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※施設管理者から許諾が得られたものを掲載しております。 2022年9月30日現在 

府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

富山県 滑川市 滑川中学校 体育館 2台
富山県 滑川市 田中小学校 体育館 2台
富山県 滑川市 ⻄部小学校 体育館 2台
富山県 滑川市 南部小学校 体育館 2台
富山県 滑川市 早月中学校 体育館 2台
富山県 魚津市 もくもくホール ロビー付近 2台
富山県 魚津市 星の杜小学校 体育館入口付近 2台
富山県 魚津市 片貝コミュニティセンター ロビー付近 2台
富山県 魚津市 経田小学校 体育館入口付近 2台
富山県 魚津市 ありそドーム ホール付近 2台
富山県 高岡市 下関公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 中田支所コミュニティセンター センタ―内 2台
富山県 高岡市 ⼾出支所コミュニティセンター センタ―内 2台
富山県 高岡市 国吉公⺠館 公⺠館事務室付近 1台
富山県 高岡市 佐野公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 小勢公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 ⼆上公⺠館 公⺠館事務室付近 1台
富山県 高岡市 守山公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 ⽯堤公⺠館 体育館入口付近 1台
富山県 高岡市 横田公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 太田公⺠館 公⺠館雑庫付近 1台
富山県 高岡市 川原公⺠館 公⺠館1F階段付近 1台
富山県 高岡市 成美公⺠館 公⺠館⼤会議室付近 1台
富山県 高岡市 牧野公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 パナケイア製薬物流センタ センタ入口付近 1台
富山県 高岡市 福田公⺠館 公⺠館倉庫付近 1台
富山県 高岡市 東五位公⺠館 公⺠館談話スペース 1台
富山県 高岡市 ⼆塚公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 ⻄条公⺠館 公⺠館事務室付近 1台
富山県 高岡市 伏木支所コミュニティセンター センタ―内 2台
富山県 高岡市 古府公⺠館 公⺠館雑庫付近 1台
富山県 高岡市 山王公⺠館 公⺠館⼤ホール 1台
富山県 高岡市 ⾚丸公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 ⼤滝公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 ⻄五位公⺠館 公⺠館事務室付近 1台
富山県 高岡市 平⽶公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 高岡市 木津公⺠館 公⺠館実習室付近 1台
富山県 高岡市 野村公⺠館 公⺠館雑庫付近 1台
富山県 高岡市 ⽴野公⺠館 公⺠館事務室付近 1台
富山県 ⿊部市 宇奈月公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 愛本公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 浦山公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 宇奈月小学校 ホール 1台
富山県 ⿊部市 下⽴公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 旧宇奈月中学校 体育館 1台
富山県 ⿊部市 内山公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 ⽯田公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 荻⽣公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 農業者トレーニングセンター 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 荻⽣小学校 体育館 1台
富山県 ⿊部市 村椿小学校 体育館 1台
富山県 ⿊部市 村椿公⺠館 ロビー 1台
富山県 ⿊部市 ⼤布施公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 ふれあい交流館 ホール 1台
富山県 ⿊部市 旧鷹施中学校 踊場 1台
富山県 ⿊部市 国際文化センター 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 東部児童センター 踊場 1台
富山県 ⿊部市 旧東布施公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 若栗公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 若栗小学校 ホール 1台
富山県 ⿊部市 中央小学校 体育館 1台
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富山県 ⿊部市 錬成館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 桜井小学校 ホール 1台
富山県 ⿊部市 勤労⻘少年ホーム 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 ⽣地小学校 ホール 1台
富山県 ⿊部市 ⽣地公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 ⽯田小学校 体育館 1台
富山県 ⿊部市 前沢公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 清明中学校 体育館 1台
富山県 ⿊部市 田家公⺠館 玄関ホール 1台
富山県 ⿊部市 たかせ小学校 体育館 1台
富山県 ⿊部市 ⿊部市総合体育センター 体育館 2台
富山県 射水市 下村体育館 体育館入口付近 2台
富山県 射水市 新湊総合体育館 体育館入口付近 2台
富山県 射水市 小杉体育館 体育館入口付近 2台
富山県 射水市 小杉総合体育センター 体育館入口付近 2台
富山県 射水市 ⼤島体育館 体育館入口付近 2台
富山県 射水市 ⼤門総合体育館 体育館入口付近 2台
富山県 小矢部市 南⾕公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 若林公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 ⽯動中学校 体育館入口付近 2台
富山県 小矢部市 南部公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 荒川公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 ⽯動小学校 体育館入口付近 2台
富山県 小矢部市 水島公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 津沢中学校 体育館入口付近 2台
富山県 小矢部市 東部小学校 体育館入口付近 2台
富山県 小矢部市 埴⽣公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 松沢公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 薮波公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 東蟹⾕公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 正得公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 北蟹⾕公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 小矢部市 宮島公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 中新川郡舟橋村 舟橋会館 ⼤ホール 2台
富山県 中新川郡舟橋村 舟橋中学校 体育館 2台
富山県 中新川郡舟橋村 中新川広域行政事務組合 事務室前 2台
富山県 中新川郡舟橋村 舟橋小学校 体育館 2台
富山県 中新川郡上市町 上市中央小学校 体育館入口付近 2台
富山県 中新川郡上市町 陽南小学校 体育館入口付近 2台
富山県 中新川郡上市町 ⽩萩⻄部小学校 体育館入口付近 2台
富山県 中新川郡上市町 南加積小学校 体育館入口付近 2台
富山県 中新川郡上市町 相ノ木小学校 体育館入口付近 2台
富山県 中新川郡上市町 宮川小学校 体育館入口付近 2台
富山県 中新川郡上市町 上市中学校 体育館入口付近 2台
富山県 中新川郡⽴山町 芦峅公⺠館 公⺠館事務室付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 上東体育館 体育館入口付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 ⽴山小学校 体育館調整室付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 中央体育センター 屋内ゲートボール場倉庫付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 ⽴山町武道館 事務所付近 3台
富山県 中新川郡⽴山町 高野公⺠館 公⺠館事務室付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 ⼤森公⺠館 公⺠館事務室付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 千垣公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 元気交流ステーション 図書館事務室付近 3台
富山県 中新川郡⽴山町 ⽴山町⺠会館 2F階段踊り場付近 2台
富山県 中新川郡⽴山町 雄山中学校 体育館入口付近 2台
富山県 中新川郡⽴山町 子育て支援センター 避難口付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 ⾕口公⺠館 公⺠館入口付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 釜ヶ淵小学校 体育館入口付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 ⽴山北部小学校 体育館入口付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 新川公⺠館 公⺠館2Fベランダ付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 ⽴山町総合公園 事務室付近 2台
富山県 中新川郡⽴山町 高野小学校 体育館入口付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 利田公⺠館 公⺠館印刷室付近 1台
富山県 中新川郡⽴山町 利田小学校 体育館入口付近 1台
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富山県 砺波市 庄川小学校 体育館 2台
富山県 砺波市 砺波東部小学校 体育館 2台
富山県 砺波市 般若中学校 体育館 2台
富山県 砺波市 出町中学校 体育館 2台
富山県 砺波市 庄⻄中学校 体育館 2台
富山県 氷見市 海峰小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 氷見市ふれあいスポーツセンター サブアリーナ 2台
富山県 氷見市 八代自治会館 公⺠館内 1台
富山県 氷見市 旧一刎小学校 体育館 1台
富山県 氷見市 旧稲積小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 旧灘浦小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 北部中学校 体育館 2台
富山県 氷見市 加納地域まちづくりセンター 体育館 1台
富山県 氷見市 窪小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 氷見高等学校 体育館 2台
富山県 氷見市 速川公⺠館（旧速川小学校） 体育館 2台
富山県 氷見市 灘浦小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 ⻄の杜学園 体育館 2台
富山県 氷見市 碁⽯公⺠館 体育館 1台
富山県 氷見市 久目地区交流館（旧久目小学校） 体育館 2台
富山県 氷見市 上庄小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 仏⽣寺公⺠館 体育館 1台
富山県 氷見市 明和公⺠館（旧明和小学校） 体育館 2台
富山県 氷見市 朝日丘小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 南部中学校 体育館 2台
富山県 氷見市 ⾚毛コミュニティセンター コミュニティセンタ内 2台
富山県 氷見市 宮田小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 十三中学校 体育館 2台
富山県 氷見市 十三公⺠館 公⺠館内 1台
富山県 氷見市 湖南小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 比美乃江小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 十⼆町小学校 体育館 2台
富山県 氷見市 ⻄條中学校 体育館 2台
富山県 氷見市 余川公⺠館 体育館 2台
富山県 富山市 奥田小学校 体育館 2台
富山県 富山市 ⼤久保小学校 体育館 2台
富山県 富山市 岩瀬小学校 体育館 2台
富山県 富山市 熊野小学校 体育館 2台
富山県 富山市 古沢小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 中央小学校 事務室 2台
富山県 富山市 五福小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 呉羽小学校 体育館 2台
富山県 富山市 神明小学校 体育館 2台
富山県 富山市 ⼤沢野小学校 体育館 3台
富山県 富山市 萩浦小学校 体育館 2台
富山県 富山市 船峅小学校 体育館 2台
富山県 富山市 山室中部小学校 体育館 3台
富山県 富山市 山田交流促進センター センターホール 3台
富山県 富山市 四方小学校 体育館 3台
富山県 富山市 芝園中学校 体育館 3台
富山県 富山市 旧小羽小学校(体育館) 体育館入口付近 1台
富山県 富山市 小見小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 月岡小学校 体育館 2台
富山県 富山市 上滝小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 新庄小学校 体育館 3台
富山県 富山市 新庄北小学校 体育館 2台
富山県 富山市 針原小学校 体育館 3台
富山県 富山市 三郷小学校 体育館 2台
富山県 富山市 水橋東部小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 水橋中部小学校 体育館 3台
富山県 富山市 水橋⻄部小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 旧星井町小学校(体育館) 体育館 2台
富山県 富山市 旧清水町小学校(体育館) 体育館 2台
富山県 富山市 池多小学校 体育館 2台

