
（お知らせ） 

２０１７年４月１４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、管理等に関する協定」の締結について 

 

ＮＴＴ西日本 岡山支店（支店長：杉村 豊誠）は、岡山市と「特設公衆電話の設置、利用、管理等

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３月３１日（金） 

  

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 

   岡山市指定避難所 ：全１２９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、岡山市から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 

（岡山市北区） 
 

避難所名 住所 

足守小学校 岡山市北区足守 789 

足守中学校（螢明小学校共用） 岡山市北区大井 360 

石井小学校 岡山市北区寿町 2-8 

石井中学校 岡山市北区下伊福上町 10-9 

伊島小学校 岡山市北区伊島町 1-6-6 

大野小学校 岡山市北区大安寺南町 2-8-36 

大元小学校 岡山市北区大元上町 9-43 

岡山後楽館（中高一貫） 岡山市北区南方 1-3-15 

岡山中央小学校 岡山市北区弓之町 9-27 

岡山中央中学校 岡山市北区蕃山町 6-10 

加茂小学校 岡山市北区津寺 517 

吉備小学校 岡山市北区庭瀬 256 

吉備中学校 岡山市北区庭瀬 103 

旧大井小学校 岡山市北区大井 2314 

旧蛍明小学校 岡山市北区下高田 2050 

旧福谷小学校 岡山市北区河原 1303-1 

京山中学校 岡山市北区津島京町 1-7-1 

桑田中学校 岡山市北区東島田町 2-3-35 

蛍明小学校（足守中学校共用） 岡山市北区大井 360 

岡輝中学校 岡山市北区岡町 12-17 

岡南小学校 岡山市北区岡南町 2-4-5 

岡北中学校 岡山市北区津島東 1-1-1 

香和中学校 岡山市北区吉宗 590 

五城小学校 岡山市北区御津新庄 3055 

鹿田小学校 岡山市北区大供表町 16-50 

庄内小学校 岡山市北区三手 336-2 

清輝小学校 岡山市北区新道 1 

高松中学校 岡山市北区高松原古才 30 

竹枝小学校 岡山市北区建部町吉田 1504 

建部小学校 岡山市北区建部町富沢 366 

建部中学校 岡山市北区建部町建部上 734 

中山小学校 岡山市北区一宮 702 

中山中学校 岡山市北区辛川市場 159 

津島小学校 岡山市北区津島本町 19-1 

西小学校 岡山市北区中仙道 1-18-20 

野谷小学校 岡山市北区栢谷 259-1 

平津小学校 岡山市北区楢津 738-1 

福渡小学校 岡山市北区建部町川口 1302 

牧石小学校 岡山市北区玉柏 2108 



馬屋上小学校 岡山市北区富吉 2944-2 

馬屋下小学校 岡山市北区松尾 105-1 

三門小学校 岡山市北区下伊福西町 5-37 

御津小学校 岡山市北区御津宇垣 1212 

御津中学校 岡山市北区御津宇垣 1227 

御津南小学校 岡山市北区御津野之口 1616 

御南小学校 岡山市北区今保 243-3 

御南中学校 岡山市北区田中 581 

御野小学校 岡山市北区中井町 1-6-34 

桃丘小学校 岡山市北区芳賀 5111-22 

横井小学校 岡山市北区横井上 178 

鯉山小学校 岡山市北区吉備津 1444 

陵南小学校 岡山市北区東花尻 241-1 

（岡山市中区） 
 

避難所名 住所 

宇野小学校 岡山市中区原尾島 1-9-1 

旭操小学校 岡山市中区倉富 160 

旭東小学校 岡山市中区門田屋敷本町 1-17 

旭竜小学校 岡山市中区八幡 8-1 

