107 山科 大塚学区 大塚小学校 

108 山科 勧修学区 勧修小学校 

109 山科 小野学区 小野小学校 

110 山科 百々学区 百々小学校 

111 山科 大宅学区 大宅小学校 

112 下京 豊園学区 洛央小学校 

113 下京 皆山学区 下京渉成小学校 

114 下京 醒泉学区 元醒泉小学校 

115 下京 淳風学区 元淳風小学校 

116 下京 大内学区 梅小路小学校 

117 下京 光徳学区 光徳小学校 

118 下京 七条学区 七条小学校 

119 下京 西大路学区 西大路小学校 

120 下京 七条第三学区 七条第三小学校 

 

 

 

 



 

 

特 設 公 衆 電 話 設 置 一 覧 

番号 行政区 学区 施設名 

121 下京 安寧学区 元安寧小学校 

122 下京 格致学区 下京雅小学校 

123 下京 植柳学区 元植柳小学校 

124 下京 崇仁学区 京都市立芸術大学 新キャンパス 

125 下京 有隣学区 元有隣小学校 

126 下京 稚松学区 元六条院小学校 

127 下京 尚徳学区 下京中学校 

128 下京 成徳学区 下京中学校成徳学舎 

129 下京 郁文学区 洛友中学校(元郁文中学校) 

130 下京 梅逕学区 元梅逕中学校 

131 下京 開智学区 京都市学校歴史博物館 

132 下京 修徳学区 京都市修徳特別養護老人ホーム 

133 下京 永松学区 京都市総合教育センター 

134 下京 菊浜学区 ひと・まち交流館 京都 

135 南 九条弘道学区 九条弘道小学校 

136 南 九条塔南学区 九条塔南小学校 

137 南 南大内学区 南大内小学校 

138 南 唐橋学区 唐橋小学校 

139 南 吉祥院学区 吉祥院小学校 

140 南 祥栄学区 祥栄小学校 

141 南 祥豊学区 祥豊小学校 

142 南 上鳥羽学区 上鳥羽小学校 

143 南 久世学区 大藪小学校 

144 南 山王学区 元山王小学校 

145 南 陶化学区 元陶化小学校 

146 南 東和学区 元東和小学校(凌風小中学校第２校舎) 

147 南 九条学区 九条中学校 

148 南 梅逕学区 洛南高等学校・洛南高等学校附属中学校 

149 右京 嵯峨学区 嵯峨小学校 

150 右京 広沢学区 広沢小学校 

 

 

 

 



 

 

 

 

特 設 公 衆 電 話 設 置 一 覧 

番号 行政区 学区 施設名 

151 右京 嵐山学区 嵐山小学校 

152 右京 水尾学区 水尾小学校(休校中) 

153 右京 太秦学区 太秦小学校 

154 右京 南太秦学区 南太秦小学校 

155 右京 常磐野学区 常磐野小学校 

156 右京 安井学区 安井小学校 

157 右京 嵯峨野学区 嵯峨野小学校 

158 右京 御室学区 御室小学校 

159 右京 宇多野学区 宇多野小学校 

160 右京 花園学区 花園小学校 

161 右京 西院第一学区 西院小学校 

162 右京 山ノ内学区 山ノ内小学校 

163 右京 高雄学区 高雄小学校 

164 右京 梅津学区 梅津小学校 

165 右京 北梅津学区 梅津北小学校 

166 右京 西京極学区 西京極小学校 

167 右京 野学区 葛野小学校 

168 右京(京北) 周山 京北第一小学校 

169 右京 宕陰学区 宕陰小中学校 

170 右京 西院第二学区 西院中学校 

171 右京(京北) 宇津 宇津ふれあい会館 

172 右京(京北) 黒田 黒田基幹集落センター 

173 右京(京北) 細野 細野グリーン会館 

174 右京(京北) 弓削 弓削会館 

175 右京(京北) 山国 山国自治会館 

176 西京 川岡学区 川岡小学校 

177 西京 川岡東学区 川岡東小学校 

178 西京 樫原学区 樫原小学校 

179 西京 松尾学区 松尾小学校 

180 西京 嵐山東学区 嵐山東小学校 

 

 



 

 

 

 

特 設 公 衆 電 話 設 置 一 覧 

番号 行政区 学区 施設名 

181 西京 松陽学区 松陽小学校 

182 西京 桂学区 桂小学校 

183 西京 桂徳学区 桂徳小学校 

184 西京 桂川学区 桂川小学校 

185 西京 桂東学区 桂東小学校 

186 西京 大枝学区 大枝小学校 

187 西京 桂坂学区 桂坂小学校 

188 西京 新林学区 新林小学校 

189 西京 境谷学区 境谷小学校 

190 西京 竹の里地域 竹の里小学校 

191 西京 大原野地域 上里小学校 

192 西京 福西学区 福西小学校 

193 西京 大原野地域 大原野小学校 

194 伏見 板橋学区 伏見板橋小学校 

195 伏見 南浜学区 伏見南浜小学校 

196 伏見 住吉学区 伏見住吉小学校 

197 伏見 竹田学区 竹田小学校 

198 伏見 桃山学区 桃山小学校 

199 伏見 桃山東学区 桃山東小学校 

200 伏見 桃山南学区 桃山南小学校 

201 伏見 下鳥羽学区 下鳥羽小学校 

202 伏見 横大路学区 横大路小学校 

203 伏見 納所学区 納所小学校 

204 伏見 向島学区 向島小学校 

205 伏見 藤の木学区 向島藤の木小学校 

206 伏見 向島南学区 元向島南小学校 

207 伏見 二ノ丸北学区 向島秀蓮小中学校 

208 伏見 深草学区 深草小学校 

209 伏見 稲荷学区 稲荷小学校 

210 伏見 藤森学区 藤ノ森小学校 

 

 



 

 

 

 

特 設 公 衆 電 話 設 置 一 覧 

番号 行政区 学区 施設名 

211 伏見 藤城学区 藤城小学校 

212 伏見 砂川学区 砂川小学校 

213 伏見 久我地区 神川小学校 

214 伏見 久我の杜学区 久我の杜小学校 

215 伏見 羽束師地区 羽束師小学校 

216 伏見 淀学区 明親小学校 

217 伏見 淀南学区 美豆小学校 

218 伏見 二ノ丸学区 元向島中学校 

219 伏見 醍醐学区 醍醐小学校 

220 伏見 小栗栖学区 小栗栖小学校 

221 伏見 小栗栖宮山学区 小栗栖宮山小学校 

222 伏見 池田学区 池田小学校 

223 伏見 池田東学区 池田東小学校 

224 伏見 春日野学区 春日野小学校 

225 伏見 日野学区 日野小学校 

226 伏見 石田学区 石田小学校 

227 伏見 醍醐西学区 醍醐西小学校 

228 伏見 北醍醐学区 府立東稜高等学校 

合計 ２２８か所 

 

 

 

                    