3 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

富山県 富山市 ⻄田地方小学校 体育館 2台
富山県 富山市 東部小学校 体育館 2台
富山県 富山市 蜷川小学校 体育館 2台
富山県 富山市 ⼤庄小学校 体育館 2台
富山県 富山市 旧総曲輪小学校(体育館) 体育館 2台
富山県 富山市 草島小学校 体育館 2台
富山県 富山市 太田小学校 体育館 3台
富山県 富山市 山室小学校 体育館 2台
富山県 富山市 老田小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 ⻑岡小学校 体育館 2台
富山県 富山市 桜⾕小学校 体育館 2台
富山県 富山市 ⼤広田小学校 体育館 2台
富山県 富山市 福沢小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 藤ノ木小学校 体育館 2台
富山県 富山市 広田小学校 体育館 2台
富山県 富山市 光陽小学校 体育館 2台
富山県 富山市 新保小学校 体育館 2台
富山県 富山市 旧八人町小学校（教育センター） 体育館 2台
富山県 富山市 八幡小学校 体育館 2台
富山県 富山市 八尾小学校 体育館 2台
富山県 富山市 保内小学校 体育館 2台
富山県 富山市 杉原小学校 体育館 2台
富山県 富山市 野積地区コミュニティセンター 体育館 3台
富山県 富山市 浜⿊崎小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 古里小学校 体育館 2台
富山県 富山市 朝日小学校 体育館 2台
富山県 富山市 音川小学校 体育館 2台
富山県 富山市 神保小学校 体育館 2台
富山県 富山市 鵜坂小学校 体育館 2台
富山県 富山市 宮野小学校 体育館 2台
富山県 富山市 倉垣小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 豊田小学校 体育館 3台
富山県 富山市 堀川小学校 体育館 2台
富山県 富山市 寒江小学校 体育館入口付近 2台
富山県 富山市 柳町小学校 体育館 3台
富山県 富山市 神通碧小学校・楡原中学校 体育館 2台
⽯川県 かほく市 宇ノ気小学校 体育館 1台
⽯川県 かほく市 河北台中学校 体育館 1台
⽯川県 かほく市 ⼤海小学校 体育館 1台
⽯川県 かほく市 外日角小学校 出入口 1台
⽯川県 かほく市 高松小学校 体育館 1台
⽯川県 かほく市 高松中学校 体育館 1台
⽯川県 かほく市 宇ノ気中学校 体育館 1台
⽯川県 かほく市 金津小学校 体育館 1台
⽯川県 かほく市 七塚小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 羽咋郡志賀町 稗造防災センター 事務室 1台
⽯川県 羽咋郡志賀町 旧下甘田保育園 事務室 1台
⽯川県 羽咋郡志賀町 富来防災センター 事務室 1台
⽯川県 羽咋郡志賀町 旧福浦小学校 放射線防護エリア室 1台
⽯川県 羽咋郡志賀町 旧土田小学校 避難室前通路 1台
⽯川県 羽咋郡宝達志水町 さくらドーム２１ 和室 1台
⽯川県 羽咋郡宝達志水町 町⺠センターアステラス 和室 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋市役所体育館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 粟ノ保小学校 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 一ノ宮公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 余喜公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 ⿅島路公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 ⻘年の家 ホール入口 1台
⽯川県 羽咋市 上甘田公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 富永公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 瑞穂小学校 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 ⾢知公⺠館神子原分館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 神子原スポーツセンター 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 勤労者総合福祉センター 体育館 1台
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⽯川県 羽咋市 千里浜公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 越路野公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 余喜スポーツセンター 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 余喜小学校 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 ⻄北台小学校 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋市⺠体育館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋中学校 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋小学校 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋すこやかセンター ホール入口 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋市老人福祉センター ホール入口 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋体育館 ホール入口 2台
⽯川県 羽咋市 羽咋市武道館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 コスモアイル羽咋 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 ⾢知中学校 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 ⾢知公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 ⾢知小学校 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 粟ノ保公⺠館 体育館 1台
⽯川県 羽咋市 羽咋高校 体育館 1台
⽯川県 河北郡津幡町 太⽩台小学校 体育館 2台
⽯川県 河北郡津幡町 井上小学校 体育館 1台
⽯川県 河北郡津幡町 刈安小学校 体育館 1台
⽯川県 河北郡津幡町 笠野小学校 体育館 1台
⽯川県 河北郡津幡町 萩野台小学校 体育館 1台
⽯川県 河北郡津幡町 津幡小学校 体育館 2台
⽯川県 河北郡津幡町 条南小学校 体育館 2台
⽯川県 河北郡津幡町 中条小学校 体育館 2台
⽯川県 河北郡津幡町 英田小学校 体育館 1台
⽯川県 金沢市 緑小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 粟崎小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 ⻄小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 旧朝日小学校 ホール 1台
⽯川県 金沢市 額小学校 通路 1台
⽯川県 金沢市 三馬小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 三⾕小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 浅野町小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 金⽯町小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 駒帰資料保管所 ホール 1台
⽯川県 金沢市 伏見台小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 兼六小学校 体育館玄関 1台
⽯川県 金沢市 ⼾板小学校 玄関 1台
⽯川県 金沢市 松ケ枝公⺠館 玄関 1台
⽯川県 金沢市 此花公⺠館 玄関 1台
⽯川県 金沢市 花園小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 旧材木町小学校 ２F体育館 1台
⽯川県 金沢市 富樫小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 四十万小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 杜の里小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 十一屋小学校 ２Fフロア 1台
⽯川県 金沢市 小坂小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 小⽴野小学校 体育館玄関 1台
⽯川県 金沢市 松寺公⺠館 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 ⼤徳 小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 旧上平小学校 ホール 1台
⽯川県 金沢市 新神田小学校 体育館横 1台
⽯川県 金沢市 犀桜小学校 玄関 1台
⽯川県 金沢市 森山町小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 浅野川小学校 体育館入口 1台
⽯川県 金沢市 千坂小学校 玄関 1台
⽯川県 金沢市 旧東浅川小学校 廊下 1台
⽯川県 金沢市 ⼤浦小学校 体育館入口 1台
⽯川県 金沢市 ⼤野町 小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 中村町小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 ⻑坂台小学校 体育館通路 1台
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⽯川県 金沢市 中央小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 ⻑土塀公⺠館 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 ⻑田町小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 田上小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 馬場小学校 体育館入口付近 1台
⽯川県 金沢市 夕日寺小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 ⽶丸 小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 湯涌小・芝原中学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 鞍月小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 森本小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 医王山小・中学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 扇台小学校 体育館 1台
⽯川県 金沢市 湖南公⺠館 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 押野小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 ⻄南部小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 俵芸術交流スタジオ 玄関 1台
⽯川県 金沢市 明成 小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 不動寺小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 安原小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 ⽶泉小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 内川 小学校 玄関 1台
⽯川県 金沢市  中央小学校芳斎分校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 諸江町小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 ⼆塚公⺠館 事務所前 1台
⽯川県 金沢市 犀川小学校 出入口 1台
⽯川県 金沢市 木曳野 小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 旧野町小学校 ホール 1台
⽯川県 金沢市 泉小学校 ロビー 1台
⽯川県 金沢市 三和小学校 出入口 1台
⽯川県 金沢市 南小⽴野小学校 体育館通路 1台
⽯川県 金沢市 泉野小学校 体育館通路 1台
⽯川県 ⿅島郡中能登町 ⽣涯学習ｾﾝﾀ「ラピア⿅島」 ピンク電話ｺｰﾅｰ 1台
⽯川県 ⿅島郡中能登町 ⽣涯学習ｾﾝﾀ「ラピア⿅島」 ホール 1台
⽯川県 ⿅島郡中能登町 ふれあい交流館「北部」 事務室 1台
⽯川県 ⿅島郡中能登町 ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀ「飛翔」 事務室 2台
⽯川県 ⿅島郡中能登町 農村環境改善ｾﾝﾀ「パルみおや」 ホール 1台
⽯川県 ⿅島郡中能登町 老人福祉ｾﾝﾀ「ゆうゆう」 ホール 1台
⽯川県 ⿅島郡中能登町 中能登中学校 公衆電話コーナー 1台
⽯川県 七尾市 北⼤呑地区コミュニティセンター ホール 1台
⽯川県 七尾市 田鶴浜地区コミュニティセンター 相馬分館 事務室内 1台
⽯川県 七尾市 サンビーム日和ヶ丘 コミュニティーセンタ 1台
⽯川県 七尾市 南⼤呑地区コミュニティセンター ホール 1台
⽯川県 七尾市 東湊地区コミュニティセンタ 公衆電話コーナー 1台
⽯川県 七尾市 中島健康福祉センタすこやか コミュニティーセンタ 1台
⽯川県 七尾市 中島地区コミュニティセンター 笠師保分館 出入口 1台
⽯川県 七尾市 中島地区コミュニティセンター ⻄岸分館 事務室内 1台
⽯川県 七尾市 中島小学校 倉庫内 1台
⽯川県 七尾市 中島地区コミュニティセンター 釶打分館 事務室内 1台
⽯川県 七尾市 中島体育館 ホール 1台
⽯川県 七尾市 中島地区コミュニティセンター 豊川分館 公⺠館 1台
⽯川県 七尾市 能登島総合健康センタ コミュニティーセンタ 1台
⽯川県 七尾市 サンライフプラザ コミュニティーセンタ 1台
⽯川県 七尾市 和倉地区コミュニティセンタ ホール 1台
⽯川県 小松市 小松市⺠センター ロビー 1台
⽯川県 小松市 小松市⽴第一小学校 体育館 1台
⽯川県 小松市 こまつドーム ホール 2台
⽯川県 能美郡川北町 川北中学校 体育館舞台そで 1台
⽯川県 能美郡川北町 川北小学校 体育館出入り口付近 1台
⽯川県 能美郡川北町 橘小学校 体育館出入り口付近 1台
⽯川県 能美郡川北町 中島小学校 体育館出入り口付近 1台
⽯川県 ⽩山市 旭丘体育館・旭公⺠館 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 山島公⺠館 和室 1台
⽯川県 ⽩山市 蝶屋小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 明光小学校（体育館） 体育館 1台
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⽯川県 ⽩山市 河内小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 河内ウッディホール 休憩室 1台
⽯川県 ⽩山市 千丈温泉清流 ⼤広間 1台
⽯川県 ⽩山市 かわち保健センター 保険センタ 1台
⽯川県 ⽩山市 笠間中学校 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 鳥越中学校 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 ⽩山ろく体育館 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 ⽯川小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 鳥越ふるさとセンター ホール 1台
⽯川県 ⽩山市 鳥越小学校(体育館) 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 北陽小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 松南小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 ⽩嶺小中学校 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 千代野公⺠館・千代野児童センター 公衆電話コーナー 1台
⽯川県 ⽩山市 御⼿洗公⺠館 会議室 1台
⽯川県 ⽩山市 一木公⺠館・松任⻘少年体育館 公衆電話コーナー 1台
⽯川県 ⽩山市 吉野⾕セミナーハウス 出入口 1台
⽯川県 ⽩山市 朝日小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 鶴来中学校 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 林公⺠館 ホール 1台
⽯川県 ⽩山市 蔵山公⺠館 出入口 1台
⽯川県 ⽩山市 舘畑公⺠館 エントランスホール 1台
⽯川県 ⽩山市 北辰中学校 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 ⽩峰小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 ⽩峰コミュニティホール 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 ⽩峰地域交流センター ホール 1台
⽯川県 ⽩山市 光野中学校 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 美川スポーツセンター 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 北星中学校 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 松任中学校 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 湊小学校（体育館） 体育館 1台
⽯川県 ⽩山市 ⽩山市湊防災コミュニティセンター 事務室 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 諸橋公⺠館 玄関カウンター 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 甲地区⽣涯学習センター ホール 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 穴水町保健センター 待合・資料展示室 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 キャッスル真名井 2Fフロント付近 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 さわやか交流館プルート 事務所前カウンタ− 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 穴水中学校 事務室入口付近 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 穴水小学校 廊下（児童玄関付近） 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 住吉農村環境改善センター ホール 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 のとふれあい文化センター 1F階段付近 1台
⽯川県 鳳珠郡穴水町 向洋小学校 体育館出入り口付近 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 コンセールのと コミュニティーセンタ 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 宇出津小学校 体育館 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 鵜川小学校 体育館 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 能都体育館 体育館 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 七見健康福祉の郷なごみ コミュニティーセンタ 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 小木小学校 体育館 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 能登町営テニスコート 体育館 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 内浦体育館 体育館 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 柳田体育館 体育館 1台
⽯川県 鳳珠郡能登町 柳田小学校 体育館 1台
⽯川県 野々市市 御園小学校 体育館 1台
⽯川県 野々市市 布水中学校 公衆電話コーナー 1台
⽯川県 野々市市 舘野小学校 体育館 1台
⽯川県 野々市市 野々市明倫高校 資料室 1台
⽯川県 野々市市 野々市中学校 体育館 1台
⽯川県 野々市市 菅原小学校 体育館 1台
⽯川県 野々市市 金沢工業⼤学 体育館 1台
⽯川県 野々市市 富陽小学校 体育館 1台
⽯川県 野々市市 野々市小学校 体育館 1台
⽯川県 野々市市 ⽯川県⽴⼤学 体育館 1台
福井県 あわら市 本荘小学校 出入口 1台
福井県 あわら市 金津小学校 出入口 1台
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福井県 あわら市 さくらセンター 出入口 1台
福井県 あわら市 吉崎小学校 （休校） 出入口 1台
福井県 あわら市 熊坂農村環境改善センター 出入口 1台
福井県 あわら市 農業者トレーニングセンター 出入口 1台
福井県 あわら市 トリムパークかなづ 出入口 1台
福井県 あわら市 金津中学校 出入口 1台
福井県 あわら市 金津高等学校 出入口 1台
福井県 あわら市 芦原中学校 出入口 1台
福井県 あわら市 あわら市⺠武道館 出入口 1台
福井県 あわら市 金津こども園 出入口 1台
福井県 あわら市 伊井小学校 出入口 1台
福井県 あわら市 細呂木小学校 出入口 1台
福井県 あわら市 金津東小学校 出入口 1台
福井県 あわら市 新郷小学校 （休校） 出入口 1台
福井県 あわら市 芦原小学校 出入口 1台
福井県 あわら市 波松小学校 （休校） 出入口 1台
福井県 あわら市 浜坂区⺠館 出入口 1台
福井県 あわら市 北潟公⺠館 出入口 1台
福井県 あわら市 北潟小学校 出入口 1台
福井県 あわら市 剱岳公⺠館 出入口 1台
福井県 越前市 いまだて芸術館 ホール 1台
福井県 越前市 花筐小学校 体育館 1台
福井県 越前市 瓜⽣水と緑公園体育館 出入口 1台
福井県 越前市 コミュニティセンター柳荘 体育館 1台
福井県 越前市 今⽴体育センター 体育館 1台
福井県 越前市 神山小学校 体育館 2台
福井県 越前市 ⼤虫小学校 体育館 2台
福井県 越前市 国高小学校 体育館 4台
福井県 越前市 武⽣東小学校 体育館 1台
福井県 越前市 王子保小学校 体育館 2台
福井県 越前市 武⽣第六中学校 体育館 2台
福井県 越前市 北日野小学校 体育館 1台
福井県 越前市 万葉中学校 体育館 1台
福井県 越前市 武⽣第三中学校 体育館 4台
福井県 越前市 味真野小学校 体育館 2台
福井県 越前市 武⽣⻄小学校 体育館 1台
福井県 越前市 岡本小学校 体育館 1台
福井県 越前市 ⽩山小学校 体育館 3台
福井県 越前市 武⽣第五中学校 体育館 2台
福井県 越前市 坂口小学校 体育館 1台
福井県 越前市 服間小学校 体育館 3台
福井県 越前市 武⽣南小学校 体育館 3台
福井県 越前市 武⽣第一中学校 体育館 1台
福井県 越前市 北新庄小学校 体育館 2台
福井県 越前市 吉野小学校 体育館 4台
福井県 越前市 武⽣第⼆中学校 体育館 1台
福井県 吉田郡永平寺町 志比北小学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 永平寺⽣活改善センター 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 志比北幼児園 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 上志比中学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 上志比小学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 永平寺緑の村ふれあいセンター 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 志比南小学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 志比南幼児園 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 松岡多目的集会センター（ざおう荘） 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 吉野小学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 松岡福祉総合センター(翠荘） 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 松岡中学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 松岡中学校武道館 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 御陵幼児園 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 御陵小学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 松岡ふるさと学習館 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 松岡小学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 松岡中央公⺠館 出入口 1台
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福井県 吉田郡永平寺町 やすらぎの郷 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 上志比文化会館サンサンホ−ル 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 志比小学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 永平寺中学校 出入口 1台
福井県 吉田郡永平寺町 永平寺老人福祉総合センター（永寿苑） 出入口 1台
福井県 今⽴郡池田町 池田中学校 出入口 1台
福井県 今⽴郡池田町 池田町開発センター 出入口 1台
福井県 今⽴郡池田町 池田小学校 出入口 1台
福井県 今⽴郡池田町 渓流温泉「冠荘」 出入口 1台
福井県 今⽴郡池田町 農村 de 合宿キャンプセンター 出入口 1台
福井県 今⽴郡池田町 能楽の里文化交流会館 出入口 1台
福井県 今⽴郡池田町 ほっとプラザ 出入口 1台
福井県 坂井市 平章小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 鳴⿅小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 丸岡南中学校 出入口 1台
福井県 坂井市 竹田農山村交流センター ちくちくぼんぼん 出入口 1台
福井県 坂井市 ⻑畝小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 磯部小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 高椋小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 丸岡中学校 出入口 1台
福井県 坂井市 明章小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 木部小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 坂井中学校 出入口 1台
福井県 坂井市 兵庫小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 東十郷小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 ⼤関小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 加⼾小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 三国中学校 出入口 1台
福井県 坂井市 三国南小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 三国⻄小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 雄島小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 三国北小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 春江小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 春江中学校 出入口 1台
福井県 坂井市 ⼤⽯小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 春江⻄小学校 出入口 1台
福井県 坂井市 春江東小学校 出入口 1台
福井県 鯖江市 北中山小学校 体育館 1台
福井県 鯖江市 新横江公⺠館 体育館 1台
福井県 鯖江市 豊公⺠館 ホール 1台
福井県 鯖江市 豊小学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 河和田コミュニティセンター 出入口 1台
福井県 鯖江市 鯖江公⺠館 ホール 1台
福井県 鯖江市 中央中学校 体育館 1台
福井県 鯖江市 神明公⺠館 出入口 1台
福井県 鯖江市 鯖江中学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 鯖江東小学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 鳥羽小学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 神明小学校 体育館 1台
福井県 鯖江市 ⽴待小学校 体育館 1台
福井県 鯖江市 ⽴待公⺠館 出入口 1台
福井県 鯖江市 河和田小学校 体育館 1台
福井県 鯖江市 吉川小学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 吉川公⺠館 ホール 1台
福井県 鯖江市 片上小学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 片山公⺠館 ホール 1台
福井県 鯖江市 中河公⺠館 ホール 1台
福井県 鯖江市 中河小学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 進徳小学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 惜陰小学校 ホール 1台
福井県 鯖江市 東陽中学校 体育館 1台
福井県 鯖江市 北中山公⺠館 事務所 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜中央小学校 体育館 1台
福井県 三方郡美浜町 せせらぎ保育園（耳保育園） 体育館 1台
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福井県 三方郡美浜町 美浜町総合体育館 ホール 1台
福井県 三方郡美浜町 みずうみ保育園 体育館 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜町体育センター ホール 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜町保健福祉センター｢はあとぴあ｣ ホール 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜⻄小学校 体育館 1台
福井県 三方郡美浜町 あおなみ保育園（山東保育園） 体育館 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜東小学校 体育館 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜町北⻄郷公⺠館 出入口 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜町耳公⺠館新庄分館 出入口 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜町山東公⺠館 出入口 1台
福井県 三方郡美浜町 丹⽣小・美浜中学校丹⽣分校 体育館 1台
福井県 三方郡美浜町 美浜中学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 三宅公⺠館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 三宅小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 上中中学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 三十三公⺠館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 気山公⺠館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 気山小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 熊川小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 熊川公⺠館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 野木公⺠館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 鳥羽小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 鳥羽公⺠館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 三方小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 上中体育館 ホール 1台
福井県 三方上中郡若狭町 パレア若狭 ホール 1台
福井県 三方上中郡若狭町 歴史文化館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 三方B&G海洋センター 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 みそみ小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 みさき漁村体験施設 ホール 1台
福井県 三方上中郡若狭町 三方勤労者体育館 ホール 1台
福井県 三方上中郡若狭町 ⻄田公⺠館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 梅の里小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 明倫小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 野木小学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 三方中学校 体育館 1台
福井県 三方上中郡若狭町 三方体育館 ホール 1台
福井県 三方上中郡若狭町 瓜⽣公⺠館 出入口 1台
福井県 三方上中郡若狭町 瓜⽣小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 勝山南部中学校 体育館 1台
福井県 勝山市 勝山中部中学校 体育館 1台
福井県 勝山市 村岡小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 ⽣涯学習センター「友楽喜」 ホール 1台
福井県 勝山市 勝山市教育福祉会館 ホール 1台
福井県 勝山市 成器南小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 勝山北部中学校 体育館 1台
福井県 勝山市 荒土小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 B&G勝山海洋センタｰ ホール 1台
福井県 勝山市 ⿅⾕小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 成器⻄小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 勝山市体育館ジオアリーナ ホール 1台
福井県 勝山市 三室小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 平泉寺小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 市⺠交流センター ホール 1台
福井県 勝山市 北郷小学校 体育館 1台
福井県 勝山市 北⾕町コミュニティセンター ホール 1台
福井県 勝山市 林業者健康ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ホール 1台
福井県 勝山市 野向小学校 体育館 1台
福井県 小浜市 久須夜交流センタ− 出入口 1台
福井県 小浜市 内外海小学校 体育館 1台
福井県 小浜市 小浜中学校 出入口 1台
福井県 小浜市 小浜小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 遠敷児童センタ- 出入口 1台
福井県 小浜市 遠敷公⺠館  出入口 1台
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福井県 小浜市 遠敷小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 中名田小学校 体育館 1台
福井県 小浜市 中名田公⺠館 ホール 1台
福井県 小浜市 加⽃公⺠館 ホール 1台
福井県 小浜市 宮川公⺠館 出入口 1台
福井県 小浜市 福井県⽴⼤学小浜キャンパス 出入口 1台
福井県 小浜市 国富公⺠館 出入口 1台
福井県 小浜市 小浜第⼆中学校 出入口 1台
福井県 小浜市 市⺠体育館 出入口 1台
福井県 小浜市 国富小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 美郷小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 若狭ふれあいセンタ- 出入口 1台
福井県 小浜市 松永公⺠館 出入口 1台
福井県 小浜市 松永小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 雲浜小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 交流タ−ミナルセンタ− 出入口 1台
福井県 小浜市 働く婦人の家 ホール 1台
福井県 小浜市 中央公⺠館 ホール 1台
福井県 小浜市 文化会館 ホール 1台
福井県 小浜市 宮川小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 口名田公⺠館 ホール 1台
福井県 小浜市 口名田小学校 体育館 1台
福井県 小浜市 旧田烏小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 健康管理センタ 出入口 1台
福井県 小浜市 加⽃小学校 体育館 1台
福井県 小浜市 ⻄津小学校 出入口 1台
福井県 小浜市 ⻄津公⺠館 出入口 1台
福井県 小浜市 今富公⺠館 ホール 1台
福井県 小浜市 今富小学校 体育館 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 佐分利小学校 体育館 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 ふるさと交流センター ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 総合町⺠体育館 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 ⼤島小学校 体育館 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 はまかぜ交流センター ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 総合町⺠福祉センター ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 本郷小学校 体育館 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 いきいき⻑寿村(あみーシャン⼤飯) ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 やまびこ会館 体育館 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 ふれあいぬくもりセンター ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 里山文化交流センター ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 さきやま会館 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 名田庄体育館 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 名田庄中学校 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 名田庄小学校 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 久田の里交流センター ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 流星館コンペンションホール ホール 1台
福井県 ⼤飯郡おおい町 ⼤飯中学校 体育館 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 旧音海小中学校 体育館 2台
福井県 ⼤飯郡高浜町 老人憩いの家瑞祥苑 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 高浜保育所 ホール 2台
福井県 ⼤飯郡高浜町 高浜中学校 体育館 4台
福井県 ⼤飯郡高浜町 高浜小学校 体育館 4台
福井県 ⼤飯郡高浜町 B＆G海洋センター 体育館 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 ⻘郷小学校高野分校 教室 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 内浦公⺠館 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 内浦小中学校 ホール 3台
福井県 ⼤飯郡高浜町 ⻘郷小学校 体育館 4台
福井県 ⼤飯郡高浜町 旧神野小学校 ホール 2台
福井県 ⼤飯郡高浜町 ⻘郷保育所 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 三松センター 出入口 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 ⻘郷公⺠館 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 ⻄地区体育館 体育館 2台
福井県 ⼤飯郡高浜町 旧日引小学校 体育館 2台
福井県 ⼤飯郡高浜町 文化会館 ホール 2台
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福井県 ⼤飯郡高浜町 中央図書館 ホール 1台
福井県 ⼤飯郡高浜町 保健福祉センター ホール 4台
福井県 ⼤飯郡高浜町 和田小学校 体育館 2台
福井県 ⼤飯郡高浜町 和田保育所 ホール 2台
福井県 ⼤野市 上庄公⺠館 出入口 1台
福井県 ⼤野市 小山公⺠館 出入口 1台
福井県 ⼤野市 乾側公⺠館 出入口 1台
福井県 ⼤野市 富田公⺠館 出入口 1台
福井県 ⼤野市 学びの里「めいりん」 出入口 1台
福井県 ⼤野市 五箇公⺠館 出入口 1台
福井県 ⼤野市 下庄公⺠館 出入口 1台
福井県 ⼤野市 和泉支所 出入口 1台
福井県 ⼤野市 和泉小中学校 体育館 1台
福井県 ⼤野市 阪⾕公⺠館 出入口 1台
福井県 丹⽣郡越前町 織田勤労者体育館 体育館 1台
福井県 丹⽣郡越前町 織田中学校 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 宮崎中学校 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 朝日中学校 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 朝日中学校陽光館 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 宮崎小学校 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 宮崎コミュニティセンタ ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 萩野小学校 体育館 1台
福井県 丹⽣郡越前町 四ヶ浦小学校 体育館 1台
福井県 丹⽣郡越前町 越前町⽣涯学習センタ糸⽣分館 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 越前町⽣涯学習センタ糸⽣分館（体育館） 体育館 1台
福井県 丹⽣郡越前町 糸⽣小学校 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 織田保健福祉センタ ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 織田農村環境改善センタ ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 織田コミュニティセンタ ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 アクティブランド体育館 体育館 1台
福井県 丹⽣郡越前町 常盤小学校 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 織田小学校 体育館 1台
福井県 丹⽣郡越前町 越前中学校 体育館 1台
福井県 丹⽣郡越前町 B&G海洋センタ体育館 ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 朝日小学校 体育館 1台
福井県 丹⽣郡越前町 越前コミュニティセンタ ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 越前町⽣涯学習センタ ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 城﨑南保育所（健康交流ホール） ホール 1台
福井県 丹⽣郡越前町 城﨑小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 東浦体育館 ホール 1台
福井県 敦賀市 咸新小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 東郷公⺠館 出入口 1台
福井県 敦賀市 中郷公⺠館 出入口 1台
福井県 敦賀市 角⿅中学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 金山体育館 体育館 1台
福井県 敦賀市 粟野中学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 児童文化センター ホール 1台
福井県 敦賀市 敦賀気比高等学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 沓見小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 敦賀⻄小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 東浦公⺠館 出入口 1台
福井県 敦賀市 ⿊河小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 粟野公⺠館 出入口 1台
福井県 敦賀市 粟野南小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 中郷体育館 ホール 1台
福井県 敦賀市 市⺠文化センター ホール 1台
福井県 敦賀市 ⻄公⺠館 出入口 1台
福井県 敦賀市 敦賀工業高等学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 武道館 ホール 1台
福井県 敦賀市 北公⺠館 出入口 1台
福井県 敦賀市 敦賀北小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 松原小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 松陵中学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 市⽴体育館 体育館 1台
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福井県 敦賀市 敦賀高等学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 常宮小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 ⻄浦小中学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 松原公⺠館 出入口 1台
福井県 敦賀市 東浦小中学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 敦賀南小学校 ホール 1台
福井県 敦賀市 気比中学校 ホール 1台
福井県 敦賀市 ⾚崎小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 粟野スポーツセンター ホール 1台
福井県 敦賀市 中郷小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 プラザ萬象 ホール 1台
福井県 敦賀市 愛発公⺠館 ホール 1台
福井県 敦賀市 南公⺠館 出入口 1台
福井県 敦賀市 敦賀市⽴看護⼤学 体育館 1台
福井県 敦賀市 少年自然の家 ホール 1台
福井県 敦賀市 中央小学校 体育館 1台
福井県 敦賀市 旧葉原小学校 ホール 1台
福井県 敦賀市 粟野小学校 体育館 1台
福井県 福井市 清水北小学校 体育館 1台
福井県 福井市 清水北公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 豊公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 国見小学校 体育館 1台
福井県 福井市 国見公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 一光小・中学校 体育館 1台
福井県 福井市 一光公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 文殊小学校 体育館 1台
福井県 福井市 社⻄小学校 出入口 1台
福井県 福井市 清明小学校 体育館 1台
福井県 福井市 清明公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 森田小学校 体育館 1台
福井県 福井市 森田公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 岡保公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 岡保小学校 体育館 1台
福井県 福井市 啓蒙小学校 体育館 1台
福井県 福井市 啓蒙公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 湊公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 湊小学校 体育館 1台
福井県 福井市 ⼤安寺小・中学校 体育館 1台
福井県 福井市 社⻄公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 豊小学校 体育館 1台
福井県 福井市 和田公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 本郷公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 酒⽣（さこう）公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 高須城小学校 体育館 1台
福井県 福井市 中藤島公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 中藤小学校 体育館 1台
福井県 福井市 鶉（うずら）小学校 体育館 1台
福井県 福井市 川⻄コミュニティセンター ホール 1台
福井県 福井市 清水東公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 清水東小学校 体育館 1台
福井県 福井市 ⻄藤島公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 ⻄藤島小学校 体育館 1台
福井県 福井市 河合小学校 体育館 1台
福井県 福井市 日之出公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 ⼤安寺公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 美山公⺠館下宇坂分館 出入口 1台
福井県 福井市 下宇坂小学校 体育館 1台
福井県 福井市 社北小学校 体育館 1台
福井県 福井市 社北公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 旭公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 旭小学校 体育館 1台
福井県 福井市 社南小学校 体育館 1台
福井県 福井市 社南公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 宝永小学校 体育館 1台
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福井県 福井市 宝永公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 六条小学校 体育館 1台
福井県 福井市 清水南小学校 体育館 1台
福井県 福井市 東安居小学校 体育館 1台
福井県 福井市 酒⽣小学校 体育館 1台
福井県 福井市 上文殊小学校 体育館 1台
福井県 福井市 美山公⺠館下味見分館 出入口 1台
福井県 福井市 一乗小学校 体育館 1台
福井県 福井市 芦見⽣涯教育施設 ホール 1台
福井県 福井市 棗（なつめ）公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 棗小・中学校 体育館 1台
福井県 福井市 下味見⽣涯教育施設 ホール 1台
福井県 福井市 河合公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 ⿇⽣津公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 ⿇⽣津小学校 体育館 1台
福井県 福井市 ⾜羽公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 ⾜羽小学校 体育館 1台
福井県 福井市 文殊公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 美山公⺠館羽⽣分館 出入口 1台
福井県 福井市 羽⽣（はにゅう）小学校 体育館 1台
福井県 福井市 順化公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 順化小学校 体育館 1台
福井県 福井市 清水⻄公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 清水⻄小学校 体育館 1台
福井県 福井市 本郷小学校 体育館 1台
福井県 福井市 美山公⺠館上味見分館 出入口 1台
福井県 福井市 美山啓明小学校 体育館 1台
福井県 福井市 松本小学校 体育館 1台
福井県 福井市 ⻑橋小学校 体育館 1台