財田小学校 岡山市中区長岡 58-2 

三勲小学校 岡山市中区徳吉町 1-1-21 

操山中学校 岡山市中区国富 3-11-1 

操南小学校 岡山市中区藤崎 45 

操南中学校 岡山市中区藤崎 130-2 

操明小学校 岡山市中区藤崎 721-3 

高島小学校 岡山市中区国府市場 131 

高島中学校 岡山市中区賞田 190-1 

竜之口小学校 岡山市中区四御神 266 

富山小学校 岡山市中区福泊 233 

富山中学校 岡山市中区海吉 1462-5 

幡多小学校 岡山市中区高屋 254 

東山中学校 岡山市中区御幸町 13-3 

平井小学校 岡山市中区平井 4-19-52 

竜操中学校 岡山市中区赤田 188-1 

（岡山市東区） 
 

避難所名 住所 

朝日小学校 岡山市東区西片岡 83 

浮田小学校 岡山市東区沼 1725 

大宮小学校 岡山市東区上阿知 967 

雄神小学校 岡山市東区富崎 218 

開成小学校 岡山市東区金田 1524 

可知小学校 岡山市東区可知 1-83-2 



旭東中学校 岡山市東区大多羅町 276 

芥子山小学校 岡山市東区西大寺松崎 97 

江西小学校 岡山市東区瀬戸町江尻 1399-2 

幸島小学校 岡山市東区水門町 571 

古都小学校 岡山市東区古都宿 453-1 

西大寺小学校 岡山市東区西大寺上 1-19-21 

西大寺中学校 岡山市東区西大寺上 1-20-60 

西大寺南小学校 岡山市東区金岡西町 435-1 

山南中学校 岡山市東区北幸田 509-1 

城東台小学校 岡山市東区城東台西 3-6-3 

上道中学校 岡山市東区南古都 714 

上南中学校 岡山市東区金田 722 

瀬戸中学校 岡山市東区瀬戸町瀬戸 444 

太伯小学校 岡山市東区神崎町 860 

千種小学校 岡山市東区瀬戸町鍛冶屋 391 

角山小学校 岡山市東区才崎 389 

豊小学校 岡山市東区西大寺川口 130-2 

平島小学校 岡山市東区東平島 1293 

政田小学校 岡山市東区政津 850 

御休小学校 岡山市東区西祖 179 

（岡山市南区） 
 

避難所名 住所 

浦安小学校 岡山市南区浦安本町 95 

甲浦小学校 岡山市南区飽浦 250 

興除小学校 岡山市南区中畦 593 

興除中学校 岡山市南区中畦 589-4 

光南台中学校 岡山市南区飽浦 390 

小串小学校 岡山市南区小串 3379 

妹尾小学校 岡山市南区妹尾 1353 

妹尾中学校 岡山市南区妹尾 1212 

曽根小学校 岡山市南区曽根 139-2 

第一藤田小学校 岡山市南区藤田 349 

第三藤田小学校 岡山市南区藤田 1757 

第二藤田小学校 岡山市南区藤田 595 

灘崎(迫川分校) 岡山市南区迫川 1094 

灘崎小学校 岡山市南区片岡 1091 

灘崎中学校 岡山市南区片岡 770 

七区小学校 岡山市南区北七区 61-3 

南輝小学校 岡山市南区南輝 3-6-9 

東疇小学校 岡山市南区東畦 656-2 

彦崎小学校 岡山市南区彦崎 2642 

平福小学校 岡山市南区平福 1-7-1 



福島小学校 岡山市南区立川町 3-37 

福田小学校 岡山市南区古新田 1095 

福田中学校 岡山市南区山田 544-3 

福南中学校 岡山市南区築港ひかり町 10-35 

福浜小学校 岡山市南区福富東 1-1-1 

福浜中学校 岡山市南区三浜町 2-3-26 

藤田中学校 岡山市南区藤田 400 

芳泉小学校 岡山市南区芳泉 3-2-3 

芳泉中学校 岡山市南区芳泉 3-2-1 

芳明小学校 岡山市南区万倍 1 

箕島小学校 岡山市南区箕島 2384 

芳田小学校 岡山市南区泉田 408 

芳田中学校 岡山市南区当新田 468-1 

  
小学校          92箇所 

中学校          37箇所 
 

総計          129箇所 
 

 