福井県 福井市 六条公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 宮ノ下公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 東郷公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 明新小学校 体育館 1台
福井県 福井市 明新公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 東藤島小学校 体育館 1台
福井県 福井市 東藤島公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 東郷小学校 体育館 1台
福井県 福井市 日之出小学校 体育館 1台
福井県 福井市 東安居公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 美山公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 清水南公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 殿下公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 殿下小・中学校 体育館 1台
福井県 福井市 松本公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 春山公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 春山小学校 体育館 1台
福井県 福井市 日新公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 日新小学校 体育館 1台
福井県 福井市 円山公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 上文殊公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 円山小学校 体育館 1台
福井県 福井市 安居小学校 体育館 1台
福井県 福井市 安居公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 鷹巣公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 木田小学校 体育館 1台
福井県 福井市 木田公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 和田小学校 体育館 1台
福井県 福井市 鷹巣小・中学校 体育館 1台
福井県 福井市 越廼公⺠館 出入口 1台
福井県 福井市 越廼小学校 体育館 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 粟畑集会所 集会場 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 旧田⽴小学校 放送室 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 田⽴保育園 職員室 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 田⽴分館 事務所入口 1台
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⻑野県 木曽郡南木曽町 消防団第三分団詰所 会議室 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 （南木曽）デイサービスセンター 事務所 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 下切集会所 玄関 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 ⼤野正兼集会所 玄関 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 塚野集会所 玄関 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 下切⽣活改善センター 玄関 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 元組集会所 玄関 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 田⽴会館（五宮神社） 会館入口 1台
⻑野県 木曽郡南木曽町 向粟畑集会所 玄関 1台
岐阜県 安八郡安八町 放課後児童クラブ結教室 職員室 3台
岐阜県 安八郡安八町 結小学校 職員室 3台
岐阜県 安八郡安八町 名森小学校 職員室 3台
岐阜県 安八郡安八町 登龍中学校 職員室前廊下 3台
岐阜県 安八郡安八町 総合体育館 事務室前 3台
岐阜県 安八郡安八町 安八温泉 事務室前 3台
岐阜県 安八郡安八町 勤労⻘少年ホーム 事務室前 3台
岐阜県 安八郡安八町 東安中学校 2F職員室 3台
岐阜県 安八郡安八町 保健センター 事務室付近 3台
岐阜県 安八郡安八町 中央公⺠館 1F書庫前通路付近 3台
岐阜県 安八郡安八町 安八町役場 事務室前 3台
岐阜県 安八郡安八町 ハートピア安八 事務室前ホール 3台
岐阜県 安八郡安八町 牧小学校 職員室 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 北幼児園 職員室付近 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 北小学校 北校舎東側玄関ホール 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 保健センター １階ホール 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 町⺠体育館 ミーティングルーム付近 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 神⼾小学校 職員室付近 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 たんぽぽ学園 園舎東南側入口付近 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 下宮小学校 校舎東側玄関付近 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 ふれあいセンター 玄関ホール付近 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 神⼾中学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 安八郡神⼾町 南平野小学校 北校舎北側通路付近 3台
岐阜県 安八郡輪之内町 仁木こども園 1Ｆ⻄側通路付近 3台
岐阜県 安八郡輪之内町 仁木小学校 渡り廊南端の下駄箱倉庫 3台
岐阜県 安八郡輪之内町 輪之内中学校体育館 体育館1Ｆ階段前 3台
岐阜県 安八郡輪之内町 輪之内体育センター 体育館玄関ロビー付近 3台
岐阜県 安八郡輪之内町 輪之内町⺠センター 玄関ホール階段付近 3台
岐阜県 安八郡輪之内町  ⼤藪こども園 玄関付近廊下 3台
岐阜県 安八郡輪之内町  ⼤藪小学校体育館 体育館階段付近 3台
岐阜県 安八郡輪之内町 町ふれあいセンター 事務室前ロビー 3台
岐阜県 安八郡輪之内町  福束小学校体育館 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 安八郡輪之内町  福束こども園 職員室前廊下 3台
岐阜県 羽島郡笠松町 笠松小学校 玄関ホール 3台
岐阜県 羽島郡笠松町 スポーツ交流館 玄関ホール 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 中央公⺠館 玄関ホール 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 笠松刑務所 鍛錬場 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 下羽栗小学校 職員室前 3台
岐阜県 羽島郡笠松町 総合会館 玄関ホール 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 下羽栗会館 玄関ホール 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 松枝公⺠館 玄関ホール 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 福祉健康センター 玄関ホール 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 松枝小学校 職員室前 3台
岐阜県 羽島郡笠松町 福祉会館 事務所前 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 厚⽣会館 玄関ホール 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 松枝みなみ会館 待合室 1台
岐阜県 羽島郡笠松町 笠松中学校 体育館 3台
岐阜県 羽島郡岐南町 ⻄小学校 職員室前 3台
岐阜県 羽島郡岐南町 ⻄町⺠センター 事務室前 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 岐南さくら保育園 玄関 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 岐阜女子高校 体育館2F部室付近 2台
岐阜県 羽島郡岐南町 三宅町⺠センター 玄関 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 岐南さくら北保育園 事務室前 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 岐南中学校 職員室前 3台
岐阜県 羽島郡岐南町 徳田町⺠センター 2階玄関 1台
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岐阜県 羽島郡岐南町 岐南さくら南保育園 玄関 2台
岐阜県 羽島郡岐南町 南町⺠センター 玄関 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 北小学校 職員室前 3台
岐阜県 羽島郡岐南町 北町⺠センター 事務室前 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 すこやかセンター（旧岐南さくら中保育園） 玄関 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 ほほえみ会館 ホール内 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 うれしの東保育園 事務室 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 獅子舞会館 玄関 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 防災コミュニティセンター 事務室前 2台
岐阜県 羽島郡岐南町 総合体育館 玄関 3台
岐阜県 羽島郡岐南町 平島町⺠センター 玄関 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 うれしの保育園 事務室 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 東町⺠センター 玄関 1台
岐阜県 羽島郡岐南町 東小学校 職員室前 3台
岐阜県 羽島郡岐南町 総合健康福祉センター 東玄関付近 2台
岐阜県 羽島市 防災ステーション 玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市  桑原学園（旧小学校部分） 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市  桑原学園（旧中学校部分） 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 中央小学校 体育館器具庫前 3台
岐阜県 羽島市 小熊小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 中島中学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 中島小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 正木小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市  羽島特別支援学校 体育館2F廊下 1台
岐阜県 羽島市  羽島特別支援学校 体育館3F廊下 1台
岐阜県 羽島市  羽島特別支援学校 体育館4F廊下 1台
岐阜県 羽島市 羽島中学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 ⾜近小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 竹鼻小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 羽島高等学校 体育館2F外廊下 1台
岐阜県 羽島市 羽島高等学校 体育館3F外廊下 1台
岐阜県 羽島市 羽島高等学校 体育館4F外廊下 1台
岐阜県 羽島市 中央中学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 福寿小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 羽島市 堀津小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 下呂市 上原小学校 体育館・校舎の接合付近 2台
岐阜県 下呂市 竹原小学校 玄関 3台
岐阜県 下呂市 下原小学校 体育館玄関ホール 2台
岐阜県 下呂市 金山小学校 玄関 3台
岐阜県 下呂市 リバーサイドスポーツセンター 玄関 2台
岐阜県 下呂市 菅田小学校 体育館玄関 2台
岐阜県 下呂市 東第一小学校 児童玄関 2台
岐阜県 下呂市 小坂小学校 体育館2F玄関付近 3台
岐阜県 下呂市 きこりセンター 玄関 2台
岐阜県 下呂市 小坂中学校 体育館2F玄関ホール 2台
岐阜県 下呂市 湯屋体育館 体育館入口付近 2台
岐阜県 下呂市 わかば保育園 2階遊戯室前 2台
岐阜県 下呂市 中原小学校 体育館2F玄関ホール 2台
岐阜県 下呂市 たけはら保育園 遊戯室付近 2台
岐阜県 下呂市 下呂小学校 体育館玄関ホール 2台
岐阜県 下呂市 下呂中学校 正面玄関 2台
岐阜県 下呂市 惣島いこいの家 健康相談室内 2台
岐阜県 下呂市 馬瀬小学校 体育館 3台
岐阜県 下呂市 あさぎり体育館 体育館玄関ホール 2台
岐阜県 下呂市 宮田小学校 事務室前 2台
岐阜県 下呂市 南部体育館 玄関 2台
岐阜県 下呂市 萩原小学校 体育館トイレ前付近 2台
岐阜県 下呂市 萩原南中学校 体育館2F玄関ホール 3台
岐阜県 下呂市 萩原北中学校 玄関 3台
岐阜県 下呂市 尾崎小学校 体育館入口 2台
岐阜県 加茂郡坂祝町 中央公⺠館 玄関 3台
岐阜県 加茂郡坂祝町 総合福祉会館サンライフさかほぎ 玄関 3台
岐阜県 加茂郡坂祝町 坂祝幼稚園 玄関 3台
岐阜県 加茂郡坂祝町 坂祝小学校 体育館1階入口付近 3台
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岐阜県 加茂郡坂祝町 東館 玄関 3台
岐阜県 加茂郡坂祝町 坂祝中学校 職員室外付近 3台
岐阜県 加茂郡坂祝町 ⻄館 玄関 3台
岐阜県 加茂郡七宗町 木の国七宗コミュニティーセンター 交流棟玄関ロビー付近 3台
岐阜県 加茂郡七宗町 上⿇⽣小学校 正面玄関付近 1台
岐阜県 加茂郡七宗町 サンホーム七宗 玄関ロビー付近 3台
岐阜県 加茂郡七宗町 神渕コミュニティーセンター 玄関ロビー付近 3台
岐阜県 加茂郡七宗町 神渕中学校 ⽣徒用玄関付近 1台
岐阜県 加茂郡七宗町 神渕小学校 校舎正面玄関付近 1台
岐阜県 加茂郡七宗町 上⿇⽣中学校 玄関付近付近 1台
岐阜県 加茂郡七宗町 日本最古の⽯博物館 玄関付近 1台
岐阜県 加茂郡七宗町 道の駅ロック・ガーデンひちそう 駅⻑室前通路 1台
岐阜県 加茂郡川辺町 北部公⺠館 玄関付近 1台
岐阜県 加茂郡川辺町 川辺北小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 加茂郡川辺町 第2こども園 玄関付近 1台
岐阜県 加茂郡川辺町 やすらぎの家 2Fロビー 2台
岐阜県 加茂郡川辺町 川辺⻄小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 加茂郡川辺町 川辺中学校 正面玄関付近 3台
岐阜県 加茂郡川辺町 中央公⺠館 ロビー 3台
岐阜県 加茂郡川辺町 第1こども園 玄関付近 1台
岐阜県 加茂郡川辺町 第3こども園及び児童館 児童館側相談室 2台
岐阜県 加茂郡川辺町 川辺町海洋センター 玄関ロビー 3台
岐阜県 加茂郡川辺町 川辺東小学校 校舎玄関付近 2台
岐阜県 加茂郡川辺町 川辺漕艇場 玄関付近 1台
岐阜県 加茂郡東⽩川村 越原センター 玄関フロア 1台
岐阜県 加茂郡東⽩川村 五加センター 玄関フロア 1台
岐阜県 加茂郡東⽩川村 東⽩川小学校 体育館玄関フロア 2台
岐阜県 加茂郡東⽩川村 村⺠センター  ４階⼤集会室前 1台
岐阜県 加茂郡東⽩川村 はなのき会館 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡東⽩川村 はなのき別館 階段横 1台
岐阜県 加茂郡東⽩川村 東⽩川中学校 体育館玄関フロア 2台
岐阜県 加茂郡⽩川町 佐見ディサービスせせらぎ園 玄関 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 佐見むつみ会館 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 ⽩川中学校（体育館） 体育館エントランス 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 あいらんど美濃⽩川 研修室２ 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 ⽩川北ふれあいセンター 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 ⿊川ディサービス気楽園 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 ⿊川ふれあいセンター 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 ⿊川中学校（体育館） 体育館玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 ⿊川いこいの家 集会室 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 ⽩川北小学校（体育館） 体育館入口 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 サンシャイン美濃⽩川 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 福祉センター⽩楽園 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 佐見中学校（体育館） 体育館玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 佐見ふれあいセンター 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 蘇原ふれあいセンター 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 蘇原小学校（体育館） 体育館エントランス 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 蘇原保育園 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 油井公⺠館 玄関ホール 1台
岐阜県 加茂郡⽩川町 和泉体育館 体育館エントランス 1台
岐阜県 加茂郡八百津町 錦津保育園 職員室前 1台
岐阜県 加茂郡八百津町 錦津コミニティーセンター（きらり） 事務所 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 錦津小学校 職員室前廊下 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 久田見小学校 放送室前 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 久田見環境改善センター（久田見出張所） 事務室 2台
岐阜県 加茂郡八百津町 八百津町東部デイサービスセンター 事務所 1台
岐阜県 加茂郡八百津町 八百津東部中学校 放送室前廊下 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 八百津町デイサービスセンター 事務所 2台
岐阜県 加茂郡八百津町 潮見小学校 職員室 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 潮南環境改善センター（潮南出張所） 事務所 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 蘇水峡山荘ぷらら 1階受付前 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 事務所 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 八百津町中央公⺠館（ファミリーセンター） 事務所 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 八百津町福祉センター（夢広場ゆうゆう） 1階事務所 3台
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岐阜県 加茂郡八百津町 東部農村センター（杣沢） 玄関 1台
岐阜県 加茂郡八百津町 北部農村センター（北村） 相談室 1台
岐阜県 加茂郡八百津町 八百津小学校 職員室 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 福地公⺠館（福地出張所） 会議室 2台
岐阜県 加茂郡八百津町 福地体育館 体育館 1台
岐阜県 加茂郡八百津町 八百津中学校 正面玄関 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 和知小学校 職員室前 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 和知農業者研修センター（和知出張所） 東側通用口付近 3台
岐阜県 加茂郡八百津町 和知体育館 体育館 3台
岐阜県 加茂郡富加町 南公⺠館 玄関ロビー 1台
岐阜県 加茂郡富加町 双葉中学校 職員室外付近MDF 1台
岐阜県 加茂郡富加町 子育て支援拠点施設すくすく 倉庫内MDF 1台
岐阜県 加茂郡富加町 ⻄公⺠館 体育館外⻄壁MDF内 1台
岐阜県 加茂郡富加町 児童センター 事務室内MDF 1台
岐阜県 加茂郡富加町 富加小学校 職員室内MDF 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 御嵩町役場（北庁舎） 北庁舎事務室付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 向陽中学校（体育館） 体育館玄関布巾 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 御嵩公⺠館 玄関ロビー付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 上之郷小学校（体育館） 体育館玄関付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 綱木グラウンド管理棟 管理等玄関付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 中公⺠館 玄関ホール付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 御嵩小学校 南校舎と体育館の渡り廊下付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 御嵩町Ｂ＆Ｇ海洋センター 玄関ホール付近 2台
岐阜県 可児郡御嵩町 御嵩町防災コミュニティセンター 玄関ホール付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 上之郷中学校（体育館） 体育館エントランス（玄関） 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 上之郷公⺠館 玄関ロビー付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 共和中学校（体育館） 体育館入口付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 伏見小学校（体育館） 体育館入口付近 1台
岐阜県 可児郡御嵩町 伏見公⺠館 玄関ホール付近 1台
岐阜県 可児市 春里小学校 渡り廊下 3台
岐阜県 可児市 わくわく体育館 玄関 3台
岐阜県 可児市 下恵土公⺠館 1階倉庫前 3台
岐阜県 可児市 今渡南小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 可児市 姫治公⺠館 事務所前 3台
岐阜県 可児市 河合公⺠館 事務所前 3台
岐阜県 可児市 久々利公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 可児市 東明小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 可児市 やすらぎ館 玄関フロアー 3台
岐阜県 可児市 兼山小学校 職員室前 3台
岐阜県 可児市 兼山保育園 正面玄関 3台
岐阜県 可児市 兼山公⺠館 事務所前 3台
岐阜県 可児市 中部中学校 玄関 3台
岐阜県 可児市 総合会館 1階フロアー 3台
岐阜県 可児市 広見小学校 保健室前 3台
岐阜県 可児市 広見公⺠館ゆとりピア 1階公衆電話付近 3台
岐阜県 可児市 蘇南中学校 体育館入口前 3台
岐阜県 可児市 今渡公⺠館 事務所前 3台
岐阜県 可児市 今渡北小学校 玄関付近 3台
岐阜県 可児市 福祉センター 玄関 3台
岐阜県 可児市 可児市苑 1階ボイラー室前 3台
岐阜県 可児市 Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務所前 3台
岐阜県 可児市 桜ヶ丘小学校 職員室前 3台
岐阜県 可児市 東可児中学校 渡り廊下入口付近 3台
岐阜県 可児市 桜ヶ丘公⺠館 事務所前 3台
岐阜県 可児市 ⻄可児中学校 体育館入口 3台
岐阜県 可児市 広見東公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 可児市 旭小学校 渡り廊下入口付近 3台
岐阜県 可児市 福寿苑 事務所前 3台
岐阜県 可児市 中恵土公⺠館 ホール前公衆電話付近 3台
岐阜県 可児市 土田公⺠館 玄関付近 3台
岐阜県 可児市 土田小学校 職員室前 3台
岐阜県 可児市 帷子公⺠館 会議室前 3台
岐阜県 可児市 帷子小学校 体育館 3台
岐阜県 可児市 南帷子小学校 渡り廊下 3台
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岐阜県 可児市 広陵中学校 職員室前 3台
岐阜県 可児市 平牧公⺠館 事務所前 3台
岐阜県 可児市 Ｌポート可児 事務所前 3台
岐阜県 可児市 春里公⺠館 玄関ホール内 3台
岐阜県 海津市 海津明誠高校 職員室 2台
岐阜県 海津市 高須小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 ⻄江小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 歴史⺠族資料館 事務室 1台
岐阜県 海津市 東江小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 ⼤江小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 海津総合福祉会館（ひまわり） 事務室 2台
岐阜県 海津市 日新中学校 職員室 2台
岐阜県 海津市 海津公⺠館・海津農村環境改善センター 事務室 2台
岐阜県 海津市 吉里小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 城南中学校 職員室 2台
岐阜県 海津市 ⽯津小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 働く女性の家・南濃農村環境改善センター 事務室 2台
岐阜県 海津市 城山小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 総合福祉会館ゆとりの森 事務室 2台
岐阜県 海津市 下多度小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 南濃コミュニティーセンター 入口付近 1台
岐阜県 海津市 みかげの森「プラザしもたど」 事務室 2台
岐阜県 海津市 海津特別支援学校 職員室 2台
岐阜県 海津市 今尾小学校 職員室 3台
岐阜県 海津市 平田中学校 職員室 2台
岐阜県 海津市 平田総合福祉会館（やすらぎ会館） 事務室 2台
岐阜県 海津市 海⻄小学校 職員室 3台
岐阜県 各務原市 つつじが丘ふれあいセンター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 鵜沼福祉センター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 鵜沼第⼆小学校 校⻑室前 3台
岐阜県 各務原市 鵜沼各務原区コミュニティセンター 玄関 1台
岐阜県 各務原市 鵜沼東福祉センター 玄関 1台
岐阜県 各務原市 鵜沼第一小学校 ＰＣ部屋前 3台
岐阜県 各務原市 陵南小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 陵南福祉センター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 各務小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 各務福祉センター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 中央小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 稲羽⻄福祉センター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 稲羽コミュニティセンター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 鵜沼第三小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 川島小学校 職員室外付近 3台
岐阜県 各務原市 川島健康福祉センター 事務室外付近 1台
岐阜県 各務原市 稲羽東小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 稲羽東福祉センター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 蘇原福祉センター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 蘇原第⼆小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 中央ライフデザインセンター・市⺠会館 印刷室前廊下付近 1台
岐阜県 各務原市 蘇原第一小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 蘇原コミュニティセンター 玄関 1台
岐阜県 各務原市 稲羽⻄小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 那加第⼆小学校 北校舎1階トイレ前 3台
岐阜県 各務原市 各務原特別支援学校 職員室前 1台
岐阜県 各務原市 那加福祉センター 玄関 1台
岐阜県 各務原市 那加第一小学校 職員室前 3台
岐阜県 各務原市 那加⻄福祉センター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 那加第三小学校 玄関 3台
岐阜県 各務原市 那加南福祉センター 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 尾崎中央ふれあい会館 事務所前 1台
岐阜県 各務原市 尾崎小学校 給食室前付近 3台
岐阜県 各務原市 緑苑コミュニティセンター 玄関 1台
岐阜県 各務原市 緑陽中学校 校⻑室前廊下 3台
岐阜県 関市 安桜小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 旭ヶ丘小学校 職員室付近 3台
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岐阜県 関市 旭ヶ丘中学校 正面玄関付近 3台
岐阜県 関市 （旧）武儀⻄小学校 正面玄関付近 3台
岐阜県 関市 下有知小学校 児童入口付近 3台
岐阜県 関市 下有知中学校 配膳室付近 3台
岐阜県 関市 桜ヶ丘中学校 正面玄関付近 3台
岐阜県 関市 富岡小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 関市 富野中学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 小金田中学校 体育館階段付近 3台
岐阜県 関市 瀬尻小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 上之保小学校 体育館2F 3台
岐阜県 関市 金⻯小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 富野小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 田原小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 南ヶ丘小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 関市倉知小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 武儀中学校 職員室前付近 3台
岐阜県 関市 洞⼾小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 板取川中学校体育館 体育館 3台
岐阜県 関市 板取小学校 玄関付近 3台
岐阜県 関市 武儀小学校体育館 体育館ステージ横付近 3台
岐阜県 関市 博愛小学校 渡り廊下入口付近 3台
岐阜県 関市 武芸小学校 裏入口付近 3台
岐阜県 関市 寺尾小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 津保川中学校 正面玄関廊下 3台
岐阜県 関市 関市桜ヶ丘小学校 職員室付近 3台
岐阜県 関市 緑ヶ丘中学校 正面玄関付近 3台
岐阜県 岐阜市 茜部公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 岩野田公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 岩野田北公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 方県公⺠館 事務所窓口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⿊野公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 加納⻄公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 加納東公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 藍川公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 華陽公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 芥見公⺠館 事務所窓口付近 3台
岐阜県 岐阜市 芥見南公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 早田公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 城⻄公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 岩公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 京町公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ハートフルスクエアーG 事務所入口付近 5台
岐阜県 岐阜市 鏡島公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 文化センタ 北入口付近 5台
岐阜県 岐阜市 梅林公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 本荘公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 鷺山公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 岐阜市役所新庁舎 １Ｆ市⺠交流スペース カウンター付近 5台
岐阜県 岐阜市 ぎふメディアコスモス １階配線管理室 1台
岐阜県 岐阜市 ぎふメディアコスモス ２階配線管理室 1台
岐阜県 岐阜市 ぎふメディアコスモス ３階配線管理室 1台
岐阜県 岐阜市 ぎふメディアコスモス ４階配線管理室 1台
岐阜県 岐阜市 ぎふメディアコスモス ５階配線管理室 1台
岐阜県 岐阜市 市橋公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 合渡公⺠館 事務所窓口付近 3台
岐阜県 岐阜市 網代公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 厚見公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 常磐公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⻑森東公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 七郷公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⻑森南公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 則武公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 三輪南公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 金華公⺠館 公⺠館入口付近 3台
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岐阜県 岐阜市 芥見東公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⻄郷公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 鶉公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⻑良東公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 日置江公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 日野公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⽩山公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⻑森⻄公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 島公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 三輪北公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 本郷公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⻑良⻄公⺠館 2階事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 明徳公⺠館 北事務所窓口付近 3台
岐阜県 岐阜市 木之本公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 木田公⺠館 事務所窓口付近 3台
岐阜県 岐阜市 ⻑森北公⺠館 事務所窓口付近 3台
岐阜県 岐阜市 柳津公⺠館 事務所入口付近 3台
岐阜県 岐阜市 三里公⺠館 公⺠館入口付近 3台
岐阜県 郡上市 高鷲北小学校体育館 体育館 3台
岐阜県 郡上市 高鷲⻄洞体育館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 たかす町⺠センター 2階玄関 3台
岐阜県 郡上市 高鷲小学校 体育館玄関 3台
岐阜県 郡上市 ⼤和南小学校体育館 体育館入口付近 3台
岐阜県 郡上市 ⼤和中学校体育館 体育館入口付近 3台
岐阜県 郡上市 ⼤和⻄小学校体育館 体育館入口付近 3台
岐阜県 郡上市 やまと総合センタ- 事務室前 3台
岐阜県 郡上市 ⼤和第一北小学校体育館 体育館入口付近 3台
岐阜県 郡上市 ⽩鳥中学校体育館 体育館と格技場の間 3台
岐阜県 郡上市 ⽯徹⽩小学校体育館 体育館 3台
岐阜県 郡上市 ⼤中小学校体育館 渡り廊下付近 3台
岐阜県 郡上市 牛島小学校体育館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 那留小学校体育館 体育館 3台
岐阜県 郡上市 北濃小学校体育館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 ⽩鳥ふれあい創造館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 八幡第２公⺠館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 口明方コミュニティ消防センター 玄関 3台
岐阜県 郡上市 郡上八幡川合農村環境改善センター 既設公衆電話付近 3台
岐阜県 郡上市 小那比公⺠館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 郡上八幡⻘少年センター 玄関 3台
岐阜県 郡上市 相⽣公⺠館 1階管理室付近 3台
岐阜県 郡上市 八幡公⺠館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 八幡小学校体育館 体育館 3台
岐阜県 郡上市 那比公⺠館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 ⻄和良公⺠館 事務室前 3台
岐阜県 郡上市 吉田小学校体育館 体育館 3台
岐阜県 郡上市 郡南中学校体育館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 美並総合体育館 玄関 3台
岐阜県 郡上市 三城小学校体育館 体育館 3台
岐阜県 郡上市 小川小学校体育館 体育館 3台
岐阜県 郡上市 明宝コミュニティセンター ホール前廊下 3台
岐阜県 郡上市 和良町⺠センター 玄関ホール 3台
岐阜県 郡上市 郡上東中学校屋内運動場 管理室前 3台
岐阜県 恵那市 恵那北中学校 体育館ロビー 2台
岐阜県 恵那市 笠置コミュニティセンター 玄関ロビー 2台
岐阜県 恵那市 岩⾢中学校 体育館ロビー 2台
岐阜県 恵那市 岩村コミュニティセンター 玄関ロビー 2台
岐阜県 恵那市 串原コミュニティセンター ロビー 2台
岐阜県 恵那市 三郷コミュニティセンター １Ｆロビー 2台
岐阜県 恵那市 山岡中学校 体育館ロビー 2台
岐阜県 恵那市 山岡農村環境改善センター 玄関ロビー 2台
岐阜県 恵那市 上矢作小学校 体育館入口 2台
岐阜県 恵那市 上矢作コミュニティセンター 玄関ロビー 2台
岐阜県 恵那市 恵那東中学校 体育館ロビー 2台
岐阜県 恵那市 ⼤井第⼆小学校 体育館入口ロビー 2台
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岐阜県 恵那市 恵那市福祉センター 玄関ロビー 2台
岐阜県 恵那市 中野方コミュニティセンター 玄関ロビー 2台
岐阜県 恵那市 恵那北小学校 体育館入口 2台
岐阜県 恵那市 恵那⻄中学校 体育館ロビー 2台
岐阜県 恵那市 恵那文化センター ロビー 2台
岐阜県 恵那市 東野コミュニティセンター エントランス 2台
岐阜県 恵那市 飯地コミュニティセンター 玄関ロビー 2台
岐阜県 恵那市 武並コミュニティセンター 玄関ロビー 2台
岐阜県 恵那市 明智中学校 体育館ロビー 2台
岐阜県 恵那市 明智コミュニティセンター 廊下⻑机付近 2台
岐阜県 高山市 一之宮公⺠館 玄関入口右横角付近 2台
岐阜県 高山市 栃尾小学校 職員室前廊下 2台
岐阜県 高山市 南小学校 体育館横ﾄﾛﾌｨｰ棚付近 2台
岐阜県 高山市 花里小学校 体育館入口 2台
岐阜県 高山市 久々野小学校 玄関入口左横付近 2台
岐阜県 高山市 江名子小学校 体育館入口社教室前 2台
岐阜県 高山市 飛騨高山御嶽トレーニングセンター 職員室付近 2台
岐阜県 高山市 国府小学校 体育館内カウンター付近 2台
岐阜県 高山市 東小学校 体育館入口社教室前 2台
岐阜県 高山市 北稜中学校 体育館管理室付近 2台
岐阜県 高山市 新宮小学校 体育館渡り廊下 2台
岐阜県 高山市 高山市清見支所 2Fロビー自販機横 2台
岐阜県 高山市 ⻄小学校 社教室賞状ケース付近 2台
岐阜県 高山市 荘川中学校 食堂前付近 2台
岐阜県 高山市 岩滝小学校 体育館渡り廊下付近 2台
岐阜県 高山市 丹⽣川小学校 体育館入口付近 2台
岐阜県 高山市 飛騨高山ビッグアリーナ 事務所カウンター付近 2台
岐阜県 高山市 三枝小学校 体育館入口社教室前 2台
岐阜県 高山市 燦燦朝日館（朝日支所） 玄関入口左横付近 2台
岐阜県 高山市 山王小学校 体育館入口社教室前 2台
岐阜県 山県市 桜尾小学校体育館 体育館 1台
岐阜県 山県市 桜尾公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 山県市 葛原公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 美山中央公⺠館 玄関ロビー 3台
岐阜県 山県市 ⻄武芸公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 高富公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 山県市 保健福祉ふれあいセンター 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 山県市総合体育館 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 高富中央公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 北武芸公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 乾公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 交流センタ運動場 玄関ホール 2台
岐阜県 山県市 ⼤桑公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 山県市 伊自良老人福祉センター 玄関 3台
岐阜県 山県市 伊自良中央公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 ⾕合公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 山県市 梅原公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 山県市 富波公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 瑞穂市 巣南公⺠館 事務室前 3台
岐阜県 瑞穂市 牛牧第一保育所 職員室前廊下 1台
岐阜県 瑞穂市 牛牧小学校 職員室付近 3台
岐阜県 瑞穂市 牛牧南部コミュニティセンター 事務室玄関付近 2台
岐阜県 瑞穂市 ⻄保育・教育センター 職員室付近 2台
岐阜県 瑞穂市 ⻄小学校 保健室前廊下 3台
岐阜県 瑞穂市 巣南中学校 職員室前廊下 3台
岐阜県 瑞穂市 南保育・教育センター 職員室付近 2台
岐阜県 瑞穂市 南小学校 玄関前廊下 3台
岐阜県 瑞穂市 牛牧北部防災コミュニティセンター 事務室玄関付近 3台
岐阜県 瑞穂市 牛牧第⼆保育所 職員室付近 2台
岐阜県 瑞穂市 本田第⼆保育所 職員室付近 2台
岐阜県 瑞穂市 ほづみ幼稚園 職員室付近 3台
岐阜県 瑞穂市 老人福祉センター 事務室前付近 1台
岐阜県 瑞穂市 ⽣津小学校 職員室付近 3台
岐阜県 瑞穂市 中小学校 職員室前廊下 3台
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岐阜県 瑞穂市 中保育・教育センター 職員室付近 2台
岐阜県 瑞穂市 市⺠センター 事務室前ロビー 3台
岐阜県 瑞穂市 別府保育所 職員室付近 3台
岐阜県 瑞穂市 穂積中学校 玄関ロビー 3台
岐阜県 瑞穂市 穂積小学校 職員室付近 3台
岐阜県 瑞穂市 穂積保育所 職員室付近 1台
岐阜県 瑞穂市 本田第一保育所 職員室前廊下 2台
岐阜県 瑞穂市 穂積北中学校 職員室付近 3台
岐阜県 瑞穂市 本田小学校 職員室付近 3台
岐阜県 瑞穂市 本田コミュニティセンター 事務室玄関付近 2台
岐阜県 瑞浪市 稲津小学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 瑞浪市 瑞浪南中学校  体育館玄関付近 3台
岐阜県 瑞浪市 稲津コミュニティーセンター  エントランスホール 3台
岐阜県 瑞浪市 みどり幼児園 教室外側付近 1台
岐阜県 瑞浪市 釜⼾コミュニティーセンター エントランスホール 1台
岐阜県 瑞浪市 釜⼾コミュニティーセンター  エントランスホール 1台
岐阜県 瑞浪市 ⻯吟幼児園 事務室横 1台
岐阜県 瑞浪市 釜⼾小学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 瑞浪市 地域交流センター「ときわ」 1階玄関ホール 2台
岐阜県 瑞浪市 子供発達支援センター「ぽけっと」 1階ロビー 1台
岐阜県 瑞浪市 一色幼児園 事務室横 1台
岐阜県 瑞浪市 産業振興センタ 事務室横廊下 3台
岐阜県 瑞浪市 ⼤湫コミュニティーセンター エントランスホール 1台
岐阜県 瑞浪市 ハートピア（福祉センター） 1階事務所付近 3台
岐阜県 瑞浪市 教育支援センター 1階ホール（職員室横） 1台
岐阜県 瑞浪市 桜寿荘（さくら）  交流ホール 2台
岐阜県 瑞浪市 土岐小学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 瑞浪市 総合文化センター  エントランスホール 3台
岐阜県 瑞浪市 瑞浪中学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 瑞浪市 瑞浪高等学校 体育館北⻄入口付近 3台
岐阜県 瑞浪市 瑞浪北中学校 体育館ロビー 3台
岐阜県 瑞浪市 陶コミュニティーセンター  エントランスホール 2台
岐阜県 瑞浪市 陶小学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 瑞浪市 陶公⺠館体育室 体育室入口付近 2台
岐阜県 瑞浪市 南小田児童館 事務室入口付近 1台
岐阜県 瑞浪市 日吉小学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 瑞浪市 日吉コミュニティーセンター エントランスホール 3台
岐阜県 瑞浪市 瑞浪小学校 既設MDF内 3台
岐阜県 瑞浪市 市⺠体育館  エントランス 3台
岐阜県 瑞浪市 明世小学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 多治見市 滝呂小学校 校舎東側事務室付近 3台
岐阜県 多治見市 北栄小学校 北舎1F図書コーナー 3台
岐阜県 多治見市 北陵中学校 職員玄関付近 3台
岐阜県 多治見市 旭ヶ丘保育園 事務室付近 1台
岐阜県 多治見市 笠原消防署⼤会議室 3Fロビー 1台
岐阜県 多治見市 笠原中央公⺠館 事務室前付近 3台
岐阜県 多治見市 笠原中学校 玄関入口付近 3台
岐阜県 多治見市 かさはら福祉センター 事務局入口付近 3台
岐阜県 多治見市 笠原小学校 体育館入口左側階段付近 3台
岐阜県 多治見市 北野保育園 遊戯室外付近 1台
岐阜県 多治見市 根本小学校 保健室前掲示板付近 3台
岐阜県 多治見市 共栄小学校 玄関入口の消火器設置 3台
岐阜県 多治見市 根本交流センター 事務所付近 3台
岐阜県 多治見市 地球村 会議室前 3台
岐阜県 多治見市 市之倉小学校 学習室前廊下付近 3台
岐阜県 多治見市 陶都中学校 2F 階段横 3台
岐阜県 多治見市 精華小学校 体育館放送室付近 3台
岐阜県 多治見市 多治見市文化会館 ⼤ホール前掲示棚後方 3台
岐阜県 多治見市 小泉中学校 1F職員室付近 3台
岐阜県 多治見市 小泉小学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 多治見市 小名田公会堂 玄関入口下駄箱横 1台
岐阜県 多治見市 多治見市産業文化センター 玄関入口掲示板付近 3台
岐阜県 多治見市 総合福祉センター 玄関横事務所付近 3台
岐阜県 多治見市 南姫中学校 玄関通路側 3台
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岐阜県 多治見市 多治見市総合体育館 玄関ホール電話コーナー 3台
岐阜県 多治見市 南ヶ丘中学校 会議室付近 3台
岐阜県 多治見市 南姫小学校 女子更衣室前付近 3台
岐阜県 多治見市 滝呂平成クラブ 玄関受付横 2台
岐阜県 多治見市 池田保育園 職員室付近 1台
岐阜県 多治見市 池田小学校 児童玄関前 3台
岐阜県 多治見市 池田町屋公⺠館 ロビー 3台
岐阜県 多治見市 養正公⺠館 事務所付近 3台
岐阜県 多治見市 多治見中学校 2F ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ付近 3台
岐阜県 多治見市 養正小学校 南舎玄関入口保健室前 3台
岐阜県 多治見市 昭和小学校 玄関付近 3台
岐阜県 多治見市 学習館 1F 公衆電話 下 3台
岐阜県 多治見市 平和中学校 木工室付近 3台
岐阜県 多治見市 脇之島小学校 配膳室横 3台
岐阜県 ⼤垣市 綾里小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 総合体育館 1Fホール 3台
岐阜県 ⼤垣市 安井小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 江並中学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 星和中学校 保健室前 3台
岐阜県 ⼤垣市 ⻄中学校 トイレ横付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 ⻄小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 静里小学校 体育館横防災室 3台
岐阜県 ⼤垣市 宇留⽣小学校 和室廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 ⻄部中学校 第⼆会議室前廊下 3台
岐阜県 ⼤垣市 東中学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 東小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 スイトピアセンター学習館 1F カウンタ付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 スイトピアセンター文化会館 1Fホール 3台
岐阜県 ⼤垣市 小野小学校 職員室入口付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 上⽯津中学校 既設公衆電話付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 一之瀬小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 多良小学校 玄関出入口付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 時小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 牧田小学校 職員室内 3台
岐阜県 ⼤垣市 興文小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 興文中学校 既設公衆電話付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 ⻘墓小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 ⾚坂小学校 第⼆会議室内 3台
岐阜県 ⼤垣市 ⾚坂中学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 中川小学校 玄関前階段付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 荒崎小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 江東小学校 図工室内入口付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 南中学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 日新小学校 来客用玄関入口付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 川並小学校 放送室入口付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 北中学校 職員室内 3台
岐阜県 ⼤垣市 北小学校 玄関入口付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 南小学校 校⻑室前廊下付近 3台
岐阜県 ⼤垣市 武道館 1Fホール 3台
岐阜県 ⼤垣市 墨俣小学校 2階パソコン室 3台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 ⼾島多目的活動施設 玄関ホール 1台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 荻町多目的集会施設 玄関ホール 3台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 小⽩川冬季孤⽴集落機能維持施設管理棟 2F和室 1台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 木⾕多目的集会施設 和室 1台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 かんなかべ 玄関ホール 1台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 鳩⾕コミュニティ会館 玄関ホール 1台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 旧⽩川小学校(鳩⾕)体育館 体育館 1台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 ⽩川郷学園体育館 体育館 1台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 飯島集落センター 玄関ホール 1台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 ⽩川村総合文化交流施設 玄関ホール 3台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 南部地区文化会館 体育館 3台
岐阜県 ⼤野郡⽩川村 南部地区公⺠館 和室広間 1台
岐阜県 中津川市 阿木小学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 加子⺟小学校 体育館 1台
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岐阜県 中津川市 第一中学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 ⻄小学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 坂下公⺠館 玄関ホール 1台
岐阜県 中津川市 山口公⺠館 事務室・管理室 1台
岐阜県 中津川市 サンライフ中津川 玄関ホール 1台
岐阜県 中津川市 神坂小学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 坂本中学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 川上小学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 第⼆中学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 東小学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 苗木小学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 蛭川公⺠館 事務室・管理室 1台
岐阜県 中津川市 アートピア付知 ホール 1台
岐阜県 中津川市 福岡小学校 体育館 1台
岐阜県 中津川市 落合小学校 体育館 1台
岐阜県 土岐市 下⽯小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ付近 3台
岐阜県 土岐市 南防災センター 入口付近 3台
岐阜県 土岐市 楽習舎下⽯公⺠館 入口付近 2台
岐阜県 土岐市 北集会所 入口付近 1台
岐阜県 土岐市 妻木小学校 配膳室付近 3台
岐阜県 土岐市 ⻄陵中学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 土岐市 ⽣涯学習館 事務室付近 1台
岐阜県 土岐市 泉小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ付近 3台
岐阜県 土岐市 泉⻄小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ付近 3台
岐阜県 土岐市 泉中学校 体育館放送室付近 3台
岐阜県 土岐市 曽木公⺠館 入口付近 2台
岐阜県 土岐市 駄知中学校 図書室前廊下 3台
岐阜県 土岐市 駄知体育館 渡り廊下付近 3台
岐阜県 土岐市 駄知公⺠館 事務室付近 3台
岐阜県 土岐市 駄知小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ付近 2台
岐阜県 土岐市 鶴里公⺠館 事務室付近 2台
岐阜県 土岐市 濃南中学校 体育館 3台
岐阜県 土岐市 セラトピア土岐 入口奥付近 3台
岐阜県 土岐市 土岐津小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ付近 3台
岐阜県 土岐市 土岐津中学校 ⽣徒玄関口付近 3台
岐阜県 土岐市 文化プラザ 事務室付近 3台
岐阜県 土岐市 北防災センター 玄関ホール付近 1台
岐阜県 土岐市 肥田公⺠館 玄関ホール付近 3台
岐阜県 土岐市 肥田小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ付近 3台
岐阜県 土岐市 肥田中学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 土岐市 セラテクノ土岐 入口ロビー付近 1台
岐阜県 飛騨市 坂下体育館 玄関ホール 1台
岐阜県 飛騨市 高齢者コミュニティーセンター 玄関 1台
岐阜県 飛騨市 宮川アリーナ 玄関 1台
岐阜県 飛騨市 宮川小学校 体育館側玄関先の廊下 2台
岐阜県 飛騨市 宮川町公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 飛騨市 山之村地区多目的集会施設 小会議室 1台
岐阜県 飛騨市 山之村小中学校 体育館側入口廊下 2台
岐阜県 飛騨市 友雪館 事務室 1台
岐阜県 飛騨市 河合町公⺠館 玄関 1台
岐阜県 飛騨市 河合町保健福祉センター 玄関 1台
岐阜県 飛騨市 河合小学校 渡り廊下 1台
岐阜県 飛騨市 元田体育館 談話室 1台
岐阜県 飛騨市 千代の松原公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 飛騨市 古川町総合保健福祉センター 玄関ホール 1台
岐阜県 飛騨市 古川町公⺠館（総合会館） ロビー 3台
岐阜県 飛騨市 古川中学校 体育館入口 3台
岐阜県 飛騨市 古川トレーニングセンター 廊下 3台
岐阜県 飛騨市 古川⻄小学校 玄関ホール 3台
岐阜県 飛騨市 古川小学校 玄関ホール 3台
岐阜県 飛騨市 老人福祉センター割⽯温泉 ロビー 2台
岐阜県 飛騨市 釜崎社会体育館 事務所 3台
岐阜県 飛騨市 桜ヶ丘体育館 ホール 3台
岐阜県 飛騨市 神岡中学校 体育館 3台
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岐阜県 飛騨市 神岡町ふれあいセンター 2F廊下 2台
岐阜県 飛騨市 神岡小学校 体育館入口 3台
岐阜県 飛騨市 漆山公⺠館 玄関 1台
岐阜県 飛騨市 神岡町公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 飛騨市 夢館 玄関 1台
岐阜県 飛騨市 サンビレッジ神岡 玄関 1台
岐阜県 美濃加茂市 ⻄体育館 体育館入口付近 2台
岐阜県 美濃加茂市 伊深小学校 職員室 1台
岐阜県 美濃加茂市 伊深小学校 体育館 1台
岐阜県 美濃加茂市 伊深交流センター 事務室 1台
岐阜県 美濃加茂市 下⽶田小学校 職員室 1台
岐阜県 美濃加茂市 下⽶田小学校 体育館 2台
岐阜県 美濃加茂市 下⽶田交流センター（連絡所） 1階倉庫内 1台
岐阜県 美濃加茂市 加茂野小学校 職員室 1台
岐阜県 美濃加茂市 加茂野小学校 体育館 2台
岐阜県 美濃加茂市 加茂野交流ｾﾝﾀｰ(連絡所) 玄関ホール 1台
岐阜県 美濃加茂市 あじさいエコパーク（蜂屋川クリーンセンター） 玄関 3台
岐阜県 美濃加茂市 三和小学校 体育館 2台
岐阜県 美濃加茂市 三和交流センター 事務室 1台
岐阜県 美濃加茂市 山之上小学校 職員室 1台
岐阜県 美濃加茂市 山之上小学校 体育館 2台
岐阜県 美濃加茂市 山之上交流センター（連絡所） 事務室 1台
岐阜県 美濃加茂市 総合福祉会館 既設公衆電話付近 2台
岐阜県 美濃加茂市 ⻄中学校 職員室 1台
岐阜県 美濃加茂市 ⻄中学校 体育館 2台
岐阜県 美濃加茂市 あじさい看護福祉専門学校 事務室前 1台
岐阜県 美濃加茂市 プラザちゅうたい 事務室 3台
岐阜県 美濃加茂市 ⽣涯学習ｾﾝﾀｰ ２Ｆフロア 1台
岐阜県 美濃加茂市 ⽣涯学習ｾﾝﾀｰ ３Ｆフロア 1台
岐阜県 美濃加茂市 太田小学校 職員室 1台
岐阜県 美濃加茂市 太田小学校 体育館 2台
岐阜県 美濃加茂市 山⼿小学校 職員室 1台
岐阜県 美濃加茂市 山⼿小学校 体育館 2台
岐阜県 美濃加茂市 文化会館 事務室 1台
岐阜県 美濃加茂市 蜂屋小学校 職員室 1台
岐阜県 美濃加茂市 蜂屋小学校 体育館 2台
岐阜県 美濃加茂市 文化の森 事務室 2台
岐阜県 美濃加茂市 蜂屋交流センター（連絡所） 事務室 1台
岐阜県 美濃加茂市 牧野交流センター 事務室 3台
岐阜県 美濃加茂市 加茂特別支援学校 体育館玄関付近 2台
岐阜県 美濃加茂市 古井小学校（職員室） 職員室前 1台
岐阜県 美濃加茂市 古井小学校（体育館） 体育館準備室前 2台
岐阜県 美濃加茂市 加茂農林高校 体育館 3台
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂中学高等学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 美濃加茂市 上古井交流センター（連絡所） 事務室 2台
岐阜県 美濃加茂市 東中学校 職員室前 1台
岐阜県 美濃加茂市 東中学校 体育館 2台
岐阜県 美濃市 美濃中学校 渡り廊下 3台
岐阜県 美濃市 洲原防災コミュニティセンター 玄関前 2台
岐阜県 美濃市 藍見小学校 体育館東入口 3台
岐阜県 美濃市 上牧公⺠館 1階事務所 2台
岐阜県 美濃市 防災・中央コミュニティセンター 1F正面玄関 3台
岐阜県 美濃市 福祉会館・中央公⺠館 1Fロビー付近 3台
岐阜県 美濃市 中有知小学校 正面玄関 3台
岐阜県 美濃市 美濃小学校 正面玄関 3台
岐阜県 美濃市 美濃市体育館 体育館玄関前 3台
岐阜県 美濃市 道の駅美濃にわか茶屋 外トイレ入口前 3台
岐阜県 美濃市 ⼤矢田小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 美濃市 昭和中学校 正面玄関 3台
岐阜県 美濃市 牧⾕小学校 渡り廊下付近 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 関ケ原中学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 国保保健福祉施設やすらぎ 玄関ホール 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 関ケ原小学校 玄関ホール 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 旧関ケ原小学校附属幼稚園 正面玄関 3台
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岐阜県 不破郡関ケ原町 東保育園 職員室前廊下 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 関ケ原ふれあいセンター 1Fエントランス、2F談話室 1台
岐阜県 不破郡関ケ原町 関ケ原ふれあいセンター 1Fエントランス、3F談話室 1台
岐阜県 不破郡関ケ原町 関ケ原ふれあいセンター 1Fエントランス、4F談話室 1台
岐阜県 不破郡関ケ原町 北部集落センター 事務室カウンター付近 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 旧北保育園 玄関付近 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 旧今須保育園 職員室前廊下 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 グリーンウッド関ケ原 玄関付近 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 旧今須小中学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 ⻄保育園 玄関ホール 3台
岐阜県 不破郡関ケ原町 野上転作促進技術研修施設 玄関付近 3台
岐阜県 不破郡垂井町 垂井小学校体育館 玄関 3台
岐阜県 不破郡垂井町 不破中学校体育館 玄関 3台
岐阜県 不破郡垂井町 東小学校体育館 2階卓球場 3台
岐阜県 不破郡垂井町 岩⼿小学校体育館 玄関 3台
岐阜県 不破郡垂井町 宮代小学校体育館 2階卓球場 3台
岐阜県 不破郡垂井町 合原小学校体育館 体育館入口付近 3台
岐阜県 不破郡垂井町 北中学校体育館 玄関 3台
岐阜県 不破郡垂井町 表佐小学校体育館 玄関 3台
岐阜県 不破郡垂井町 府中小学校体育館 2階卓球場 3台
岐阜県 本巣郡北方町 勤労⻘少年ホーム 体育館前公衆電話付近 2台
岐阜県 本巣郡北方町 総合体育館 1階公衆電話付近 3台
岐阜県 本巣郡北方町 デイサービスセンター円苑 1階事務室前 1台
岐阜県 本巣郡北方町 北方南小学校 1階職員室 3台
岐阜県 本巣郡北方町 働く婦人の家 1階ロビー公衆電話付近 1台
岐阜県 本巣郡北方町 働く婦人の家 2階ロビー公衆電話付近 1台
岐阜県 本巣郡北方町 働く婦人の家 3階ロビー公衆電話付近 1台
岐阜県 本巣郡北方町 北方⻄小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 本巣郡北方町 北方町コミュニティセンター 玄関 3台
岐阜県 本巣郡北方町 老人福祉センター 1階事務所 2台
岐阜県 本巣郡北方町 北方中学校 校舎1階出入口 3台
岐阜県 本巣市 真正中学校 校舎の体育館入口側付近 3台
岐阜県 本巣市 真正公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 本巣市 真桑幼児園 正面玄関ホール 2台
岐阜県 本巣市 真桑小学校 校舎の外通路入口付近 3台
岐阜県 本巣市 真正幼児園 体育館倉庫前 2台
岐阜県 本巣市 席田小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 本巣市 本巣市⺠文化ホール ホール前廊下 3台
岐阜県 本巣市 真正体育センター 玄関ロビー 1台
岐阜県 本巣市 一色小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 本巣市 NEOキャンピングパーク 玄関ロビー付近 1台
岐阜県 本巣市 根尾幼児園 職員室前廊下 2台
岐阜県 本巣市 根尾小学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 本巣市 根尾中学校 職員室前廊下 3台
岐阜県 本巣市 根尾文化センター 玄関ホール 2台
岐阜県 本巣市 NEO桜交流ランド 玄関ロビー 3台
岐阜県 本巣市 糸貫中学校 体育館入口 3台
岐阜県 本巣市 土貴野小学校 体育館ステージ前 3台
岐阜県 本巣市 真正スポーツセンター 玄関ホール 1台
岐阜県 本巣市 糸貫富有柿の里 玄関ホール 3台
岐阜県 本巣市 外山小学校 職員室前廊下 2台
岐阜県 本巣市 神海幼児園 職員室前廊下 1台
岐阜県 本巣市 弾正小学校 体育館ステージ下右付近 3台
岐阜県 本巣市 弾正幼児園 職員室前通路 2台
岐阜県 本巣市 本巣老人福祉センター 玄関ホール 1台
岐阜県 本巣市 本巣幼児園 職員室前廊下 3台
岐阜県 本巣市 本巣中学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 本巣市 本巣小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 北小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 第3公⺠館 玄関ホール付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 ⻄濃環境整備組合 流動床炉1階入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 第6公⺠館 玄関ロビー付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 南小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 第5公⺠館 玄関ロビー付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 中小学校 体育館入口付近 3台
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岐阜県 揖斐郡⼤野町 揖東中学校 北校舎1F⻄入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 ⼤野中学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 第１公⺠館 ロビー付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 中央公⺠館 ホール付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 総合町⺠センター 図書館⻄入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 第2公⺠館 玄関ホール付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 ⻄小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 第4公⺠館 玄関ロビー付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 東小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡⼤野町 ⼤野小学校 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 揖斐郡池田町 宮地小学校 体育館ステージ前付近 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 宮地公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 ⻘少年研修施設 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 総合体育館 玄関ホール 3台
岐阜県 揖斐郡池田町 東公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 ⻄公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 養基公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 八幡公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 ゆうごうほっと館 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 温知小学校 体育館入口付近 3台
岐阜県 揖斐郡池田町 中央公⺠館 玄関ホール 3台
岐阜県 揖斐郡池田町 中公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡池田町 池田小学校 体育館宿直室前 3台
岐阜県 揖斐郡池田町 池田中学校 体育館玄関付近 3台
岐阜県 揖斐郡池田町 養基小学校 職員室前廊下付近 3台
岐阜県 揖斐郡池田町 八幡小学校 体育館2F入口付近 1台
岐阜県 揖斐郡池田町 八幡小学校 体育館3F入口付近 1台
岐阜県 揖斐郡池田町 八幡小学校 体育館4F入口付近 1台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川町役場 玄関ロビー 3台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐高等学校 体育館 体育館入口 3台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐公⺠館 玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 小津公⺠館・体育館 玄関ロビー 2台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川町地域交流センター 玄関ホール 3台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 健康広場 玄関ホール 3台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 清水公⺠館 玄関ホール 1台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 旧久瀬小学校 正面玄関ホール 2台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 山びこの郷 正面玄関 1台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 北方公⺠館 玄関ホール 1台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 脛永公⺠館 玄関ロビー 2台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 坂内小中学校 玄関ホール 3台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 春日小学校 体育館入口 3台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 小島小学校体育館 体育館玄関ホール 3台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 ⾕汲小学校体育館 体育館入口 3台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 藤橋高齢者コミュニティセンター 玄関ホール 1台
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 ⼤和公⺠館 玄関 1台
岐阜県 養老郡養老町 日吉公⺠館 事務室付近 1台
岐阜県 養老郡養老町 東部中学校 事務室付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 総合体育館 事務室付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 広幡公⺠館 事務室付近 1台
岐阜県 養老郡養老町 広幡小学校 職員室付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 高田中学校 事務室ｶｳﾝﾀｰ付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 心身障害者福祉センター 事務室ｶｳﾝﾀｰ付近 2台
岐阜県 養老郡養老町 老人福祉センター 事務室前ロビー 3台
岐阜県 養老郡養老町 福祉センター 事務室前ロビー 2台
岐阜県 養老郡養老町 室原自治会館 事務室前付近 1台
岐阜県 養老郡養老町 上多度小学校 体育館下駄箱付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 上多度公⺠館 事務室付近 1台
岐阜県 養老郡養老町 中央公⺠館 事務室付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 保健センター 事務室付近 2台
岐阜県 養老郡養老町 養老小学校 事務室ｶｳﾝﾀｰ付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 就業改善センター 事務室付近 2台
岐阜県 養老郡養老町 笠郷小学校 事務室前付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 池辺小学校 体育館通路 3台
岐阜県 養老郡養老町 池辺公⺠館 事務室付近 1台
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岐阜県 養老郡養老町 日吉小学校 校⻑室前廊下 3台
岐阜県 養老郡養老町 多芸公⺠館 事務室付近 1台
岐阜県 養老郡養老町 養北小学校 小会議室付近 3台
岐阜県 養老郡養老町 小畑公⺠館 事務室付近 1台
静岡県 伊東市 宇佐美中学校 体育館 4台
静岡県 伊東市 宇佐美小学校 体育館 5台
静岡県 伊東市 伊東高等学校 グラウンド 5台
静岡県 伊東市 門野中学校 体育館 3台
静岡県 伊東市 ⼤池小学校 体育館 3台
静岡県 伊東市 伊東市⺠体育センター 体育館 4台
静岡県 伊東市 南小学校 体育館 4台
静岡県 伊東市 南中学校 職員室 5台
静岡県 伊東市 ⻄小学校 体育館 6台
静岡県 伊東市 十⾜広場（荻園芸組合） 玄関 3台
静岡県 伊東市 川奈小学校 職員室 2台
静岡県 伊東市 東小学校 保健室 4台
静岡県 伊東市 池小学校 体育館 3台
静岡県 伊東市 伊東公園 公園 3台
静岡県 伊東市 北中学校 保健室外壁 5台
静岡県 伊東市 城ケ崎高等学校 職員室 3台
静岡県 伊東市 対島中学校 クラブハウス 3台
静岡県 伊東市 八幡野小学校 ホール 3台
静岡県 伊東市 富⼾小学校 体育館 4台
静岡県 伊東市 富⼾公園 公園 2台
静岡県 伊豆の国市 ⼤仁中学校 職員室 1台
静岡県 伊豆の国市 ⼤仁体育館 玄関 1台
静岡県 伊豆の国市 ⼤仁小学校 職員室 2台
静岡県 伊豆の国市 ひまわり保育園 玄関 1台
静岡県 伊豆の国市 韮山小学校 事務室 1台
静岡県 伊豆の国市 ⼤仁北小学校 体育館 1台
静岡県 伊豆の国市 ⼤仁老人憩いの家「水晶苑」 玄関 1台
静岡県 伊豆の国市 狩野川堤防 公園 1台
静岡県 伊豆の国市 韮山南小学校 事務室 1台
静岡県 伊豆の国市 伊豆⻑岡中学校 事務室 2台
静岡県 伊豆の国市 狩野川リバーサイドパーク 事務室 1台
静岡県 伊豆の国市 韮山体育館 体育館 1台
静岡県 伊豆市 熊坂小学校 廊下 2台
静岡県 伊豆市 八岳小学校 職員室 1台
静岡県 伊豆市 修善寺小学校 事務室 1台
静岡県 伊豆市 修善寺総合会館 ホール 1台
静岡県 伊豆市 土肥ふじみ幼稚園 職員室 1台
静岡県 伊豆市 八幡神社（土肥消防第５分団） 玄関 1台
静岡県 伊豆市 中伊豆交流センター 事務室 1台
静岡県 伊豆市 橘保育園 教室 1台
静岡県 伊豆市 狩野ドーム 体育館 1台
静岡県 伊豆市 土肥中学校 事務室 1台
静岡県 伊豆市 土肥小学校 研修室 1台
静岡県 伊豆市 土肥高等学校 グラウンド 1台
静岡県 伊豆市 土肥高等学校（輝潮館） 玄関 1台
静岡県 伊豆市 湯ヶ島小学校 防災倉庫 1台
静岡県 伊豆市 ⼤東小学校 保育室 1台
静岡県 伊豆市 修善寺中学校 廊下 1台
静岡県 伊豆市 修善寺町⽴修善寺南小学校 事務室 1台
静岡県 伊豆市 古川区公⺠館 玄関 1台
静岡県 伊豆市 ⼤見小学校 事務室 1台
静岡県 伊豆市 旧土肥南小学校 職員室 1台
静岡県 伊豆市 修善寺東小学校 職員室 1台
静岡県 下田市 諏訪神社（横川） 集会室 1台
静岡県 下田市 加増野ポーレポーレ 集会室 1台
静岡県 下田市 稲⽣沢中学校 職員室 1台
静岡県 下田市 向陽院 廊下 1台
静岡県 下田市 諏訪神社（河内） 玄関 1台
静岡県 下田市 下田東中学校 グラウンド 1台
静岡県 下田市 宝徳院 玄関 1台
静岡県 下田市 下田朝日小学校 玄関 1台
静岡県 下田市 下田小学校 玄関 1台
静岡県 下田市 八木山公⺠館 集会室 1台
静岡県 下田市 浜崎小学校 玄関 1台
静岡県 下田市 観音寺 玄関 1台
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静岡県 下田市 旭洞院 玄関 1台
静岡県 下田市 ⼤賀茂小学校 玄関 1台
静岡県 下田市 上⼤沢集会所 集会室 1台
静岡県 下田市 下⼤沢区集荷所 事務室 1台
静岡県 下田市 稲梓小学校 体育館 1台
静岡県 下田市 稲梓基幹集落センター 玄関 1台
静岡県 下田市 田牛⻘少年海の家 集会室 1台
静岡県 下田市 ⽩浜小学校 職員室 1台
静岡県 下田市 敷根公園（市営プール内） 玄関 1台
静岡県 下田市 市⺠スポーツセンター 事務室 2台
静岡県 下田市 下田中学校 玄関 2台
静岡県 下田市 北湯ケ野公⺠館 集会室 1台
静岡県 下田市 稲梓中学校 図書室 1台
静岡県 下田市 稲⽣沢小学校 廊下 1台
静岡県 下田市 下田高等学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡河津町 河津東小学校 職員室 1台
静岡県 賀茂郡河津町 河津南小学校 体育館 1台
静岡県 賀茂郡河津町 河津中学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡河津町 河津⻄小学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡松崎町 旧岩科小学校 廊下 2台
静岡県 賀茂郡松崎町 松崎高等学校 事務室 3台
静岡県 賀茂郡松崎町 旧三浦小学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡松崎町 松崎町勤労者体育センター 事務室 2台
静岡県 賀茂郡松崎町 松崎幼稚園中川園 体育館 2台
静岡県 賀茂郡⻄伊豆町 安良里地区防災センター 会議室 3台
静岡県 賀茂郡⻄伊豆町 宇久須防災センター 図書室 2台
静岡県 賀茂郡⻄伊豆町 仁科小学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡⻄伊豆町 観光協会付近駐車場 駐車場 1台
静岡県 賀茂郡⻄伊豆町 ⻄伊豆中学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡⻄伊豆町 田子小学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡⻄伊豆町 ⻄伊豆町⺠運動場 野球場 1台
静岡県 賀茂郡⻄伊豆町 旧田子中学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取幼稚園 玄関 2台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取高等学校 体育館 5台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取小学校 玄関 5台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 ⼤川小学校 玄関 2台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 北川文化会館 玄関 1台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 熱川中学校 事務室 1台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取中学校 体育館 5台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 熱川幼稚園 玄関 2台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 熱川小学校 体育館 5台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 健康福祉センター 廊下 2台
静岡県 賀茂郡東伊豆町 片瀬地区防災センター 会議室 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 南上小学校 事務室前 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 妻良コミュニティーセンター 駐車場 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 南伊豆町⽴三浜小学校 職員室 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 ⼿⽯公⺠館 玄関 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 南中小学校 玄関 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 ⽯廊崎コミュニティーセンター 玄関 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 ⼤瀬区公⺠館 玄関 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 南崎保育所（旧南崎小学校） 職員室 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 仲木入口（区駐車場） 駐車場 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 町営差田グラウンド 事務室・管理室 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 南伊豆町三坂地区防災センター センター内 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 南伊豆東小学校 事務室 1台
静岡県 賀茂郡南伊豆町 湊コミュニティーセンター 玄関 1台
静岡県 掛川市 掛川工業高等学校 事務室 2台
静岡県 掛川市 ⼤須賀中学校 事務室 2台
静岡県 掛川市 横須賀小学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 横須賀高等学校 事務室 2台
静岡県 掛川市 桜木小学校 ⽣活室 1台
静岡県 掛川市 城東中学校 事務室 1台
静岡県 掛川市 掛川⻄中学校 事務室 2台
静岡県 掛川市 掛川中央小学校 玄関 1台
静岡県 掛川市 掛川第一小学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 掛川市総合福祉センター 体育館 1台
静岡県 掛川市 掛川東中学校 体育館 4台
静岡県 掛川市 和田岡地域⽣涯学習センター 学習室 1台
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静岡県 掛川市 原田小学校 玄関 1台
静岡県 掛川市 いこいの広場 事務室 2台
静岡県 掛川市 原野⾕中学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 ⼤東町⽴佐束小学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 北中学校 玄関 1台
静岡県 掛川市 ⻄郷小学校 会議室 1台
静岡県 掛川市 土方小学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 上内田小学校 体育館 1台
静岡県 掛川市 掛川⻄高等学校 事務室 2台
静岡県 掛川市 城北小学校 職員室 3台
静岡県 掛川市 ⻄山口小学校 職員室 2台
静岡県 掛川市 千浜小学校 玄関 1台
静岡県 掛川市 倉真小学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 掛川市⽴⼤浜中学校 事務室 1台
静岡県 掛川市 ⼤坂小学校 体育館 1台
静岡県 掛川市 掛川第⼆小学校 学習室 1台
静岡県 掛川市 日坂小学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 ⼤渕小学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 中小学校 体育館 1台
静岡県 掛川市 東山地域⽣涯学習センター 学習室 1台
静岡県 掛川市 掛川東高等学校 体育館 1台
静岡県 掛川市 原泉地域⽴林の都さくら咲く学校 職員室 1台
静岡県 掛川市 桜が丘中学校 事務室 2台
静岡県 掛川市 原⾕小学校 職員室 2台
静岡県 掛川市 栄川中学校 体育館 1台
静岡県 掛川市 曽我小学校 職員室 1台
静岡県 菊川市 岳洋中学校 事務室 1台
静岡県 菊川市 菊川⻄中学校 事務室 1台
静岡県 菊川市 小笠南小学校 廊下 1台
静岡県 菊川市 菊川東中学校 ホール 2台
静岡県 湖⻄市 岡崎中学校 事務室 3台
静岡県 湖⻄市 岡崎小学校 職員室 5台
静岡県 湖⻄市 アメニティプラザ ホール 1台
静岡県 湖⻄市 新居町⽴新居幼稚園 事務室 1台
静岡県 湖⻄市 新居小学校 事務室 2台
静岡県 湖⻄市 新居中学校 事務室 3台
静岡県 湖⻄市 新居高等学校 体育館 1台
静岡県 湖⻄市 浜名特別支援学校 事務室 1台
静岡県 湖⻄市 新居町⺠センター 体育館 1台
静岡県 湖⻄市 新居町体育館 体育館 1台
静岡県 湖⻄市 湖⻄東小学校 職員室 4台
静岡県 湖⻄市 知波田小学校 職員室 2台
静岡県 湖⻄市 湖⻄中学校 事務室 3台
静岡県 湖⻄市 ⽩須賀小学校 職員室 1台
静岡県 湖⻄市 ⽩須賀中学校 職員室 2台
静岡県 湖⻄市 湖⻄高等学校 事務室 2台
静岡県 湖⻄市 鷲津中学校 職員室 4台
静岡県 湖⻄市 鷲津小学校 職員室 3台
静岡県 御前崎市 御前崎市⽴浜岡北小学校 体育館 2台
静岡県 御前崎市 御前崎小学校 体育館 3台
静岡県 御前崎市 浜岡東小学校 職員室 2台
静岡県 御前崎市 御前崎市⽴第一小学校 事務室 2台
静岡県 御前崎市 池新田高等学校 事務室 2台
静岡県 御前崎市 浜岡中学校 体育館 2台
静岡県 御前崎市 浜岡総合運動場 事務室・管理室 2台
静岡県 御前崎市 ⽩浜コミュニティ防災センター 玄関 1台
静岡県 御前崎市 ⽩羽小学校 体育館 3台
静岡県 御前崎市 新⾕区コミュニティ防災センター 玄関 1台
静岡県 御殿場市 かまど幼稚園 職員室 1台
静岡県 御殿場市 印野小学校 職員室 1台
静岡県 御殿場市 駒門地区児童厚⽣体育施設 体育館 1台
静岡県 御殿場市 御殿場高等学校 体育館 6台
静岡県 御殿場市 特別養護老人ホーム すずらん (空⽩) 1台
静岡県 御殿場市 高根第⼆保育園 玄関 1台
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静岡県 御殿場市 御殿場南高等学校 体育館 3台
静岡県 御殿場市 鮎沢公⺠館 玄関 1台
静岡県 御殿場市 御殿場十字の園 (空⽩) 1台
静岡県 御殿場市 障害者支援施設 富岳の園 (空⽩) 1台
静岡県 御殿場市 障害者支援施設 オレンジシャトー富岳 (空⽩) 1台
静岡県 御殿場市 さつき学園 (空⽩) 1台
静岡県 御殿場市 障害者支援施設 富岳の郷 (空⽩) 1台
静岡県 御殿場市 神山小学校 職員室 1台
静岡県 御殿場市 御殿場愛郷報徳会館 事務室 1台
静岡県 御殿場市 御殿場東小学校 職員室 1台
静岡県 御殿場市 原里中学校 事務室 2台
静岡県 御殿場市 御殿場市⽴原里小学校 職員室 1台
静岡県 御殿場市 武蔵野会 さくら学園 一号館 1台
静岡県 御殿場市 特別養護老人ホーム ⽩雪 (空⽩) 1台
静岡県 御殿場市 原里第一保育園 玄関 1台
静岡県 御殿場市 御殿場南小学校 事務室 3台
静岡県 御殿場市 朝日小学校 事務室 1台
静岡県 御殿場市 富士岡小学校 体育館 1台
静岡県 御殿場市 富士岡中学校 事務室 2台
静岡県 御殿場市 中畑⻄地区コミュニティー 事務室 1台
静岡県 御殿場市 障害者支援施設 野菊寮 (空⽩) 1台
静岡県 御殿場市 玉穂小学校 事務室 1台
静岡県 御殿場市 高根小学校 職員室 1台
静岡県 御殿場市 YMCA東山荘 事務室 1台
静岡県 御殿場市 東田中富士見公園 公園 1台
静岡県 御殿場市 ⼆の岡公園 公園 1台
静岡県 御殿場市 御殿場南中学校 事務室 1台
静岡県 御殿場市 御殿場小学校 事務室 1台
静岡県 御殿場市 御殿場中央公園 公園 1台
静岡県 御殿場市 原里⻄幼稚園 事務室 1台
静岡県 三島市 佐野小学校 防災倉庫 2台
静岡県 三島市 坂小学校 防災倉庫 1台
静岡県 三島市 山田小学校 防災倉庫 3台
静岡県 三島市 山田中学校 防災倉庫 3台
静岡県 三島市 中郷中学校 防災倉庫 3台
静岡県 三島市 三島南高等学校 防災倉庫 2台
静岡県 三島市 沢地小学校 防災倉庫 4台
静岡県 三島市 錦田中学校 防災倉庫 2台
静岡県 三島市 向山小学校 防災倉庫 3台
静岡県 三島市 錦田小学校 防災倉庫 1台
静岡県 三島市 ⻑伏小学校 防災倉庫 1台
静岡県 三島市 東小学校 防災倉庫 2台
静岡県 三島市 徳倉小学校 防災倉庫 2台
静岡県 三島市 北上中学校 防災倉庫 1台
静岡県 三島市 北上小学校 防災倉庫 1台
静岡県 三島市 三島南⼆日町広場 防災倉庫 1台
静岡県 三島市 中郷小学校 防災倉庫 3台
静岡県 三島市 中郷⻄中学校 防災倉庫 3台
静岡県 三島市 南小学校 防災倉庫 2台
静岡県 三島市 南中学校 防災倉庫 2台
静岡県 三島市 三島北高等学校 防災倉庫 3台
静岡県 三島市 北小学校 防災倉庫 2台
静岡県 三島市 北中学校 防災倉庫 6台
静岡県 三島市 三島市役所本庁 本庁1階 3台
静岡県 三島市 ⻄小学校 防災倉庫 3台
静岡県 周智郡森町 一宮総合センター ロビー 1台
静岡県 周智郡森町 三倉小学校 職員室 1台
静岡県 周智郡森町 森小学校 職員室 1台
静岡県 周智郡森町 森町文化会館 図書館入口通路 1台
静岡県 周智郡森町 遠江総合高校 アリーナ入口 1台
静岡県 周智郡森町 森町総合体育館 玄関 4台
静岡県 周智郡森町 天方小学校 事務室 1台
静岡県 周智郡森町 園田総合センター ホール入口 1台
静岡県 周智郡森町 旭が丘中学校 玄関 1台
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静岡県 周智郡森町 宮園小学校 玄関 1台
静岡県 周智郡森町 森中学校 事務室 1台
静岡県 周智郡森町 飯田小学校 玄関 1台
静岡県 周智郡森町 飯田総合センター 玄関 1台
静岡県 周智郡森町 泉陽中学校 体育館 1台
静岡県 駿東郡小山町 小山総合文化会館 事務室 1台
静岡県 駿東郡小山町 小山町健康福祉会館 事務室 1台
静岡県 駿東郡小山町 須走総合グラウンド グラウンド 1台
静岡県 駿東郡小山町 須走小学校 事務室 1台
静岡県 駿東郡小山町 須走中学校 職員室 1台
静岡県 駿東郡小山町 明倫小学校 職員室 1台
静岡県 駿東郡小山町 ⾜柄小学校 職員室 1台
静岡県 駿東郡小山町 小山高等学校 体育館 1台
静岡県 駿東郡小山町 小山中学校 職員室 1台
静岡県 駿東郡小山町 成美小学校 事務室 1台
静岡県 駿東郡小山町 北郷中学校 玄関 1台
静岡県 駿東郡小山町 北郷小学校 事務室 1台
静岡県 駿東郡清水町 ⻄小学校 防災倉庫 6台
静岡県 駿東郡清水町 清水南小学校 防災倉庫 3台
静岡県 駿東郡清水町 清水中学校 防災倉庫 4台
静岡県 駿東郡清水町 清水小学校 保健室 5台
静岡県 駿東郡清水町 沼津商業高等学校 事務室 6台
静岡県 駿東郡清水町 清水南中学校 職員室 2台
静岡県 駿東郡清水町 清水町総合運動公園 防災倉庫 3台
静岡県 駿東郡⻑泉町 ⻑泉北小学校 職員室 3台
静岡県 駿東郡⻑泉町 ⻑泉中学校 事務室 3台
静岡県 駿東郡⻑泉町 桃沢幼稚園 事務室 1台
静岡県 駿東郡⻑泉町 ⻑泉南小学校 防災倉庫 3台
静岡県 駿東郡⻑泉町 ⻑泉小学校 事務室 3台
静岡県 駿東郡⻑泉町 三島高等学校 防災倉庫 3台
静岡県 駿東郡⻑泉町 ⻑泉北中学校 事務室 3台
静岡県 沼津市 井田コミュニティー広場（沼津市消防第39分団） 広場 1台
静岡県 沼津市 門池中学校 事務室 1台
静岡県 沼津市 門池小学校 玄関 5台
静岡県 沼津市 我入道公園 防災倉庫 1台
静岡県 沼津市 静岡県⽴沼津工業高等学校 事務室 3台
静岡県 沼津市 沼津第三中学校 事務室 7台
静岡県 沼津市 沼津市⽴香貫小学校 防災倉庫 8台
静岡県 沼津市 我入道連合自治会館コミュニティー防災センター ベランダ 1台
静岡県 沼津市 沼津第一中学校 事務室 3台
静岡県 沼津市 原小学校 職員室 9台
静岡県 沼津市 原中学校 玄関 3台
静岡県 沼津市 市道上野〜平⼾線（上野支２） 道路 1台
静岡県 沼津市 沼津市⽴第五中学校 防災倉庫 3台
静岡県 沼津市 沼津市⺠文化センター ロビー 10台
静岡県 沼津市 沼津市⽴第四小学校 廊下 2台
静岡県 沼津市 旧静浦東小学校 玄関 2台
静岡県 沼津市 金岡小学校 防災倉庫 7台
静岡県 沼津市 開北小学校 事務室 3台
静岡県 沼津市 沼津市⽴高等学校 玄関 4台
静岡県 沼津市 沼津市文化財センター 旧職員室 4台
静岡県 沼津市 旧静浦中学校 職員室 4台
静岡県 沼津市 駿河台公園 防災倉庫 1台
静岡県 沼津市 片浜中学校 防災倉庫 6台
静岡県 沼津市 沼津東高等学校 防災倉庫 2台
静岡県 沼津市 飛龍高等学校 玄関 5台
静岡県 沼津市 駿河グラウンド 防災倉庫 5台
静岡県 沼津市 香貫山香陵台 山頂 4台
静岡県 沼津市 香貫山山頂 山頂 4台
静岡県 沼津市 金岡中学校 玄関 3台
静岡県 沼津市 ⻄浦小学校 玄関 2台
静岡県 沼津市 千本小学校 玄関 1台
静岡県 沼津市 市営野球場 野球場 5台
静岡県 沼津市 浅間神社 駐車場 2台
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静岡県 沼津市 ⼤岡南小学校 玄関 6台
静岡県 沼津市 ⼤岡中学校 玄関 2台
静岡県 沼津市 ⼤岡小学校 玄関 5台
静岡県 沼津市 沼津工業高等専門学校 守衛室 4台
静岡県 沼津市 加藤学園高等学校 防災倉庫 3台
静岡県 沼津市 片浜小学校 事務室 4台
静岡県 沼津市 原東小学校 玄関 6台
静岡県 沼津市 ⼤平中学校 職員室 1台
静岡県 沼津市 ⼤平小学校 体育館 2台
静岡県 沼津市 明電舎駐車場（北側） 駐車場 8台
静岡県 沼津市 沢田小学校 グラウンド 3台
静岡県 沼津市 愛鷹地区センター ロビー 10台
静岡県 沼津市 今沢小学校 防災倉庫 9台
静岡県 沼津市 内浦小学校 防災倉庫 2台
静岡県 沼津市 ⻑井崎中学校 防災倉庫 1台
静岡県 沼津市 沼津第一小学校 玄関 5台
静岡県 沼津市 浮島小学校 玄関 4台
静岡県 沼津市 山王公園 防災倉庫 3台
静岡県 沼津市 沼津第五小学校 防災倉庫 5台
静岡県 沼津市 豊町公園 防災倉庫 1台
静岡県 沼津市 沼津第四中学校 事務室 5台
静岡県 沼津市 沼津第⼆中学校 防災倉庫 4台
静岡県 沼津市 沼津⻄高等学校 玄関 7台
静岡県 焼津市 一色・惣右衛門コミュニティセンター 防災倉庫 2台
静岡県 焼津市 東小学校 体育館 4台
静岡県 焼津市 焼津⻄小学校 体育館 2台
静岡県 焼津市 ⼤井川中学校 体育館 2台
静岡県 焼津市 静浜幼稚園下藤分園 事務室 1台
静岡県 焼津市 ⼤井川南小学校 体育館 3台
静岡県 焼津市 豊田小学校 体育館 8台
静岡県 焼津市 焼津文化会館 ロビー 3台
静岡県 焼津市 ⼤井川東小学校 体育館 1台
静岡県 焼津市 小川小学校 玄関 2台
静岡県 焼津市 小川公⺠館 講座室 5台
静岡県 焼津市 焼津中央高等学校 体育館 3台
静岡県 焼津市 豊田中学校 体育館 3台
静岡県 焼津市 焼津中学校 体育館 5台
静岡県 焼津市 焼津南小学校 体育館 2台
静岡県 焼津市 焼津水産高等学校 武道場 2台
静岡県 焼津市 ⼤井川⻄小学校 体育館 4台
静岡県 焼津市 つつじ平自治会館 グラウンド 1台
静岡県 焼津市 港小学校 職員室 2台
静岡県 焼津市 東益津小学校 体育館 6台
静岡県 焼津市 ⼤村公⺠館 (空⽩) 3台
静岡県 焼津市 ⿊⽯小学校 体育館 3台
静岡県 焼津市 ⼤村中学校 体育館 7台
静岡県 焼津市 ⼤富中学校 体育館 6台
静岡県 焼津市 ⼤富小学校 体育館 9台
静岡県 焼津市 ⼤井川体育館 事務室 2台
静岡県 焼津市 東益津中学校 体育館 5台
静岡県 焼津市 和田中学校 体育館 2台
静岡県 焼津市 和田公⺠館 会議室 2台
静岡県 焼津市 和田小学校 保健室 2台
静岡県 焼津市 港中学校 体育館 9台
静岡県 焼津市 小川中学校 体育館 5台
静岡県 焼津市 静岡福祉⼤学 体育館 2台
静岡県 榛原郡吉田町 住吉小学校 体育館 5台
静岡県 榛原郡吉田町 吉田中学校 体育館 4台
静岡県 榛原郡吉田町 自彊小学校 体育館 4台
静岡県 榛原郡吉田町 吉田特別支援学校 体育館 3台
静岡県 榛原郡吉田町 吉田中央小学校 体育館 4台
静岡県 榛原郡川根本町 中川根南部小学校 職員室 1台
静岡県 榛原郡川根本町 中央小学校 玄関 1台
静岡県 榛原郡川根本町 中川根中学校 体育館 1台
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静岡県 榛原郡川根本町 本川根小学校 体育館 1台
静岡県 榛原郡川根本町 川根高等学校 事務室 2台
静岡県 裾野市 富岡第一小学校 事務室 1台
静岡県 裾野市 裾野市営総合グラウンド 防災倉庫 1台
静岡県 裾野市 ⻄小学校 体育館 1台
静岡県 裾野市 裾野高等学校 事務室 1台
静岡県 裾野市 深良小学校 事務室 1台
静岡県 裾野市 須山小学校 職員室 1台
静岡県 裾野市 裾野市⺠文化センター 事務室 1台
静岡県 裾野市 千福が丘小学校 ホール 1台
静岡県 裾野市 東小学校 事務室 1台
静岡県 静岡市葵区 安⻄小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 安東公園（熊野神社） 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 安東中学校 武道場 3台
静岡県 静岡市葵区 安東小学校 事務室 1台
静岡県 静岡市葵区 安倍口スポーツ広場 広場 6台
静岡県 静岡市葵区 安倍口小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市葵区 井川中学校 職員室 1台
静岡県 静岡市葵区 井川小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 服織小学校 事務室 4台
静岡県 静岡市葵区 服織中学校 事務室 3台
静岡県 静岡市葵区 藁科公⺠館 防災倉庫 4台
静岡県 静岡市葵区 美和小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 横山スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市葵区 清水山公園 公園 4台
静岡県 静岡市葵区 賤機中学校 玄関 2台
静岡県 静岡市葵区 下スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市葵区 観山中学校 玄関 5台
静岡県 静岡市葵区 南藁科小学校 事務室 1台
静岡県 静岡市葵区 浅間神社 駐車場 3台
静岡県 静岡市葵区 東海⼤学短期⼤学 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 賤機中小学校 体育館 2台
静岡県 静岡市葵区 牛妻スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市葵区 郷島スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市葵区 新通小学校新通公園（小学校共用） 公園 4台
静岡県 静岡市葵区 駒形第⼆公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 東中学校 武道場 3台
静岡県 静岡市葵区 千代田小学校 体育館 4台
静岡県 静岡市葵区 ⻑沼沓⾕東公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 沓⾕第一公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 陸軍墓地 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 清沢東小学校跡地 グラウンド 1台
静岡県 静岡市葵区 静岡農業高等学校 武道場 5台
静岡県 静岡市葵区 口坂本避難所 玄関 1台
静岡県 静岡市葵区 ⿊俣中村公⺠館（⿊俣分校跡地） 駐車場 1台
静岡県 静岡市葵区 峰山小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 山崎新田スポーツ広場 広場 2台
静岡県 静岡市葵区 静岡市斎場 駐車場 1台
静岡県 静岡市葵区 住吉公園 公園 2台
静岡県 静岡市葵区 城内中学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 中藁科小布杉分校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 賎機南小学校 体育館 3台
静岡県 静岡市葵区 松野小学校 玄関 1台
静岡県 静岡市葵区 井宮北小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 城東公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 ⻘木の杜公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 葵（城内）小学校 体育館 3台
静岡県 静岡市葵区 常盤公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 服織⻄小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 新間宮前スポーツ広場 広場 3台
静岡県 静岡市葵区 番町小学校 事務室 2台
静岡県 静岡市葵区 水見色小学校 職員室 1台
静岡県 静岡市葵区 常葉学園橘高等学校 駐車場 3台
静岡県 静岡市葵区 ⻄奈小学校 職員室 5台
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静岡県 静岡市葵区 瀬名（水梨）スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市葵区 静岡北高等学校 駐車場 1台
静岡県 静岡市葵区 ⻯⽖中学校 武道場 5台
静岡県 静岡市葵区 城北⻄草深公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 千代スポーツ広場 広場 2台
静岡県 静岡市葵区 静岡市⽴高等学校 体育館 6台
静岡県 静岡市葵区 川合本田公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 静岡東高等学校 体育館 3台
静岡県 静岡市葵区 千代田東小学校 職員室 3台
静岡県 静岡市葵区 清沢小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 ⾜久保小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 美和中学校 事務室 3台
静岡県 静岡市葵区 ⾜久保スポーツ広場 公⺠館玄関 1台
静岡県 静岡市葵区 城北公園 公園 16台
静岡県 静岡市葵区 藁科中学校 職員室 1台
静岡県 静岡市葵区 中藁科小学校 事務室 1台
静岡県 静岡市葵区 静岡⼤成中高等学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 鷹匠公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 辰起町緑地スポーツ広場 広場 11台
静岡県 静岡市葵区 玉川キャンプ゜センター 駐車場 1台
静岡県 静岡市葵区 科学技術高等学校 体育館 2台
静岡県 静岡市葵区 静岡高等学校 グラウンド 3台
静岡県 静岡市葵区 堤町緑地スポーツ広場 広場 4台
静岡県 静岡市葵区 伝馬町小学校 玄関 1台
静岡県 静岡市葵区 伝馬町新田スポーツ広場 広場 12台
静岡県 静岡市葵区 弥勒スポーツ広場 広場 12台
静岡県 静岡市葵区 ⻄部⽣涯学習センタ（田町公園） 事務室 2台
静岡県 静岡市葵区 田町小学校 事務室 2台
静岡県 静岡市葵区 静岡商業高等学校 武道場 3台
静岡県 静岡市葵区 田町緑地スポーツ広場 広場 19台
静岡県 静岡市葵区 ⼤河内北小跡地 グラウンド 1台
静岡県 静岡市葵区 ⻄奈中学校 事務室 7台
静岡県 静岡市葵区 東部防災センター 玄関 4台
静岡県 静岡市葵区 楢尾⻘少年の家 グラウンド 1台
静岡県 静岡市葵区 駒形小学校 体育館 3台
静岡県 静岡市葵区 ⻄奈南小学校 玄関 2台
静岡県 静岡市葵区 ⼤川小学校 玄関 1台
静岡県 静岡市葵区 ⼤川中学校 廊下 1台
静岡県 静岡市葵区 梅ヶ島新田集会場 広場 1台
静岡県 静岡市葵区 梅ヶ島中学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 賤機北小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市葵区 福田ヶ⾕スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市葵区 ⼤河内中学校 職員室 1台
静岡県 静岡市葵区 井宮小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市葵区 籠上中学校 事務室 5台
静岡県 静岡市葵区 北浅間神社 神社境内 1台
静岡県 静岡市葵区 北⼤門公園 公園 1台
静岡県 静岡市葵区 静岡城北高等学校 駐車場 6台
静岡県 静岡市葵区 城北小学校 職員室 4台
静岡県 静岡市葵区 北沼上小学校 事務室 1台
静岡県 静岡市葵区 静岡⻄高等学校 事務室 1台
静岡県 静岡市葵区 末広中学校 体育館 3台
静岡県 静岡市葵区 門屋スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市葵区 安倍川中学校 職員室 1台
静岡県 静岡市葵区 ⿇機小学校 玄関 7台
静岡県 静岡市葵区 護国神社（柚木公園） 公園 3台
静岡県 静岡市葵区 与一右ェ門スポーツ広場 広場 3台
静岡県 静岡市葵区 玉川小学校 職員室 1台
静岡県 静岡市葵区 玉川中学校 防災倉庫 1台
静岡県 静岡市葵区 ⻯南小学校 事務室 2台
静岡県 静岡市葵区 横内小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市駿河区 みずほなかよし公園 公園 1台
静岡県 静岡市駿河区 ⻑田南中学校 事務室 1台
静岡県 静岡市駿河区 川原小学校 玄関 5台

36 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

静岡県 静岡市駿河区 下川原公園 公園 2台
静岡県 静岡市駿河区 ⻑田コミュニティー防災センター 体育館 5台
静岡県 静岡市駿河区 ⾚目ヶ⾕スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市駿河区 ⻑田⻄中学校 体育館 8台
静岡県 静岡市駿河区 ⻑田⻄小学校 事務室 2台
静岡県 静岡市駿河区 丸子川スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市駿河区 丸子新田スポーツ広場 広場 1台
静岡県 静岡市駿河区 高松公園 公園 2台
静岡県 静岡市駿河区 南中学校 事務室 3台
静岡県 静岡市駿河区 宮竹小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市駿河区 ⻄豊田小学校 ホール 1台
静岡県 静岡市駿河区 南部保険福祉センター ホール 6台
静岡県 静岡市駿河区 静岡視覚特別支援学校 駐車場 1台
静岡県 静岡市駿河区 草薙総合運動公園 公園 12台
静岡県 静岡市駿河区 久能小学校 玄関 2台
静岡県 静岡市駿河区 ⻑田北小学校 事務室 1台
静岡県 静岡市駿河区 向敷地スポーツ広場 広場 6台
静岡県 静岡市駿河区 広野公園 公園 1台
静岡県 静岡市駿河区 ⻑田南小学校 職員室 2台
静岡県 静岡市駿河区 広野東公園 公園 2台
静岡県 静岡市駿河区 ⼤里東小学校 体育館 3台
静岡県 静岡市駿河区 東豊田中学校 事務室 1台
静岡県 静岡市駿河区 城山中学校 体育館 1台
静岡県 静岡市駿河区 聖光学院 職員室 1台
静岡県 静岡市駿河区 新川公園 公園 1台
静岡県 静岡市駿河区 森下小学校 体育館 2台
静岡県 静岡市駿河区 久能幼稚園 グラウンド 1台
静岡県 静岡市駿河区 ⼤⾕小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市駿河区 静岡県⽴⼤学芝⽣園 公園 1台
静岡県 静岡市駿河区 静岡英和学院⼤学 職員室 1台
静岡県 静岡市駿河区 東豊田小学校 ホール 3台
静岡県 静岡市駿河区 池田公園 公園 1台
静岡県 静岡市駿河区 池田島崎公園 公園 4台
静岡県 静岡市駿河区 ⼤里⻄小学校 体育館 2台
静岡県 静岡市駿河区 静岡聾学校 体育館 1台
静岡県 静岡市駿河区 中田小学校 体育館 3台
静岡県 静岡市駿河区 中島小学校 体育館 3台
静岡県 静岡市駿河区 中島中学校 体育館 3台
静岡県 静岡市駿河区 ⼤里中学校 体育館 6台
静岡県 静岡市駿河区 富士見小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市駿河区 登呂公園 公園 1台
静岡県 静岡市駿河区 高松中学校 体育館 1台
静岡県 静岡市駿河区 ⻑田東小学校 体育館 1台
静岡県 静岡市駿河区 東新田公園 公園 4台
静岡県 静岡市駿河区 南安部公園 公園 6台
静岡県 静岡市駿河区 南部小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市駿河区 森下公園 公園 2台
静岡県 静岡市駿河区 八幡山公園 公園 4台
静岡県 静岡市駿河区 豊田中学校 事務室 7台
静岡県 静岡市駿河区 ⼾⽃前公園 公園 1台
静岡県 静岡市駿河区 駿河総合高等学校 事務室 1台
静岡県 静岡市駿河区 用宗公園周辺 公園 5台
静岡県 静岡市駿河区 中原スポーツ広場 広場 17台
静岡県 静岡市清水区 清水庵原小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市清水区 清水高部小学校 体育館 4台
静岡県 静岡市清水区 いを崎神社周辺 駐車場 3台
静岡県 静岡市清水区 清水飯田小学校 校内敷地 6台
静岡県 静岡市清水区 蒲原中学校 体育館 2台
静岡県 静岡市清水区 蒲原東小学校 職員室 2台
静岡県 静岡市清水区 蒲原市⺠文化センター 体育館 2台
静岡県 静岡市清水区 蒲原⻄小学校 体育館 2台
静岡県 静岡市清水区 清水第一中学校 体育館 8台
静岡県 静岡市清水区 清水興津中学校 事務室 7台
静岡県 静岡市清水区 清水興津小学校 中校舎東棟 9台
静岡県 静岡市清水区 独⽴行政法人果樹研究所 共同試験棟 3台
静岡県 静岡市清水区 宗像神社 神社境内 2台
静岡県 静岡市清水区 清水駒越小学校 体育館 5台
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静岡県 静岡市清水区 忠霊塔公園 公園 3台
静岡県 静岡市清水区 月見公園 公園 3台
静岡県 静岡市清水区 清水江尻小学校 体育館 6台
静岡県 静岡市清水区 桜ヶ丘公園 公園 4台
静岡県 静岡市清水区 清水第三中学校 事務室 6台
静岡県 静岡市清水区 清水三保第一小学校 体育館 6台
静岡県 静岡市清水区 清水第五中学校 玄関 8台
静岡県 静岡市清水区 東海⼤学三保研修館 中庭 5台
静岡県 静岡市清水区 宍原小学校 体育館 2台
静岡県 静岡市清水区 清水東高等学校 玄関 9台
静岡県 静岡市清水区 小河内小学校 玄関 2台
静岡県 静岡市清水区 小島小学校 体育館 2台
静岡県 静岡市清水区 清水小学校 保健室 7台
静岡県 静岡市清水区 清水不⼆見小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市清水区 岡地区コミュニティ防災センター 防災倉庫 5台
静岡県 静岡市清水区 清水岡小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市清水区 清水第⼆中学校 体育館 5台
静岡県 静岡市清水区 清水総合運動場体育館 体育館 6台
静岡県 静岡市清水区 清水袖師中学校 職員室 7台
静岡県 静岡市清水区 清水⻄河内小学校 体育館 2台
静岡県 静岡市清水区 清水⻄高等学校 事務室 9台
静岡県 静岡市清水区 清水海上技術短期⼤学 廊下 8台
静岡県 静岡市清水区 清水三保第⼆小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市清水区 船越堤公園 公園 5台
静岡県 静岡市清水区 船越東町自治館 玄関 2台
静岡県 静岡市清水区 清水第七中学校 体育館 7台
静岡県 静岡市清水区 清水有度第⼆小学校 体育館 4台
静岡県 静岡市清水区 清水袖師小学校 体育館 4台
静岡県 静岡市清水区 日本平運動公園 公園 9台
静岡県 静岡市清水区 清水第四中学校 体育館 8台
静岡県 静岡市清水区 静岡県⽴⼤学周辺 グラウンド 4台
静岡県 静岡市清水区 中河内小学校 玄関 1台
静岡県 静岡市清水区 静岡サレジオ高等学校 職員室 8台
静岡県 静岡市清水区 清水入江小学校 体育館 5台
静岡県 静岡市清水区 清水第八中学校 体育館 8台
静岡県 静岡市清水区 清水辻小学校 体育館 4台
静岡県 静岡市清水区 清水飯田東小学校 玄関 5台
静岡県 静岡市清水区 清水浜田小学校 体育館 4台
静岡県 静岡市清水区 清水船越小学校 体育館 7台
静岡県 静岡市清水区 清水有度第一小学校 体育館 8台
静岡県 静岡市清水区 由比中学校 事務室 2台
静岡県 静岡市清水区 由比小学校 体育館 2台
静岡県 静岡市清水区 由比北小学校 廊下 2台
静岡県 静岡市清水区 両河内中学校 体育館 1台
静岡県 静岡市清水区 和田島小学校 体育館 2台
静岡県 袋井市 静岡県⽴袋井高等学校 事務室 1台
静岡県 袋井市 袋井南幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 袋井南中学校 事務室 1台
静岡県 袋井市 笠原保育園 職員室 1台
静岡県 袋井市 袋井商業高等学校 事務室 1台
静岡県 袋井市 袋井南小学校 体育館 2台
静岡県 袋井市 東幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 高南幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 笠原こども園 職員室 1台
静岡県 袋井市 笠原公⺠館 事務室 1台
静岡県 袋井市 山梨幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 浅羽南幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 月見の里学遊館 玄関 1台
静岡県 袋井市 山名コミュニティセンタ 事務室 1台
静岡県 袋井市 田原幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 ⻄幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 浅羽東幼稚園 事務室 1台
静岡県 袋井市 今井幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 浅羽⻄幼稚園 職員室 1台
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静岡県 袋井市 若草幼稚園 職員室 1台
静岡県 袋井市 三川幼稚園 事務室 1台
静岡県 田方郡函南町 函南⻄小学校 体育館 2台
静岡県 田方郡函南町 函南中学校 事務室 1台
静岡県 田方郡函南町 田方農業高等学校 玄関 9台
静岡県 田方郡函南町 函南東小学校 事務室 8台
静岡県 島田市 島田工業高等学校 体育館 6台
静岡県 島田市 島田第五小学校 事務室 1台
静岡県 島田市 伊久美小学校 体育館 1台
静岡県 島田市 伊太小学校 職員室 1台
静岡県 島田市 島田樟誠高等学校（旧島田学園） 事務室 1台
静岡県 島田市 島田第一小学校 玄関 1台
静岡県 島田市 島田高等学校横防災倉庫 防災倉庫 2台
静岡県 島田市 島田第一中学校 防災倉庫 2台
静岡県 島田市 ⼤井川緑地公園（市陸上競技場管理棟） グラウンド 4台
静岡県 島田市 横井運動場公園 公園 2台
静岡県 島田市 島田第⼆中学校 体育館 4台
静岡県 島田市 島田商業高等学校 体育館 4台
静岡県 島田市 菊川の里会館 玄関 1台
静岡県 島田市 五和小学校 玄関 1台
静岡県 島田市 金⾕小学校グラウンド 防災倉庫 1台
静岡県 島田市 島田市⽴金⾕小学校 事務室 1台
静岡県 島田市 金⾕町中央公⺠館（みんくる） ホール 1台
静岡県 島田市 金⾕高等学校 グラウンド 1台
静岡県 島田市 島田市⽴金⾕中学校 事務室 1台
静岡県 島田市 お茶の里会館 ホール 1台
静岡県 島田市 初倉小学校 玄関 3台
静岡県 島田市 初倉公⺠館 玄関 1台
静岡県 島田市 神座小学校 職員室 1台
静岡県 島田市 神⾕城⻄公⺠館 玄関 1台
静岡県 島田市 かわね保育園 事務室 1台
静岡県 島田市 川根小学校 玄関 3台
静岡県 島田市 ⻄向地区集会所 玄関 1台
静岡県 島田市 ⽯風呂集会場 玄関 1台
静岡県 島田市 山村都市交流センターささま（旧笹間小学校） 体育館 1台
静岡県 島田市 旧笹間中学校 玄関 1台
静岡県 島田市 川根中学校 玄関 2台
静岡県 島田市 抜里地域交流センター ロビー 1台
静岡県 島田市 相賀小学校 玄関 1台
静岡県 島田市 ⼤井神社境内 事務室・管理室 1台
静岡県 島田市 初倉中学校 廊下 3台
静岡県 島田市 静⼤付属中学校 グラウンド 3台
静岡県 島田市 島田第四小学校 職員室 2台
静岡県 島田市 島田第⼆小学校 体育館 3台
静岡県 島田市 夢づくり会館 事務室 1台
静岡県 島田市 六合東小学校 玄関 1台
静岡県 島田市 湯日小学校 職員室 1台
静岡県 島田市 六合中学校 職員室 1台
静岡県 島田市 六合公⺠館 防災倉庫 1台
静岡県 島田市 六合小学校 体育館 1台
静岡県 島田市 初倉南小学校 体育館 1台
静岡県 島田市 島田第三小学校 職員室 2台
静岡県 島田市 駿遠学園 事務室 1台
静岡県 島田市 ⼤津小学校 職員室 2台
静岡県 藤枝市 いきいき交流センター 事務室 2台
静岡県 藤枝市 あさひな保育園 事務室 2台
静岡県 藤枝市 岡部中学校 ロビー 1台
静岡県 藤枝市 朝比奈第一小学校 廊下 1台
静岡県 藤枝市 みわ保育園 職員室 1台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴岡部小学校 グラウンド 1台
静岡県 藤枝市 藤枝中学校 校内敷地 6台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴⻘島小学校 職員室 2台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴葉梨小学校 体育館 4台
静岡県 藤枝市 広幡小学校 体育館 2台
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静岡県 藤枝市 静岡県⽴藤枝北高等学校 職員室 2台
静岡県 藤枝市 藤枝中央小学校 玄関 1台
静岡県 藤枝市 高洲南小学校 廊下 1台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴高洲小学校 グラウンド 3台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴⻘島東小学校 グラウンド 5台
静岡県 藤枝市 藤枝市⺠グラウンド 駐車場 3台
静岡県 藤枝市 ⻘島北小学校 体育館 2台
静岡県 藤枝市 藤枝⻄高等学校 体育館 3台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴葉梨⻄北小学校 玄関 1台
静岡県 藤枝市 ⻘島中学校 グラウンド 2台
静岡県 藤枝市 ⼤洲小学校 体育館 3台
静岡県 藤枝市 中央小学校跡地 グラウンド 2台
静岡県 藤枝市 葉梨中学校 事務室 1台
静岡県 藤枝市 静清工業高等学校 校内敷地 2台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴藤枝小学校 体育館 1台
静岡県 藤枝市 静岡県⽴藤枝東高等学校 グラウンド 2台
静岡県 藤枝市 ⻄益津中学校 校内敷地 2台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴⻄益津小学校 校内敷地 3台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴藤岡小学校 廊下 5台
静岡県 藤枝市 藤枝市⽴稲葉小学校 職員室 2台
静岡県 藤枝市 瀬⼾⾕中学校 体育館 1台
静岡県 藤枝市 瀬⼾⾕小学校 職員室 1台
静岡県 藤枝市 ⼤洲中学校 玄関 2台
静岡県 藤枝市 高州中学校 グラウンド 3台
静岡県 熱海市 伊豆山小学校 防災倉庫 2台
静岡県 熱海市 熱海高等学校 防災倉庫 3台
静岡県 熱海市 多賀中学校 防災倉庫 2台
静岡県 熱海市 多賀小学校 防災倉庫 2台
静岡県 熱海市 ⻄部コミュニティセンター 玄関 2台
静岡県 熱海市 熱海第⼆小学校 玄関 2台
静岡県 熱海市 初島小・初島中学校 玄関 1台
静岡県 熱海市 熱海市⺠グラウンド 防災倉庫 2台
静岡県 熱海市 上多賀拠点防災倉庫 集会室 2台
静岡県 熱海市 熱海第一小学校 防災倉庫 2台
静岡県 熱海市 和田山防災拠点倉庫 防災倉庫 2台
静岡県 熱海市 桃山小学校 防災倉庫 2台
静岡県 熱海市 熱海中学校 職員室 2台
静岡県 熱海市 梅園（香林亭） 防災倉庫 3台
静岡県 熱海市 網代小学校（網代拠点防災倉庫） 防災倉庫 2台
静岡県 熱海市 旧網代中学校 体育館 2台
静岡県 磐田市 豊岡総合センター 研修会館 1台
静岡県 磐田市 福田健康福祉会館 玄関 1台
静岡県 磐田市 福田小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 豊岡北小学校 体育館 1台
静岡県 磐田市 豊田北部小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 豊田中学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 豊岡南部コミュニティセンター 事務室 1台
静岡県 磐田市 神明中学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 磐田北小学校 体育館 4台
静岡県 磐田市 城山中学校 体育館 2台
静岡県 磐田市 ワークピア磐田 事務室 1台
静岡県 磐田市 総合体育館 玄関 1台
静岡県 磐田市 向陽中学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 向笠小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 豊田東小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 豊岡中学校 体育館 1台
静岡県 磐田市 磐田第一中学校 体育館 2台
静岡県 磐田市 田原小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 ⻑野小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 アミューズ豊田 ロビー 1台
静岡県 磐田市 豊岡南小学校 体育館 1台
静岡県 磐田市 豊田南小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 ⻄貝公⺠館 事務室 1台
静岡県 磐田市 磐田南小学校 事務室 1台
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静岡県 磐田市 ⻯洋⻄小学校 廊下 1台
静岡県 磐田市 ⼤藤小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 於保農村婦人の家（静岡産業⼤学） 玄関 1台
静岡県 磐田市 磐田中部小学校 体育館 2台
静岡県 磐田市 磐田⻄小学校 体育館 2台
静岡県 磐田市 ⻘城小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 ⻯洋東小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 東部小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 南御厨交流センター 事務室 1台
静岡県 磐田市 福田屋内スポーツセンター 会議室 1台
静岡県 磐田市 岩田小学校 玄関 1台
静岡県 磐田市 富士見小学校 体育館 2台
静岡県 磐田市 豊岡東交流センター 玄関 1台
静岡県 磐田市 福田公⺠館 事務室 1台
静岡県 磐田市 福田中学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 ⻯洋中学校 武道場 1台
静岡県 磐田市 豊浜小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 ⻯洋北小学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 南部中学校 事務室 1台
静岡県 磐田市 豊田南中学校 事務室 1台
静岡県 浜松市⻄区 伊佐見小学校 玄関 5台
静岡県 浜松市⻄区 和地小学校 体育館 2台
静岡県 浜松市⻄区 佐浜公⺠館 体育館 1台
静岡県 浜松市⻄区 湖東中学校 体育館 5台
静岡県 浜松市⻄区 篠原小学校 職員室 6台
静岡県 浜松市⻄区 篠原中学校 職員室 7台
静岡県 浜松市⻄区 庄内中学校 事務室 3台
静岡県 浜松市⻄区 旧南庄内小学校 事務室 1台
静岡県 浜松市⻄区 神久呂小学校 職員室 5台
静岡県 浜松市⻄区 ⻄都台小学校 玄関 2台
静岡県 浜松市⻄区 村櫛小学校 事務室 3台
静岡県 浜松市⻄区 神久呂中学校 職員室 4台
静岡県 浜松市⻄区 はまゆう図書館 玄関 1台
静岡県 浜松市⻄区 ⼤平台小学校 体育館 3台
静岡県 浜松市⻄区 入野中学校 職員室 2台
静岡県 浜松市⻄区 入野小学校 体育館 6台
静岡県 浜松市⻄区 北庄内小学校 事務室 3台
静岡県 浜松市⻄区 ⽩州公⺠館 玄関 1台
静岡県 浜松市⻄区 総合体育館舞童夢 ホール 1台
静岡県 浜松市⻄区 舞阪第⼆保育園 職員室 1台
静岡県 浜松市⻄区 舞阪幼稚園 倉庫 1台
静岡県 浜松市⻄区 舞阪中学校 職員室 1台
静岡県 浜松市⻄区 舞阪小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市⻄区 舞阪第一保育園 事務室 1台
静岡県 浜松市⻄区 雄踏町文化センター ロビー 1台
静岡県 浜松市⻄区 雄踏小学校 事務室 1台
静岡県 浜松市中区 葵⻄小学校 職員室 3台
静岡県 浜松市中区 曳馬小学校 職員室 5台
静岡県 浜松市中区 曳馬中学校 職員室 3台
静岡県 浜松市中区 花川小学校 玄関 1台
静岡県 浜松市中区 双葉小学校 職員室 2台
静岡県 浜松市中区 ⻄部中学校 体育館 6台
静岡県 浜松市中区 浜松⻄小学校 体育館 7台
静岡県 浜松市中区 相⽣小学校 体育館 7台
静岡県 浜松市中区 萩丘小学校 職員室 7台
静岡県 浜松市中区 浜松市⽴高等学校 講堂外壁 7台
静岡県 浜松市中区 静岡県⽴浜松北高等学校 体育館 7台
静岡県 浜松市中区 広沢小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市中区 葵が丘小学校 体育館 6台
静岡県 浜松市中区 開成中学校 廊下 9台
静岡県 浜松市中区 瑞穂小学校 廊下 4台
静岡県 浜松市中区 佐藤小学校 体育館 8台
静岡県 浜松市中区 佐鳴台小学校 廊下 5台
静岡県 浜松市中区 佐鳴台中学校 配管室 4台
静岡県 浜松市中区 浜松北小学校 体育館 8台
静岡県 浜松市中区 旧高砂小学校 職員室 5台
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静岡県 浜松市中区 城北小学校 職員室 8台
静岡県 浜松市中区 静岡県⽴浜松城北工業高等学校 廊下 6台
静岡県 浜松市中区 高台中学校 職員室 6台
静岡県 浜松市中区 浜松中部学園 体育館 2台
静岡県 浜松市中区 上島小学校 職員室 9台
静岡県 浜松市中区 四つ池公園 野球場 16台
静岡県 浜松市中区 浜松市⽴江⻄中学校 体育館 5台
静岡県 浜松市中区 静岡県⽴浜松⻄高等学校 事務室 10台
静岡県 浜松市中区 鴨江小学校 職員室 7台
静岡県 浜松市中区 浅間小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市中区 泉小学校 職員室 8台
静岡県 浜松市中区 船越小学校 体育館 2台
静岡県 浜松市中区 船越公園 公園 10台
静岡県 浜松市中区 東部協働センタ 事務室 4台
静岡県 浜松市中区 東小学校 体育館 6台
静岡県 浜松市中区 静岡文化芸術⼤学 静岡文化芸術⼤学 10台
静岡県 浜松市中区 県居小学校 体育館 6台
静岡県 浜松市中区 富塚中学校 倉庫 5台
静岡県 浜松市中区 富塚小学校 職員室 6台
静岡県 浜松市中区 富塚⻄小学校 職員室 6台
静岡県 浜松市中区 追分小学校 廊下 8台
静岡県 浜松市中区 浜松市⽴北部中学校 体育館 10台
静岡県 浜松市中区 八幡中学校 体育館 4台
静岡県 浜松市中区 南部中学校 体育館 4台
静岡県 浜松市中区 ⻯禅寺小学校 体育館 4台
静岡県 浜松市中区 蜆塚中学校 体育館 5台
静岡県 浜松市天⻯区 旧⻯川中学校 玄関 1台
静岡県 浜松市天⻯区 横山小学校 廊下 1台
静岡県 浜松市天⻯区 旧熊中学校 玄関 1台
静岡県 浜松市天⻯区 浦川ふれあいセンター 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 浦川小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 旧佐久間中学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 城⻄小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 佐久間高等学校 事務室 1台
静岡県 浜松市天⻯区 佐久間小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 光が丘中学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 春野中学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 旧春野東中学校 玄関 1台
静岡県 浜松市天⻯区 春野高等学校 事務室 1台
静岡県 浜松市天⻯区 水窪小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 水窪中学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 上阿多古小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市天⻯区 船明ダム運動公園 総合グラウンド レストハウス 2台
静岡県 浜松市天⻯区 鏡山小学校 グラウンド 1台
静岡県 浜松市天⻯区 天⻯⼆俣駅前広場 広場 1台
静岡県 浜松市天⻯区 清⻯中学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 天⻯高等学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 ⼆俣小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市天⻯区 下阿多古小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市東区 和田東小学校 職員室 3台
静岡県 浜松市東区 笠井小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市東区 笠井中学校 体育館 4台
静岡県 浜松市東区 丸塚中学校 体育館 11台
静岡県 浜松市東区 与進中学校 体育館 6台
静岡県 浜松市東区 与進北小学校 廊下 5台
静岡県 浜松市東区 蒲小学校 体育館 8台
静岡県 浜松市東区 積志小学校 職員室 4台
静岡県 浜松市東区 ⼤瀬小学校 体育館 6台
静岡県 浜松市東区 中郡中学校 廊下 2台
静岡県 浜松市東区 中郡小学校 玄関 2台
静岡県 浜松市東区 中野町小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市東区 与進小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市東区 豊⻄小学校 体育館 3台
静岡県 浜松市東区 和田小学校 保健室 9台
静岡県 浜松市東区 有玉小学校 職員室 5台
静岡県 浜松市東区 積志中学校 職員室 5台
静岡県 浜松市東区 天⻯中学校 職員室 2台
静岡県 浜松市南区 遠州浜小学校 職員室 2台
静岡県 浜松市南区 ⽩脇小学校 体育館 9台
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静岡県 浜松市南区 可美小学校 玄関 2台
静岡県 浜松市南区 新橋体育センター 体育館 9台
静岡県 浜松市南区 新津中学校 玄関 6台
静岡県 浜松市南区 新津小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市南区 東陽中学校 更衣室 5台
静岡県 浜松市南区 南の星小学校 体育館 8台
静岡県 浜松市南区 可美中学校 廊下 2台
静岡県 浜松市南区 河輪小学校 体育館 2台
静岡県 浜松市南区 芳川北小学校 職員室 5台
静岡県 浜松市南区 砂丘小学校 玄関 3台
静岡県 浜松市南区 東部中学校 体育館 11台
静岡県 浜松市南区 浜松市⽴飯田小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市南区 芳川小学校 体育館 6台
静岡県 浜松市南区 南陽中学校 体育館 9台
静岡県 浜松市浜北区 ⾚佐小学校 体育館 4台
静岡県 浜松市浜北区 浜北北部中学校 体育館 6台
静岡県 浜松市浜北区 北浜小学校 体育館 4台
静岡県 浜松市浜北区 伎倍小学校 倉庫 2台
静岡県 浜松市浜北区 麁玉小学校 職員室 3台
静岡県 浜松市浜北区 麁玉中学校 体育館 2台
静岡県 浜松市浜北区 北浜南小学校 体育館 2台
静岡県 浜松市浜北区 浜名小学校 体育館 4台
静岡県 浜松市浜北区 浜名中学校 体育館 5台
静岡県 浜松市浜北区 北浜東部中学校 廊下 2台
静岡県 浜松市浜北区 新原小学校 職員室 3台
静岡県 浜松市浜北区 北浜北小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市浜北区 北浜中学校 体育館 8台
静岡県 浜松市浜北区 北浜東小学校 体育館 5台
静岡県 浜松市浜北区 ⼤平小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市浜北区 中瀬小学校 職員室 3台
静岡県 浜松市浜北区 内野小学校 体育館 3台
静岡県 浜松市北区 伊平小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市北区 井伊⾕小学校 体育館 2台
静岡県 浜松市北区 奥山小学校 印刷室 1台
静岡県 浜松市北区 引佐南部中学校 倉庫 1台
静岡県 浜松市北区 金指小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 湖北高等学校 玄関 1台
静岡県 浜松市北区 引佐北部小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市北区 旧渋川小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 久留⽶木小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 川名小学校 教材室 1台
静岡県 浜松市北区 ⻄四村防災センター ホール 1台
静岡県 浜松市北区 気賀小学校 職員室 2台
静岡県 浜松市北区 伊目小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 細江中学校 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 ⻄気賀小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 中川小学校 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 高台幼稚園 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 尾奈小学校 廊下 1台
静岡県 浜松市北区 三ヶ日⻄小学校 体育館 2台
静岡県 浜松市北区 中央公⺠館 ロビー 1台
静岡県 浜松市北区 三ヶ日東小学校 事務室 2台
静岡県 浜松市北区 平山小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市北区 三方原小学校 職員室 9台
静岡県 浜松市北区 初⽣小学校 廊下 3台
静岡県 浜松市北区 北星中学校 体育館 4台
静岡県 浜松市北区 都田小学校 体育館 1台
静岡県 浜松市北区 都田中学校 職員室 1台
静岡県 浜松市北区 都田南小学校 職員室 3台
静岡県 浜松市北区 三方原中学校 廊下 2台
静岡県 浜松市北区 豊岡小学校 体育館 2台
静岡県 富士宮市 富士宮⻄小学校 職員室 3台
静岡県 富士宮市 上野小学校 玄関 2台
静岡県 富士宮市 柚野中学校 玄関 1台

43 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

静岡県 富士宮市 貴船小学校 廊下 5台
静岡県 富士宮市 富士宮北高等学校 廊下 2台
静岡県 富士宮市 ⼤宮小学校 事務室 4台
静岡県 富士宮市 ⽩糸小学校 職員室 3台
静岡県 富士宮市 富士宮第三中学校 玄関 6台
静岡県 富士宮市 根原小分校 玄関 1台
静岡県 富士宮市 山宮小学校 廊下 3台
静岡県 富士宮市 富士宮東高等学校 廊下 3台
静岡県 富士宮市 富士根南小学校 廊下 5台
静岡県 富士宮市 富士根南中学校 玄関 6台
静岡県 富士宮市 上井出小学校 玄関 3台
静岡県 富士宮市 ⻄富士中学校 事務室 2台
静岡県 富士宮市 稲子小学校 職員室 1台
静岡県 富士宮市 柚野小学校 職員室 1台
静岡県 富士宮市 ⿊田小学校 廊下 4台
静岡県 富士宮市 星陵高等学校 防災倉庫 3台
静岡県 富士宮市 上野中学校 廊下 2台
静岡県 富士宮市 芝川総合運動場 グラウンド 1台
静岡県 富士宮市 富士根北小学校 玄関 1台
静岡県 富士宮市 富士根北中学校 玄関 1台
静岡県 富士宮市 猪之頭小学校 事務室 1台
静岡県 富士宮市 芝川中学校 事務室 1台
静岡県 富士宮市 芝富小学校 事務室 1台
静岡県 富士宮市 内房小学校 購買室 1台
静岡県 富士宮市 富士見小学校 体育館 3台
静岡県 富士宮市 舞々木墓地 墓地 2台
静岡県 富士宮市 富士宮第四中学校 玄関 4台
静岡県 富士宮市 富士宮第⼆中学校 廊下 6台
静岡県 富士宮市 北山中学校 廊下 2台
静岡県 富士宮市 北山小学校 廊下 2台
静岡県 富士宮市 ⼤富士小学校 玄関 1台
静岡県 富士宮市 ⼤富士中学校 事務室 6台
静岡県 富士宮市 富士宮東小学校 廊下 2台
静岡県 富士宮市 富士宮第一中学校 職員室 5台
静岡県 富士宮市 富士宮⻄高等学校 廊下 2台
静岡県 富士宮市 富丘小学校 玄関 4台
静岡県 富士市 ⻘葉台小学校 放送室 4台
静岡県 富士市 吉永第⼆小学校 事務室 1台
静岡県 富士市 市役所２Ｆ市⺠広場（指紋コーナー） ロビー 1台
静岡県 富士市 富士中央公園 駐車場 6台
静岡県 富士市 吉原第一中学校 印刷室 4台
静岡県 富士市 富士第⼆小学校 事務室 6台
静岡県 富士市 富士川第一小学校 校内 2台
静岡県 富士市 富士川第一中学校 印刷室 2台
静岡県 富士市 岩松北小学校 玄関 2台
静岡県 富士市 岩本保育園 玄関 1台
静岡県 富士市 鷹岡小学校 廊下 4台
静岡県 富士市 鷹岡中学校 体育館 8台
静岡県 富士市 富士南小学校 廊下 3台
静岡県 富士市 吉原北中学校 放送室 4台
静岡県 富士市 原田小学校 玄関 4台
静岡県 富士市 原田公園 公園 5台
静岡県 富士市 丘小学校 廊下 4台
静岡県 富士市 広見小学校 玄関 6台
静岡県 富士市 吉原小学校 廊下 6台
静岡県 富士市 元吉原小学校 廊下 3台
静岡県 富士市 吉原第⼆中学校 玄関 7台
静岡県 富士市 吉原高等学校 廊下 6台
静岡県 富士市 富士東高等学校 廊下 5台
静岡県 富士市 今泉小学校 廊下 5台
静岡県 富士市 吉原公園 公園 3台
静岡県 富士市 岩松中学校 玄関 3台
静岡県 富士市 岩松小学校 玄関 6台
静岡県 富士市 雁公園 公園 6台
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静岡県 富士市 富士高等学校 廊下 2台
静岡県 富士市 富士南中学校 廊下 5台
静岡県 富士市 神⼾小学校 玄関 2台
静岡県 富士市 富士岡東小学校 職員室 2台
静岡県 富士市 ⼤淵中学校 玄関 6台
静岡県 富士市 ⼤淵第一小学校 校内 3台
静岡県 富士市 ⼤淵第⼆小学校 事務室 1台
静岡県 富士市 田子浦中学校 玄関 7台
静岡県 富士市 田子浦小学校 玄関 4台
静岡県 富士市 富士中学校 相談室 5台
静岡県 富士市 須津小学校 事務室 3台
静岡県 富士市 須津中学校 玄関 5台
静岡県 富士市 東球場 野球場 2台
静岡県 富士市 天間幼稚園 事務室 2台
静岡県 富士市 天間小学校 倉庫 5台
静岡県 富士市 伝法小学校 廊下 4台
静岡県 富士市 岳陽中学校 事務室 2台
静岡県 富士市 広見公園 公園 5台
静岡県 富士市 富士⻄公園（旧入山瀬公園） 公園 5台
静岡県 富士市 吉永第一小学校 校内 3台
静岡県 富士市 富士市⽴高等学校 事務室 2台
静岡県 富士市 吉原第三中学校 玄関 4台
静岡県 富士市 吉原東中学校 廊下 2台
静岡県 富士市 富士見台小学校 事務室 3台
静岡県 富士市 富士見高等学校 玄関 3台
静岡県 富士市 富士中央小学校 放送室 2台
静岡県 富士市 富士川第⼆小学校 体育館 2台
静岡県 富士市 富士川第⼆中学校 体育館 2台
静岡県 富士市 富士第一小学校 校内 6台
静岡県 富士市 ⽶の宮公園 公園 2台
静岡県 富士市 総合体育館 ロビー 1台
静岡県 富士市 元吉原中学校 玄関 5台
静岡県 牧之原市 細江小学校 校内敷地 5台
静岡県 牧之原市 坂部小学校 玄関 4台
静岡県 牧之原市 勝間田小学校 職員室 4台
静岡県 牧之原市 新庄避難地 防災倉庫 1台
静岡県 牧之原市 榛原中学校 工作室 5台
静岡県 牧之原市 須々木避難地 防災倉庫 1台
静岡県 牧之原市 静波グラウンド グラウンド 5台
静岡県 牧之原市 相良小学校 体育館 2台
静岡県 牧之原市 牧之原コミュニティーセンター 玄関 2台
静岡県 牧之原市 陣太山避難地 防災倉庫 1台
静岡県 牧之原市 片浜小学校 グラウンド 1台
愛知県 あま市 七宝北中学校 体育館南入口反対側（校舎） 2台
愛知県 あま市 下萱津コミュニティ防災センター エントランスホール公衆電話横 1台
愛知県 あま市 美和文化会館 MDF内 1台
愛知県 あま市 美和保健センター エントランスホール公衆電話横 1台
愛知県 あま市 坂牧コミュニティ防災センター エントランスホール公衆電話横 1台
愛知県 あま市 七宝公⺠館 エントランスホール公衆電話跡 2台
愛知県 あま市 伊福小学校 (空⽩) 2台
愛知県 あま市 七宝総合体育館 エントランスホール公衆電話横 4台
愛知県 あま市 七宝焼アートヴィレッジ エントランスホール公衆電話横 1台
愛知県 あま市 宝小学校 体育館 2台
愛知県 あま市 七宝小学校 体育館 2台
愛知県 あま市 七宝保健センター エントランスホール公衆電話横 1台
愛知県 あま市 秋竹小学校 体育館 2台
愛知県 あま市 篠田防災コミュニティセンター 事務所 1台
愛知県 あま市 篠田小学校 体育館 3台
愛知県 あま市 上萱津コミュニティ防災センター エントランスホール公衆電話横 1台
愛知県 あま市 新居屋防災センター 事務所 1台
愛知県 あま市 甚目寺⻄小学校 体育館（北中） 2台
愛知県 あま市 甚目寺⻄児童館（新居屋憩の家） エントランスホール 1台
愛知県 あま市 甚目寺北児童館（森憩の家） エントランスホール 1台
愛知県 あま市 甚目寺小学校 体育館（北⻄） 3台
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愛知県 あま市 甚目寺南防災センター 事務所 1台
愛知県 あま市 甚目寺会館 ⼤研修室（１） 2台
愛知県 あま市 甚目寺公⺠館 エントランスホール 5台
愛知県 あま市 甚目寺中学校 体育館（北⻄） 3台
愛知県 あま市 県⽴五条高校 体育館外壁 2台
愛知県 あま市 甚目寺総合福祉会館 エントランスホール公衆電話横 2台
愛知県 あま市 甚目寺総合体育館 ＭＤＦ内 5台
愛知県 あま市 甚目寺老人福祉センター ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1台
愛知県 あま市 人権ふれあいセンター エントランスホール公衆電話横 1台
愛知県 あま市 甚目寺東小学校 体育館（北⻄） 2台
愛知県 あま市 七宝中学校 体育館 2台
愛知県 あま市 甚目寺南小学校 体育館（南⻄） 2台
愛知県 あま市 コミュニティプラザ萱津 MDF内 5台
愛知県 あま市 正則小学校 体育館（南中） 3台
愛知県 あま市 甚目寺南児童館（本郷憩の家） エントランスホール 1台
愛知県 あま市 甚目寺南中学校 体育館（南東） 3台
愛知県 あま市 美和東小学校 体育館（北⻄） 3台
愛知県 あま市 美和児童館 事務所 1台
愛知県 あま市 美和小学校 体育館（北中） 3台
愛知県 あま市 美和中学校 体育館（東中） 5台
愛知県 あま市 美和情報ふれあいセンター 事務所 1台
愛知県 みよし市 おかよし交流センター ⻄側 １階ロビー（⻄側） 1台
愛知県 みよし市 おかよし交流センター 東側 １階ロビー（東側） 1台
愛知県 みよし市 ⿊笹小学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 北部小学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 三好丘中学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 三好丘小学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 北中学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 緑丘小学校 体育館脇ＢＯＸ内 2台
愛知県 みよし市 中部小学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 三好中学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 文化センターサンアート 事務所内総合盤内 2台
愛知県 みよし市 三好公園総合体育館 ロビー 3台
愛知県 みよし市 天王小学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 三好高等学校 第一体育館 第一体育館脇ＢＯＸ内 2台
愛知県 みよし市 三好高等学校 第⼆体育館 第⼆体育館脇ＢＯＸ内 1台
愛知県 みよし市 三吉小学校 体育館脇ＢＯＸ内 2台
愛知県 みよし市 南中学校 体育館 2台
愛知県 みよし市 南部小学校 体育館脇ＢＯＸ内 1台
愛知県 みよし市 南部小学校 (空⽩) 1台
愛知県 愛⻄市 文化会館 エントランスホール 1台
愛知県 愛⻄市 永和地区防災コミュニティセンター ホールＡＥＤ付近 1台
愛知県 愛⻄市 開治小学校 体育館玄関 1台
愛知県 愛⻄市 八開総合福祉センター 1階倉庫兼記録室 1台
愛知県 愛⻄市 八開中学校 体育館玄関 2台
愛知県 愛⻄市 八開地区コミュニティセンター 入口ピンク公衆電話付近 1台
愛知県 愛⻄市 ⽴田南部小学校 体育館玄関 1台
愛知県 愛⻄市 藤浪地域防災コミュニティセンター １Ｆフロア 1台
愛知県 愛⻄市 清林館高等学校 体育館ＥＰＳ 2台
愛知県 愛⻄市 勝幡地域防災コミュニティセンター 講堂横 1台
愛知県 愛⻄市 勝幡小学校 体育館 1台
愛知県 愛⻄市 佐織総合福祉センター １Ｆフロア 1台
愛知県 愛⻄市 ⽴田体育館 事務室 2台
愛知県 愛⻄市 ⽴田北部小学校 体育館玄関 1台
愛知県 愛⻄市 ⽴田南部地域防災コミュニティセンター 事務室前 1台
愛知県 愛⻄市 佐織公⺠館 事務室 1台
愛知県 愛⻄市 佐織中学校（校舎） 校舎２Ｆホール 1台
愛知県 愛⻄市 佐織中学校（体育館） 体育館玄関 2台
愛知県 愛⻄市 佐織体育館 事務室 2台
愛知県 愛⻄市 佐屋小学校 体育館会議室入口 1台
愛知県 愛⻄市 佐屋中学校 体育館玄関 2台
愛知県 愛⻄市 愛⻄市図書館 エレベーターホール 1台
愛知県 愛⻄市 ⻄川端小学校 体育館放送室外壁面 1台
愛知県 愛⻄市 ⻄保地区防災コミュニティセンター 事務室 1台
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愛知県 愛⻄市 ⽴田社会福祉会館 1Fロビー 1台
愛知県 愛⻄市 ⽴田中学校 校舎玄関 2台
愛知県 愛⻄市 永和中学校（体育館） 体育館玄関 2台
愛知県 愛⻄市 永和中学校（武道場） 武道館ホール 1台
愛知県 愛⻄市 ⽴田北部地区防災コミュニティセンター 事務室 1台
愛知県 愛⻄市 佐織⻄中学校 体育館玄関 2台
愛知県 愛⻄市 草平地域防災コミュニティセンター 事務室窓口 1台
愛知県 愛⻄市 草平小学校 体育館玄関 1台
愛知県 愛⻄市 佐屋老人福祉センター 北館事務室 1台
愛知県 愛⻄市 永和地区公⺠館 玄関フロア 1台
愛知県 愛⻄市 永和小学校 体育館用具室 1台
愛知県 愛⻄市 永和保育園 職員室 1台
愛知県 愛⻄市 町方地域防災コミュニティセンター 事務室カウンター下 1台
愛知県 愛⻄市 佐屋高等学校 体育館通風扉 2台
愛知県 愛⻄市 市江地区コミュニティセンター 事務室 1台
愛知県 愛⻄市 市江小学校 体育館玄関 1台
愛知県 愛⻄市 佐屋⻄小学校 体育館玄関 2台
愛知県 愛⻄市 佐屋北保育園 職員室 1台
愛知県 愛⻄市 佐屋中央保育園 職員室 1台
愛知県 愛⻄市 北河田小学校 体育館玄関 1台
愛知県 愛⻄市 親水公園総合体育館 事務室 3台
愛知県 愛⻄市 八輪小学校 体育館玄関 1台
愛知県 愛⻄市 佐織工業高等学校 体育館管理室 2台
愛知県 愛⻄市 川渕地域防災コミュニティセンター 事務室窓口 1台
愛知県 愛知郡東郷町 御岳コミュニティセンター １階ロビー奥通路付近 1台
愛知県 愛知郡東郷町 祐福寺公⺠館 １階倉庫 1台
愛知県 愛知郡東郷町 ⻄部児童館（⻄部老人憩の家） 事務室 1台
愛知県 愛知郡東郷町 音貝小学校 体育館 1台
愛知県 愛知郡東郷町 傍示本公⺠館 事務室前ロビー 1台
愛知県 愛知郡東郷町 南部児童館 工作集会室前通路付近 1台
愛知県 愛知郡東郷町 春木中学校 体育館 3台
愛知県 愛知郡東郷町 部田コミュニティセンター 事務室前通路付近 1台
愛知県 愛知郡東郷町 中部児童館 工作集会室前通路付近 1台
愛知県 愛知郡東郷町 ⻄⽩土ふれあいセンター 管理室横 1台
愛知県 愛知郡東郷町 ⽩土コミュニティセンター 事務室 1台
愛知県 愛知郡東郷町 春木台小学校 体育館 1台
愛知県 愛知郡東郷町 春木台コミュニティセンター 事務室 1台
愛知県 愛知郡東郷町 東部児童館 ロビー 1台
愛知県 愛知郡東郷町 諸輪中学校 体育館 3台
愛知県 愛知郡東郷町 諸輪小学校 体育館 1台
愛知県 愛知郡東郷町 諸輪公⺠館 放送室 1台
愛知県 愛知郡東郷町 東郷小学校 体育館（外通路壁面収納ＢＯＸ） 2台
愛知県 愛知郡東郷町 東郷中学校 体育館 3台
愛知県 愛知郡東郷町 清水コミュニティセンター 事務室横ロビー 1台
愛知県 愛知郡東郷町 ⽩鳥コミュニティセンター 事務室 1台
愛知県 愛知郡東郷町 北部児童館 遊戯室前通路付近 1台
愛知県 愛知郡東郷町 高嶺小学校 体育館 1台
愛知県 愛知郡東郷町 部田山コミュニティセンター 事務室 1台
愛知県 愛知郡東郷町 兵庫小学校 体育館 1台
愛知県 愛知郡東郷町 北山台コミュニティセンター エントランス 1台
愛知県 愛知郡東郷町 和合ヶ丘コミュニティセンター 事務室 1台
愛知県 愛知郡東郷町 和合公⺠館 事務室 1台
愛知県 安城市 昭林公⺠館 ロビー公衆電話付近 1台
愛知県 安城市 祥南小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 安祥公⺠館 ロビー入口右側柱付近 1台
愛知県 安城市 安城南部小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 安祥福祉センター ロビー 1台
愛知県 安城市 安祥中学校 体育館 3台
愛知県 安城市 えのき保育園 遊技室 1台
愛知県 安城市 志貴小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 錦町小学校 体育館 2台
愛知県 安城市 ゆたか保育園 遊技室 1台
愛知県 安城市 高棚小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 今池小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 安城北部小学校 体育館 2台
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愛知県 安城市 桜井福祉センター ロビー 1台
愛知県 安城市 桜井公⺠館 ロビー公衆電話付近 2台
愛知県 安城市 桜林小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 安城南高等学校 体育館 4台
愛知県 安城市 桜町小学校 体育館 1台
愛知県 安城市  へきしんギャラクシープラザ（文化センター） ロビー公衆電話付近 2台
愛知県 安城市 ⼆本木公⺠館 ロビー公衆電話横 1台
愛知県 安城市 三ツ川保育園 遊技室 1台
愛知県 安城市 作野小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 作野公⺠館 ロビーエレベータ付近 1台
愛知県 安城市 梨の里小学校 体育館 2台
愛知県 安城市 作野福祉センター ロビー 1台
愛知県 安城市 篠目中学校 体育館 3台
愛知県 安城市 桜井小学校 体育館 2台
愛知県 安城市 桜井中学校 体育館 3台
愛知県 安城市 城ヶ入保育園 遊技室 1台
愛知県 安城市 安城南中学校 体育館 3台
愛知県 安城市 安城北中学校 体育館 3台
愛知県 安城市 中部公⺠館 ロビー公衆電話横 2台
愛知県 安城市 新田小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 中部福祉センター ロビー 1台
愛知県 安城市 東祥アリーナ安城（安城市体育館） ロビー内既設公衆電話付近 7台
愛知県 安城市 ⻘少年の家 ロビー公衆電話付近 1台
愛知県 安城市 ⾚松保育園 遊技室 1台
愛知県 安城市 安城高等学校 体育館 3台
愛知県 安城市 総合福祉センター ロビー 1台
愛知県 安城市 東部公⺠館 ロビー公衆電話横 1台
愛知県 安城市 安城東部小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 安城市⺠交流センター ロビー旧公衆電話位置 1台
愛知県 安城市 安城中部小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 安城農林高等学校 体育館舞台袖旧ＭＪ設置位置 2台
愛知県 安城市 北部福祉センター ロビー 1台
愛知県 安城市 明祥中学校 体育館 3台
愛知県 安城市 明和小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 みその保育園 遊技室 1台
愛知県 安城市 安城⻄部小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 ⻄部公⺠館 ロビー公衆電話付近 1台
愛知県 安城市 ⻄部福祉センター ロビー 1台
愛知県 安城市 安城⻄中学校 体育館 3台
愛知県 安城市 安城東高等学校 体育館2Ｆ放送室入口付近 3台
愛知県 安城市 三河安城小学校 体育館横ＥＰＳ内 2台
愛知県 安城市 みのわ保育園 遊技室 1台
愛知県 安城市 北部公⺠館 ロビー公衆電話付近 2台
愛知県 安城市 里町小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 東山中学校 体育館 3台
愛知県 安城市 ⼆本木小学校 体育館 1台
愛知県 安城市 明祥プラザ ロビー公衆電話付近 3台
愛知県 安城市 丈山小学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 奥小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 奥中学校 体育館 2台
愛知県 一宮市 開明小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 尾⻄第三中学校 武道場 2台
愛知県 一宮市 北部中学校 体育館 2台
愛知県 一宮市 貴船小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 起小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 葉栗北小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 向山小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 葉栗中学校 体育館 2台
愛知県 一宮市 今伊勢中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 今伊勢小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 今伊勢⻄小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 丹陽小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 三条小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 尾⻄第一中学校 体育館 2台
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愛知県 一宮市 ⻄成東小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 小信中島小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 朝日⻄小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 瀬部小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⼤徳小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⻄成小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⻄成中学校 体育館 2台
愛知県 一宮市 千秋東小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 千秋中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 千秋小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 千秋南小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 浅井中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 浅井中小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 浅井北小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 浅井南小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 南部中学校 体育館 2台
愛知県 一宮市 浅野小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 丹陽⻄小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 宮⻄小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⼤志小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⾚見小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 葉栗小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⼤和中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 ⼤和⻄小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⼤和東小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⼤和南小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⼤和南中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 丹陽南小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 丹陽中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 ⻄成東部中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 萩原中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 中島小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 萩原小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 中部中学校 武道場 2台
愛知県 一宮市 富士小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 神山小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 北方中学校 体育館 1台
愛知県 一宮市 北方小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 末広小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 朝日東小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 尾⻄第⼆中学校 体育館 2台
愛知県 一宮市 木曽川⻄小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 ⿊田小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 木曽川東小学校 屋内運動場 1台
愛知県 一宮市 木曽川中学校 体育館 2台
愛知県 稲沢市 片原一色小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 稲沢⻄中学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 稲沢北小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 稲沢⻄小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 ⼤里⻄小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 ⼤里中学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 下津小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 髙御堂小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 坂田小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 治郎丸中学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 小正小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 名古屋文理⼤学文化フォーラム（稲沢市⺠会館） 小ホール 1台
愛知県 稲沢市 稲沢中学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 清水小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 丸甲小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 祖父江町体育館 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 山崎小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 祖父江中学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 祖父江小学校 屋内運動場 1台
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愛知県 稲沢市 杏和高等学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 領内小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 ⻑岡小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 牧川小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 稲沢東高等学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 ⼤塚小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 勤労福祉会館 多目的ホール 1台
愛知県 稲沢市 豊田合成アリーナ（総合体育館） 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 稲沢東小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 ⼤里東小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 ⼤里東中学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 千代田小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 千代田中学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 稲沢高等学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 六輪小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 三宅小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 平和町体育館 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 平和中学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 法⽴小学校 屋内運動場 1台
愛知県 稲沢市 明治中学校 屋内運動場 2台
愛知県 稲沢市 国分小学校 屋内運動場 1台
愛知県 岡崎市 井田小学校 体育館内IDF 1台
愛知県 岡崎市 六ツ美北中学校 体育館ＩＤＦ内 1台
愛知県 岡崎市 矢作⻄小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 羽根小学校 体育館舞台裏 1台
愛知県 岡崎市 奥殿小学校 体育館バックヤード 1台
愛知県 岡崎市 美合小学校 体育館舞台裏 1台
愛知県 岡崎市 六ツ美中部小学校 体育館内扉上部 1台
愛知県 岡崎市 六ツ美中学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 額田中学校 体育館入口（コンセントBOX） 3台
愛知県 岡崎市 ⼤樹寺小学校 体育館バックヤード 1台
愛知県 岡崎市 河合中学校 体育館舞台裏 1台
愛知県 岡崎市 美川中学校 体育館玄関ロビー内 1台
愛知県 岡崎市 岩津小学校 体育館バックヤード（電力盤脇） 1台
愛知県 岡崎市 恵田小学校 体育館バックヤード 1台
愛知県 岡崎市 小豆坂小学校 体育館裏電力盤脇壁面へMJ取付 1台
愛知県 岡崎市 南中学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 岡崎市 広幡小学校 体育館放送室内 1台
愛知県 岡崎市 細川小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 形埜小学校 体育館入口付近壁面 2台
愛知県 岡崎市 上地小学校 体育館舞台裏 1台
愛知県 岡崎市 城南小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 秦梨小学校 体育館舞台裏扉脇 1台
愛知県 岡崎市 岡崎小学校 体育館裏の扉脇 1台
愛知県 岡崎市 ⽣平小学校 体育館舞台裏扉脇 1台
愛知県 岡崎市 六ツ美⻄部小学校 体育館バックヤード 1台
愛知県 岡崎市 千万町倉庫（旧千万町小学校） 校⻑室前壁面 1台
愛知県 岡崎市 男川小学校 体育館舞台裏 1台
愛知県 岡崎市 ⼤門小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 矢作南小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 常磐小学校 体育館裏下⼿控室内 1台
愛知県 岡崎市 六ツ美南部小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 ホタル学校 校舎1F階段付近壁面 1台
愛知県 岡崎市 常磐南小学校 体育館舞台裏 1台
愛知県 岡崎市 六ツ美北部小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 旧⼤雨河小学校 校舎正面玄関脇壁面 1台
愛知県 岡崎市 矢作北中学校 体育館ＩＤＦ 1台
愛知県 岡崎市 藤川小学校 体育館内扉上部 1台
愛知県 岡崎市 山中小学校 体育館バックヤード 1台
愛知県 岡崎市 福岡小学校 体育館裏扉脇 1台
愛知県 岡崎市 下山小学校 事務室前埋め込みBOX 1台
愛知県 岡崎市 北野小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 本宿小学校 体育館内扉上部 1台
愛知県 岡崎市 三島小学校 体育館舞台裏 1台
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愛知県 岡崎市 矢作東小学校 体育館内うち扉上部 1台
愛知県 岡崎市 ⻯⾕小学校 体育館内扉上部 1台
愛知県 岡崎市 ⻯美丘小学校 体育館舞台裏（内線電話横） 1台
愛知県 岡崎市 ⻯南中学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 海部郡蟹江町 蟹江町図書館 トイレ付近壁面 1台
愛知県 海部郡蟹江町 新蟹江小学校 体育館東側外壁 2台
愛知県 海部郡蟹江町 蟹江町体育館 体育館⻄側外壁 1台
愛知県 海部郡蟹江町 蟹江中央公⺠館 正面玄関付近外壁 1台
愛知県 海部郡蟹江町 学⼾小学校 体育館東側外壁 2台
愛知県 海部郡蟹江町 舟入小学校 体育館東側外壁 1台
愛知県 海部郡蟹江町 蟹江町産業文化会館 事務室壁面 1台
愛知県 海部郡蟹江町 蟹江小学校 体育館東側外壁 2台
愛知県 海部郡蟹江町 希望の丘広場（管理棟） 管理棟壁面 1台
愛知県 海部郡蟹江町 須⻄小学校 体育館東側外壁 2台
愛知県 海部郡蟹江町 蟹江北中学校 体育館東側外壁 2台
愛知県 海部郡蟹江町 蟹江中学校 体育館東側外壁 3台
愛知県 海部郡⼤治町 保健センター健康館すこやかおおはる 1Fエントランスホール 2台
愛知県 海部郡⼤治町 総合福祉センター 1Fエントランスホール 4台
愛知県 海部郡⼤治町 ⼤治南保育園 1F玄関ロビー 2台
愛知県 海部郡⼤治町 砂子東部防災ふれあいセンター 2Fロビー 2台
愛知県 海部郡⼤治町 ⼤治南小学校 体育館 2台
愛知県 海部郡⼤治町 ⼤治⻄小学校 体育館 2台
愛知県 海部郡⼤治町 ⻄條防災コミュニティセンター 2Fロビー 2台
愛知県 海部郡⼤治町 ⻄公⺠館 1Fエントランスホール 2台
愛知県 海部郡⼤治町 公⺠館 2Fロビー 4台
愛知県 海部郡⼤治町 ⼤治町役場 1Fエントランスホール 2台
愛知県 海部郡⼤治町 八ツ屋防災コミュニティセンター 2Fロビー 2台
愛知県 海部郡⼤治町 スポーツセンター 1Fエントランスホール 5台
愛知県 海部郡⼤治町 ⼤治小学校 体育館 2台
愛知県 海部郡⼤治町 ⼤治中学校（柔剣道場） 柔剣道場 1台
愛知県 海部郡⼤治町 ⼤治中学校（体育館） 体育館 2台
愛知県 海部郡飛島村 北拠点避難所 2階EPS内、3階EPS内 2台
愛知県 海部郡飛島村 三福一時避難所 2階EPS内 1台
愛知県 海部郡飛島村 新政成一時避難所 2階EPS内、3階備蓄倉庫 2台
愛知県 海部郡飛島村 服岡一時避難所 2階EPS内、3階EPS内 2台
愛知県 海部郡飛島村 ⼤宝一時避難所 2階EPS内、3階H鋼横 2台
愛知県 海部郡飛島村 南拠点避難所 3階中央階段付近 1台
愛知県 額田郡幸田町 荻⾕小学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 額田郡幸田町 中央小学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 額田郡幸田町 坂崎小学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 額田郡幸田町 南部中学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 額田郡幸田町 深溝小学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 額田郡幸田町 北部中学校 体育館内IDFへ 2台
愛知県 額田郡幸田町 幸田町⺠会館 玄関ロビーＩＤＦ 3台
愛知県 額田郡幸田町 幸田小学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 額田郡幸田町 幸田中学校 武道館指導室内IDF 2台
愛知県 額田郡幸田町 幸田町中央公⺠館 玄関ロビー内MDF 1台
愛知県 額田郡幸田町 幸田勤労者体育センター 事務室ＭＤＦ 1台
愛知県 額田郡幸田町 豊坂小学校 体育館玄関ロビー 1台
愛知県 蒲郡市 形原北小学校 体育館入口収納ボックス 2台
愛知県 蒲郡市 形原小学校 体育館入口収納ボックス 1台
愛知県 蒲郡市 形原中学校 体育館入口収納ボックス 3台
愛知県 蒲郡市 三⾕中学校 体育館入口収納ボックス 2台
愛知県 蒲郡市 三⾕東小学校 北校舎入口BOX 2台
愛知県 蒲郡市 三⾕小学校 体育館入口収納ボックス 1台
愛知県 蒲郡市 蒲郡中学校 体育館入口収納ボックス 2台
愛知県 蒲郡市 蒲郡⻄部小学校 体育館入口収納ボックス 1台
愛知県 蒲郡市 勤労福祉会館 2F配線盤室 2台
愛知県 蒲郡市 蒲郡南部小学校 体育館入口収納ボックス 2台
愛知県 蒲郡市 中部中学校 体育館入口収納ボックス 3台
愛知県 蒲郡市 蒲郡北部小学校 体育館入口収納ボックス 1台
愛知県 蒲郡市 ⻄浦小学校 体育館入口収納ボックス 1台
愛知県 蒲郡市 ⻄浦中学校 体育館入口収納ボックス 3台
愛知県 蒲郡市 ⼤塚小学校 体育館入口収納ボックス 1台
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愛知県 蒲郡市 ⼤塚中学校 体育館入口収納ボックス 3台
愛知県 蒲郡市 塩津小学校 体育館入口収納ボックス 1台
愛知県 蒲郡市 塩津中学校 体育館入口収納ボックス 2台
愛知県 蒲郡市 竹島小学校 体育館入口収納ボックス 2台
愛知県 蒲郡市 蒲郡東部小学校 体育館入口収納ボックス 1台
愛知県 蒲郡市 中央小学校 体育館入口収納ボックス 1台
愛知県 蒲郡市 市⺠体育センター 武道館 3台
愛知県 刈⾕市 北部⽣涯学習センター ロビー 1台
愛知県 刈⾕市 平成小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 心身障害者福祉会館 ロビー 1台
愛知県 刈⾕市 小高原小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 富士松市⺠センター ロビー 1台
愛知県 刈⾕市 富士松中学校 体育館 3台
愛知県 刈⾕市 富士松南小学校 体育館 1台
愛知県 刈⾕市 刈⾕東中学校 体育館⼤会議室 3台
愛知県 刈⾕市 総合文化センター ロビー 3台
愛知県 刈⾕市 刈⾕南中学校 体育館 3台
愛知県 刈⾕市 住吉小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 小垣江市⺠センター ロビー 1台
愛知県 刈⾕市 依佐美中学校 体育館 3台
愛知県 刈⾕市 小垣江小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 小垣江東小学校 (空⽩) 2台
愛知県 刈⾕市 東刈⾕市⺠センター ロビー 1台
愛知県 刈⾕市 ⻲城小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 産業振興センター ロビー 2台
愛知県 刈⾕市 子ども相談センター ロビー 1台
愛知県 刈⾕市 かりがね小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 雁が音中学校 体育館 3台
愛知県 刈⾕市 衣浦小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 東刈⾕小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 北部市⺠センター ロビー 1台
愛知県 刈⾕市 富士松北小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 富士松東小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 日高小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 双葉小学校 体育館 2台
愛知県 刈⾕市 朝日小学校 (空⽩) 2台
愛知県 刈⾕市 朝日中学校 体育館 3台
愛知県 刈⾕市 南部⽣涯学習センター ロビー 1台
愛知県 岩倉市 五条川小学校 体育館 2台
愛知県 岩倉市 曽野小学校 体育館 2台
愛知県 岩倉市 岩倉南小学校 体育館 2台
愛知県 岩倉市 岩倉東小学校 体育館 2台
愛知県 岩倉市 岩倉北小学校 体育館 2台
三重県 桑名郡木曽岬町 木曽岬町町⺠ホール (空⽩) 3台
愛知県 犬山市 池野小学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 フロイデ（犬山市⺠交流センター) 受付付近 1台
愛知県 犬山市 犬山⻄小学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 東小学校 体育館ステージ付近 1台
愛知県 犬山市 羽⿊小学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 エナジーサポートアリーナ（犬山市体育館） MDF内 1台
愛知県 犬山市 犬山市体育センター（勤労⻘少年ホーム） 1Ｆ共有スペース 1台
愛知県 犬山市 南部中学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 犬山南小学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 栗栖小学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 犬山北小学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 犬山高等学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 今井小学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 城東中学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 城東小学校 体育館 1台
愛知県 犬山市 犬山中学校 体育館 1台
愛知県 江南市 古知野東公⺠館 既設公衆電話付近 1台
愛知県 江南市 古知野東小学校 体育館北東角付近 1台
愛知県 江南市 老人福祉センター 受付付近 1台
愛知県 江南市 古知野南小学校 体育館入口付近 1台
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愛知県 江南市 古知野中保育園 職員室（受付付近） 1台
愛知県 江南市 宮田保育園 職員室（廊下側奥角） 1台
愛知県 江南市 宮田中学校 体育館南東角付近 1台
愛知県 江南市 宮田小学校 体育館入口付近 1台
愛知県 江南市 古知野中学校 体育館南東角付近 1台
愛知県 江南市 KTXアリーナ(江南市スポーツセンター) 会議室１ 2台
愛知県 江南市 武道館 受付付近 2台
愛知県 江南市 布袋北小学校 体育館管理室兼会議室内 1台
愛知県 江南市 布袋南部地区学習等供用施設 事務室内 1台
愛知県 江南市 草井小学校 体育館渡廊下付近 1台
愛知県 江南市 ⻄部中学校 体育館入口付近 1台
愛知県 江南市 中央保育園 職員室入口付近 1台
愛知県 江南市 すいとぴあ江南（多目的ホール） レストラン入口付近 1台
愛知県 江南市 藤里小学校 体育館渡廊下付近（校舎側） 1台
愛知県 江南市 北部中学校 体育館 1台
愛知県 江南市 門弟山小学校 体育館北東角付近 1台
愛知県 江南市 古知野⻄小学校 体育館事務室奥角付近 1台
愛知県 江南市 布袋小学校 体育館管理室入口付近 1台
愛知県 江南市 布袋ふれあい会館 入口付近 1台
愛知県 江南市 布袋中学校 体育館入口付近 1台
愛知県 江南市 布袋北部地区学習等供用施設 受付付近 1台
愛知県 江南市 古知野北小学校 体育館南東角付近 1台
愛知県 高浜市 吉浜公⺠館 事務所内既設ピンク公衆付近 1台
愛知県 高浜市 吉浜小学校 体育館 1台
愛知県 高浜市 吉浜小学校 体育館ステージ入口 1台
愛知県 高浜市 ⼤山公⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 高浜市 翼小学校 体育館 1台
愛知県 高浜市 高浜小学校 (空⽩) 2台
愛知県 高浜市 東海会館 玄関ホール 1台
愛知県 高浜市 高浜中学校 体育館 2台
愛知県 高浜市 南中学校 体育館 2台
愛知県 高浜市 中央保育園（中央児童センター） 事務室・管理室 1台
愛知県 高浜市 南部第２ふれあいプラザ 事務所受付付近 1台
愛知県 高浜市 港小学校 体育館 1台
愛知県 高浜市 高浜安⽴荘 玄関ホール 1台
愛知県 高浜市 高取小学校 体育館 1台
愛知県 春日井市 押沢台小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 第一希望の家 事務室 3台
愛知県 春日井市 南城中学校（校舎２階美術室） 美術室前廊下 3台
愛知県 春日井市 南城中学校（体育館） 体育館ステージ横 3台
愛知県 春日井市 南部ふれあいセンター ロビー 3台
愛知県 春日井市 少年自然の家（野外教育センター） 事務室 3台
愛知県 春日井市 第⼆希望の家 事務室 3台
愛知県 春日井市 岩成台小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 岩成台⻄小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 ⻄部ふれあいセンター 玄関フロア 3台
愛知県 春日井市 春日井小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 牛山小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 玉川小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 北城小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 篠原小学校（体育館） 体育館 3台
愛知県 春日井市 鳥居松小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 東高森台小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 高森台小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 高蔵寺ふれあいセンター 玄関フロア 3台
愛知県 春日井市 高座小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 坂下公⺠館 玄関フロア 3台
愛知県 春日井市 坂下小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 篠木小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 勝川小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 不⼆小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 出川小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 八幡小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 山王小学校 体育館 3台
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愛知県 春日井市 小野小学校（3Ｆ家庭室） 3F家庭科室 3台
愛知県 春日井市 小野小学校（体育館） 体育館 3台
愛知県 春日井市 中部⼤学 体育館・サブアリーナ 3台
愛知県 春日井市 神屋小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 神領小学校（校舎２F特活室） 2F特活室 3台
愛知県 春日井市 神領小学校（体育館） 体育館 3台
愛知県 春日井市 ⻄山小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 ハーモニー春日井（⻘年の家） 事務室窓口 3台
愛知県 春日井市 ⻄尾小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 味美ふれあいセンター 玄関フロア 3台
愛知県 春日井市 ⽯尾台小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 総合福祉センター ロビー 3台
愛知県 春日井市 総合福祉センター（福祉作業所） 事務室 3台
愛知県 春日井市 ⼤⼿小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 知多公⺠館 体育館 3台
愛知県 春日井市 保健センター 玄関フロア 3台
愛知県 春日井市 東部市⺠センター 玄関フロア 3台
愛知県 春日井市 中央台小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 鷹来公⺠館 玄関フロア 3台
愛知県 春日井市 鷹来小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 松原小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 東野小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 グルッポふじとう（高蔵寺まなびと交流センター） 体育館 3台
愛知県 春日井市 藤山台小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 旧⻄藤山台小学校施設 体育館 3台
愛知県 春日井市 松山小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 柏原小学校 体育館 3台
愛知県 春日井市 味美小学校（体育館） 体育館 3台
愛知県 春日井市 味美小学校（理科室廊下） 理科室 3台
愛知県 春日井市 ⽩山小学校 3Fプレイルーム 3台
愛知県 春日井市 ⽩山小学校（体育館） 体育館 3台
愛知県 春日井市 上条小学校（体育館） 体育館 3台
愛知県 春日井市 丸田小学校 体育館 3台
愛知県 小牧市 応時中学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 北里市⺠センター １Ｆ及び３Ｆ 2台
愛知県 小牧市 北里中学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 北里小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 味岡市⺠センター １Ｆ及び２Ｆ 2台
愛知県 小牧市 南スポーツセンター 玄関受付付近 2台
愛知県 小牧市 光ヶ丘中学校 体育館放送室付近 2台
愛知県 小牧市 光ヶ丘小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 東部市⺠センター １F 2台
愛知県 小牧市 篠岡小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 篠岡中学校 金工木工室 2台
愛知県 小牧市 ⼤輪体育館 体育館 2台
愛知県 小牧市 小牧高等学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 小牧中部公⺠館 受付室 2台
愛知県 小牧市 小牧小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 小牧市市⺠会館 ２Ｆ 2台
愛知県 小牧市 小木小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 小牧南高等学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 ⼤城小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 パークアリーナ小牧（スポーツ公園総合体育館） 既設公衆電話付近 3台
愛知県 小牧市 岩崎中学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 小牧特別支援学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 一色小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 小牧工科高校 体育館 2台
愛知県 小牧市 三ツ渕小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 味岡中学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 味岡小学校 体育館ステージ横 2台
愛知県 小牧市 小牧原小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 小牧勤労センター １Ｆ 2台
愛知県 小牧市 陶小学校 体育館ステージ横 2台
愛知県 小牧市 小牧⻄中学校 体育館ステージ横 2台

54 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

愛知県 小牧市 ⻄部コミュニティセンター 受付室 2台
愛知県 小牧市 村中小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 南部コミュニティセンター トイレ付近 2台
愛知県 小牧市 本庄小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 ⽶野小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 桃陵中学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 桃ケ丘小学校 体育館 2台
愛知県 小牧市 小牧中学校 体育館 2台
愛知県 常滑市 ⻄浦北小学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 南陵公⺠館 建物入口奥 1台
愛知県 常滑市 南陵中学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 三和小学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 常滑市体育館 建物入口付近 3台
愛知県 常滑市 ⻘海中学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 ⻄浦南小学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 ⻤崎中学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 常滑中学校 体育館 2台
愛知県 常滑市 ⻤崎北小学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 ボートレースとこなめ 2F柱203付近 2台
愛知県 常滑市 とこなめ市⺠交流センター 交流スペース奥 1台
愛知県 常滑市 常滑東小学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 小鈴⾕小学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 ⻘海公⺠館 建物裏口付近 1台
愛知県 常滑市 ⼤野小学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 常滑⻄小学校 体育館 1台
愛知県 常滑市 ⻤崎南小学校 体育館 1台
愛知県 新城市 新城市養護老人ホーム寿楽荘 玄関 1台
愛知県 新城市 旧⻩柳野小学校 体育館入口付近ＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 鳳来ケアセンター ＭＤＦ内 1台
愛知県 新城市 ⻩柳川小学校 体育館トイレ付近ＢＯＸ内（男子トイレと女子トイレの間） 2台
愛知県 新城市 旧海老小学校 体育館入口付近ＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 海老構造改善センター (空⽩) 1台
愛知県 新城市 吉川公⺠館 入口カウンター付近 1台
愛知県 新城市 鳳来寺小学校 体育館入口付近ＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 玖老勢コミュニティプラザ (空⽩) 1台
愛知県 新城市 小規模多機能ホームろくじゅ新城 配線柱である⿊田幹3Ｌ9Ｌ1へ設置のＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 作⼿農村環境改善センター 事務所内玄関付近 1台
愛知県 新城市 新城有教館高等学校作⼿校舎 体育館入口付近ＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 つくで交流館 ＭＤＦ内 2台
愛知県 新城市 作⼿農村集落多目的共同利用施設 入口カウンター付近 1台
愛知県 新城市 旧巴小学校 体育館入口付近ＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 旧連⾕小学校 体育館入口付近ＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 新城有教館高等学校 事務室前 1台
愛知県 新城市 新城小学校 事務室前 1台
愛知県 新城市 新城中学校 体育館 1台
愛知県 新城市 七郷一色コミュニティプラザ ＭＤＦ内 1台
愛知県 新城市 山吉田トレーニングセンター 入口カウンター付近 1台
愛知県 新城市 千郷小学校 体育館 1台
愛知県 新城市 千郷中学校 体育館 1台
愛知県 新城市 鳳来東小学校 (空⽩) 1台
愛知県 新城市 鳳来中央集会所 ＭＤＦ内 1台
愛知県 新城市 東陽小学校 体育館脇倉庫付近ＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 東郷中学校 体育館入口下駄箱付近MDF 1台
愛知県 新城市 鳳来中部小学校 体育館入口付近ＢＯＸ内 1台
愛知県 新城市 鳳来中学校 (空⽩) 2台
愛知県 新城市 庭野小学校 体育館 1台
愛知県 新城市 舟着小学校 事務室・管理室 1台
愛知県 新城市 東郷東小学校 職員室 1台
愛知県 新城市 八名中学校 事務室・管理室 1台
愛知県 新城市 八名小学校 事務室・管理室 1台
愛知県 新城市 旧鳳来⻄小学校 (空⽩) 1台
愛知県 新城市 東郷⻄小学校 事務室・管理室 1台
愛知県 新城市 千郷⻄こども園 事務室・管理室 1台
愛知県 新城市 新城東高等学校 事務室・管理室 1台

55 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

愛知県 瀬⼾市 ⻄陵小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 南山中学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 掛川小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 深川小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 原山小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 陶原小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 水無瀬中学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 古瀬⼾小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 品野中学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 水野小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 品野台小学校 校舎 1台
愛知県 瀬⼾市 祖東中学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 東山小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 水南小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 ⻑根小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 東明小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 道泉小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 本山中学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 水野中学校 柔剣道場 1台
愛知県 瀬⼾市 萩山小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 光陵中学校 柔剣道場 1台
愛知県 瀬⼾市 幡山⻄小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 幡山中学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 八幡小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 幡山東小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 下品野小学校 体育館 1台
愛知県 瀬⼾市 效範小学校 体育館 1台
愛知県 清須市 星の宮小学校 体育館 3台
愛知県 清須市 清洲中学校 体育館器具庫 3台
愛知県 清須市 中之切保育園 遊戯室 1台
愛知県 清須市 春日中学校 体育館 3台
愛知県 清須市 春日小学校 体育館 3台
愛知県 清須市 ネギヤ保育園 遊戯室 1台
愛知県 清須市 新川小学校 体育館 3台
愛知県 清須市 新川中学校 体育館ロビー 3台
愛知県 清須市 清洲小学校 体育館外壁 3台
愛知県 清須市 清洲保健センター 相談室 1台
愛知県 清須市 アルコ清洲 公衆電話コーナー 3台
愛知県 清須市 清洲東小学校 体育館 3台
愛知県 清須市 清洲市⺠センター 事務所 3台
愛知県 清須市 ⻄枇杷島中学校 体育館ロビー 3台
愛知県 清須市 ⻄枇杷島小学校 体育館外壁 3台
愛知県 清須市 にしび創造センター 公衆電話コーナー 3台
愛知県 清須市 古城小学校 体育館外壁 3台
愛知県 清須市 ⻄枇杷島福祉センター 事務所前 1台
愛知県 清須市 新川ふれあい防災センター ２Ｆ事務室 1台
愛知県 清須市 桃栄小学校 体育館ロビー 3台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 総合福祉センター（北館さざんか） 事務室 2台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 新栄小学校 体育館前用具室 3台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 志水小学校 校舎玄関ホール 3台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 冨士学習等供用施設 倉庫 2台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 新栄学習等供用施設 事務室 2台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 豊山保育園 事務室 2台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 総合福祉センター（南館ひまわり） 事務室 2台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 東部学習等供用施設 事務室 2台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 総合福祉センター（しいの木） 事務室 2台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 豊山中学校 体育館ホール 3台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 豊山小学校 校舎玄関ホール 3台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 冨士保育園 事務室 2台
愛知県 ⻄春日井郡豊山町 社会教育センター 事務室 3台
愛知県 ⻄尾市 一色町公⺠館／一色地域交流センター エントランスホールＩＤＦ 1台
愛知県 ⻄尾市 佐久島しおさい学校 体育館 1台
愛知県 ⻄尾市 佐久島開発総合センター（旧佐久島保育園） 職員室 1台
愛知県 ⻄尾市 福地北部小学校 体育館 4台
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愛知県 ⻄尾市 総合福祉センター (空⽩) 6台
愛知県 ⻄尾市 鶴城丘高等学校 体育館 4台
愛知県 ⻄尾市 クリーンセンター管理棟 ロビー内既設公衆電話付近 1台
愛知県 ⻄尾市 荻原小学校 (空⽩) 1台
愛知県 ⻄尾市 吉良カントリークラブ 1Fロビー階段横既設公衆電話付近 1台
愛知県 ⻄尾市 横須賀ふれあいセンター 職員室ＭＤＦ内 1台
愛知県 ⻄尾市 横須賀保育園 (空⽩) 1台
愛知県 ⻄尾市 横須賀小学校 (空⽩) 5台
愛知県 ⻄尾市 津平保育園 職員室 1台
愛知県 ⻄尾市 津平小学校 体育館男子更衣室前 3台
愛知県 ⻄尾市 ⽩浜小学校 校舎２階 会議室 1台
愛知県 ⻄尾市 アイシン機工株式会社 (空⽩) 1台
愛知県 ⻄尾市 寺津小学校 体育館 2台
愛知県 ⻄尾市 寺津中学校 体育館 3台
愛知県 ⻄尾市 ⻄尾小学校 体育館 6台
愛知県 ⻄尾市 ⻄尾幼稚園 (空⽩) 1台
愛知県 ⻄尾市 花ノ木小学校 体育館 6台
愛知県 ⻄尾市 花ノ木保育園 職員室 1台
愛知県 ⻄尾市 ⻄尾中学校 (空⽩) 6台
愛知県 ⻄尾市 ⻄尾高等学校 体育館 1台
愛知県 ⻄尾市 鶴城小学校 体育館 3台
愛知県 ⻄尾市 文化会館 廊下公衆電話付近 2台
愛知県 ⻄尾市 室場小学校 体育館 4台
愛知県 ⻄尾市 ⻄野町ふれあいセンター １Ｆ廊下公衆電話付近 1台
愛知県 ⻄尾市 ⻄野町小学校 体育館 2台
愛知県 ⻄尾市 矢田小学校 体育館 5台
愛知県 ⻄尾市 見影保育園 (空⽩) 1台
愛知県 ⻄尾市 幡豆小学校 (空⽩) 5台
愛知県 ⻄尾市 中畑小学校 体育館 5台
愛知県 ⻄尾市 中央体育館 事務室カウンター付近 4台
愛知県 ⻄尾市 中央体育館 (空⽩) 2台
愛知県 ⻄尾市 鶴城体育館 (空⽩) 3台
愛知県 ⻄尾市 東幡豆保育園 職員室 1台
愛知県 ⻄尾市 福地南部小学校 体育館 4台
愛知県 ⻄尾市 八ツ面小学校 体育館 1台
愛知県 ⻄尾市 平坂中学校 体育館 6台
愛知県 ⻄尾市 平坂小学校 体育館 4台
愛知県 ⻄尾市 ⽶津小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 横根公⺠館 既設公衆電話付近 1台
愛知県 ⼤府市 北山公⺠館 既設公衆電話付近 1台
愛知県 ⼤府市 吉田小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 共和⻄小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 共⻑公⺠館 ロビー消火栓付近 1台
愛知県 ⼤府市 共⻑小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 ⽯ヶ瀬会館 受付カウンター付近 1台
愛知県 ⼤府市 ⽯ヶ瀬小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 吉田公⺠館 ロビーテレビ付近 1台
愛知県 ⼤府市 森岡公⺠館 受付カウンター付近 1台
愛知県 ⼤府市 神田公⺠館 既設公衆電話付近 1台
愛知県 ⼤府市 神田小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 ⼤東小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 ⼤府公⺠館 会議室前廊下 1台
愛知県 ⼤府市 東山小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 ⼤府⻄中学校 体育館 2台
愛知県 ⼤府市 東山公⺠館 調理室前廊下 1台
愛知県 ⼤府市 ⼤府北中学校 体育館 2台
愛知県 ⼤府市 ⼤府小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 ⼤府中学校 体育館 2台
愛知県 ⼤府市 ⼤府南中学校 体育館 2台
愛知県 ⼤府市 北山小学校 体育館 1台
愛知県 ⼤府市 ⻑草公⺠館 既設公衆電話付近 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 ⼤口中学校 体育館入口付近 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 町⺠会館 入口受付 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 ⼤口北防災センター (空⽩) 1台
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愛知県 丹羽郡⼤口町 ⼤口北保育園 事務室 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 ⼤口北小学校 体育館入口ボックス内 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 健康文化センター・ほほえみプラザ １Ｆ入口付近 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 健康文化センター・ほほえみプラザ ４Ｆエレベーター横 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 中央公⺠館 事務室 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 ⼤口南小学校 体育館ＩＤＦ 1台
愛知県 丹羽郡⼤口町 ⼤口⻄小学校 体育館外壁ボックス内 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 扶桑東学習等供用施設 受付前 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 扶桑東小学校 体育館入口 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 高雄⻄学習等供用施設 受付前 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 高雄小学校 体育館外通路角 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 高雄学習等供用施設 １Ｆロビー 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 斎藤学習等供用施設 受付前 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 山名小学校 体育館・校舎連絡通路付近 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 山名学習等供用施設 受付前 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 山名⻄学習等供用施設 受付前 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 柏森中央学習等供用施設 受付前 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 柏森学習等供用施設 受付前 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 柏森小学校 体育館北外壁 1台
愛知県 丹羽郡扶桑町 扶桑町総合体育館 入口横階段付近 1台
愛知県 知多郡阿久比町 阿久比中学校 体育館内バックヤード 2台
愛知県 知多郡阿久比町 英比小学校 体育館 2台
愛知県 知多郡阿久比町 東部小学校 体育館 2台
愛知県 知多郡阿久比町 南部小学校 体育館 2台
愛知県 知多郡阿久比町 草木小学校 体育館 2台
愛知県 知多郡阿久比町 アグピアホール ホワイエ 2台
愛知県 知多郡阿久比町 中央公⺠館 集会室102 2台
愛知県 知多郡東浦町 緒川コミュニティセンター 既設公衆電話付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 緒川保育園 調理室前廊下 1台
愛知県 知多郡東浦町 卯ノ里コミュニティセンター 既設公衆電話付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 卯ノ里小学校 校舎屋上 2台
愛知県 知多郡東浦町 緒川新田児童館 遊戯室内 1台
愛知県 知多郡東浦町 北部中学校 体育館北側外壁 4台
愛知県 知多郡東浦町 ⻄部中学校 体育館2階屋外踊場 4台
愛知県 知多郡東浦町 相⽣老人憩の家 炊事場既設公衆電話付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 東浦葵ノ荘団地自治会集会所 和室内 1台
愛知県 知多郡東浦町 ⻄部ふれあいセンター 事務室外受付下付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 東ケ丘集会所 事務室外玄関下駄箱付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 緒川小学校 体育館北側屋外屋根下 2台
愛知県 知多郡東浦町 緒川新田保育園 遊戯室内 1台
愛知県 知多郡東浦町 森岡保育園 遊戯室内 1台
愛知県 知多郡東浦町 森岡台自治会集会所 事務室内受付下付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 森岡⻄保育園 遊戯室外下駄箱付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 北部ふれあいセンター 事務室外受付下付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 森岡コミュニティセンター 既設公衆電話付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 森岡小学校 体育館北側屋外屋根下 2台
愛知県 知多郡東浦町 東浦町体育館 小体育館入口付近 3台
愛知県 知多郡東浦町 ⽣路コミュニティセンター 事務室外コンセント付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 ⽣路小学校 体育館準備室 2台
愛知県 知多郡東浦町 ⽣路保育園 遊戯室内 1台
愛知県 知多郡東浦町 ⽯浜コミュニティセンター ⻄側外壁BOX内 1台
愛知県 知多郡東浦町 勤労福祉会館 事務室内MDF付近 2台
愛知県 知多郡東浦町 午池自治会集会所 集会所内 1台
愛知県 知多郡東浦町 ⽯浜⻄小学校 体育館準備室 2台
愛知県 知多郡東浦町 ⽯浜⻄保育園 遊戯室内 1台
愛知県 知多郡東浦町 東浦中学校 体育館⻄側内壁 4台
愛知県 知多郡東浦町 南ヶ丘集会所 事務室内 1台
愛知県 知多郡東浦町 ⽯浜中集会所 事務室内 1台
愛知県 知多郡東浦町 ⽯浜保育園 遊戯室内 2台
愛知県 知多郡東浦町 平池台自治会集会所 事務室外受付下付近 1台
愛知県 知多郡東浦町 片葩小学校 体育館準備室 2台
愛知県 知多郡東浦町 藤江小学校 体育館南側屋外入口付近 2台
愛知県 知多郡東浦町 藤江保育園 2階遊戯室屋外ベランダ 1台
愛知県 知多郡東浦町 藤江コミュニティセンター 北⻄MDF付近 1台
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愛知県 知多郡南知多町 岩屋公⺠館 階段付近 1台
愛知県 知多郡南知多町 師崎避難所 ⼤ホール公衆電話置き場 2台
愛知県 知多郡南知多町 篠島中学校 体育館通気口付近 1台
愛知県 知多郡南知多町 内海保育所 玄関ＭＤＦ付近 1台
愛知県 知多郡南知多町 内海中学校 体育館準備室 2台
愛知県 知多郡南知多町 ⻄端区公⺠館 ロビー 1台
愛知県 知多郡南知多町 日間賀小学校 体育館通気口付近 1台
愛知県 知多郡南知多町 日間賀保育所 遊戯室 1台
愛知県 知多郡南知多町 日間賀区⺠会館（⻄老人憩の家） 広間ステージ付近 1台
愛知県 知多郡南知多町 南知多町役場 ２Ｆ電話交換室ＭＤＦ内 1台
愛知県 知多郡南知多町 南知多町総合体育館 既設公衆電話付近 4台
愛知県 知多郡南知多町 豊浜中学校 体育館玄関付近 2台
愛知県 知多郡美浜町 奥田小学校 体育館 2台
愛知県 知多郡美浜町 河和小学校 体育館通気口付近 2台
愛知県 知多郡美浜町 河和中学校 体育館消火栓付近 3台
愛知県 知多郡美浜町 上野間小学校 体育館小ホール内 2台
愛知県 知多郡美浜町 布土小学校 体育館消火栓付近 2台
愛知県 知多郡美浜町 河和南部小学校 体育館外壁BOX 1台
愛知県 知多郡美浜町 野間小学校 体育館消火栓付近 2台
愛知県 知多郡美浜町 野間中学校 体育館内壁 3台
愛知県 知多郡武豊町 武豊高等学校 体育館入口 1台
愛知県 知多郡武豊町 武豊小学校 体育館ＢＯＸ内 1台
愛知県 知多郡武豊町 武豊中学校 体育館ＭＤＦ 2台
愛知県 知多郡武豊町 緑丘小学校 体育館準備室 1台
愛知県 知多郡武豊町 衣浦小学校 体育館入口 1台
愛知県 知多郡武豊町 富貴中学校 体育館入口 1台
愛知県 知多郡武豊町 富貴小学校 体育館準備室 1台
愛知県 知多市 つつじが丘小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 岡田小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 岡田まちづくりセンター 入口フロア 2台
愛知県 知多市 中央図書館 入口フロア 3台
愛知県 知多市 旭南小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 旭南中学校 体育館 2台
愛知県 知多市 佐布里小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 新知小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 中部公⺠館（ふれあいプラザ） 入口フロア 2台
愛知県 知多市 中部中学校 体育館 2台
愛知県 知多市 旭まちづくりセンター MDF内 2台
愛知県 知多市 旭東小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 南粕⾕小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 知多中学校 体育館 2台
愛知県 知多市 旭北小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 八幡中学校 体育館 3台
愛知県 知多市 東部中学校 体育館 2台
愛知県 知多市 新田小学校 体育館 2台
愛知県 知多市 東部まちづくりセンター 入口フロア 1台
愛知県 知多市 八幡小学校 体育館 2台
愛知県 知⽴市 逢妻町公⺠館 入口付近 1台
愛知県 知⽴市 逢妻保育園 遊戯室ステージ横 1台
愛知県 知⽴市 高根保育園 遊戯室ステージ横 1台
愛知県 知⽴市 知⽴中学校 体育館教官室内 2台
愛知県 知⽴市 知⽴高等学校 体育館 2台
愛知県 知⽴市 ⻯北中学校 体育館放送室壁面 2台
愛知県 知⽴市 昭和児童センター 事務室 1台
愛知県 知⽴市 知⽴東小学校 体育館ステージ裏 1台
愛知県 知⽴市 猿渡小学校 体育館ステージ裏 1台
愛知県 知⽴市 猿渡公⺠館 事務室 1台
愛知県 知⽴市 上重原⻄保育園 遊戯室ステージ横 1台
愛知県 知⽴市 上重原町公⺠館 会議室 1台
愛知県 知⽴市 知⽴南小学校 体育館出入口付近 1台
愛知県 知⽴市 知⽴南中学校 体育館出入口付近 2台
愛知県 知⽴市 ⻄丘文化センター 階段横火災報知器付近 1台
愛知県 知⽴市 ⻄中町第１公⺠館 事務所 1台
愛知県 知⽴市 福祉体育館 事務室カウンタ横 2台
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愛知県 知⽴市 知⽴小学校 体育館内教官室内壁面 2台
愛知県 知⽴市 知⽴東高等学校 体育館 2台
愛知県 知⽴市 知⽴⻄小学校 体育館放送室付近 2台
愛知県 知⽴市 知⽴市図書館 ロビー内階段脇 3台
愛知県 知⽴市 知⽴南保育園 遊戯室ステージ横 1台
愛知県 知⽴市 八ツ田小学校 体育館ステージ裏 1台
愛知県 知⽴市 知⽴文化広場 事務室カウンタ横 1台
愛知県 知⽴市 八橋市営住宅集会所 集会場エアコン付近 1台
愛知県 知⽴市 来迎寺小学校 体育館入口、体育準備室側 2台
愛知県 ⻑久⼿市 ⻑久⼿小学校 体育館 1台
愛知県 ⻑久⼿市 ⻑久⼿中学校 体育館 2台
愛知県 ⻑久⼿市 南小学校 体育館 1台
愛知県 ⻑久⼿市 市が洞小学校 体育館 1台
愛知県 ⻑久⼿市 東小学校 体育館 1台
愛知県 ⻑久⼿市 ⻄小学校 体育館 1台
愛知県 ⻑久⼿市 北小学校 体育館 1台
愛知県 ⻑久⼿市 南中学校 体育館 2台
愛知県 ⻑久⼿市 北中学校 体育館 1台
愛知県 津島市 ⻄地域コニュニティセンター 入口 1台
愛知県 津島市 中央児童館 事務室 1台
愛知県 津島市 看護専門学校 3Ｆ化粧室前弱電盤内 1台
愛知県 津島市 老人福祉センター 事務室前 1台
愛知県 津島市 天王中学校 体育館入口付近 2台
愛知県 津島市 南文化センター １Ｆ多目的トイレ横 1台
愛知県 津島市 北小学校 体育館外壁 3台
愛知県 津島市 総合保健福祉センター 3Ｆ化粧室前弱電盤内通路 1台
愛知県 津島市 南小学校 体育館控室 3台
愛知県 津島市 新開こども園 職員室入口 1台
愛知県 津島市 神守小学校 体育館入口横 3台
愛知県 津島市 高台寺小学校 体育館入口 3台
愛知県 津島市 藤浪中学校 体育館下駄箱上 2台
愛知県 津島市 ⻄小学校 体育館⻄側通路 3台
愛知県 津島市 錬成館 自動販売機奥 1台
愛知県 津島市 神島田公⺠館 事務室前 1台
愛知県 津島市 神島田小学校 体育館入口付近 3台
愛知県 津島市 ⼤崎会館 事務室横ＡＥＤ設置台 1台
愛知県 津島市 暁中学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 津島市 共存園保育所 職員室入口 1台
愛知県 津島市 文化会館 １Ｆ入口 1台
愛知県 津島市 児童科学館 入口正面左角 1台
愛知県 津島市 神守中学校 体育館外壁 2台
愛知県 津島市 蛭間小学校 体育館入口（倉庫） 3台
愛知県 津島市 東小学校 体育館入口付近 3台
愛知県 津島市 ⽣涯学習センター １Ｆ⼤ホール 1台
愛知県 田原市 伊良湖市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 童浦市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 童浦市⺠館 受付カウンター 1台
愛知県 田原市 北部保育園 遊戯室 1台
愛知県 田原市 童浦小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 ⻲山小学校 体育館 1台
愛知県 田原市 ⻲山市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 渥美文化会館 エントランス 旧公衆電話設置位置 3台
愛知県 田原市 清田市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 清田小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 泉小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 泉市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 泉市⺠館 受付カウンター 1台
愛知県 田原市 高松小学校 体育館 1台
愛知県 田原市 高松市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 若⼾市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 若⼾市⺠館 受付カウンター 1台
愛知県 田原市 伊良湖岬小学校 体育館 1台
愛知県 田原市 渥美運動公園 体育館 2台
愛知県 田原市 神⼾市⺠館 玄関ホール 1台
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愛知県 田原市 東部中学校 体育館 3台
愛知県 田原市 神⼾小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 ⾚羽根中学校 体育館 2台
愛知県 田原市 ⾚羽根福祉センター 事務室 1台
愛知県 田原市 ⾚羽根市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 田原南部市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 ⼤草小学校 体育館 1台
愛知県 田原市 ⼤草市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 田原東部市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 中山市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 中山小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 福江中学校 体育館 2台
愛知県 田原市 衣笠市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 成章高校 防災倉庫内 1台
愛知県 田原市 田原福祉グローバル専門学校 ロビーAED付近 1台
愛知県 田原市 田原中学校 体育館 3台
愛知県 田原市 田原中部小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 衣笠小学校 体育館 4台
愛知県 田原市 崋山会館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 福江市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 渥美福祉センター（あつみライフランド） EPS内MDF 1台
愛知県 田原市 田原東部小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 堀切市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 サンテパルクたはら 事務室MDF内 1台
愛知県 田原市 野田小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 野田市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 六連小学校 体育館 2台
愛知県 田原市 六連市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 田原市 和地市⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 東海市 三ツ池小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 東海南高等学校 体育館 2台
愛知県 東海市 加木屋中学校 体育館 1台
愛知県 東海市 加木屋小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 加木屋南小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 渡内小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 明倫小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 平洲小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 横須賀高等学校 体育館 2台
愛知県 東海市 横須賀小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 横須賀中学校 体育館 1台
愛知県 東海市 勤労センター ロビー 1台
愛知県 東海市 ⼤田小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 東海商業高等学校 体育館 2台
愛知県 東海市 加家公⺠館 事務所受付付近 1台
愛知県 東海市 平洲中学校 体育館 1台
愛知県 東海市 富木島中学校 体育館 1台
愛知県 東海市 富木島小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 船島小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 富木島公⺠館 玄関受付付近 1台
愛知県 東海市 千鳥津波避難所 ３階ＭＤＦ付近 1台
愛知県 東海市 上野中学校 体育館 1台
愛知県 東海市 名和小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 緑陽小学校 体育館 1台
愛知県 東海市 名和中学校 体育館 1台
愛知県 東海市 養父児童館・養父健康交流の家 ３階ＩＤＦ内 1台
愛知県 日進市 北小学校 体育館 2台
愛知県 日進市 香久山小学校 体育館 3台
愛知県 日進市 ⾚池小学校 体育館 2台
愛知県 日進市 南小学校 体育館 3台
愛知県 日進市 梨の木小学校 体育館 4台
愛知県 日進市 ⻄小学校 体育館内の体育倉庫 3台
愛知県 日進市 竹の山小学校・日進北中学校 体育館 5台
愛知県 日進市 日進東中学校 体育館内の体育倉庫 3台
愛知県 日進市 日進⻄中学校 体育館 3台
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愛知県 日進市 東小学校 体育館 2台
愛知県 日進市 相野山小学校 体育館 2台
愛知県 日進市 日進中学校 体育館 3台
愛知県 半田市 乙川小学校 体育館⻄側BOX 3台
愛知県 半田市 花園小学校 体育館⻄側BOX 3台
愛知県 半田市 乙川東小学校 体育館２階通路 3台
愛知県 半田市 半田小学校 体育館 3台
愛知県 半田市 岩滑小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 半田市 半田中学校 体育館内事務室MDF 3台
愛知県 半田市 ⻲崎小学校 体育館 3台
愛知県 半田市 ⻲崎中学校 スポーツクラブ 3台
愛知県 半田市 板山小学校 体育館準備室 3台
愛知県 半田市 成岩中学校 体育館内事務所 3台
愛知県 半田市 成岩小学校 体育館内⻄側 3台
愛知県 半田市 雁宿小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 半田市 ⻘山中学校 体育館準備室 3台
愛知県 半田市 乙川中学校 体育館入口BOX 3台
愛知県 半田市 横川小学校 体育館北側BOX 3台
愛知県 半田市 さくら小学校 体育館１階MDF 3台
愛知県 半田市 宮池小学校 体育館⻄側BOX 3台
愛知県 半田市 有脇小学校 体育館入口BOX 3台
愛知県 尾張旭市 三郷公⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 東中学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 旭中学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 東部市⺠センター ロビー 1台
愛知県 尾張旭市 渋川小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 渋川公⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 ⻄中学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 城山小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 尾張旭市保健福祉センター エレベータホール 1台
愛知県 尾張旭市 三郷小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 旭小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 旭丘小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 旭丘公⺠館 入口通路 1台
愛知県 尾張旭市 瑞鳳小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 瑞鳳公⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 藤池公⺠館 入口通路 1台
愛知県 尾張旭市 東栄小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 中央公⺠館 ロビー 2台
愛知県 尾張旭市 本地原小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 ⽩鳳小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 ⽩鳳公⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 平子公⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 尾張旭市 本地原公⺠館 玄関ホール 1台
愛知県 碧南市 鷲塚小学校 (空⽩) 3台
愛知県 碧南市 鷲塚公⺠館 (空⽩) 1台
愛知県 碧南市 南部市⺠プラザ ２Fロビー 3台
愛知県 碧南市 碧南工科高等学校 体育館前管理棟入口横 2台
愛知県 碧南市 新川保育園 入口ホール 1台
愛知県 碧南市 碧南市文化会館 １階 3台
愛知県 碧南市 防災の家 1階和室 1台
愛知県 碧南市 荒子保育園 入口ホール 1台
愛知県 碧南市 ⻄端保育園 (空⽩) 1台
愛知県 碧南市 棚尾公⺠館 (空⽩) 1台
愛知県 碧南市 南中学校 体育館倉庫内ＩＤＦ横 2台
愛知県 碧南市 棚尾小学校 (空⽩) 3台
愛知県 碧南市 東部市⺠プラザ 1Fロビー 3台
愛知県 碧南市 ⻄端小学校 (空⽩) 2台
愛知県 碧南市 新川中学校 (空⽩) 2台
愛知県 碧南市 新川公⺠館 入口ホール 2台
愛知県 碧南市 川口農業センター 管理人室入口 1台
愛知県 碧南市 前浜集落センター 管理人室入口 1台
愛知県 碧南市 棚尾ふれあい館 (空⽩) 1台
愛知県 碧南市 ⼤浜公⺠館 入口ホール 1台
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愛知県 碧南市 羽久⼿保育園 1階職員室前廊下 1台
愛知県 碧南市 保健センター 入口事務室前 1台
愛知県 碧南市 東中学校 (空⽩) 2台
愛知県 碧南市 日進公⺠館 (空⽩) 1台
愛知県 碧南市 ⻄端区事務所 (空⽩) 1台
愛知県 碧南市 臨海体育館 (空⽩) 3台
愛知県 碧南市 ⼤浜小学校 (空⽩) 3台
愛知県 碧南市 天道保育園 入口ホール 1台
愛知県 碧南市 ⻄端下区⺠館 1Ｆ入口正面壁面 1台
愛知県 豊橋市 旭小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 旭校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 芦原校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 芦原小学校内児童クラブ 指導室 1台
愛知県 豊橋市 芦原小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 高豊中学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 高豊地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 羽根井小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 羽根井地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 津田小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 津田校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 下条小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 下条校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 下地校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 下地小学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 北部中学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 賀茂校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 賀茂小学校 体育館 2台
愛知県 豊橋市 東部地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 東陽中学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 吉田方校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 吉田方小学校 体育館 4台
愛知県 豊橋市 東陵地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 東陵中学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 ⻘陵中学校 体育館 4台
愛知県 豊橋市 牛川校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 牛川小学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 中野小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 中野校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 福岡校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 福岡小学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 磯辺小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 磯辺校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 南陽中学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 向山校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 向山小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 本郷中学校 体育館 4台
愛知県 豊橋市 吉田方地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 吉田方中学校 体育館 4台
愛知県 豊橋市 豊城地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 豊城中学校 体育館 4台
愛知県 豊橋市 つつじが丘小学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 つつじが丘校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 五並地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 細⾕小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 細⾕校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 五並中学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 中部中学校 体育館舞台袖 5台
愛知県 豊橋市 小沢校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 小沢小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 こども未来館 2F休憩スペース 8台
愛知県 豊橋市 高師校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 高師小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 植田校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 植田小学校 体育館 3台
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愛知県 豊橋市 南稜中学校 体育館 5台
愛知県 豊橋市 牟呂中学校 体育館 4台
愛知県 豊橋市 東田校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 東田小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 嵩山小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 嵩山校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 杉山小学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 花田校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 花田小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 羽田中学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 豊小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 豊校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 豊岡地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 岩⻄小学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 幸小学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 幸校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 高師台地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 高師台中学校 体育館舞台袖 5台
愛知県 豊橋市 高根校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 高根小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 鷹丘小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 鷹丘校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 穂の国とよはし芸術劇場 1Fホール裏入口 8台
愛知県 豊橋市 松山校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 松山小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 豊南校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⽯巻校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⽯巻小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 ⻄郷小学校 体育館 2台
愛知県 豊橋市 ⻄郷校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⽯巻地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⽯巻中学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 玉川小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 玉川校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 前芝校区市⺠館 玄関 1台
愛知県 豊橋市 前芝校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 前芝小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 新川校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 新川小学校 体育館 2台
愛知県 豊橋市 南陽地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 多⽶小学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 東陽地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 多⽶校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼆川南校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼆川地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼆川校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼆川南小学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 松葉校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 松葉小学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 ⼤崎校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼤崎小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 南稜地区市⺠館（ミナクル） 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼤村校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼤村小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 北部地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 豊岡中学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 岩田小学校 体育館舞台袖 5台
愛知県 豊橋市 岩田校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⾕川校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⾕川小学校 体育館 2台
愛知県 豊橋市 天伯小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 天伯校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 中部地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 豊南小学校 体育館舞台袖 2台
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愛知県 豊橋市 牟呂地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⻘陵地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼤清水校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 ⼤清水小学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 ⼆川中学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 ⼆川小学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 八町小学校 体育館 2台
愛知県 豊橋市 八町校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 飯村校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 飯村小学校 体育館 4台
愛知県 豊橋市 東部中学校 体育館舞台袖 5台
愛知県 豊橋市 本郷地区市⺠館（体育館含む） 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 富士見小学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 富士見校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 南部地区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 栄校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 南部中学校 体育館舞台袖 5台
愛知県 豊橋市 栄小学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 牟呂校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 牟呂小学校 体育館舞台袖 4台
愛知県 豊橋市 汐田校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 汐田小学校 体育館 2台
愛知県 豊橋市 野依小学校 体育館 3台
愛知県 豊橋市 野依校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊橋市 章南中学校 体育館舞台袖 3台
愛知県 豊橋市 老津小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊橋市 老津校区市⺠館 事務室窓口 1台
愛知県 豊川市 小坂井中学校 体育館内居室 4台
愛知県 豊川市 小坂井⻄小学校 体育館北側壁面（ポンプ室壁面） 3台
愛知県 豊川市 一宮中学校 体育館北側壁面（中央） 2台
愛知県 豊川市 一宮⻄部小学校 体育館北⻄側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 牛久保小学校 体育館南側壁面（東寄り） 1台
愛知県 豊川市 天王小学校 体育館南側壁面（⻄寄り） 1台
愛知県 豊川市 金屋小学校 体育館南側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 金屋中学校 体育館南側壁面（中央） 2台
愛知県 豊川市 御津南部小学校 体育館内管理人室（窓口付近） 2台
愛知県 豊川市 御津北部小学校 体育館内管理人室（窓口付近） 1台
愛知県 豊川市 御津中学校 体育館内管理人室（窓口付近） 3台
愛知県 豊川市 御油小学校 体育館東側壁面（北寄り） 1台
愛知県 豊川市 南部中学校 体育館南側壁面（中央） 3台
愛知県 豊川市 ⻄部中学校 体育館南側壁面（中央） 3台
愛知県 豊川市 国府小学校 体育館北側壁面 1台
愛知県 豊川市 桜町小学校 体育館南側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 三蔵子小学校 体育館南⻄側壁面 1台
愛知県 豊川市 東部小学校 体育館北側壁面（東寄り） 1台
愛知県 豊川市 中部中学校 体育館南側壁面（中央） 2台
愛知県 豊川市 小坂井東小学校 体育館北側壁面（中央） 2台
愛知県 豊川市 桜木小学校 体育館北側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 一宮東部小学校 体育館東側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 東部中学校 体育館⻄側壁面（中央） 3台
愛知県 豊川市 音羽中学校 体育館玄関ＭＤＦ 1台
愛知県 豊川市 ⾚坂小学校 体育館出入り口（下駄箱上部） 1台
愛知県 豊川市 千両小学校 体育館南側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 代田中学校 体育館南側壁面（中央） 2台
愛知県 豊川市 代田小学校 体育館南側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 中部小学校 体育館南側壁面（⻄寄り） 2台
愛知県 豊川市 ⻑沢小学校 体育館内管理人室（窓口付近） 1台
愛知県 豊川市 豊小学校 体育館東側壁面 1台
愛知県 豊川市 萩小学校 体育館南側壁面（出入口横） 1台
愛知県 豊川市 平尾小学校 体育館東側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 一宮南部小学校 体育館東側壁面（中央） 1台
愛知県 豊川市 豊川小学校 体育館⻄側壁面 1台
愛知県 豊川市 八南小学校 体育館南側壁面（中央） 1台
愛知県 豊田市 井郷中学校 体育館 2台
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愛知県 豊田市 井上小学校 体育館舞台袖既設MJ付近 2台
愛知県 豊田市 稲武交流館 2階研修室付近 1台
愛知県 豊田市 崇化館中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 小原交流館 ふれあいホールIDF内 1台
愛知県 豊田市 越⼾こども園 教材室内MDF 1台
愛知県 豊田市 寿恵野小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 押山地区振興施設 ホール 1台
愛知県 豊田市 花山小学校 体育館舞台袖ボックス内 1台
愛知県 豊田市 根川小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 猿投中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 加納小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 若園中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 岩倉小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 九久平小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 松平こども園 体育館 1台
愛知県 豊田市 駒場小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 稲武中学校 多目的ホール（倉庫） 2台
愛知県 豊田市 萩野小学校 (空⽩) 1台
愛知県 豊田市 五ケ丘小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 五ケ丘東小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 童子山小学校 体育館舞台袖ＩＤＦ内 2台
愛知県 豊田市 御作小学校 職員室ＭＤＦ内 1台
愛知県 豊田市 幸海小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 高嶺小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 高橋中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 豊松小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 笹⼾⽣活改善センター笹⼾会館 事務所付近ホール 1台
愛知県 豊田市 小原北部⽣活改善センター 事務所 1台
愛知県 豊田市 衣丘小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 山之⼿小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 冷田小学校 音楽室既設MJ付近 1台
愛知県 豊田市 四郷小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 本城小学校 校舎（放課後クラブ）２Ｆ階段付近 1台
愛知県 豊田市 市木小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 古瀬間小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 益富中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 高岡中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 若林⻄小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 若林東小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 竹村小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 広川台小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 東山小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 小原町勤労者研修センター 事務室 1台
愛知県 豊田市 稲武小田木老人憩の家 玄関付近 1台
愛知県 豊田市 旭支所 ２Ｆ無線室内 2台
愛知県 豊田市 上郷中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 上郷コミュニティセンター 事務所 2台
愛知県 豊田市 上鷹見こども園 遊戯室 1台
愛知県 豊田市 寺部小学校 体育館舞台袖既設ＭＪ付近 2台
愛知県 豊田市 浄水北小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 浄水小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 新盛小学校 体育館舞台袖 1台
愛知県 豊田市 逢妻中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 下山保健福祉センターまどいの丘 １Ｆ玄関公衆電話横 1台
愛知県 豊田市 豊南中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 敷島農村環境改善センター敷島会館 事務所 1台
愛知県 豊田市 畝部小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 ⻄広瀬小学校 音楽室入口付近 1台
愛知県 豊田市 梅坪台中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 中山小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 猿投台中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 ⻘木小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 ⽯畳小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 浅野会館 体育館舞台袖通風口付近 1台
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愛知県 豊田市 前山小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 前林中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 ⾜助中学校 礼法室 2台
愛知県 豊田市 ⾜助小学校 2F会議室内窓付近 2台
愛知県 豊田市 巴ケ丘小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 下山中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 下山基幹集落センター ２Ｆ階段ホール内窓付近 2台
愛知県 豊田市 浄水中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 ⼤蔵小学校 和室 1台
愛知県 豊田市 ⼤畑小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 ⼤林小学校 体育館舞台袖既設ＭＪ付近 2台
愛知県 豊田市 滝脇小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 小原福祉センターふくしの里 １Ｆ研修室 1台
愛知県 豊田市 中金小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 若園小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 朝日丘中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 朝日小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 堤ケ丘こども園 職員室 1台
愛知県 豊田市 堤小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 小清水小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 土橋小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 東広瀬小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 藤岡体育センター 事務所MDF付近 2台
愛知県 豊田市 梅坪小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 元城小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 美山小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 美里中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 平井小学校 職員室ＭＤＦ内 2台
愛知県 豊田市 挙⺟小学校 体育館舞台袖 2台
愛知県 豊田市 平和小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 ⻄保見小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 東保見小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 伊保小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 保見中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 末野原中学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 堤こども園 職員室 1台
愛知県 豊田市 築羽農村環境改善センター築羽会館 玄関ホール事務所付近 1台
愛知県 豊田市 霧山多目的集会所 集会場内点検口付近 1台
愛知県 豊田市 藤岡中学校 体育館（倉庫） 2台
愛知県 豊田市 野見小学校 体育館 2台
愛知県 豊田市 野入集会所 トイレ正面多目的ホール側壁面 1台
愛知県 豊田市 矢並小学校 体育館 1台
愛知県 豊田市 ⻯神中学校 体育館 3台
愛知県 豊田市 ⽯野中学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 豊明小学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 栄中学校 体育館 3台
愛知県 豊明市 舘小学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 沓掛小学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 沓掛中学校 体育館 3台
愛知県 豊明市 豊明高等学校 体育館２ＦＭＤＦ内 2台
愛知県 豊明市 三崎小学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 栄小学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 中央小学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 豊明中学校 体育館 3台
愛知県 豊明市 南部公⺠館 ４Ｆ事務所ＭＤＦ内 2台
愛知県 豊明市 ⼤宮小学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 唐竹小学校 体育館 2台
愛知県 豊明市 双峰小学校 体育館 2台
愛知県 北設楽郡設楽町 清嶺小学校 体育館 1台
愛知県 北設楽郡設楽町 高齢者若者センター 事務室 1台
愛知県 北設楽郡設楽町 高齢者活性化センター 事務室 1台
愛知県 北設楽郡設楽町 田口特産物振興センター 事務室 1台
愛知県 北設楽郡設楽町 設楽中学校（旧田口中学校） 体育館 1台
愛知県 北設楽郡設楽町 田口小学校 体育館 1台
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愛知県 北設楽郡設楽町 田峯農村環境改善センター 玄関フロア 1台
愛知県 北設楽郡設楽町 名倉体育館 事務室入口 1台
愛知県 北設楽郡設楽町 名倉小学校 体育館入口 1台
愛知県 北名古屋市 ⽩木小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 北名古屋市 鴨田小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 北名古屋市 師勝北小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 北名古屋市 師勝⻄小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 北名古屋市 ⻄春小学校 体育館用具室 1台
愛知県 北名古屋市 栗島小学校 体育館図工室 1台
愛知県 北名古屋市 五条小学校 体育館用具室 1台
愛知県 北名古屋市 師勝南小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 北名古屋市 師勝小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 北名古屋市 師勝東小学校 体育館玄関ホール 1台
愛知県 名古屋市港区 港南中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市港区 稲永小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 東海小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 東港中学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 港楽小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 港北中学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 港明中学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 高木小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 福田小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市港区 港⻄小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 福春小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 南陽中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市港区 明徳小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 神宮寺小学校 2階体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 正保小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 南陽東中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市港区 ⻄福田小学校 体育館2階出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 ⼤⼿小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 中川小学校 体育館校舎1階壁面 3台
愛知県 名古屋市港区 小碓小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市港区 東築地小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 南陽小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 成章小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 当知中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市港区 当知小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市港区 ⻄築地小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市港区 宝神中学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市港区 野跡小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市守山区 志段味中学校 体育館収納ボックス内 3台
愛知県 名古屋市守山区 吉根小学校 体育館収納ボックス内 3台
愛知県 名古屋市守山区 ⼤森北小学校 体育館用具室 3台
愛知県 名古屋市守山区 廿軒家小学校 体育館1階廊下 3台
愛知県 名古屋市守山区 吉根中学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市守山区 森孝中学校 2階体育館 3台
愛知県 名古屋市守山区 小幡小学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市守山区 守山東中学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市守山区 小幡北小学校 特活準備室外 3台
愛知県 名古屋市守山区 守山北中学校 2階体育館 3台
愛知県 名古屋市守山区 守山⻄中学校 体育館出入口横 3台
愛知県 名古屋市守山区 森孝⻄小学校 体育館2階廊下 3台
愛知県 名古屋市守山区 森孝東小学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市守山区 志段味⻄小学校 体育館収納ボックス内 3台
愛知県 名古屋市守山区 瀬古小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市守山区 ⻄城小学校 体育館用具室 3台
愛知県 名古屋市守山区 守山小学校 体育館放送室 3台
愛知県 名古屋市守山区 守山中学校 体育館出入口横 3台
愛知県 名古屋市守山区 下志段味小学校 防災倉庫 3台
愛知県 名古屋市守山区 志段味東小学校 体育館ステージ裏 3台
愛知県 名古屋市守山区 ⼤森中学校 2階体育館 3台
愛知県 名古屋市守山区 ⼤森小学校 体育館集会室 3台
愛知県 名古屋市守山区 鳥羽見小学校 2階体育館 3台
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愛知県 名古屋市守山区 ⼆城小学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市守山区 天子田小学校 体育館２Ｆ収納ボックス 3台
愛知県 名古屋市守山区 ⽩沢小学校 体育館2階廊下 3台
愛知県 名古屋市守山区 苗代小学校 体育館更衣室 3台
愛知県 名古屋市守山区 本地丘小学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市昭和区 伊勝小学校 体育館収納ボックス内 3台
愛知県 名古屋市昭和区 川名中学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市昭和区 駒方中学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市昭和区 八事小学校 体育館事務室 3台
愛知県 名古屋市昭和区 吹上小学校 職員室横階段外 3台
愛知県 名古屋市昭和区 広路小学校 体育館放送室内 3台
愛知県 名古屋市昭和区 村雲小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市昭和区 円上中学校 体育館収納ボックス 3台
愛知県 名古屋市昭和区 滝川小学校 校舎1階 3台
愛知県 名古屋市昭和区 桜山中学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市昭和区 松栄小学校 体育館横コンピュータ室 3台
愛知県 名古屋市昭和区 鶴舞小学校 体育館収納ボックス内 3台
愛知県 名古屋市昭和区 北山中学校 体育館収納ボックス内 3台
愛知県 名古屋市昭和区 川原小学校 1階体育館 3台
愛知県 名古屋市昭和区 ⽩金小学校 体育館収納ボックス 3台
愛知県 名古屋市昭和区 御器所小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 中根小学校 体育館ステージ裏 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 穂波小学校 体育館横2階倉庫 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 御劔小学校 体育館内放送室 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 汐路小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 汐路中学校 体育館トイレ横 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 瑞穂ヶ丘中学校 体育館収納ボックス 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 萩山中学校 体育館ステージ裏 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 堀田小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 豊岡小学校 2階体育館 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 津賀田中学校 2階体育館 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 田光中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 弥富小学校 体育館ステージ裏 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 井⼾田小学校 2階体育館 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 高田小学校 体育館内放送室 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 瑞穂小学校 1階体育館通路 3台
愛知県 名古屋市瑞穂区 陽明小学校 体育館横器具庫前 3台
愛知県 名古屋市⻄区 栄⽣小学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市⻄区 榎小学校 体育館 3台
愛知県 名古屋市⻄区 旧江⻄小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市⻄区 比良⻄小学校 2階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市⻄区 稲⽣小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市⻄区 平田中学校 2階体育館キャットウォーク 3台
愛知県 名古屋市⻄区 浄心中学校 校舎1階更衣室 3台
愛知県 名古屋市⻄区 児玉小学校 体育館キャットウォーク 3台
愛知県 名古屋市⻄区 上名古屋小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市⻄区 城⻄小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市⻄区 菊井中学校 体育館北⻄渡廊下 3台
愛知県 名古屋市⻄区 名塚中学校 体育館キャットウォーク 3台
愛知県 名古屋市⻄区 庄内小学校 体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市⻄区 平田小学校 2階体育館防火倉庫 3台
愛知県 名古屋市⻄区 南押切小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市⻄区 ⼤野木小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市⻄区 中小田井小学校 2階体育館小部屋 3台
愛知県 名古屋市⻄区 天神山中学校 体育館ステージ付近 3台
愛知県 名古屋市⻄区 なごのキャンパス（旧那古野小学校） 体育館出入口左 3台
愛知県 名古屋市⻄区 山田中学校 体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市⻄区 山田小学校 2階体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市⻄区 比良小学校 2階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市⻄区 枇杷島小学校 2階体育館プレイルーム 3台
愛知県 名古屋市⻄区 浮野小学校 体育館2階放送室 3台
愛知県 名古屋市⻄区 なごや小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市⻄区 山田東中学校 2階体育館放送室 3台
愛知県 名古屋市千種区 田代小学校 2階会議室 3台

69 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

愛知県 名古屋市千種区 宮根小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市千種区 東山小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市千種区 見付小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市千種区 高見小学校 体育館2階給湯室 3台
愛知県 名古屋市千種区 今池中学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市千種区 千種台中学校 体育館2階防災倉庫 3台
愛知県 名古屋市千種区 自由ヶ丘小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市千種区 若水中学校 体育館1階倉庫 3台
愛知県 名古屋市千種区 春岡小学校 体育館２Ｆ倉庫 3台
愛知県 名古屋市千種区 ⼤和小学校 体育館更衣室 3台
愛知県 名古屋市千種区 上野小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市千種区 東星中学校 校舎１Ｆ 3台
愛知県 名古屋市千種区 星ヶ丘小学校 防災倉庫 3台
愛知県 名古屋市千種区 城山中学校 体育館1階倉庫 3台
愛知県 名古屋市千種区 千⽯小学校 視聴覚室 3台
愛知県 名古屋市千種区 千種小学校 特別活動活室 3台
愛知県 名古屋市千種区 猪子⽯中学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市千種区 千種中学校 体育館1階防災倉庫 3台
愛知県 名古屋市千種区 千代田橋小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市千種区 内山小学校 体育館倉庫 3台
愛知県 名古屋市千種区 富士見台小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市千種区 振甫中学校 体育館２Ｆ倉庫 2台
愛知県 名古屋市千種区 振甫中学校 体育館Ｆ２倉庫 1台
愛知県 名古屋市中区 栄小学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市中区 名城小学校 体育館ピロティ 3台
愛知県 名古屋市中区 橘小学校 ピロティ南⻄角 3台
愛知県 名古屋市中区 御園小学校 体育館放送室 3台
愛知県 名古屋市中区 丸の内中学校 体育館ピロティ 3台
愛知県 名古屋市中区 松原小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中区 ⽩山中学校 体育館南⻄角 3台
愛知県 名古屋市中区 千早小学校 体育館南⻄角 3台
愛知県 名古屋市中区 新栄小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中区 正木小学校 体育館倉庫 3台
愛知県 名古屋市中区 伊勢山中学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市中区 老松小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中区 ⼤須小学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市中区 前津中学校 体育館東渡廊下 3台
愛知県 名古屋市中区 平和小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 豊治小学校 体育館南渡廊下横 3台
愛知県 名古屋市中川区 五反田小学校 体育館家庭科室前 3台
愛知県 名古屋市中川区 一色中学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市中川区 正色小学校 体育館東倉庫前 3台
愛知県 名古屋市中川区 篠原小学校 ピロティ南⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 供⽶田中学校 体育館南渡廊下横 3台
愛知県 名古屋市中川区 玉川小学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市中川区 八幡中学校 体育館北東 3台
愛知県 名古屋市中川区 ⼾田小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 明正小学校 体育館北渡廊下 3台
愛知県 名古屋市中川区 広見小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 高杉中学校 体育館南 3台
愛知県 名古屋市中川区 山王中学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市中川区 助光中学校 体育館南東角 3台
愛知県 名古屋市中川区 常磐小学校 体育館１F北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 ⻄中島小学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市中川区 ⻑須賀小学校 特別活動室⻄ 3台
愛知県 名古屋市中川区 ⻄前田小学校 体育館南⻄控室前 3台
愛知県 名古屋市中川区 ⻑良中学校 体育館北東渡廊下 3台
愛知県 名古屋市中川区 荒子小学校 体育館北 3台
愛知県 名古屋市中川区 一柳中学校 体育館南⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 中島小学校 体育館準備室前 3台
愛知県 名古屋市中川区 昭和橋小学校 体育館北東渡廊下 3台
愛知県 名古屋市中川区 春田小学校 体育館南⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 富田中学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市中川区 八熊小学校 体育館北⻄角 3台
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愛知県 名古屋市中川区 八幡小学校 体育館北東 3台
愛知県 名古屋市中川区 昭和橋中学校 格技場北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 千音寺小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 ⾚星小学校 体育館南⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 はとり中学校 ピロティ南⻄角 3台
愛知県 名古屋市中川区 愛知小学校 体育館南東角 3台
愛知県 名古屋市中川区 万場小学校 体育館北渡廊下 3台
愛知県 名古屋市中川区 野田小学校 体育館2階南東角 3台
愛知県 名古屋市中川区 露橋小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中村区 稲⻄小学校 体育館2階北渡廊下 3台
愛知県 名古屋市中村区 豊正中学校 体育館北 3台
愛知県 名古屋市中村区 柳小学校 ピロティ南東角 3台
愛知県 名古屋市中村区 岩塚小学校 講堂東側外壁 3台
愛知県 名古屋市中村区 御田中学校 体育館東中央 3台
愛知県 名古屋市中村区 ⻲島ふれあいセンター 体育館2階ホール壁面 3台
愛知県 名古屋市中村区 ⽶野小学校 体育館南渡廊下横 3台
愛知県 名古屋市中村区 ⻩金中学校 格技場南東角 3台
愛知県 名古屋市中村区 日比津小学校 多目的室（資料室） 3台
愛知県 名古屋市中村区 日比津中学校 体育館2階廊下奥 3台
愛知県 名古屋市中村区 笈瀬中学校 体育館放送室前 3台
愛知県 名古屋市中村区 ほのか小学校 体育館 3台
愛知県 名古屋市中村区 日吉小学校 体育館南東角 3台
愛知県 名古屋市中村区 豊臣小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市中村区 諏訪小学校 体育館北廊下 3台
愛知県 名古屋市中村区 牧野小学校 体育館北⻄土間 3台
愛知県 名古屋市中村区 中村小学校 体育館南東角 3台
愛知県 名古屋市中村区 千成小学校 体育館北渡廊下横 3台
愛知県 名古屋市中村区 八社小学校 体育館家庭科室前 3台
愛知県 名古屋市中村区 豊国中学校 体育館南東角 3台
愛知県 名古屋市中村区 笹島小学校・笹島中学校 校舎６Ｆランチルーム付近 3台
愛知県 名古屋市中村区 星槎中学校 体育館南⻄壁面 3台
愛知県 名古屋市中村区 稲葉地小学校 体育館南⻄角 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 八事東小学校 1階体育館階段踊り場 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 久方中学校 体育館準備室 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 相⽣小学校 体育館管理人室 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 原小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 原中学校 2階体育館格技場 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 御幸山中学校 2階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 しまだ小学校 体育館２Ｆロビー 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 平針小学校 1階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 高坂小学校 体育館階段中継ＢＯＸ 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 南天⽩中学校 スポーツセンタ器具庫 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 山根小学校 特別活動室準備室 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 植田北小学校 1階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 植田南小学校 1階体育館男子更衣室 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 植田東小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 植田小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 植田中学校 1階体育館通路点検口付近 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 ⼤坪小学校 2階体育館踊り場 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 天⽩中学校 1階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 天⽩小学校 1階体育館会議室 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 平針中学校 1階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 表山小学校 校舎1階保安器BOX内 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 平針北小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 平針南小学校 1階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市天⽩区 野並小学校 1階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市東区 葵小学校 体育館放送室外壁 3台
愛知県 名古屋市東区 砂田橋小学校 2階体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市東区 明倫小学校 体育館北東角 3台
愛知県 名古屋市東区 矢田中学校 校舎1階ＭＤＦ 3台
愛知県 名古屋市東区 東桜小学校 体育館南東 3台
愛知県 名古屋市東区 冨士中学校 体育館北⻄角通路 3台
愛知県 名古屋市東区 桜丘中学校 体育館南⻄角 3台
愛知県 名古屋市東区 あずま中学校 体育館南東角 3台
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愛知県 名古屋市東区 筒井小学校 体育館北⻄角 3台
愛知県 名古屋市東区 旭丘小学校 体育館北側器具倉庫前 3台
愛知県 名古屋市東区 東⽩壁小学校 体育館2階北側通路下駄箱上 3台
愛知県 名古屋市東区 矢田小学校 体育館放送室 3台
愛知県 名古屋市東区 山吹小学校 体育館北⻄更衣室前 3台
愛知県 名古屋市南区 菊住小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市南区 呼続小学校 体育館2階出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 新郊中学校 体育館2階出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 桜小学校 体育館2階出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 名南中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市南区 千鳥小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 笠東小学校 体育館2階出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 春日野小学校 体育館校舎壁面 3台
愛知県 名古屋市南区 ⽩水小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市南区 ⼤⽣小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市南区 宝小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 桜田中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市南区 本城中学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市南区 宝南小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市南区 道徳小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市南区 ⼤江中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市南区 星崎小学校 体育館2階出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 柴田小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 南光中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市南区 豊田小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市南区 伝馬小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市南区 明豊中学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市南区 ⼤磯小学校 体育館2階出入口 3台
愛知県 名古屋市南区 笠寺小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市南区 明治小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市熱田区 日比野中学校（南校舎） 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市熱田区 高蔵小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市熱田区 沢上中学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市熱田区 船方小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市熱田区 野⽴小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市熱田区 千年小学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市熱田区 ⼤宝小学校 体育館通路 3台
愛知県 名古屋市熱田区 日比野中学校 体育館通用口 3台
愛知県 名古屋市熱田区 宮中学校 体育館2階出入口 3台
愛知県 名古屋市熱田区 ⽩鳥小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市熱田区 旗屋小学校 体育館2階通路 3台
愛知県 名古屋市北区 名北小学校 2階図工準備室 3台
愛知県 名古屋市北区 楠⻄小学校 特別活動室準備室 3台
愛知県 名古屋市北区 金城小学校 体育館ステージ付近 3台
愛知県 名古屋市北区 光城小学校 校舎〜校舎間通路 3台
愛知県 名古屋市北区 六郷北小学校 2Ｆ体育館入口付近 3台
愛知県 名古屋市北区 北陵中学校 体育館出入口 3台
愛知県 名古屋市北区 東志賀小学校 会議室内出入口 3台
愛知県 名古屋市北区 ⼤曽根中学校 体育館ステージ裏   3台
愛知県 名古屋市北区 宮前小学校 体育館階段付近 3台
愛知県 名古屋市北区 清水小学校 体育館 3台
愛知県 名古屋市北区 八王子中学校 体育館ステージ付近 3台
愛知県 名古屋市北区 ⻄味鋺小学校 特別活動室準備室 3台
愛知県 名古屋市北区 若葉中学校 体育館キャットウォーク 3台
愛知県 名古屋市北区 ⼤杉小学校 体育館器具庫 3台
愛知県 名古屋市北区 六郷小学校 2階体育館奥 3台
愛知県 名古屋市北区 楠小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市北区 志賀中学校 武道場内出入口 3台
愛知県 名古屋市北区 北中学校 校舎3階通路 3台
愛知県 名古屋市北区 杉村小学校 体育館外階段下ＢＯＸ 3台
愛知県 名古屋市北区 辻小学校 ＭＤＦ②内 3台
愛知県 名古屋市北区 楠中学校 特別活動室通路 3台
愛知県 名古屋市北区 味鋺小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市北区 如意小学校 特別活動室準備室 3台
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愛知県 名古屋市北区 城北小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市北区 川中小学校 体育館 3台
愛知県 名古屋市北区 飯田小学校 体育館ステージ 3台
愛知県 名古屋市名東区 蓬来小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 引山小学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 貴船小学校 2階体育館用具室 3台
愛知県 名古屋市名東区 名東小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 香流小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 極楽小学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 高針小学校 体育館用具室 3台
愛知県 名古屋市名東区 上社中学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 藤森中学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 上社小学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 北一社小学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 神丘中学校 体育館倉庫 3台
愛知県 名古屋市名東区 高針台中学校 体育館用具室 3台
愛知県 名古屋市名東区 ⻄山小学校 体育館用具室 3台
愛知県 名古屋市名東区 香流中学校 体育館用具室 3台
愛知県 名古屋市名東区 猪子⽯小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 猪高小学校 体育館用具室 3台
愛知県 名古屋市名東区 猪高中学校 体育館倉庫 3台
愛知県 名古屋市名東区 藤が丘小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 牧の池中学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 梅森坂小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 平和が丘小学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 豊が丘小学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 牧の原小学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 前山小学校 2階体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市名東区 本郷小学校 体育館ステージ横 3台
愛知県 名古屋市緑区 旭出小学校 視聴覚室前通路 3台
愛知県 名古屋市緑区 浦里小学校 特別活動室前廊下 3台
愛知県 名古屋市緑区 桶狭間小学校 体育館棟玄関フロア 3台
愛知県 名古屋市緑区 南陵小学校 体育館通気窓付近 3台
愛知県 名古屋市緑区 鎌倉台中学校 職員室前通路 3台
愛知県 名古屋市緑区 熊の前小学校 廊下内壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 ⻑根台小学校 廊下内壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 ⿊⽯小学校 準備室（特活室横） 3台
愛知県 名古屋市緑区 左京山中学校 1階体育館通路 3台
愛知県 名古屋市緑区 相原小学校 体育館北口出入口 3台
愛知県 名古屋市緑区 小坂小学校 管理事務室 3台
愛知県 名古屋市緑区 常安小学校 特別活動室 3台
愛知県 名古屋市緑区 ⼤高中学校 体育館通気窓付近 3台
愛知県 名古屋市緑区 神の倉小学校 音楽室前通路 3台
愛知県 名古屋市緑区 神沢中学校 廊下内壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 ⼾笠小学校 廊下内壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 太子小学校 体育館外壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 ⼤高小学校 体育館出入口横外壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 ⼤高北小学校 1階廊下配電盤横 3台
愛知県 名古屋市緑区 ⼤清水小学校 体育館外壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 滝ノ水小学校 体育館出入口横 3台
愛知県 名古屋市緑区 滝ノ水中学校 体育館出入口ホール 3台
愛知県 名古屋市緑区 桃山小学校 第1資料室内壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 扇台中学校 金工室前通路 3台
愛知県 名古屋市緑区 徳重小学校 体育館外壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 ⼤高南小学校 特活室端末裏プレート 3台
愛知県 名古屋市緑区 神の倉中学校 １３組教室前廊下 3台
愛知県 名古屋市緑区 平子小学校 体育館出入口横 3台
愛知県 名古屋市緑区 鳴海東部小学校 体育館玄関ホール内壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 東陵中学校 1階体育館通路 3台
愛知県 名古屋市緑区 千鳥丘中学校 体育館舞台入口 3台
愛知県 名古屋市緑区 緑小学校 にじ教室前廊下 3台
愛知県 名古屋市緑区 片平小学校 体育館出入口横 3台
愛知県 名古屋市緑区 鳴海小学校 講堂外壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 東丘小学校 体育館外壁 3台
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愛知県 名古屋市緑区 鳴子台中学校 武道場内壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 鳴子小学校 体育館出入口外壁 3台
愛知県 名古屋市緑区 有松小学校 体育館南出入口通路 3台
愛知県 名古屋市緑区 有松中学校 体育館玄関フロア 3台
愛知県 名古屋市緑区 鳴海中学校 体育館出入口 3台
愛知県 弥富市 農村環境改善センター ２Ｆホール 1台
愛知県 弥富市 南部コミュニティセンター 会議室前 1台
愛知県 弥富市 十四山総合福祉センター 図書室前 2台
愛知県 弥富市 十四山スポーツセンター トレーニング室入口付近端子盤内 2台
愛知県 弥富市 総合社会教育センター ２Ｆホール 7台
愛知県 弥富市 ⽩鳥コミュニティセンター ２Ｆホール 1台
愛知県 弥富市 総合福祉センター 用務員休憩室前廊下 3台
三重県 いなべ市 市之原公⺠館 玄関付近 1台
三重県 いなべ市 員弁運動公園体育館 玄関付近 3台
三重県 いなべ市 ⼤安中学校 玄関付近 3台
三重県 いなべ市 旧⽴田小学校 玄関付近 1台
三重県 いなべ市 藤原文化センター 玄関付近 1台
三重県 いなべ市 ふじわら保育園 玄関付近 1台
三重県 いなべ市 ふじわら高齢者⽣活支援センターいこい 玄関付近 1台
三重県 いなべ市 川原自治会館 玄関付近 1台
三重県 いなべ市 田辺自治会館(田辺農業振興センター） 玄関付近 1台
三重県 伊賀市 友⽣小学校 体育館玄関付近 4台
三重県 伊賀市 伊賀市⽴⻘山中学校 体育館前室 6台
三重県 伊賀市 ⼤山田東体育館 玄関付近 4台
三重県 伊賀市 ライトピアおおやまだ 玄関ホール 2台
三重県 伊賀市 依那古小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 伊賀市 丸柱地区市⺠センター 玄関ホール 1台
三重県 伊賀市 久⽶小学校 体育館入口付近 2台
三重県 伊賀市 玉滝小学校 体育館玄関付近 4台
三重県 伊賀市 ⻘山高尾体育館 玄関付近 2台
三重県 伊賀市 ⻘山児童屋内運動場 体育館前室 2台
三重県 伊賀市 三訪小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 伊賀市 博要地区市⺠センター 玄関ホール 2台
三重県 伊賀市 ひかり保育園 職員室付近 2台
三重県 伊賀市 神⼾小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 伊賀市 きじが台地区市⺠センター 玄関ホール 1台
三重県 伊賀市 上野⻄小学校 体育館入口付近 4台
三重県 伊賀市 上野南部地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 伊賀市 伊賀市教育研究センター 玄関ホール 4台
三重県 伊賀市 霊峰中学校 体育館入口付近 4台
三重県 伊賀市 諏訪地区市⺠センター 玄関ホール 1台
三重県 伊賀市 上野北小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 伊賀市 中瀬小学校 体育館入口付近 2台
三重県 伊賀市 壬⽣野小学校 体育館入口付近 4台
三重県 伊賀市 旧古山小学校 玄関付近 2台
三重県 伊賀市 成和⻄小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 伊賀市 旧鞆田小学校 体育館玄関付近 4台
三重県 伊賀市 成和東小学校 体育館玄関付近 1台
三重県 伊賀市 柘植小学校 体育館入口付近 4台
三重県 伊賀市 島ヶ原中学校 体育館入口付近 6台
三重県 伊賀市 府中小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 伊賀市 あやま保育所 職員室付近 6台
三重県 伊賀市 旧比自岐小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 伊賀市 ⼤山田農村環境改善センター 玄関ホール 7台
三重県 伊賀市 ⻘山上津体育館 体育館前室 2台
三重県 伊賀市 緑ヶ丘中学校 体育館入口付近 4台
三重県 伊勢市 城田中学校 校舎３F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 御園中学校 校舎２F避難指定場所 2台
三重県 伊勢市 厚⽣小学校 校舎２F避難指定場所 2台
三重県 伊勢市 厚⽣中学校 校舎２F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 進修小学校 体育館 2台
三重県 伊勢市 明倫小学校 校舎２F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 修道小学校 体育館玄関付近 5台
三重県 伊勢市 御園小学校 校舎２F避難指定場所 5台
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三重県 伊勢市 浜郷小学校 校舎２F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 佐八小学校 校舎２F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 小俣保健センター ２F非常階段ホール 2台
三重県 伊勢市 小俣小学校 校舎３F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 小俣中学校 校舎３F避難指定場所 2台
三重県 伊勢市 小俣農村環境改善センター ２階会議室前 2台
三重県 伊勢市 明野小学校 体育館事務所付近 5台
三重県 伊勢市 上野小学校 校舎１F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 早修小学校 校舎１F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 旧神社小学校 屋内運動場 体育館 1台
三重県 伊勢市 倉田山中学校 体育館玄関 2台
三重県 伊勢市 豊浜⻄小学校 校舎３F避難指定場所 2台
三重県 伊勢市 北浜小学校 校舎３F避難指定場所 2台
三重県 伊勢市 北浜小学校 体育館 1台
三重県 伊勢市 明神ポンプ場 ３階避難指定場所 1台
三重県 伊勢市 旧⼤湊小学校 屋内運動場 体育館 1台
三重県 伊勢市 港中学校 校舎３F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 五十鈴中学校 体育館玄関付近 5台
三重県 伊勢市 旧北浜中学校 屋内運動場 体育館 1台
三重県 伊勢市 東⼤淀小学校 校舎２F避難指定場所 2台
三重県 伊勢市 東⼤淀小学校 体育館 1台
三重県 伊勢市 豊浜東小学校 2F踊り場 1台
三重県 伊勢市 豊浜東小学校 校舎３F避難指定場所 2台
三重県 伊勢市 四郷小学校 校舎２F避難指定場所 4台
三重県 伊勢市 四郷小学校 体育館玄関付近 1台
三重県 伊勢市 旧今一色小学校 屋内運動場 体育館 1台
三重県 伊勢市 ⼆見浦小学校 校舎２F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 ⼆見浦小学校 体育館 1台
三重県 伊勢市 ⼆見中学校 3階多目的スペース 1台
三重県 伊勢市 ⼆見中学校 校舎３F避難指定場所 5台
三重県 伊勢市 中島小学校 校舎２F避難指定場所 5台
三重県 員弁郡東員町 笹尾東小学校 体育館入口付近 5台
三重県 員弁郡東員町 東員町総合体育館 ロビー下駄箱近く 5台
三重県 員弁郡東員町 城山小学校 玄関付近 5台
三重県 員弁郡東員町 東員第⼆中学校 体育館入口付近 5台
三重県 員弁郡東員町 笹尾⻄小学校 玄関付近 5台
三重県 員弁郡東員町 稲部小学校 体育館入口付近 5台
三重県 員弁郡東員町 三和小学校 玄関付近 5台
三重県 員弁郡東員町 神田小学校 体育館入口付近 5台
三重県 員弁郡東員町 東員第一中学校 体育館入口付近 5台
三重県 ⻲山市 井田川小学校 体育館 2台
三重県 ⻲山市 加太小学校体育館 体育館 2台
三重県 ⻲山市 関中学校体育館 体育館 2台
三重県 ⻲山市 関Ｂ＆Ｇ海洋センタ− 事務室 2台
三重県 ⻲山市 東野公園体育館 体育館 2台
三重県 ⻲山市 神辺小学校 体育館 2台
三重県 ⻲山市 昼⽣小学校 体育館 2台
三重県 ⻲山市 ⻲山南小学校 体育館 2台
三重県 ⻲山市 中部中学校 体育館 2台
三重県 ⻲山市 川崎小学校体育館 体育館 2台
三重県 ⻲山市 ⽩川小学校 体育館 2台
三重県 ⻲山市 ⻲山⻄小学校 体育館 2台
三重県 ⻲山市 ⻲山東小学校 体育館 2台
三重県 ⻲山市 ⻄野公園体育館 体育館 2台
三重県 ⻲山市 野登小学校体育館 体育館 2台
三重県 熊野市 木本中学校 体育館 2台
三重県 熊野市 旧育⽣小学校 体育館 1台
三重県 熊野市 泊高齢者福祉拠点施設 玄関ホール 1台
三重県 熊野市 ⻑尾公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 熊野市 紀和コミュニティーセンター 事務室・管理室 1台
三重県 熊野市 金山小学校 体育館 2台
三重県 熊野市 五郷小学校 職員室前 1台
三重県 熊野市 新⿅保育所・小・中学校 体育館 2台
三重県 熊野市 旧神上小・中学校 体育館 1台
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三重県 熊野市 須野集会所 会議室 1台
三重県 熊野市 旧荒坂中学校 玄関ホール 1台
三重県 熊野市 飛鳥小学校 体育館 1台
三重県 熊野市 旧甫⺟分校 事務室・管理室 1台
三重県 熊野市 熊野市体育館 体育館 2台
三重県 熊野市 旧遊木小学校 体育館 1台
三重県 桑名市 深⾕まちづくり拠点施設 玄関ホール 1台
三重県 桑名市 桑部まちづくり拠点施設 1F 1台
三重県 桑名市 桑部まちづくり拠点施設 ２Ｆ 1台
三重県 桑名市 久⽶まちづくり拠点施設 玄関ホール 1台
三重県 桑名市 多度まちづくり拠点施設 ３F 1台
三重県 桑名市 多度まちづくり拠点施設 玄関ホール 2台
三重県 桑名市 ⼤山田まちづくり拠点施設 (空⽩) 1台
三重県 桑名市 ⻑島地区市⺠センター ２F 2台
三重県 桑名市 ⻑島地区市⺠センター ３F 1台
三重県 桑名市 ⻑島まちづくり拠点施設 ２Ｆ 2台
三重県 桑名市 伊曽島まちづくり拠点施設 1F 1台
三重県 桑名市 伊曽島まちづくり拠点施設 ２Ｆ 1台
三重県 桑名市 ⻑島防災コミュニティセンター 玄関ホール 1台
三重県 桑名市 七和まちづくり拠点施設 玄関ホール 1台
三重県 桑名市 在良まちづくり拠点施設 玄関ホール 1台
三重県 桑名市 城南まちづくり拠点施設 玄関ホール 1台
三重県 三重郡菰野町 菰野中学校 体育館入口付近 3台
三重県 三重郡菰野町 菰野小学校 体育館入口付近 3台
三重県 三重郡菰野町 菰野町B＆G海洋センター 玄関付近 3台
三重県 三重郡菰野町 千種小学校 体育館入口付近 3台
三重県 三重郡菰野町 鵜川原小学校 体育館入口付近 2台
三重県 三重郡菰野町 竹永小学校 体育館入口付近 3台
三重県 三重郡菰野町 八風中学校 体育館入口付近 3台
三重県 三重郡菰野町 朝上小学校 体育館入口付近 3台
三重県 三重郡菰野町 菰野高等学校 体育館入口付近 3台
三重県 三重郡川越町 川越総合体育館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡川越町 ⻲崎地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡川越町 上吉地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡川越町 高松地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡川越町 ⻲須地区公⺠館 玄関付近 1台
三重県 三重郡川越町 川越南小学校 体育館玄関付近 1台
三重県 三重郡川越町 南福崎地区公⺠館 玄関付近 1台
三重県 三重郡川越町 天神地区公⺠館 事務所内 1台
三重県 三重郡川越町 豊田地区公⺠館 玄関付近 1台
三重県 三重郡川越町 川越町あいあいセンター エレベータ前付近 1台
三重県 三重郡川越町 川越町いきいきセンター エレベータ前付近 1台
三重県 三重郡川越町 豊田一色地区公⺠館 ホール 1台
三重県 三重郡川越町 川越中学校 体育館玄関付近 1台
三重県 三重郡川越町 川越北小学校 体育館玄関付近 1台
三重県 三重郡川越町 北福崎地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡川越町 当新田地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡朝日町 柿公⺠館 ロビー 1台
三重県 三重郡朝日町 朝日町体育館 体育館 2台
三重県 三重郡朝日町 教育文化施設 事務室・管理室 2台
三重県 三重郡朝日町 町⺠スポーツ施設 事務室・管理室 1台
三重県 三重郡朝日町 朝日中学校 職員室 3台
三重県 三重郡朝日町 朝日小学校 玄関ホール 3台
三重県 三重郡朝日町 向陽台公⺠館 ホール 1台
三重県 三重郡朝日町 朝日町公⺠館 事務室・管理室 1台
三重県 三重郡朝日町 小向公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡朝日町 保健福祉センター ホール 2台
三重県 三重郡朝日町 縄⽣公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡朝日町 ⽩梅⻄公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡朝日町 ⽩梅東公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 三重郡朝日町 埋縄公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 四日市市 羽津北小学校体育館 玄関付近 2台
三重県 四日市市 塩浜小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 河原田小学校体育館 下駄箱付近 2台
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三重県 四日市市 三浜文化会館 体育館入口 2台
三重県 四日市市 八郷⻄小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 四日市市⽴図書館 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 中央小学校体育館 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 高花平小学校 体育館玄関 2台
三重県 四日市市 三滝中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 神前地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 橋北中学校体育館 玄関付近 4台
三重県 四日市市 内部東小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 内部地区市⺠センター 避難スペース廊下付近 1台
三重県 四日市市 内部小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 桜台小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 桜小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 笹川小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 三重⻄小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 三重平中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 小山田小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 小山田地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 三重北小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 保々地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 ⿅間町⽣活改善センタ ホール入口 1台
三重県 四日市市 四郷地区市⺠センター 2階 1台
三重県 四日市市 港中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 常磐地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 常磐小学校体育館 ２Ｆ通路 2台
三重県 四日市市 橋北地区市⺠センター 2階廊下 1台
三重県 四日市市 水沢地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 水沢小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 中部中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 保々小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 保々中学校体育館 玄関付近 4台
三重県 四日市市 四郷小学校体育館 ２Ｆ通路 2台
三重県 四日市市 四日市市障害者体育センター 事務所付近 3台
三重県 四日市市 県小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 橋北小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 川島地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 川島小学校体育館 体育館入口 2台
三重県 四日市市 四日市市⽴南中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 なやプラザ 玄関ホール付近 3台
三重県 四日市市 羽津小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 塩浜中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 常磐⻄小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 海蔵小学校体育館 玄関付近 3台
三重県 四日市市 海蔵地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 ⼤⾕台小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 ⼤矢知興譲小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 下野小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 下野地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 富洲原中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 三重小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 三重地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 橋北交流会館 会館入口 2台
三重県 四日市市 富田中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 楠防災会館 2階エントランスホール 1台
三重県 四日市市 楠避難会館 ２階給湯室 1台
三重県 四日市市 楠交流会館 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 楠保健福祉センター（ゆりかもめ） 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 楠小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 楠中学校体育館 体育館事務室付近 3台
三重県 四日市市 日永小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 泊山小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 四日市市 日永地区市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 四日市市 富田小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 八郷小学校体育館 下駄箱付近 2台
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三重県 四日市市 中部⻄小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 浜田小学校体育館 下駄箱付近 2台
三重県 四日市市 富洲原小学校体育館 玄関付近 3台
三重県 志摩市 安乗漁⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 志摩市 鵜方公⺠館 玄関ホール付近 2台
三重県 志摩市 文岡中学校 体育館入口付近 3台
三重県 志摩市 阿児アリーナ ベイエントランス入口付近 6台
三重県 志摩市 神明小学校 体育館入口付近 2台
三重県 志摩市 ⽴神ふれあいセンター 玄関ホール付近 1台
三重県 志摩市 磯部中学校 体育館入口付近 3台
三重県 志摩市 磯部ふれあい公園総合体育館 事務所横電話ボックス内 5台
三重県 志摩市 志摩文化会館 エントランス付近 3台
三重県 志摩市 ⼤王公⺠館 ⼤会議場横公衆電話横 2台
三重県 志摩市 畔名地区防災施設 2階踊り場付近 1台
三重県 志摩市 浜島小学校 体育館入口付近 2台
三重県 松阪市 久保中学校 事務室・管理室 2台
三重県 松阪市 蒲田中学校 体育館入口 2台
三重県 松阪市 嬉野中学校 事務室・管理室 2台
三重県 松阪市 東部中学校 事務室・管理室 2台
三重県 松阪市 ⻄中学校 事務室・管理室 2台
三重県 松阪市 ⼤江中学校 玄関ホール 2台
三重県 松阪市 三雲中学校 事務室・管理室 2台
三重県 松阪市 殿町中学校 事務室・管理室 2台
三重県 松阪市 飯高中学校 事務室・管理室 2台
三重県 松阪市 旧飯高⻄中学校（体育館） 体育館 2台
三重県 松阪市 飯南中学校 玄関ホール 2台
三重県 松阪市 中部中学校 事務室・管理室 2台
三重県 多気郡多気町 津田地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 多気郡多気町 相可地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 多気郡多気町 天啓の里 玄関付近 1台
三重県 多気郡多気町 外城田地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 多気郡多気町 佐奈地区公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 多気郡多気町 多気町⺠文化会館 玄関ホール 1台
三重県 多気郡多気町 ささゆり苑 玄関ホール奥 1台
三重県 多気郡⼤台町 ⼤台町健康ふれあい会館 事務室・管理室 2台
三重県 多気郡⼤台町 真⼿地域総合センター 玄関ホール 1台
三重県 多気郡⼤台町 岩井避難所 玄関ホール 1台
三重県 多気郡⼤台町 ⼤台町林業総合センター 玄関ホール 1台
三重県 多気郡⼤台町 ⼤台町就業改善センター 玄関ホール 1台
三重県 多気郡⼤台町 領内地域避難所 事務室・管理室 1台
三重県 多気郡⼤台町 ⼤台中学校 体育館 2台
三重県 多気郡⼤台町 川添小学校 体育館 1台
三重県 多気郡⼤台町 日進小学校 体育館 2台
三重県 多気郡⼤台町 ⼤台町町⺠体育館（旧協和中学校） 体育館 2台
三重県 多気郡⼤台町 グリーンプラザおおだい 事務室・管理室 2台
三重県 多気郡⼤台町 宮川中学校 体育館 1台
三重県 多気郡⼤台町 ⼤台町Ｂ＆Ｇ海洋センター 玄関ホール 2台
三重県 多気郡明和町 明和町総合体育館 旧公衆電話付近 4台
三重県 多気郡明和町 明和町総合体育館 玄関ホール 1台
三重県 多気郡明和町 明和町中央公⺠館 玄関ホール付近 2台
三重県 鳥羽市 鳥羽市役所⻄庁舎 玄関付近 2台
三重県 津市 安濃中央総合公園内体育館 体育館階段横 3台
三重県 津市 サンヒルズ安濃 ハーモニホールロビー 3台
三重県 津市 とことめの里一志 ロビー 3台
三重県 津市 一志体育館 体育館入口 2台
三重県 津市 アストプラザ 4F市⺠サービス窓口 2台
三重県 津市 津市雲出地区防災コミュニティセンター 3F会議室 1台
三重県 津市 河芸公⺠館 管理事務所カウンタ下 2台
三重県 津市 久居公⺠館 事務所内 1台
三重県 津市 久居総合福祉会館 事務所内 2台
三重県 津市 久居体育館 事務所入口 3台
三重県 津市 芸濃総合文化センター アリーナ前ロビー 3台
三重県 津市 香良洲体育館 体育館 2台
三重県 津市 高茶屋市⺠センター ホール入口 1台
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三重県 津市 津市⻘少年野外活動センター体育館 体育館入口 1台
三重県 津市 ⽩山体育館 事務室 2台
三重県 津市 ⽩山公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 津市 美杉高齢者⽣活福祉センター ホール 1台
三重県 津市 旧太郎⽣小学校 体育館 2台
三重県 津市 美杉竹原体育館 体育館 1台
三重県 津市 美里社会福祉センター 事務室 1台
三重県 度会郡玉城町 中央公⺠館 玄関ホール 1台
三重県 度会郡玉城町 外城田小学校 体育館 1台
三重県 度会郡玉城町 田丸小学校 体育館 1台
三重県 度会郡玉城町 保健福祉会館 玄関ホール 1台
三重県 度会郡玉城町 下外城田小学校 体育館 1台
三重県 度会郡玉城町 有田小学校 体育館 1台
三重県 度会郡玉城町 玉城町⽴玉城中学校 玄関付近 1台
三重県 度会郡度会町 度会小学校 体育館 2台
三重県 度会郡度会町 町⺠体育館 体育館 1台
三重県 度会郡度会町 度会中学校 体育館 2台
三重県 度会郡度会町 小川郷体育館 体育館 2台
三重県 度会郡度会町 中川体育館 体育館 2台
三重県 度会郡度会町 一之瀬体育館 体育館 2台
三重県 度会郡南伊勢町 阿曽浦合同ビル ３F会議室奥 1台
三重県 度会郡南伊勢町 穂原体育館（旧穂原小学校） 玄関ホール 4台
三重県 度会郡南伊勢町 伊勢路多目的集会施設 玄関ホール 1台
三重県 度会郡南伊勢町 押渕コミュニティセンター 廊下和室付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 下津浦⽣活改善センター トイレ近く廊下 1台
三重県 度会郡南伊勢町 河内多目的集会施設 玄関付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 古和浦防災センター 玄関付近 2台
三重県 度会郡南伊勢町 ⼤納⽣活改善センター 玄関付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢町保育園五ケ所園 通用口付近 3台
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢町⽴南勢小学校校舎 児童玄関付近 3台
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢町⽴南勢小学校体育館 校舎からの渡り廊下 2台
三重県 度会郡南伊勢町 南勢体育センター 玄関ホール 2台
三重県 度会郡南伊勢町 始神コミュニティセンター 廊下トイレ付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 宿浦コミュニティセンター 玄関ホール 1台
三重県 度会郡南伊勢町 旧南島⻄中学校 玄関付近 5台
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢町役場南島庁舎 玄関付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 神津佐高齢者コミュニティセンター 玄関ホール 1台
三重県 度会郡南伊勢町 ⻫田多目的集会施設 玄関ホール 1台
三重県 度会郡南伊勢町 切原教育集会所 ピンク電話近く 1台
三重県 度会郡南伊勢町 切原コミュニティセンター 玄関ホール 1台
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢町⽴南勢中学校 校舎１F廊下 2台
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢町⽴南勢中学校 体育館教官室 3台
三重県 度会郡南伊勢町 南島⻄小学校 玄関付近 3台
三重県 度会郡南伊勢町 ふれあいセンター南島 玄関付近 5台
三重県 度会郡南伊勢町 村山⽣活改善センター 玄関付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢町保育園宿田曽園 保育室前廊下 1台
三重県 度会郡南伊勢町 宿田曽体育館 体育館前室 6台
三重県 度会郡南伊勢町 南島中学校 玄関付近 5台
三重県 度会郡南伊勢町 道行竃⽣活改善センター 玄関付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 道方⽣活改善センター 玄関付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 奈屋浦防災センター 玄関付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 南海体育館 体育館入口付近 3台
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢町保育園南海園 職員室 1台
三重県 度会郡南伊勢町 迫間浦コミュニティセンター 書庫端子盤内 1台
三重県 度会郡南伊勢町 飯満コミュニティセンター 玄関ホール 1台
三重県 度会郡南伊勢町 方座浦防災センター 玄関付近 1台
三重県 度会郡南伊勢町 木⾕の館 公衆電話横 1台
三重県 度会郡南伊勢町 南島体育館 玄関付近 2台
三重県 度会郡南伊勢町 南島東小学校 玄関付近 5台
三重県 南牟婁郡紀宝町 井田小学校 玄関ホール 2台
三重県 南牟婁郡紀宝町 相野⾕小学校 体育館入口付近 1台
三重県 南牟婁郡紀宝町 ⽣涯学習センター（まなびの郷） きらめきホール出入口付近 1台
三重県 南牟婁郡紀宝町 鵜殿小学校 体育館前室 3台
三重県 南牟婁郡紀宝町 神内小学校 体育館入口付近 2台
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三重県 南牟婁郡紀宝町 上地多目的集会施設 玄関ホール 1台
三重県 南牟婁郡紀宝町 相野⾕中学校 体育館入口付近 2台
三重県 南牟婁郡紀宝町 ⼤里多目的集会施設 玄関ホール 1台
三重県 南牟婁郡紀宝町 鮒田構造改善センター 玄関ホール 1台
三重県 南牟婁郡紀宝町 高齢者⽣産活動センター 事務室内 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 山地コミュニティセンター 玄関ホール付近 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 阿田和中学校 校舎玄関ホール付近 4台
三重県 南牟婁郡御浜町 阿田和公⺠館 玄関ホール付近 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 御浜町役場 ２Ｆ 総務課前 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 引作集会所 玄関ホール付近 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 御浜小学校体育館 玄関ホール付近 3台
三重県 南牟婁郡御浜町 御浜町福祉健康センター 玄関ホール付近 2台
三重県 南牟婁郡御浜町 柿原公⺠館 玄関廊下奥 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 阪本コミュニティセンター 玄関ホール付近 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 御浜中学校 玄関ホール付近 4台
三重県 南牟婁郡御浜町 上市木公⺠館 玄関ホール付近 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 尾呂志公⺠館 事務室 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 尾呂志体育館 玄関ホール付近 2台
三重県 南牟婁郡御浜町 尾呂志学園たかちらホール 玄関ホール付近 3台
三重県 南牟婁郡御浜町 神木公⺠館 玄関ホール付近 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 ⻄原集会所 玄関ホール付近 1台
三重県 南牟婁郡御浜町 中⽴コミュニティセンター 玄関ホール付近 1台
三重県 尾鷲市 福祉保健センター １Ｆ玄関付近 2台
三重県 尾鷲市 賀田コミュニティセンター ホール 1台
三重県 尾鷲市 賀田小学校校舎 玄関前廊下 1台
三重県 尾鷲市 輪内中学校校舎 ３Ｆ多目的室付近 1台
三重県 尾鷲市 梶賀コミュニティセンター 玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 宮之上小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 尾鷲市 九⻤コミュニティセンター １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 第四保育園 玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 古江コミュニティセンター 玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 向井小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 尾鷲市 向井コミュニティセンター １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 行野コミュニティセンター １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 三木浦コミュニティセンター １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 三木里コミュニティセンター １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 三木小学校 体育館玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 三木里小学校 体育館玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 須賀利コミュニティセンタ １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 曽根コミュニティセンター 玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 早田コミュニティセンター １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 ⼤曽根コミュニティセンター １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 中央公⺠館 １Ｆ玄関付近 2台
三重県 尾鷲市 尾鷲小学校 体育館玄関付近 2台
三重県 尾鷲市 矢浜コミュニティセンター １Ｆ玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 尾鷲中学校 体育館玄関付近 2台
三重県 尾鷲市 矢浜保育園 玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 矢浜小学校 体育館玄関付近 1台
三重県 尾鷲市 第三保育園 玄関付近 1台
三重県 北牟婁郡紀北町 三船中学校 体育館 5台
三重県 北牟婁郡紀北町 上里小学校 体育館 4台
三重県 北牟婁郡紀北町 ⾚羽中学校 体育館 4台
三重県 北牟婁郡紀北町 若者センター 玄関ホール 2台
三重県 名張市 すずらん台市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 すずらん台小学校 体育館前渡り廊下 2台
三重県 名張市 南中学校 玄関付近 3台
三重県 名張市 つつじが丘小学校 玄関付近 2台
三重県 名張市 つつじが丘市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 錦⽣市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 錦⽣体育館 体育館入口 2台
三重県 名張市 比奈知小学校 玄関付近 2台
三重県 名張市 比奈知市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 名張市勤労者福祉会館 玄関ホール付近 5台
三重県 名張市 箕曲小学校 玄関付近 2台
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三重県 名張市 箕曲市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 名張中学校 体育館廊下 3台
三重県 名張市 名張小学校 玄関ホール付近 2台
三重県 名張市 名張市市⺠情報交流センター 2階廊下 1台
三重県 名張市 桔梗が丘中学校 玄関付近 2台
三重県 名張市 桔梗が丘小学校 玄関付近 2台
三重県 名張市 桔梗が丘南市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 桔梗が丘南小学校 体育館前渡り廊下 2台
三重県 名張市 桔梗が丘市⺠センター 玄関ホール付近 2台
三重県 名張市 桔梗が丘中学校 体育館入口 5台
三重県 名張市 桔梗が丘東小学校 玄関付近 2台
三重県 名張市 こども支援センターかがやき 廊下公衆電話跡 1台
三重県 名張市 名張市図書館 ホール 2台
三重県 名張市 春日丘自治会館 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 名張⻘少年センター（adsホール） ホール 1台
三重県 名張市 名張市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 美旗小学校 玄関付近 2台
三重県 名張市 国津体育館 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 くにつふるさと館 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 一ノ井市⺠センター 事務所付近 1台
三重県 名張市 ⾚目市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 錦⽣⾚目小学校 玄関付近 3台
三重県 名張市 薦原小学校 玄関ホール付近 2台
三重県 名張市 薦原市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 蔵持小学校 玄関ホール付近 2台
三重県 名張市 蔵持市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 武道交流館いきいき 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 ⾚目中学校 玄関付近 3台
三重県 名張市 滝之原体育館 体育館入口 2台
三重県 名張市 名張市保健センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 ⻑瀬体育館 体育館入口 2台
三重県 名張市 名張高等学校 体育館入口 3台
三重県 名張市 梅が丘市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 梅が丘小学校 玄関ホール付近 3台
三重県 名張市 北中学校 玄関付近 3台
三重県 名張市 伊賀つばさ学園 体育館入口 1台
三重県 名張市 美旗市⺠センター 玄関ホール付近 2台
三重県 名張市 百合が丘市⺠センター 玄関ホール付近 1台
三重県 名張市 名張⻘峰高等学校 体育館入口 5台
三重県 名張市 百合が丘小学校 玄関ホール付近 5台
三重県 鈴⿅市 鈴峰公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 一ノ宮公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 稲⽣公⺠館 玄関ホール 3台
三重県 鈴⿅市 河曲公⺠館 事務所付近 2台
三重県 鈴⿅市 郡山公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 鈴⿅市武道館 公衆電話付近 2台
三重県 鈴⿅市 ⽩子公⺠館 玄関ホール 3台
三重県 鈴⿅市 ⽩子コミュニティセンター 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 加佐登公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 国府公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 合川公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 椿公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 清和公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 ⿎ケ浦公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 住吉公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 庄野公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 深伊沢公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 神⼾コミュニティセンター 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 井田川公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 飯野公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 ⽯薬師小学校 体育館裏口付近 5台
三重県 鈴⿅市 ⽯薬師公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 旭が丘公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 箕田公⺠館 玄関ホール 3台
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三重県 鈴⿅市 合川コミュニティセンター 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 愛宕公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 庄内公⺠館 玄関ホール 2台
三重県 鈴⿅市 鈴⿅市ふれあいセンター ホール 5台
三重県 鈴⿅市 牧田公⺠館（新場） 玄関付近 2台
三重県 鈴⿅市 牧田コミュニティセンター 玄関付近 2台
三重県 鈴⿅市 ⻑太公⺠館 玄関ホール 2台
滋賀県 蒲⽣郡⻯王町 ⻯王町⽴⻯王小学校 体育館 3台
滋賀県 蒲⽣郡⻯王町 ⻯王町⽴⻯王中学校 体育館入口付近 3台
滋賀県 蒲⽣郡⻯王町 道の駅アグリパーク⻯王 1階ロビー 2台
滋賀県 蒲⽣郡⻯王町 ⻯王町⽴⻯王⻄小学校 体育館入口付近 3台
滋賀県 蒲⽣郡⻯王町 ⻯王町公⺠館 1階ロビー 2台
滋賀県 近江八幡市 安土コミュニティセンター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 老蘇コミュニティセンター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 八幡コミュニティセンター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 沖島コミュニティセンター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 岡山地域防災センター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 金田コミュニティセンター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 北里コミュニティセンター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 桐原コミュニティセンター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 島地域防災センター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 馬淵地域防災センター 1階ロビー 1台
滋賀県 近江八幡市 武佐コミュニティセンター 1階ロビー 1台
滋賀県 犬上郡多賀町 多賀町中央公⺠館「多賀結いの森」 事務室 1台
滋賀県 犬上郡多賀町 あけぼのパーク多賀 リフレッシュスペース 1台
滋賀県 犬上郡多賀町 多賀中学校 職員室 1台
滋賀県 犬上郡多賀町 Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務室 1台
滋賀県 犬上郡多賀町 滝の宮スポーツ公園 事務室 1台
滋賀県 湖南市 下田小学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 三雲小学校 体育館前 3台
滋賀県 湖南市 ⽯部南小学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 岩根小学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 市⺠産業交流促進施設「ここぴあ」 事務室 3台
滋賀県 湖南市 日枝中学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 三雲東小学校 体育館前 3台
滋賀県 湖南市 甲⻄中学校 体育館前 3台
滋賀県 湖南市 水⼾小学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 甲⻄北中学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 ⽯部小学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 菩提寺小学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 菩提寺北小学校 職員室 3台
滋賀県 湖南市 ⽯部中学校 職員室 3台
滋賀県 ⻑浜市 ⻑浜市⽴北中学校 防災倉庫内 1台
滋賀県 ⻑浜市 ⻑浜市⽴伊香具小学校 防災倉庫内 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴坂田小学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴まいばら認定こども園 絵本ｺ-ﾅ-壁面 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽶原公⺠館 倉庫 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴河南中学校 体育館エントランス 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市近江公⺠館 玄関付近 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴おうみ認定こども園 職員室 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市双葉総合体育館 通用口付近 1台
滋賀県 ⽶原市  ⽶原市⽴近江図書館⽶原市近江はにわ館 エントラスホ−ル 1台
滋賀県 ⽶原市 旧⽶原市⽴東草野小中学校 正面玄関入り口 1台
滋賀県 ⽶原市 甲津原交流センター 公衆電話付近 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴伊吹山中学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴かなん認定こども園 職員室 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴⼤原小学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 旧⽶原市山東⽣涯学習センター 玄関付近 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴河南小学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴いぶき認定こども園 玄関付近 1台
滋賀県 ⽶原市  ⽶原市農業集落多目的集会施設（ふれあいの里リバーホール板並）事務室内 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴伊吹小学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴春照小学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴柏原中学校 体育館出入口 1台
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滋賀県 ⽶原市 旧いぶき幼稚園北分園 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴⼤東中学校 トイレ横 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴山東幼稚園 職員室 1台
滋賀県 ⽶原市 滋賀県⽴伊吹高等学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⺠交流プラザ（ルッチプラザ） 倉庫前壁面 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⺠体育館・⽶原市山東公⺠館 体育館子供部屋 1台
滋賀県 ⽶原市 旧⽶原市⽴山東東小学校体育館 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴⽶原小学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴⽶原中学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市⽴息⻑小学校 体育館出入口 1台
滋賀県 ⽶原市 ⽶原市山東B&G海洋センター 体育館出入口 1台
京都府 綾部市 綾部工業団地・交流プラザ 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 綾部市 農業⼤学校 体育館玄関下駄箱上 1台
京都府 綾部市 農村婦人の家 調理実習室前倉庫壁面 1台
京都府 綾部市 ⻄八田小学校 体育館玄関壁面 1台
京都府 綾部市 綾部高等学校（第一体育館） 第一体育館職員室 1台
京都府 綾部市 綾部高等学校（第⼆体育館） 第⼆体育館器具庫壁面 1台
京都府 綾部市 林業センター 玄関事務室カウンター下 1台
京都府 綾部市 宮代コミュ⼆ティセンター 玄関壁面 1台
京都府 綾部市 綾部中学校 体育館舞台袖壁面 2台
京都府 綾部市 豊里小学校 体育館玄関下駄箱上 1台
京都府 綾部市 栗文化センター 事務所壁面 1台
京都府 綾部市 豊里コミュニティーセンター 給湯室ＭＤＦ内 1台
京都府 綾部市 林業者等健康管理センター 事務所前保安器盤内 1台
京都府 綾部市 五泉荘 玄関下駄箱上 1台
京都府 綾部市 山家城址館 展示ブース壁面 1台
京都府 綾部市 山家城址公園 梅里苑 玄関下駄箱上 1台
京都府 綾部市 高津コミュニティセンター 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 綾部市 志賀小学校 校舎会議室 1台
京都府 綾部市 志賀郷公⺠館 事務所カウンター下 1台
京都府 綾部市 綾部市まちづくりセンター 第三会議室壁面 1台
京都府 綾部市 総合運動公園体育館 体育館ホール壁面 1台
京都府 綾部市 東八田小学校 第⼆校舎イングリッシュルーム 1台
京都府 綾部市 研修センター 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 綾部市 綾部小学校 体育館階段壁面 2台
京都府 綾部市 新・市⺠センター 体育館ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 3台
京都府 綾部市 I・Tビル ２階カウンター 1台
京都府 綾部市 綾部高等東分校 体育館準備室壁面 1台
京都府 綾部市 農業振興センター 玄関ホール壁面 1台
京都府 綾部市 中筋小学校 体育館玄関壁面 1台
京都府 綾部市 ふれあいセンター 玄関左下駄箱横 1台
京都府 綾部市 東稜小・中学校 体育館玄関壁面 1台
京都府 綾部市 基幹集落センター 玄関ホール壁面 1台
京都府 綾部市 豊里交流研修センター 森もりホール ホール内キッチン壁面 1台
京都府 綾部市 田野コミュ⼆ティセンター 玄関下駄箱上 1台
京都府 綾部市 東八田公⺠館 玄関左壁面 1台
京都府 綾部市 八田中学校 体育館玄関下駄箱横 1台
京都府 綾部市 観光センター くつろぎホール壁面 1台
京都府 綾部市 上林小・中学校 体育館玄関下駄箱上 1台
京都府 綾部市 健康ファミリーセンター 事務所カウンター下壁面 1台
京都府 綾部市 物部保育園 職員室壁面 1台
京都府 綾部市 何北中学校 体育館下駄箱上 1台
京都府 綾部市 物部会館 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 綾部市 物部営農指導センター 情報収集広報室入口壁面 1台
京都府 綾部市 物部小学校 体育館玄関壁面 1台
京都府 綾部市 豊里中学校 体育館玄関壁面 1台
京都府 綾部市 あやべ山の家 玄関受付カウンター 1台
京都府 綾部市 ⼤本綾部梅松苑松香館 ラウンジ公衆電話横 1台
京都府 綾部市 綾部会館 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 綾部市 吉美小学校 体育館玄関壁面 1台
京都府 綾部市 中央公⺠館 事務室壁面 1台
京都府 綾部市 清山荘 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 宇治市 伊勢田小学校 体育館入口右壁面 3台
京都府 宇治市 ⻄宇治中学校 体育館玄関下駄箱 3台
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京都府 宇治市 ⻄小倉小学校 体育館非常通報設備横 3台
京都府 宇治市 ⻄小倉中学校 体育館舞台横控室 3台
京都府 宇治市 菟道小学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 宇治市 菟道第⼆小学校 体育館放送室壁面 3台
京都府 宇治市 宇治中学校 体育館非常通報設備横 3台
京都府 宇治市 南部小学校 体育館入口 3台
京都府 宇治市 宇治小学校 体育館舞台横控室壁面 3台
京都府 宇治市 ⻩檗中学校 体育館舞台横控室壁面 3台
京都府 宇治市 岡屋小学校 体育館内壁設置 3台
京都府 宇治市 東宇治中学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 宇治市 広野中学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 宇治市 ⼤開小学校 体育館入口壁面 3台
京都府 宇治市 ⼤久保小学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 宇治市 小倉小学校 体育館入口壁面 3台
京都府 宇治市 南小倉小学校 体育館非常通報設備横 3台
京都府 宇治市 北小倉小学校 体育館入口左壁面 3台
京都府 宇治市 神明小学校 体育館入口 3台
京都府 宇治市 笠取小学校 体育館ステージ横部屋 2台
京都府 宇治市 ⻄⼤久保小学校 体育館非常通報設備横 3台
京都府 宇治市 南宇治中学校 体育館下駄箱 3台
京都府 宇治市 平盛小学校 体育館入口壁面 3台
京都府 宇治市 笠取第⼆小学校 体育館非常用電話BOX内 2台
京都府 宇治市 三室⼾小学校 体育館控室壁面 3台
京都府 宇治市 御蔵山小学校 体育館入口壁面 3台
京都府 宇治市 木幡小学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 宇治市 木幡中学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 宇治市 槇島小学校 体育館入口右壁面 3台
京都府 宇治市 北宇治中学校 体育館入口ロッカー上 3台
京都府 宇治市 槇島中学校 体育館入口 3台
京都府 宇治市 北槇島小学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 ⼤山崎町体育館 体育館器具庫 3台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 ⼤山崎中学校 体育館事務室前 1台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 ⼤山崎町第３保育所 職員室壁面 1台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 第⼆⼤山崎小学校 校舎1階廊下 1台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 ⼤山崎町第２保育所 職員室 1台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 老人福祉センター⻑寿苑 くつろぎホール壁面スペース 1台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 ⼤山崎小学校 職員室⼿前 1台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 ⼤山崎町保育所 職員室壁面 1台
京都府 乙訓郡⼤山崎町 ⼤山崎ふるさとセンター 事務所電話機コーナー 1台
京都府 ⻲岡市 人権福祉センター 玄関受付カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 稗田野小学校 体育館玄関 2台
京都府 ⻲岡市 南桑中学校 体育館ステージ控室 2台
京都府 ⻲岡市 旭コミュニティーセンター 玄関事右会議室 1台
京都府 ⻲岡市 ⻲岡地区自治会館 玄関カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 ⻲岡市役所市⺠ホール ホール入口前 3台
京都府 ⻲岡市 河原林⽣涯学習センター パソコン研修室 1台
京都府 ⻲岡市 ⻲岡運動公園ﾌプール管理棟 管理室受付カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 吉川小学校 体育館入口ホール 1台
京都府 ⻲岡市 ⻘野小学校 体育館入口ホール 1台
京都府 ⻲岡市 ⻲岡市交流会館 事務室 2台
京都府 ⻲岡市 東輝中学校 体育館入口ホール 2台
京都府 ⻲岡市 安詳小学校 体育館ステージ控室 3台
京都府 ⻲岡市 篠公⺠館 玄関事務室前 1台
京都府 ⻲岡市 詳徳中学校 体育館玄関ホール事務室 2台
京都府 ⻲岡市 詳徳小学校 体育館ステージ控室 1台
京都府 ⻲岡市 東部文化センター 玄関受付カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 ⻄つつじヶ丘ふれあいセンター 玄関下駄箱 1台
京都府 ⻲岡市 つつじヶ丘小学校 体育館玄関ホール 2台
京都府 ⻲岡市 犬甘野児童館 玄関下駄箱 1台
京都府 ⻲岡市 ⻄別院⽣涯学習センター 事務室前 1台
京都府 ⻲岡市 ⻄別院小学校 体育館中央事務室 1台
京都府 ⻲岡市 さくら運動公園体育館 管理室受付カウンター 3台
京都府 ⻲岡市 千歳町自治会館 玄関 1台
京都府 ⻲岡市 千代川自治会館 玄関カウンター 1台
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京都府 ⻲岡市 千代川小学校 体育館入口ホール 1台
京都府 ⻲岡市 ⻲岡運動公園体育館 管理室受付カウンター 3台
京都府 ⻲岡市 曽我部小学校 体育館入口ホール 2台
京都府 ⻲岡市 曽我部町公⺠館 事務室カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 ⼤成中学校 体育館玄関ホール事務室 2台
京都府 ⻲岡市 ⼤井⽣涯学習センター 事務室 1台
京都府 ⻲岡市 ⼤井小学校 体育館玄関ホール 1台
京都府 ⻲岡市 ⻲岡市⽴幼稚園 入口下駄箱上 1台
京都府 ⻲岡市 東つつじヶ丘ふれあいセンター 事務室 1台
京都府 ⻲岡市 東別院ふれあいセンター 玄関事務室前 1台
京都府 ⻲岡市 東別院小学校 体育館入口ホール 2台
京都府 ⻲岡市 別院中学校 体育館入口事務室 1台
京都府 ⻲岡市 東別院公⺠館 会議室前カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 東本梅ふれあいセンター 玄関カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 東本梅保育所 職員室入口左壁面 1台
京都府 ⻲岡市 ⻲岡中学校 体育館連絡通路 3台
京都府 ⻲岡市 ⻲岡小学校 体育館入口ホール 3台
京都府 ⻲岡市 南つつじヶ丘小学校 体育館玄関ホール 2台
京都府 ⻲岡市 南つつじヶ丘コミュニティーセンター 玄関カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 高田中学校 体育館入口 2台
京都府 ⻲岡市 川東小学校 体育館入口 2台
京都府 ⻲岡市 馬路文化センター 玄関受付カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 馬路⽣涯学習センター 事務室カウンター 1台
京都府 ⻲岡市 育親中学校 体育館入口プラBOX 1台
京都府 ⻲岡市 畑野小学校 体育館入口ホール 1台
京都府 ⻲岡市 畑野町公⺠館 玄関事務室前 1台
京都府 ⻲岡市 稗田野⽣涯学習センター 玄関事務室前 1台
京都府 ⻲岡市 保津小学校 体育館入口ホール 1台
京都府 ⻲岡市 保津町公⺠館 事務室前 1台
京都府 ⻲岡市 保津文化センター 事務室端子盤BOX 1台
京都府 ⻲岡市 本梅小学校 体育館入口ホール 1台
京都府 ⻲岡市 ほんめ町ふれあいセンター 玄関ホール 1台
京都府 ⻲岡市 城⻄小学校 体育館入口ホール 1台
京都府 ⻲岡市 ガレリアかめおか 工作室前 3台
京都府 久世郡久御山町 東角小学校 体育館玄関ホール 3台
京都府 久世郡久御山町 佐山小学校 体育館玄関ホール 3台
京都府 久世郡久御山町 御牧小学校 体育館玄関ホール 3台
京都府 久世郡久御山町 久御山町役場 玄関トイレ前公衆電話 3台
京都府 久世郡久御山町 久御山中学校 体育館玄関ホール 3台
京都府 宮津市 養老地区公⺠館 玄関エレベーター右壁面 1台
京都府 宮津市 城東会館 事務室玄関フロア 1台
京都府 宮津市 旧上宮津小学校 玄関カウンター 1台
京都府 宮津市 栗田地区公⺠館 事務所玄関フロア 1台
京都府 宮津市 吉津地区公⺠館 玄関付近 1台
京都府 宮津市 宮津高等学校（同窓会館） 玄関入口 1台
京都府 宮津市 府中地区公⺠館 玄関下駄箱 1台
京都府 宮津市 日ケ⾕地区公⺠館 事務室入口前壁面 1台
京都府 宮津市 日置公⺠館 多目的ホール壁面ＢＯＸ 1台
京都府 宮津市 市⺠体育館 玄関ホール階段下壁面 2台
京都府 宮津市 杉末会館 玄関下駄箱 1台
京都府 宮津市 由良地区公⺠館 事務室カウンター横 1台
京都府 京丹後市 久美浜小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 佐濃体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 田村体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 海部体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 久美浜高等学校 体育館内壁面 1台
京都府 京丹後市 高龍小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 かぶと山小学校 職員室端子盤内 1台
京都府 京丹後市 川上体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 久美浜ぎょそんセンター 事務室カウンター 1台
京都府 京丹後市 湊体育館 体育館壁面 1台
京都府 京丹後市 ⼤宮南小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 ⼤宮中学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 ⼤宮第一小学校 体育館玄関 2台
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京都府 京丹後市 ⼤宮第三体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 丹後地域公⺠館 事務室カウンター 1台
京都府 京丹後市 丹後小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 丹後中学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 旧宇川中学校教室棟 ２階相談室壁面 1台
京都府 京丹後市 宇川体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 宇川小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 豊栄体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 竹野体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 いさなご小学校 体育館用具室 1台
京都府 京丹後市 五箇体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 しんざん小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 峰山中学校 体育館玄関 2台
京都府 京丹後市 丹波体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 ⻑岡小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 峰山小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 網野南小学校 体育館玄関 2台
京都府 京丹後市 郷体育館 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 網野北小学校 体育館玄関 2台
京都府 京丹後市 島津小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 網野中学校 体育館事務室 2台
京都府 京丹後市 橘小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 吉野小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 弥栄中学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 ⿊部体育館 体育館内端子盤 1台
京都府 京丹後市 弥栄小学校 体育館玄関 1台
京都府 京丹後市 野間基幹集落センター 玄関カウンター 1台
京都府 京田辺市 田辺高等学校 体育館防災無線接続箱収納 3台
京都府 京田辺市 三山木小学校 体育館入口防災無線接続箱 3台
京都府 京田辺市 田辺中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 3台
京都府 京田辺市 薪小学校 体育館入口防災無線接続箱 3台
京都府 京田辺市 普賢寺小学校 体育館防災無線接続箱収納 3台
京都府 京田辺市 草内小学校 体育館防災無線接続箱収納 3台
京都府 京田辺市 同志社国際高等学校 体育館防災無線接続箱収納 3台
京都府 京田辺市 松井ケ丘小学校 体育館入口防災無線接続箱 3台
京都府 京田辺市 ⼤住中学校 体育館防災無線接続箱収納 3台
京都府 京田辺市 ⼤住小学校 体育館ステージ防災無線接続箱 3台
京都府 京田辺市 桃園小学校 体育館入口防災無線接続箱 3台
京都府 京田辺市 田辺小学校 体育館防災無線接続箱収納 3台
京都府 京田辺市 培良中学校 体育館防災無線接続箱収納 3台
京都府 京田辺市 田辺東小学校 体育館入口防災無線接続箱 3台
京都府 京都市右京区 宇多野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 花園小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 弓削会館 玄関横プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 ⿊田基幹集落センター 玄関横プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 細野グリーン会館 玄関横プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 京都京北小中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 宇津ふれあい会館 玄関横プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 旧京北第⼆小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 御室小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 宕陰小中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 広沢小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 嵯峨小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 水尾小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 嵯峨野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 嵐山小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 山ノ内小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 ⻄院中学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 葛野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 ⻄京極小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 安井小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 太秦小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 常磐野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 南太秦小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
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京都府 京都市右京区 高雄小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 梅津北小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市右京区 梅津小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 京都市総合教育センター 事務室前廊下壁面 1台
京都府 京都市下京区 下京渉成小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 梅小路小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 京都市学校歴史博物館 屋外トイレ外壁プルＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 下京中学校成徳学舎 新棟広場壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 元格致小学校 多目的等玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 ⻄⼤路小学校 体育館管理室壁面 1台
京都府 京都市下京区 京都市修徳特別養護老人ホーム 外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 七条第三小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 七条小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 ひと・まち交流館 京都 ２階ロビー壁面 1台
京都府 京都市下京区 下京雅小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 洛友中学校(元郁文中学校) 消防団詰所内壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 元淳風小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 元梅逕中学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 光徳小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 元安寧小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 元有隣小学校 校舎内プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 洛央小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市下京区 下京中学校 校舎玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 鞍馬小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 修学院第⼆小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 岡崎中学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 ⽩河総合支援学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 下鴨小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 葵小学校 校舎玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 花背小中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 元別所小学校 校舎内プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 明徳小学校 体育館外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 岩倉北小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 岩倉南小学校 体育館外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 第四錦林小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 京都市久多いきいきセンター 事務室端子盤内 1台
京都府 京都市左京区 元堰源小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 第三錦林小学校 体育館外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 修学院小学校 体育館外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 松ヶ崎小学校 体育館外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 上高野小学校 体育館外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 元新洞小学校 校舎玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 京都市武道センター 廊下壁面 1台
京都府 京都市左京区 市原野会館 地域交流室壁面 1台
京都府 京都市左京区 静原小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 ⼤原小中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 養徳小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 養正小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 天理教河原町⼤教会 玄関カウンター 1台
京都府 京都市左京区 八瀬小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市左京区 北⽩川小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 安朱小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 音羽小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 音羽川小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 勧修小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 陵ケ岡小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 鏡山小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 小野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 百々小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 山階小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 ⻄野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 ⼤宅小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 ⼤塚小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市山科区 山階南小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台

87 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

京都府 京都市上京区 元待賢小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 仁和小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 翔鸞小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 嘉楽中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 京極小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 乾隆小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 室町小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 みつば幼稚園 ２階ベランダ外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 元⻄陣小学校 校舎廊下プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 ⼆条城北小学校 体育館２Ｆ通路プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 正親小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 御所東小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 京都まなびの街⽣き方探究館 体育館外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 ⻄陣中央小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 新町小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 北総合支援学校 エレベーターホール壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市上京区 元聚楽小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 川岡東小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 樫原小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 桂東小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 桂川小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 桂小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 桂徳小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 桂坂小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 松陽小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 松尾小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 川岡小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 ⼤原野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 上里小学校 校舎玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 境⾕小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 竹の里小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 新林小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 ⼤枝小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 ⻄陵中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市⻄京区 嵐山東小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 京都国際マンガミュージアム 裏口通路外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 京あんしんこども館 倉庫内外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 京都市子育て支援総合センター こどもみらい館 ２階ロビー壁面 1台
京都府 京都市中京区 本能自治会館 外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 高倉小学校 校舎外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 京都市教育相談総合センター こどもパトナ ５階エレベーターホール壁面 1台
京都府 京都市中京区 京都芸術センター 校舎渡廊下壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 朱雀第一小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 朱雀第三小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 朱雀中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 朱雀第七小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 洛中小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 朱雀第四小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 朱雀第⼆小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 朱雀第六小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 朱雀第八小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 元教業小学校 校舎廊下プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 THE GATE HOTEL京都高瀬川 集会室壁面 1台
京都府 京都市中京区 銅駝美術工芸高等学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 元⽣祥小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 御所南小学校 体育館３ＦベランダプラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 京都御池中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市中京区 京都堀川音楽高等学校 校舎玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市東山区 弥栄ふれあいサロン 玄関横プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市東山区 元今熊野小学校 管理棟壁面 1台
京都府 京都市東山区 新道集会所 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市東山区 元有済小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市東山区 東山泉小中学校 ⻄学舎 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市東山区 東山総合支援学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
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京都府 京都市東山区 元月輪小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市東山区 開睛小中学校 六波羅学舎 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 祥豊小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 祥栄小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 吉祥院小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 ⼤藪小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 上鳥羽小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 洛南高等学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 九条塔南小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 九条弘道小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 九条中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 唐橋小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 元陶化小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 元山王小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 元東和小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市南区 南⼤内小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 羽束師小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 横⼤路小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 下鳥羽小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 伏見板橋小学校 校舎2階まなび教室 1台
京都府 京都市伏見区 久我の杜小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 神川小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 向島小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 元向島南小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 向島藤の木小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 向島秀蓮小中学校 ＭＤＦ内壁面 1台
京都府 京都市伏見区 元向島中学校 校舎内壁面 1台
京都府 京都市伏見区 伏見住吉小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 小栗栖宮山小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 砂川小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 稲荷小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 深草小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 藤ノ森小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 藤城小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 ⽯田小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 小栗栖中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 池田小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 府⽴東稜高等学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 醍醐⻄小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 池田東小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 醍醐小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 伏見南浜小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 竹田小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 桃山東小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 桃山南小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 桃山小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 日野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 春日野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 納所小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 明親小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市伏見区 美豆小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 雲ヶ畑小・中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 紫竹小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 待鳳小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 紫野小学校 体育館管理室プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 柏野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 鳳徳小学校 体育館外壁プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 京都市交響楽団練習場 楽器搬入口壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 元町小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 紫明小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 小野郷小・中学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 上賀茂小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 柊野小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 ⼤宮小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
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京都府 京都市北区 ⼤将軍小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 鷹峯小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 中川小学校 体育館玄関プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 衣笠小学校 体育館２Ｆ通路プラＢＯＸ内 1台
京都府 京都市北区 金閣小学校 体育館壁面プラＢＯＸ内 1台
京都府 向日市 鶏冠井公⺠館 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 鶏冠井コミュニティセンター 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 勝山中学校 体育館玄関 3台
京都府 向日市 向陽小学校 体育館玄関 3台
京都府 向日市 向日コミュニティセンター 事務室 1台
京都府 向日市 第１保育所 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 第４向陽小学校 体育館玄関 3台
京都府 向日市 第５保育所 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 老人センター（琴の橋） 玄関ホール 1台
京都府 向日市 寺⼾コミュニティセンター 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 寺⼾公⺠館 会議室端子盤 1台
京都府 向日市 寺⼾中学校 体育館玄関 3台
京都府 向日市 第６向陽小学校 体育館玄関 3台
京都府 向日市 向日市役所 エントランスロビー 1台
京都府 向日市 保健センター 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 寺⼾町事務所 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 上植野コミュニティセンター 事務室壁面 1台
京都府 向日市 第５向陽小学校 体育館玄関 3台
京都府 向日市 ⻄向日コミュニティセンター 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 上植野公⺠館 屋外保安器函 1台
京都府 向日市 第６保育所 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 老人センター（桜の径） 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 第３向陽小学校 体育館玄関 3台
京都府 向日市 市⺠体育館 体育館玄関 3台
京都府 向日市 森本公⺠館 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 ⻄ノ岡中学校 体育館階段横 3台
京都府 向日市 物集女公⺠館 事務室端子盤 1台
京都府 向日市 第２向陽小学校 体育館玄関 3台
京都府 向日市 物集女コミュニティセンター 事務室端子盤 1台
京都府 城陽市 南城陽中学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 城陽市 陽東苑 事務室入口前壁面 1台
京都府 城陽市 久世小学校 体育館入口下駄箱上 2台
京都府 城陽市 久世保育園 職員室カウンター上 1台
京都府 城陽市 東城陽中学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 城陽市 里の⻄保育園 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 城陽市 ⻘⾕コミュニティーセンター 事務室放送盤内 1台
京都府 城陽市 城陽市⺠体育館 玄関ロビー公衆電話コーナー 3台
京都府 城陽市 陽幸苑 ２階下駄箱横 1台
京都府 城陽市 ⻄城陽中学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 城陽市 城陽高等学校 武道体育館屋内ＢＯＸ横 3台
京都府 城陽市 佐伯幼稚園 事務室棚上 1台
京都府 城陽市 文化パルク城陽 玄関左側公衆電話横 2台
京都府 城陽市 寺田南小学校 体育館入口下駄箱上 2台
京都府 城陽市 深⾕小学校 体育館倉庫壁面 3台
京都府 城陽市 地域子育てセンター 事務室棚上 1台
京都府 城陽市 鴻の巣会館 事務室カウンター 1台
京都府 城陽市 東部コミニュティセンター 事務室内公衆電話横 1台
京都府 城陽市 寺田⻄小学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 城陽市 今池小学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 城陽市 くぬぎ保育園 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 城陽市 鴻の巣保育園 職員室カウンター上 1台
京都府 城陽市 ⻘少年野外活動センター 事務室受付カウンター 1台
京都府 城陽市 寺田小学校 体育館入口下駄箱上 2台
京都府 城陽市 城陽中学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 城陽市 男女共同参画支援センター 事務室前壁面 1台
京都府 城陽市 古川小学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 城陽市 ⻘⾕小学校 体育館入口下駄箱上 2台
京都府 城陽市 ⻘⾕保育園 職員室右⼿の棚中 1台
京都府 城陽市 京都府⽴心身障害者福祉センター体育館 事務室カウンター 2台
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京都府 城陽市 陽寿苑 玄関ホール公衆電話機横 1台
京都府 城陽市 ⻄城陽高等学校 体育館入口ミーティングルーム 2台
京都府 城陽市 今池コミニュティーセンター 事務所前フロアー 1台
京都府 城陽市 城陽市保健センター 事務室受付カウンター 1台
京都府 城陽市 清心保育園 事務室棚上 1台
京都府 城陽市 南部コミニュティーセンター 事務所横公衆電話横 1台
京都府 城陽市 富野小学校 体育館入口入口壁面 3台
京都府 城陽市 今池保育園 職員室ＭＤＦ内 1台
京都府 城陽市 北部コミニュティセンター 事務室内カウンター端子盤 1台
京都府 城陽市 久津川小学校 体育館入口壁面 3台
京都府 城陽市 久津川保育園 事務室右壁面 1台
京都府 城陽市 陽和苑 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 城陽市 平川幼稚園 ２階ホール壁面 1台
京都府 城陽市 北城陽中学校 体育館入口下駄箱上 3台
京都府 相楽郡笠置町 北部公⺠館 集会所玄関 1台
京都府 相楽郡笠置町 切山総合センター 集会所和室 1台
京都府 相楽郡笠置町 飛鳥路集会所 集会所玄関 1台
京都府 相楽郡笠置町 ⻄部区集会所 集会所フロアー 1台
京都府 相楽郡笠置町 東部集会所 集会所玄関 1台
京都府 相楽郡笠置町 笠置町サテライトワークスペース 玄関カウンター 1台
京都府 相楽郡精華町 東光小学校 職員室MDF 2台
京都府 相楽郡精華町 精華⻄中学校 体育館舞台そで 2台
京都府 相楽郡精華町 精華南中学校 体育館器具庫 2台
京都府 相楽郡精華町 山田荘小学校 職員室MDF 2台
京都府 相楽郡精華町 精華台小学校 職員室MDF 2台
京都府 相楽郡精華町 精北小学校 体育館舞台そで 2台
京都府 相楽郡精華町 精華町⽴体育館 事務室IDF 3台
京都府 相楽郡精華町 精華中学校 職員室MDF 2台
京都府 相楽郡精華町 精華町地域福祉センター ホール公衆電話機横 2台
京都府 相楽郡精華町 川⻄小学校 職員室MDF 2台
京都府 相楽郡南山城村 高尾⽣涯学習センター 1階防災会室 1台
京都府 相楽郡南山城村 高尾公⺠館 玄関右事務室 1台
京都府 相楽郡南山城村 奥田公⺠館 玄関右公衆電話置き場 1台
京都府 相楽郡南山城村 南山城村自然の家 1階ホール自販機横 1台
京都府 相楽郡南山城村 南山城村農業者トレーニングセンター 玄関右事務室 1台
京都府 相楽郡南山城村 田山⽣涯学習センター 元用務員室 1台
京都府 相楽郡南山城村 童仙房⽣涯学習センター 元職員室 1台
京都府 相楽郡南山城村 童仙房公⺠館 玄関下駄箱上 1台
京都府 相楽郡南山城村 南⼤河原会館 玄関左机の上 1台
京都府 相楽郡南山城村 月ケ瀬ニュータウン集会所 2階事務室 1台
京都府 相楽郡南山城村 今山公⺠館 玄関正面 1台
京都府 相楽郡南山城村 本郷コミュニティーセンター 玄関正面 1台
京都府 相楽郡南山城村 押原コミュニティーセンター 玄関正面 1台
京都府 相楽郡南山城村 南山城村保険福祉センター 2階相談室 1台
京都府 相楽郡南山城村 相楽東部広域連合⽴南山城小学校 1階エントランス公衆電話付近 1台
京都府 相楽郡南山城村 相楽東部広域連合⽴笠置中学校 1階相談室 1台
京都府 相楽郡南山城村 野殿公⺠館 玄関ロッカー上 1台
京都府 相楽郡和束町 和束小学校 １階倉庫ＭＤＦ内 1台
京都府 相楽郡和束町 和束Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 相楽郡和束町 和束町社会福祉センター 玄関 1台
京都府 相楽郡和束町 和束町人権ふれあいセンター 事務室保安器ＢＯＸ内 1台
京都府 相楽郡和束町 和束中学校 体育館玄関 1台
京都府 相楽郡和束町 和束保育園 職員室 1台
京都府 相楽郡和束町 和束町体験交流センター １階廊下 1台
京都府 相楽郡和束町 グリンティ和束 事務室 1台
京都府 相楽郡和束町 ⽩栖区公⺠館 玄関下駄箱上 1台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第十小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第四中学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第五小学校 体育館玄関 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第三小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第⼆中学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第七小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第三中学校 体育館玄関 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第八小学校 体育館玄関下駄箱 3台
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京都府 ⻑岡京市 神⾜小学校 体育館会議室 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第六小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑法寺小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡中学校 体育館玄関 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第九小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 ⻑岡京市 ⻑岡第四小学校 体育館玄関 3台
京都府 綴喜郡井⼿町 泉ヶ丘中学校 体育館2階窓際 3台
京都府 綴喜郡井⼿町 玉川保育園 職員室保安器BOX内 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 京都府⽴山城勤労者福祉会館 1階事務所 3台
京都府 綴喜郡井⼿町 いづみ人権交流センター 事務室 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 いづみ保育園 職員室 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 老人福祉センター「玉泉苑」 事務室保安器BOX内 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 自然休養村管理センター 体育館ステージ2F物置 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 山吹ふれあいセンター 1階図書館倉庫 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 井⼿小学校 体育館舞台そで階段2F 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 自然休養村サブセンター 玄関ホール 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 多賀保育園 玄関ホール 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 多賀小学校 体育館舞台そで 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 老人福祉センター「賀泉苑」 1階相談室 1台
京都府 綴喜郡井⼿町 井⼿小学校有王分校 職員室 1台
京都府 綴喜郡宇治田原町 奥山田ふれあい交流館 老人憩の間前廊下 1台
京都府 綴喜郡宇治田原町 宇治田原小学校 1階職員室前廊下 1台
京都府 綴喜郡宇治田原町 住⺠体育館 事務室 1台
京都府 綴喜郡宇治田原町 維孝館中学校 2階ロビー公衆電話横 1台
京都府 綴喜郡宇治田原町 田原小学校 1階職員室前廊下 1台
京都府 綴喜郡宇治田原町 京都やましろ農業協同組合宇治田原支店 2階ロビー公衆電話横 1台
京都府 南丹市 園部海洋センター キッズルーム内 1台
京都府 南丹市 旧摩気小学校 放送室内ＭＤＦ 1台
京都府 南丹市 こむぎ山健康学園 事務室前カウンター 1台
京都府 南丹市 園部第⼆小学校 体育館玄関 1台
京都府 南丹市 川辺地域活性化センター 校舎玄関 1台
京都府 南丹市 ⻄本海地域活性化センター 校舎玄関 1台
京都府 南丹市 園部北部コミュニティーセンター 事務室ＭＤＦ内 1台
京都府 南丹市 胡⿇郷小学校 校舎玄関 1台
京都府 南丹市 五ケ荘地域活性化センター 体育館倉庫 1台
京都府 南丹市 殿田小学校 職員室入口壁面 1台
京都府 南丹市 神吉教育集会所 資料室内壁面 1台
京都府 南丹市 八木東小学校 校舎玄関 1台
京都府 南丹市 新庄地域活性化センター 地域振興ルーム内壁面 1台
京都府 南丹市 吉富地域活性化センター 職員室カウンター 1台
京都府 南丹市 南丹市役所八木支店 ３階ロビー壁面 1台
京都府 南丹市 美山保険福祉センター 玄関ホール壁面 1台
京都府 南丹市 ⼤野地域活性化センター 職員室カウンター 1台
京都府 南丹市 旧知井小学校 倉庫内端子盤 1台
京都府 南丹市 旧鶴ヶ岡小学校 職員室壁面 1台
京都府 南丹市 美山文化ホール 会議室１壁面 1台
京都府 八幡市 橋本小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 八幡市 橋本公⺠館 体育館玄関下駄箱 1台
京都府 八幡市 美濃山コミュニティーセンター 玄関左壁面 1台
京都府 八幡市 美濃山小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 八幡市 くすのき小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 八幡市 男山第三中学校 体育館袖倉庫 3台
京都府 八幡市 男山第⼆中学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 八幡市 男山公⺠館 玄関ロビー 1台
京都府 八幡市 さくら小学校 体育館器具庫 3台
京都府 八幡市 男山東中学校 体育館舞台袖倉庫 3台
京都府 八幡市 有都小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 八幡市 志水公⺠館 玄関ロビー 1台
京都府 八幡市 山柴公⺠館 事務室カウンター下 1台
京都府 八幡市 中央小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 八幡市 八幡小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 八幡市 （旧）八幡東小学校 旧校舎壁面 3台
京都府 八幡市 南山小学校 体育館玄関下駄箱 3台
京都府 舞鶴市 ⻄駅交流センター 玄関フロアー公衆電話コナー 1台
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京都府 舞鶴市 ⻄舞鶴高等学校 体育館左舞台袖 2台
京都府 舞鶴市 ⻄市⺠プラザ ふれあい広場壁面 2台
京都府 舞鶴市 加佐中学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 福井小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 由良川小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 舞鶴21ビル 玄関カウンター 1台
京都府 舞鶴市 岡田小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 城南中学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 中筋小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 新舞鶴小学校 体育館玄関 2台
京都府 舞鶴市 東舞鶴高等学校浮島分校 体育館職員控室 1台
京都府 舞鶴市 荒田市⺠交流センター 事務室内壁面 1台
京都府 舞鶴市 ⻘葉中学校 体育館玄関 2台
京都府 舞鶴市 倉梯小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 倉梯第⼆小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 高野小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 市場市⺠交流センター 事務室カウンター 1台
京都府 舞鶴市 加佐公⺠館 電話放送端子盤内 1台
京都府 舞鶴市 志楽小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 京都職業能力開発短期⼤学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 日星高等学校 体育館玄関 2台
京都府 舞鶴市 文化公園体育館 玄関ロビー 2台
京都府 舞鶴市 文化公園体育館  玄関ロビー 1台
京都府 舞鶴市 南公⺠館 事務室壁面 1台
京都府 舞鶴市 旧神崎小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 旧岡田中小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 旧⻘井小学校 体育館通路壁面 1台
京都府 舞鶴市 東舞鶴高等学校 第一体育館玄関 2台
京都府 舞鶴市 余内小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 ⼤丹⽣コミュニティーセンター 玄関ホール壁面 1台
京都府 舞鶴市 若浦中学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 旧岡田上小学校 職員室壁面 1台
京都府 舞鶴市 旧由良川中学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 ⼤浦会館 玄関フロアー壁面 1台
京都府 舞鶴市 朝来小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 ⻑浜市市⺠交流センター 玄関集合保安器盤内 1台
京都府 舞鶴市 吉原小学校 校舎玄関 1台
京都府 舞鶴市 三笠小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 ⻄支所 玄関フロアー公衆電話コナー 2台
京都府 舞鶴市 城北中学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 舞鶴YMCA国際福祉専門学校 事務室端子盤 1台
京都府 舞鶴市 東コミュニティーセンター 事務室カウンター 1台
京都府 舞鶴市 ⽩糸中学校 校舎玄関ホール 1台
京都府 舞鶴市 池内小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 福来コミュニティーセンター 事務相談室カウンター 1台
京都府 舞鶴市 ⼤浦小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 舞鶴東体育館 事務室総合端子盤 2台
京都府 舞鶴市 明倫小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 北浜市⺠交流センター 事務室カウンター 1台
京都府 舞鶴市 中総合会館 中央フロアー公衆電話コーナー 3台
京都府 舞鶴市 中舞鶴小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 与保呂小学校 体育館玄関 1台
京都府 舞鶴市 和田中学校 体育館玄関 1台
京都府 福知山市 三岳会館 玄関 1台
京都府 福知山市 市⺠交流プラザふくちやま 3F事務所 3台
京都府 福知山市 旧勤労⻘少年ホーム 玄関事務室前 1台
京都府 福知山市 新町文化センター 玄関カウンター 3台
京都府 福知山市 美河小学校 校舎3階⻤っ子クラブの部屋 1台
京都府 福知山市 夜久野ふれあいプラザ 図書館電話機コーナー 3台
京都府 福知山市 金屋ふれあいセンター 玄関下駄箱 1台
京都府 福知山市 Ｕターン１サテライト 事務室 1台
京都府 福知山市 中夜久野地区公⺠館 玄関 1台
京都府 福知山市 北陵地域公⺠館 玄関下駄箱横壁面 1台
京都府 福知山市 上六人部会館 2F廊下奥 1台
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京都府 福知山市 佐賀会館 玄関 1台
京都府 福知山市 中丹勤労者福祉会館 3階廊下IDF内 1台
京都府 福知山市 下六人部小学校 体育館入口フロア 1台
京都府 福知山市 川合集落センター 玄関事務室 1台
京都府 福知山市 成和中学校 体育館ステージ右控室 2台
京都府 福知山市 ⼤正小学校 体育館入口フロア 2台
京都府 福知山市 日新地域公⺠館 事務所前 1台
京都府 福知山市 府⽴工業高等学校 体育館入口右壁面 3台
京都府 福知山市 三和会館 作業展示コーナー電話機横 1台
京都府 福知山市 雀部小学校 体育館入口右側 1台
京都府 福知山市 日新中学校 体育館入口フロア 2台
京都府 福知山市 六人部地域公⺠館 玄関 1台
京都府 福知山市 中六人部ふれあいセンター 元組合⻑室 1台
京都府 福知山市 庵我会館 2Fホール奥 1台
京都府 福知山市 商工会館 3Fエレベータ横 3台
京都府 福知山市 成仁小学校 体育館入口フロア 1台
京都府 福知山市 三段池公園総合体育館 ロビーピンク電話横 3台
京都府 福知山市 金⾕会館 玄関 1台
京都府 福知山市 下川口会館 玄関カウンター 1台
京都府 福知山市 昭和小学校 体育館入口下駄箱 2台
京都府 福知山市 菟原集落センター 玄関カウンター 1台
京都府 福知山市 福知山高等学校 体育館入口壁面 3台
京都府 福知山市 ハピネスふくちやま 3F会議室 2台
京都府 福知山市 惇明小学校 体育館入口フロア 1台
京都府 福知山市 総合福祉会館 ポンプ室前 3台
京都府 福知山市 南陵中学校 体育館1階事務室 2台
京都府 福知山市 有仁小学校 体育館入口フロア 1台
京都府 福知山市 有路下体育館 体育館入口フロア 1台
京都府 福知山市 美鈴小学校 体育館ステージ左控室 1台
京都府 福知山市 ⼤江中学校 体育館入口フロア 1台
京都府 福知山市 成和地域公⺠館 事務室前 1台
京都府 福知山市 上豊富会館 玄関 1台
京都府 福知山市 ⼤江地域公⺠館 玄関 1台
京都府 福知山市 桃映中学校 体育館入口フロア 2台
京都府 福知山市 ⼤雲記念館 資料室棚上 1台
京都府 福知山市 人権ふれあいセンターさわやか館 体育館玄関 1台
京都府 福知山市 川口地域公⺠館 玄関 1台
京都府 福知山市 上川口小学校 体育館ステージ右控室 1台
京都府 木津川市 文化財整理保管センター分室 玄関テーブル 1台
京都府 木津川市 加茂⻘少年山の家 受付カウンター 1台
京都府 木津川市 泉川中学校 体育館玄関下駄箱 1台
京都府 木津川市 当尾の郷会館 廊下壁面 1台
京都府 木津川市 加茂人権センター・小⾕児童館 事務室 1台
京都府 木津川市 加茂小学校 体育館用具室壁面 1台
京都府 木津川市 いづみ保育園 事務室 1台
京都府 木津川市 加茂⻘少年センター 事務室 1台
京都府 木津川市 加茂文化センター 玄関ホール 1台
京都府 木津川市 加茂保健センター 受付カウンター 1台
京都府 木津川市 恭仁小学校 体育館用具室壁面 1台
京都府 木津川市 高の原小学校 体育館控室壁面 2台
京都府 木津川市 高の原幼稚園 職員室 1台
京都府 木津川市 木津第⼆中学校 体育館玄関下駄箱 2台
京都府 木津川市 南陽高等学校 玄関公衆電話コーナ 2台
京都府 木津川市 上狛小学校 体育館控室壁面 1台
京都府 木津川市 山城支所別館 玄関ホール 1台
京都府 木津川市 山城老人福祉センター 公衆電話機コーナー 1台
京都府 木津川市 山城保健センター 玄関ホール 1台
京都府 木津川市 山城中学校 体育館事務室 1台
京都府 木津川市 山城総合文化センター（アスピアやましろ） 事務室 1台
京都府 木津川市 やましろ保育園 玄関ホール 1台
京都府 木津川市 棚倉小学校 体育館玄関下駄箱 1台
京都府 木津川市 州見台小学校 体育館入口壁面 1台
京都府 木津川市 木津南中学校 体育館階段壁面 2台
京都府 木津川市 城山台小学校 体育館入口下駄箱 2台
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京都府 木津川市 木津中学校 体育館公衆電話下 2台
京都府 木津川市 ⻄部交流会館 ⼆階ホール 1台
京都府 木津川市 相楽小学校 体育館玄関 1台
京都府 木津川市 相楽幼稚園 ２階ホール壁面 1台
京都府 木津川市 相楽台保育園 職員室 1台
京都府 木津川市 女性センター 公衆電話機コーナー 1台
京都府 木津川市 相楽台小学校 体育館控室壁面 2台
京都府 木津川市 相楽保育園 事務室 1台
京都府 木津川市 南加茂台公⺠館 玄関ホール 1台
京都府 木津川市 南加茂台保育園 事務室 1台
京都府 木津川市 南加茂台小学校 体育館玄関下駄箱 1台
京都府 木津川市 文化財整理保管センター 集会スペース 1台
京都府 木津川市 加茂ふれあいセンター 階段下電話端子盤 1台
京都府 木津川市 梅美台小学校 体育館玄関壁面 1台
京都府 木津川市 中央交流会館 玄関ホール 1台
京都府 木津川市 東部交流会館 事務室 1台
京都府 木津川市 木津人権センター 玄関ホール 1台
京都府 木津川市 清水保育園 事務室受付カウンター 1台
京都府 木津川市 相楽療育教室 事務室 1台
京都府 木津川市 木津保健センター 事務室 1台
京都府 木津川市 木津児童館 玄関カウンター 1台
京都府 木津川市 中央体育館 玄関ホール 3台
京都府 木津川市 木津川台小学校 体育館玄関下駄箱 1台
京都府 木津川市 同志社国際学院初等部 Sorage101室 1台
京都府 木津川市 木津老人福祉センター 事務室 1台
京都府 木津川市 木津小学校 体育館玄関下駄箱 1台
京都府 木津川市 木津幼稚園 職員室 1台
京都府 木津川市 市⺠スポーツセンター 事務室 1台
京都府 木津川市 木津高等学校 事務室内 2台
京都府 木津川市 木津保育園 事務室 1台
京都府 与謝郡伊根町 伊根町コミュニティセンターほっと館 多目的広場前 1台
京都府 与謝郡伊根町 泊泉苑 公衆電話機横 1台
京都府 与謝郡伊根町 伊根小学校 職員室内 1台
京都府 与謝郡伊根町 伊根中学校 体育館器具置場壁面 1台
京都府 与謝郡伊根町 筒川文化センター ロビー壁面 1台
京都府 与謝郡伊根町 本庄地区公⺠館 事務所保安器ＢＯＸ内 1台
京都府 与謝郡伊根町 本庄小学校 公衆電話機横 1台
京都府 与謝郡与謝野町 山田小学校 体育館更衣室電話端子盤内 1台
京都府 与謝郡与謝野町 加悦小学校 体育館玄関下駄箱 1台
京都府 与謝郡与謝野町 加悦地域公⺠館 事務所奥ＴＶ横壁面 1台
京都府 与謝郡与謝野町 加悦中学校 体育館教官室壁面 1台
京都府 与謝郡与謝野町 知遊館 事務室前カウンター 3台
京都府 与謝郡与謝野町 橋⽴中学校 体育館玄関 1台
京都府 与謝郡与謝野町 岩滝小学校 体育館舞台袖倉庫 1台
京都府 与謝郡与謝野町 岩滝体育館 器具庫壁面 2台
京都府 与謝郡与謝野町 市場小学校 体育館渡廊下内 1台
京都府 与謝郡与謝野町 三河内小学校 渡り廊下内壁面 1台
京都府 与謝郡与謝野町 野田川わーくぱる 玄関右カウンター 1台
京都府 与謝郡与謝野町 江陽中学校 体育館舞台袖倉庫 2台
京都府 与謝郡与謝野町 ⽯川小学校 体育館奥壁面 1台
京都府 与謝郡与謝野町 与謝小学校 体育館玄関下駄箱上 1台
京都府 与謝郡与謝野町 ⼤江山運動公園体育館 管理室前カウンター 2台
⼤阪府 茨木市 ⽩川公⺠館 1FMDF左 3台
⼤阪府 茨木市 東小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 安威小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 茨木市役所 東玄関入口南側 2台
⼤阪府 茨木市 茨木市役所 北玄関入口⻄側 1台
⼤阪府 茨木市 市⺠総合センター（クリエイトセンター） ロビー公衆横 3台
⼤阪府 茨木市 養精中学校 会議室前 3台
⼤阪府 茨木市 穂積小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 太田小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 太田中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 東市⺠体育館 ロビー公衆横 3台
⼤阪府 茨木市 東雲中学校 体育館 3台
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⼤阪府 茨木市 玉島小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市  高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき 入口左 2台
⼤阪府 茨木市 郡小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 ⻄中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 男女共⽣センターローズＷＡＭ 事務所内 2台
⼤阪府 茨木市 彩都⻄中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 彩都⻄小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 三島小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 北陵中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 山⼿台小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 耳原小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 南中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 ⼤池コミュニティセンター 1F エントランス 3台
⼤阪府 茨木市 豊川小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 市⺠体育館 医務室前 3台
⼤阪府 茨木市 庄栄小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 春日コミュニティセンター 1Fポンプ室内 3台
⼤阪府 茨木市 春日小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 郡山小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 中条小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 葦原小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 玉櫛小学校 図書室前 3台
⼤阪府 茨木市 水尾小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 三島中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 ⻄河原多世代交流センター 1F 入口左 1台
⼤阪府 茨木市 三島コミュニティセンター 1F 入口左 3台
⼤阪府 茨木市 ⻄河原小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 福井市⺠体育館 1F ロビー公衆横 3台
⼤阪府 茨木市 総持寺いのち・愛・ゆめセンター 1F事務所入口上 3台
⼤阪府 茨木市 蔵垣内会館 事務所内 1台
⼤阪府 茨木市 太田公⺠館 1F 入口右 3台
⼤阪府 茨木市 見山公⺠館 1F玄関 2台
⼤阪府 茨木市 清溪小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 忍頂寺小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 ⼤池小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 天王中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 玉櫛公⺠館 1F エントランス 3台
⼤阪府 茨木市 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター 事務所内 3台
⼤阪府 茨木市 中津小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 春日丘小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 天王小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 南市⺠体育館 ロビー公衆横 3台
⼤阪府 茨木市 茨木公⺠館 事務室前 3台
⼤阪府 茨木市 東奈良小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 福井多世代交流センター 1F ロビー 1台
⼤阪府 茨木市 福井小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 豊川中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 豊川コミュニティセンター ロビー公衆横 3台
⼤阪府 茨木市 北中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 ⻄陵中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 沢池小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 ⽩川小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 ⽣涯学習センターきらめき 1F エントランス 3台
⼤阪府 茨木市 畑田小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 平田中学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 玉島公⺠館 入口右 3台
⼤阪府 茨木市 茨木小学校 1F ひまわり教室前 3台
⼤阪府 茨木市 豊川いのち・愛・ゆめセンター 事務室前 3台
⼤阪府 茨木市 ⻄小学校 体育館 3台
⼤阪府 茨木市 東中学校 体育館 3台
⼤阪府 羽曳野市 埴⽣南小学校 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 羽曳野市 はびきの埴⽣学園 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 羽曳野市 羽曳が丘小学校 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 羽曳野市 駒ケ⾕小学校 体育館入口 左側 3台
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⼤阪府 羽曳野市 丹比小学校 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 羽曳野市 ＬＩＣはびきの １階ロビー  公衆電話機 右横 3台
⼤阪府 羽曳野市 古市小学校 体育館入口 右側 3台
⼤阪府 羽曳野市 古市南小学校 体育館入口 右側 3台
⼤阪府 羽曳野市 ⻘少年児童センター 会議室前 3台
⼤阪府 羽曳野市 ⻄浦東小学校 体育館のトイレ 右側 3台
⼤阪府 羽曳野市 高鷲南小学校 体育館入口 右側 3台
⼤阪府 羽曳野市 高鷲南中学校 体育館入口 右側 3台
⼤阪府 羽曳野市 ⻄浦小学校 体育館入口 右側 3台
⼤阪府 羽曳野市 峰塚中学校 体育館入口 上側 3台
⼤阪府 羽曳野市 高鷲北小学校 体育館入口 右側 3台
⼤阪府 羽曳野市 高鷲小学校 体育館入口 右側 3台
⼤阪府 羽曳野市 陵南の森総合センター 事務所入口 3台
⼤阪府 羽曳野市 高鷲中学校 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 羽曳野市 河原城中学校 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 羽曳野市 はびきのコロセアム サブアリーナ入口 左側 公衆電話機の横 3台
⼤阪府 羽曳野市 恵我之荘小学校 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 羽曳野市 ⽩鳥小学校 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 羽曳野市 羽曳野市⺠会館 2階トイレ横 ＩＤＦの中に巻置き 3台
⼤阪府 羽曳野市 誉田中学校 体育館入口 左側 3台
⼤阪府 河内⻑野市 ⻄中学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 天野小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 加賀田小学校 校舎入口左 3台
⼤阪府 河内⻑野市 加賀田公⺠館 1Fエントランス 1台
⼤阪府 河内⻑野市 河内⻑野市⽴天見公⺠館 1Fエントランス 1台
⼤阪府 河内⻑野市 旧市⽴保健センター 入口横 1台
⼤阪府 河内⻑野市 奥河内くろまろの郷 MDF内 3台
⼤阪府 河内⻑野市 高向公⺠館 公衆横 1台
⼤阪府 河内⻑野市 高向小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 フォレスト三日市 ３Ｆ ＥＰＳ内に巻置き 3台
⼤阪府 河内⻑野市 千代田中学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 川上公⺠館 2F ピンク横 1台
⼤阪府 河内⻑野市 汐ノ宮保育園 職員室前 2台
⼤阪府 河内⻑野市 千代田短期⼤学 2F 階段横 3台
⼤阪府 河内⻑野市 小山田コミュニティーセンター（あやたホール） 1F 階段横 3台
⼤阪府 河内⻑野市 市⽴障害者福祉センターあかみね 1F 受付カウンター 3台
⼤阪府 河内⻑野市 小山田小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 河内⻑野市⽴市⺠文化交流センター（キックス） 1F公衆電話横、3Fホール 3台
⼤阪府 河内⻑野市 三日市幼稚園 裏入口 2台
⼤阪府 河内⻑野市 三日市小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 川上小学校 校舎2F廊下 3台
⼤阪府 河内⻑野市 河内⻑野市⽴清見台コミュニティーセンター（くすのかホール） 事務室 2台
⼤阪府 河内⻑野市 ラブリーホール 1Fエントランス 3台
⼤阪府 河内⻑野市 ⻑野小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 加賀田中学校 理科室前 3台
⼤阪府 河内⻑野市 ⽯仏小学校 校舎玄関 3台
⼤阪府 河内⻑野市 総合体育館 1Fエントランス 3台
⼤阪府 河内⻑野市 河内⻑野市⽴福祉センター錦渓苑 1Fエントランス 3台
⼤阪府 河内⻑野市 滝畑ふるさと文化財の森センター 事務室 3台
⼤阪府 河内⻑野市 ノバティ⻑野南館303号（ノバティホール） 3F EV前 3台
⼤阪府 河内⻑野市 天見小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 天野公⺠館 1Fエントランス 1台
⼤阪府 河内⻑野市 南花台小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 旧南花台小学校 校舎外壁 3台
⼤阪府 河内⻑野市 南花台中学校 校舎入口 3台
⼤阪府 河内⻑野市 南花台公⺠館 図書コーナー 1台
⼤阪府 河内⻑野市 ⼤阪暁光高等学校 校舎入口右 3台
⼤阪府 河内⻑野市 楠小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 東中学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 河内⻑野市⽴日野コミュニティセンター（みのでホール） 多目的室前カウンター 3台
⼤阪府 河内⻑野市 美加の台小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 美加の台中学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 ⻑野中学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 清教学園中・高等学校 体育館 3台
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⼤阪府 河内⻑野市 千代田公⺠館 1F 階段横 3台
⼤阪府 河内⻑野市 千代田小学校 体育館 3台
⼤阪府 河内⻑野市 市⽴保健センター 1階トイレ前のＭＤＦ内 1台
⼤阪府 河内⻑野市 流⾕地区集会所 入口横 1台
⼤阪府 河内⻑野市 サニータウン自治集会所 1F 倉庫内 1台
⼤阪府 貝塚市 第一中学校 職員控室 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市⽴ひとふれあいセンター 事務室 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市⽴東幼稚園 会議室内 1台
⼤阪府 貝塚市 第四中学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 かいづか いぶき温泉体育館 玄関 1台
⼤阪府 貝塚市 市⽴木島⻄幼稚園 職員室内 1台
⼤阪府 貝塚市 木島小学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 永寿小学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市⽴善兵衛ランド 1F 階段横 1台
⼤阪府 貝塚市 三ツ松認定こども園 事務室 1台
⼤阪府 貝塚市 木島認定こども園 入口 1台
⼤阪府 貝塚市 東小学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 南小学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 北小学校 体育館前の電柱BOX 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市⽴北幼稚園 職員室内 1台
⼤阪府 貝塚市 津田認定こども園 入口 1台
⼤阪府 貝塚市 津田小学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市やすらぎ老人福祉センター 事務室 1台
⼤阪府 貝塚市 東山小学校 体育館 2台
⼤阪府 貝塚市 貝塚山⼿地区公⺠館 公衆電話コーナー 1台
⼤阪府 貝塚市 第三中学校 校舎MDF内 1台
⼤阪府 貝塚市 ⼆色小学校 玄関（来客用） 1台
⼤阪府 貝塚市 第五中学校 私設柱BOX内 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市⽴浜⼿地区公⺠館 公衆電話コーナー 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市⺠図書館 入口 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市⽴総合体育館 建物内 1F・2F 3台
⼤阪府 貝塚市 第⼆中学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 ⻘少年人権教育交流館 入口 1台
⼤阪府 貝塚市 中央小学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 葛城小学校 体育館 1台
⼤阪府 貝塚市 貝塚市⽴葛城認定こども園 玄関 1台
⼤阪府 貝塚市 ⻄幼稚園 職員室内 1台
⼤阪府 貝塚市 ⻄小学校 体育館 1台
⼤阪府 岸和田市 市⽴⼤芝地区公⺠館 事務室 2台
⼤阪府 岸和田市 ⼤芝小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 山滝地区公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴山直南小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市久⽶田⻘少年会館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 桜台市⺠センター ⼤カウンタ内右 1台
⼤阪府 岸和田市 市⽴桜台中学校 体育館 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴常盤小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴八木北小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴野村中学校 正面入口右 3台
⼤阪府 岸和田市 ⼤宮地区公⺠館 喫茶コーナー横 2台
⼤阪府 岸和田市 市⽴東葛城小学校 体育館（装具室） 2台
⼤阪府 岸和田市 府⽴久⽶田高等学校 体育館 2F 3台
⼤阪府 岸和田市 府⽴岸和田高等学校 体育館 2F 3台
⼤阪府 岸和田市 市⽴城北公⺠館 事務室 2台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴⼤宮小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 浪切ホール 4F 自販機横 1台
⼤阪府 岸和田市 城北小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 文化会館（マドカホール） 1F エレベータ前 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴新条地区公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 新条小学校 体育館 2F 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴公⺠館 ロッカー室前 2台
⼤阪府 岸和田市 中央小学校 体育館 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴中央体育館 事務室 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴山直中学校 体育館 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴城東小学校 体育館 2台
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⼤阪府 岸和田市 市⽴岸和田山直市⺠センター 事務室 2台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴浜小学校 職員室前 1台
⼤阪府 岸和田市 北中学校 2F 職員室 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴春木小学校 体育館（装具室） 2台
⼤阪府 岸和田市 春木地区公⺠館（春木⻘少年会館） 事務室 2台
⼤阪府 岸和田市 八木南小学校 体育館 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴春木中学校 体育館 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴朝陽小学校 体育館 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市総合体育館 公衆電話機横 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴八木小学校 職員室前 2台
⼤阪府 岸和田市 八木市⺠センター 玄関右 1台
⼤阪府 岸和田市 久⽶田中学校 体育館（教員室） 3台
⼤阪府 岸和田市 天神山小学校 体育館（装具室） 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴天神山地区公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 山直北小学校 体育館横ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ内 2台
⼤阪府 岸和田市 旭小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 修⻫小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 有真香会館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴葛城中学校 体育館 3台
⼤阪府 岸和田市 東岸和田市⺠センター 受付カウンター下 2台
⼤阪府 岸和田市 市⽴土⽣中学校 体育館 3台
⼤阪府 岸和田市 葛城上地区公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴光陽中学校 体育館 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴山滝小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴山滝中学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 城内小学校 体育館 1台
⼤阪府 岸和田市 市⽴太田小学校 体育館（装具室） 2台
⼤阪府 岸和田市 光明地区公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 光明小学校 体育館 2台
⼤阪府 岸和田市 光陽地区公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴東光小学校 体育館 1台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市産業会館 3Fミキシングルーム 2台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴産業高等学校 体育館 3台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴箕土路⻘少年会館 事務室 1台
⼤阪府 岸和田市 市⽴福祉総合センター 事務室 2台
⼤阪府 岸和田市 岸和田市⽴岸城中学校 体育館 2F 3台
⼤阪府 交野市 第⼆中学校 １階校舎壁面 3台
⼤阪府 交野市 ⻑宝寺小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 郡津公⺠館 入口カウンター右側壁面 2台
⼤阪府 交野市 郡津小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 いきいきランド交野 １階 3台
⼤阪府 交野市 私市会館 １階受付 2台
⼤阪府 交野市 私市小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 私部会館 １階受付 2台
⼤阪府 交野市 ⻘年の家 入口右側 3台
⼤阪府 交野市 第一中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 寺会館 １階入口 2台
⼤阪府 交野市 交野会館 管理事務室前カウンター右側壁面 2台
⼤阪府 交野市 森区⺠ホール 入口付近 2台
⼤阪府 交野市 岩船小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 星田小学校 体育館横壁面 3台
⼤阪府 交野市 星田会館 １階入口 2台
⼤阪府 交野市 旭小学校 体育館横壁面 3台
⼤阪府 交野市 第三中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 星田⻄体育施設 １階受付横 2台
⼤阪府 交野市 藤が尾小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 倉治公⺠館 入口付近 2台
⼤阪府 交野市 倉治小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 保健福祉総合センター １階公衆電話横 3台
⼤阪府 交野市 第四中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 交野市 妙見坂小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 高⽯市 アプラホール 3F MDF内 3台
⼤阪府 高⽯市 高⽯市ふれあいゾーン 事務室 1台
⼤阪府 高⽯市 高南中学校 体育館 3台
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⼤阪府 高⽯市 慶翠苑（パンセ羽衣内） 3F ホール内 1台
⼤阪府 高⽯市 羽衣小学校 体育館 3台
⼤阪府 高⽯市 高⽯市総合保健センター 入口の右奥 3台
⼤阪府 高⽯市 高⽯市⽴中央公⺠館 入口正面 1台
⼤阪府 高⽯市 高⽯市⽴加茂小学校 体育館 3台
⼤阪府 高⽯市 高⽯市役所 入口横 3台
⼤阪府 高⽯市 高⽯小学校 体育館 3台
⼤阪府 高⽯市 取⽯中学校 体育館 3台
⼤阪府 高⽯市 取⽯小学校 体育館 3台
⼤阪府 高⽯市 複合コミュニティセンターとろしプラザ 公衆電話コーナー 2台
⼤阪府 高⽯市 高⽯市総合体育館 玄関ホール 3台
⼤阪府 高⽯市 清高小学校 体育館 3台
⼤阪府 高⽯市 デージードーム 公衆電話コーナー 1台
⼤阪府 高⽯市 高陽小学校 体育館 2F 3台
⼤阪府 高⽯市 東羽衣小学校 体育館 3台
⼤阪府 高⽯市 東羽衣公⺠館 公衆電話コーナー 1台
⼤阪府 高⽯市 高⽯中学校 体育館 3台
⼤阪府 高槻市 ⻄阿武野コミュニティセンター 玄関ホールの階段の横 2台
⼤阪府 高槻市 阿武山小学校 体育館入口通路の右壁面 3台
⼤阪府 高槻市 安岡寺小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 北清水小学校 体育館入口左側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 磐⼿小学校 体育館入口左側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 磐⼿公⺠館 公衆電話機の下 3台
⼤阪府 高槻市 寿栄小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 寿栄コミュニティセンター 1F事務所 カウンター裏 3台
⼤阪府 高槻市 ⼤冠北第一コミュニティセンター 玄関の左側 2台
⼤阪府 高槻市 第六中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 芥川公⺠館 公⺠館入口の右側 2台
⼤阪府 高槻市 清水小学校 体育館入口右側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 清水コミュニティセンター １階受付の公衆電話の下 2台
⼤阪府 高槻市 ⼤冠北第2コミュニティセンター １階入口カウンターの公衆電話機の下 2台
⼤阪府 高槻市 北⼤冠小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 今城塚公⺠館 公⺠館入口の壁面 3台
⼤阪府 高槻市 郡家小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 第⼆中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 五領公⺠館 公⺠館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 五領小学校 体育館入口のところ 3台
⼤阪府 高槻市 第八中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 三箇牧公⺠館 受付カウンターの下 3台
⼤阪府 高槻市 三箇牧小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 日吉台公⺠館 和室出入口のコンセントの横 3台
⼤阪府 高槻市 第三中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 女瀬川南コミュニティセンター 受付カウンターの公衆電話機の横 2台
⼤阪府 高槻市 丸橋小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 芝⽣小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 芝⾕中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 若松小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 春日ふれあい文化センター センター入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 富田小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 第九中学校 体育館入口右側の下駄箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 土室小学校 体育館入口右側に下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 金光⼤阪中学校高等学校 体育館1F渡り廊下右側軒下 3台
⼤阪府 高槻市 上牧小学校 体育館入口の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 桃園コミュニティセンター コミュニティセンター入口の右側 2台
⼤阪府 高槻市 城内公⺠館 １階ロビーの公衆電話機の左側 3台
⼤阪府 高槻市 障がい者福祉センター 公衆電話機コーナの左側 2台
⼤阪府 高槻市 第一中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 城南中学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 ⻄⼤冠小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 ⻄⼤冠コミュニティセンター 建物入口の左側 2台
⼤阪府 高槻市 芥川小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 真上公⺠館 公⺠館入口の左側、傘⽴ての上 2台
⼤阪府 高槻市 北清水公⺠館 公⺠館入口の自動販売機の上 2台
⼤阪府 高槻市 川⻄コミュニティセンター 受付カウンター下の右側 2台
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⼤阪府 高槻市 真上小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 柳川小学校 体育館入口の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 柳川コミュニティセンター 受付カウンターの右側の下 2台
⼤阪府 高槻市 第七中学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 ⾚⼤路小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 ⾚⼤路コミュニティセンター コミュニティセンター入口の左側 2台
⼤阪府 高槻市 川⻄小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 川⻄中学校 体育館入口右側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 清水池コミュニティセンター 受付カウンターの右側 2台
⼤阪府 高槻市 柳川中学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 冠中学校 体育館入口正面の右側 3台
⼤阪府 高槻市 冠コミュニティセンター コミュニティセンタ入口の左側 2台
⼤阪府 高槻市 冠小学校 体育館入口右側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 樫田支所 1階エントランス 2台
⼤阪府 高槻市 樫田小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 高槻市 南⼤冠公⺠館 公⺠館入口の左側 2台
⼤阪府 高槻市 南⼤冠小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 第四中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 松原小学校 体育館入口の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 竹の内小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 竹の内コミュニティセンター 受付カウンターの公衆電話機の左側 2台
⼤阪府 高槻市 第十中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 柱本小学校 体育館入口の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 津之江小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 堤コミュニティセンター 受付カウンターの下 2台
⼤阪府 高槻市 ⼤冠小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 桜台小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 五百住小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 高槻市 総合センター 総合案内場のコンセントの横 3台
⼤阪府 高槻市 桃園小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 五領中学校 体育館入口の右側 2台
⼤阪府 高槻市 阿武山中学校 体育館２階入口の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 阿武山公⺠館 ２階エントランスの壁面 2台
⼤阪府 高槻市 庄所コミュニティセンター 受付カウンターの壁面 2台
⼤阪府 高槻市 南平台小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 高槻市 阿武野コミュニティセンター 受付カウンターの壁面 2台
⼤阪府 高槻市 日吉台小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 北日吉台小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 如是小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 如是公⺠館 旧公衆電話台付近 2台
⼤阪府 高槻市 如是中学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 阿武野小学校 体育館入口左側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 阿武野中学校 体育館入口の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 富田公⺠館 受付カウンターの右側 3台
⼤阪府 高槻市 奥坂コミュニティセンタ− 受付カウンタ天井付近 2台
⼤阪府 高槻市 奥坂小学校 体育館入口の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 高槻市 玉川牧田コミュニティセンター 事務所内カウンターの天井付近 2台
⼤阪府 高槻市 玉川小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 高槻市 高槻小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 阪南市 さつき台住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 市⽴上荘小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 下出住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 貝掛住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 阪南市⽴貝掛中学校 体育館 3台
⼤阪府 阪南市 シーサイド貝掛住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 桑畑住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 光陽台住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 阪南市⽴鳥取中学校 体育館 3台
⼤阪府 阪南市 ⿊田住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 阪南市⽴公⺠館（集会場山中渓住⺠センター） 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 旧阪南市⽴東鳥取小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 自然田第３住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 自然田第四住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 桜ヶ丘住⺠センター 玄関 1台
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⼤阪府 阪南市 自然田住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 朝日小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 和泉鳥取台住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 府⽴泉鳥取高等学校 体育館 3台
⼤阪府 阪南市 新町住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 ⽯田住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 阪南市⽴東鳥取小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 鳥取住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 阪南市⽴⻄鳥取小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 鳥取三井住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 鳥取中住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 桃の木台東住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 飯の峯中学校 体育館 3台
⼤阪府 阪南市 桃の木台小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 桃の木台⻄住⺠センター 事務室 1台
⼤阪府 阪南市 桃の木台南住⺠センター 受付 1台
⼤阪府 阪南市 箱の浦東住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 南山中住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 箱の浦住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 箱作住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 阪南市⽴下荘小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 いずみが丘住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 箱作⻄住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 旧阪南市⽴下荘小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 東和苑自治会鴻和住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 プロヴァンスの丘住⺠センター 軒下 1台
⼤阪府 阪南市 万葉台住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 箱作東住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 地域交流館 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 福島住⺠センター 受付 1台
⼤阪府 阪南市 阪南市⽴尾崎中学校 体育館 3台
⼤阪府 阪南市 阪南市⽴尾崎小学校 体育館 2台
⼤阪府 阪南市 マリンタウン福島住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 舞⻄住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 舞小学校 体育館 3台
⼤阪府 阪南市 緑ヶ丘住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 阪南市 市⽴鳥取東中学校 体育館 3台
⼤阪府 阪南市 和泉鳥取住⺠センター 玄関 1台
⼤阪府 堺市堺区 堺市⽴榎小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 錦綾小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 錦小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 殿馬場中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 熊野小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 三国丘中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 堺市⽴堺高等学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 関⻄⼤学堺キャンパス 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 浅香山中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 浅香山小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 三宝小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 市小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 英彰小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 府⽴泉陽高等学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市堺区 少林寺小学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市堺区 月州中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 錦⻄小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 新湊小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 神⽯小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 陵⻄中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 ⼤仙⻄小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 旭中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 ⼤仙小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 ⼤浜中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 ⼤浜体育館 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 勤労者総合福祉センター 体育館 3台
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⼤阪府 堺市堺区 旧湊小学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市堺区 安井小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市堺区 三国ケ丘高等学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市堺区 三国ケ丘小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 堺市家原⼤池体育館 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 家原寺小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 府⽴鳳高等学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市⻄区 福泉中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 福泉上小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 府⽴堺上高等学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 上野芝中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 向丘小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 津久野中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 堺市⽴上野芝小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 堺市⽴福泉東小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 福泉高等学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 堺市⽴津久野小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 福泉小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 浜寺昭和小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 浜寺小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 浜寺⽯津小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 浜寺中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 浜寺東小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 浜寺南中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 鳳中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 鳳小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 市⽴鳳南小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市⻄区 平岡小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 宮園小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 堺市⽴東百舌鳥中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 東深井小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 堺市教育文化センター 受付カウンター 3台
⼤阪府 堺市中区 深井中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 深井小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 深井中央中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 深井⻄小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 堺市⽴深阪小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 ⻄陶器小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 堺市⽴土師小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 東百舌鳥小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 東百舌鳥高等学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 泉ケ丘東中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 東陶器小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 八田荘小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 堺市原池公園体育館 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 八田荘中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 福田小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 平井中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 久世小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市中区 八田荘⻄小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 八下⻄小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 登美丘中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 登美丘東小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 登美丘高等学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市東区 市⽴登美丘南小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 登美丘⻄小学校 守衛室前 3台
⼤阪府 堺市東区 野田中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 日置荘小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 日置荘⻄小学校 技術職員室前 3台
⼤阪府 堺市東区 日置荘中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 ⽩鷺小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 南八下中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 南八下小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 堺市⽴東文化会館 文化ホール2F入口右側のテーブルの下 3台
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⼤阪府 堺市東区 野田小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市東区 初芝体育館 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 美木多中学校 事務室 3台
⼤阪府 堺市南区 美木多小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 鴨⾕体育館 入口ｶｳﾝﾀｰ下 3台
⼤阪府 堺市南区 宮山台中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 宮山台小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 原山台中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 原山ひかり小学校 体育館控室(1)内 3台
⼤阪府 堺市南区 御池台小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 学校法人みどり学園 入口左側の通路 2台
⼤阪府 堺市南区 泉北高倉小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 三原台中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 三原台小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 若松台小学校 給食棟外 3台
⼤阪府 堺市南区 泉北高等学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市南区 若松台中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 城山台小学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市南区 府⽴成美高等学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 新檜尾台小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 堺東高等学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 はるみ小学校 のびのびルーム入口 3台
⼤阪府 堺市南区 晴美台中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 ⾚坂台中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 ⾚坂台小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 竹城台東小学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市南区 竹城台小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 茶山台小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 庭代台中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 庭代台小学校 校舎入口横 3台
⼤阪府 堺市南区 堺市栂文化会館 2Fエレベーター横 2台
⼤阪府 堺市南区 桃山台小学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市南区 福泉南中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 堺⻄高等学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市南区 福泉中央小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市南区 上神⾕小学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市南区 槙塚台小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市美原区 さつき野中学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市美原区 さつき野小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市美原区 ⿊山小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市美原区 美原中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市美原区 美原町⽴みはら⼤地幼稚園 体育館 1台
⼤阪府 堺市美原区 美原総合体育館 事務室 3台
⼤阪府 堺市美原区 美原⻄小学校 職員室付近 2台
⼤阪府 堺市美原区 美原⻄中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市美原区 八上小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市美原区 美原北小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市美原区 平尾小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 金岡南小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 金岡小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 堺市⽴金岡南中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 ⼤阪府⽴金岡高等学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 新金岡小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 金岡北中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 堺市⽴光⻯寺小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 新金岡東小学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市北区 ⼤泉学園 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 五箇荘中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 五箇荘小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 東浅香山小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 北八下小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 八下中学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市北区 中百舌鳥小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 中百舌鳥中学校 体育館 3台

104 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

⼤阪府 堺市北区 金岡体育館 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 堺市⽴⻑尾中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 東三国ケ丘小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 新浅香山小学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 陵南中学校 体育館 3台
⼤阪府 堺市北区 ⻄百舌鳥小学校 体育館 1台
⼤阪府 堺市北区 百舌鳥小学校 体育館 2台
⼤阪府 堺市北区 五箇荘東小学校 体育館 3台
⼤阪府 四條畷市 四条畷中学校 体育館入口横 3台
⼤阪府 四條畷市 忍ヶ丘小学校 体育館２Ｆ 入口横 3台
⼤阪府 四條畷市 岡部小学校 体育館入口 下駄箱横 3台
⼤阪府 四條畷市 四条畷⻄中学校 体育館１Ｆ 3台
⼤阪府 四條畷市 四條畷小学校 体育館 裏入口スペース 3台
⼤阪府 四條畷市 市⺠総合センター 倉庫内 3台
⼤阪府 四條畷市 四条畷南小学校 １Ｆ入口 3台
⼤阪府 四條畷市 田原小学校 校舎１F 入口（下駄箱⼿前） 3台
⼤阪府 四條畷市 くすのき小学校 体育館入口付近 3台
⼤阪府 守口市 下島小学校 1F体育館入口 3台
⼤阪府 守口市 芦間高校 ２階体育館入口 3台
⼤阪府 守口市 梶中学校 1階体育館階段下 3台
⼤阪府 守口市 梶小学校 1F廊下 入口左側 3台
⼤阪府 守口市 錦コミュニティセンター 事務所内 中継BOX横 窓枠上部 3台
⼤阪府 守口市 ⼤阪電気通信⼤学高校 保安室の入口 3台
⼤阪府 守口市 児童センター １階事務室北側の壁 3台
⼤阪府 守口市 金田小学校 職員事務室入口左側 3台
⼤阪府 守口市 ⼤阪国際⼤学体育館 4Fスタッフルーム 3台
⼤阪府 守口市 庭窪小学校 職員事務室入口左側 3台
⼤阪府 守口市 庭窪中学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 守口市 佐太小学校 1F保安器BOX 3台
⼤阪府 守口市 錦小学校 1F教室入口上部 通路側 3台
⼤阪府 守口市 寺方南小学校 正面玄関の軒下 3台
⼤阪府 守口市 さつき学園 運動場出口右 3台
⼤阪府 守口市 樟風中学校 EPS内 保安器横 3台
⼤阪府 守口市 東部エリアコミュニティセンタ １階受付カウンター内 3台
⼤阪府 守口市 よつば小学校 体育館２階出入口の軒下 3台
⼤阪府 守口市 ⼤久保中学校 体育館1F 第一理科室入口 3台
⼤阪府 守口市 南部エリアコミュニティセンター体育館 1階出入口奥部屋内 3台
⼤阪府 守口市 第一中学校 1F体育館 入口正面 3台
⼤阪府 守口市 さくら小学校 事務室窓口机板の下 3台
⼤阪府 守口市 藤田小学校 体育館1F 左側ドア横 3台
⼤阪府 守口市 ⼤阪国際⼤学 体育館1F保安器BOX 3台
⼤阪府 守口市 錦中学校 1F通路奥付近 3台
⼤阪府 守口市 ⼤阪国際滝井高校 食堂右奥 窓の桟 3台
⼤阪府 守口市 八雲中学校 1階通路 3台
⼤阪府 守口市 八雲小学校 幼稚園入口右側 3台
⼤阪府 守口市 守口東高校 体育館入口の中 3台
⼤阪府 守口市 八雲東小学校 1階 通路壁面 3台
⼤阪府 守口市 守口小学校 2F体育館へ上る階段壁面 3台
⼤阪府 守口市 ⻄部コミュニティセンター 1F 事務所入口右側 3台
⼤阪府 守口市 ⻄部コミュニティセンターリクリエーションホール 管理室入口ドアの上 3台
⼤阪府 松原市 市⽴松原北小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松寿苑 事務室 1台
⼤阪府 松原市 松原道夢館 公衆電話コーナー 3台
⼤阪府 松原市 恵我南小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 市⽴松原第７中学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 市⽴松原第六中学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原南小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原南コミュニティ消防センター 事務室 1台
⼤阪府 松原市 松南苑 事務室 1台
⼤阪府 松原市 市⽴河合小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原市⽴高見苑 事務室 1台
⼤阪府 松原市 松原第⼆中学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 三宅小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 三宅コミュニティ消防センター 事務室 1台
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⼤阪府 松原市 松原市⽴三宅公⺠館 公衆電話コーナー 1台
⼤阪府 松原市 市⽴松原東小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原市⺠ふるさとピアプラザ 公衆電話コーナー 2台
⼤阪府 松原市 総合福祉会館 1F 管理室MDF 3台
⼤阪府 松原市 市⽴松原中学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 市⽴松原小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 中央公⺠館 受付窓口前 1台
⼤阪府 松原市 市⽴松原⻄小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原コミュニティ消防センター 事務室 1台
⼤阪府 松原市 恵我コミュニティ消防センター 事務室 1台
⼤阪府 松原市 市⽴恵寿苑 1F トイレ横 1台
⼤阪府 松原市 市⽴恵我小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原市⽴松原第五中学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 天美公⺠館 入口左 1台
⼤阪府 松原市 市⽴天美⻄小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 市⽴天美北小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原市⽴弁天苑 事務室 1台
⼤阪府 松原市 天美コミュニティ消防センター 事務室 1台
⼤阪府 松原市 市⽴天美小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原市⽴天美荘 入口前 1台
⼤阪府 松原市 市⽴天美南小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 松原公⺠館 2F 受付窓口横 1台
⼤阪府 松原市 松原市文化会館 体育館 3台
⼤阪府 松原市 中央小学校 体育館 2台
⼤阪府 松原市 市⽴松原第３中学校 体育館 3台
⼤阪府 松原市 新町公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 松原市 市⽴布忍小学校 体育館 3台
⼤阪府 松原市 新町福寿苑 事務室 1台
⼤阪府 松原市 はーとビュー（人権交流センター） 玄関ホール 1台
⼤阪府 松原市 松原市⽴つるかめ苑 事務室 1台
⼤阪府 松原市 松原市⽴松原第四中学校 体育館 2台
⼤阪府 寝屋川市 宇⾕小学校 体育館入口左側の壁面 3台
⼤阪府 寝屋川市 南小学校 体育館１階舞台裏 らせん階段の下 3台
⼤阪府 寝屋川市 南コミュニティセンター パソコンカウンターの下 2台
⼤阪府 寝屋川市 ⻄コミュニティセンター ＡＥＤ設置場所の横 3台
⼤阪府 寝屋川市 成美小学校 体育館２階消火器の横 3台
⼤阪府 寝屋川市 市⽴第一中学校 体育館入口右側トイレとの間 3台
⼤阪府 寝屋川市 東コミュニティセンター  入口１階旧公衆電話位置 3台
⼤阪府 寝屋川市 ⻄小学校 職員室の前の廊下 3台
⼤阪府 寝屋川市 第九中学校 体育館入口横の倉庫内 3台
⼤阪府 寝屋川市 啓明小学校 体育館入口下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 国松緑丘小学校 体育館入口下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 和光小学校 体育館舞台裏の部屋内 3台
⼤阪府 寝屋川市 三井小学校 体育館入口下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 第七中学校 正面玄関左側下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 北小学校 体育館２階壁面 3台
⼤阪府 寝屋川市 中央小学校 体育館裏口の壁面 3台
⼤阪府 寝屋川市 ⻄北コミュニティセンター 入口１階下⾜箱の裏壁 3台
⼤阪府 寝屋川市 ⻄南コミュニティセンター １階ＸＤ正面旧公衆電話の位置 3台
⼤阪府 寝屋川市 第五中学校 体育館軒下ＡＥＤの横 3台
⼤阪府 寝屋川市 第五小学校 体育館１階入口下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 東北コミュニティセンター 正面入り口 左側 3台
⼤阪府 寝屋川市 第六中学校 体育館２階控室の中 3台
⼤阪府 寝屋川市 第十中学校 ２階職員室内 3台
⼤阪府 寝屋川市 ⽯津小学校 体育館１階舞台裏 控室 3台
⼤阪府 寝屋川市 東小学校 体育館２階階段の上に巻置き 1台
⼤阪府 寝屋川市 東小学校  体育館２階階段の上に巻置き 2台
⼤阪府 寝屋川市 明和小学校 体育館舞台裏の中 3台
⼤阪府 寝屋川市 第四中学校 体育館の中壁面 3台
⼤阪府 寝屋川市 桜小学校 体育館入口下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 第⼆中学校  舞台横の倉庫のドア枠マグネットで設置 3台
⼤阪府 寝屋川市 池田小学校 体育館入口下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 中木田中学校 体育館入口下⾜箱の横 3台
⼤阪府 寝屋川市 点野小学校 １階倉庫内消火器の横 3台
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⼤阪府 寝屋川市 第八中学校 体育館２階消火栓の横 3台
⼤阪府 寝屋川市 田井小学校 体育館入口下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 第三中学校 体育館舞台裏のスペース 3台
⼤阪府 寝屋川市 神田小学校 体育館左側下⾜箱の上 3台
⼤阪府 寝屋川市 楠根小学校 体育館１階入口左横の下⾜箱の上部壁面 3台
⼤阪府 寝屋川市 友呂岐中学校 体育館１階舞台横 倉庫内 3台
⼤阪府 寝屋川市 梅が丘小学校 体育館入口のドアの上 3台
⼤阪府 寝屋川市 木屋小学校 体育館ステージ裏 3台
⼤阪府 寝屋川市 堀溝小学校 体育館舞台上横の部屋内 3台
⼤阪府 寝屋川市 木田小学校 体育館１階正面入り口 下⾜箱付近 3台
⼤阪府 吹田市 岸部第一小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 第⼆中学校 ２Ｆ体育館入口前廊下 3台
⼤阪府 吹田市 岸部第⼆小学校 体育館横廊下 3台
⼤阪府 吹田市 吹田第一小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 古江台中学校 体育館前廊下壁面 3台
⼤阪府 吹田市 古江台小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 東佐井寺小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 佐井寺中学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 吹田東小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 第五中学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 豊津第一小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 豊津第⼆小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 江坂⼤池小学校 １Ｆ配膳室横廊下 3台
⼤阪府 吹田市 吹田第三小学校 ３Ｆ体育館前渡廊下 3台
⼤阪府 吹田市 高野台小学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 高野台中学校 体育館入口前通路壁面 3台
⼤阪府 吹田市 佐井寺小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 佐竹台小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 山⼿小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 山田中学校 ピロティ壁面 3台
⼤阪府 吹田市 山田第三小学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 山田第五小学校 体育館女子トイレ横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 ⻄山田小学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 ⻄山田中学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 山田第一小学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 山田東中学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 北山田小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 千里新田小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 豊津中学校 体育館内控室 3台
⼤阪府 吹田市 ⻘山台小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 ⻘山台中学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 千里丘中学校 体育館裏口壁面 3台
⼤阪府 吹田市 東山田小学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 山田第⼆小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 南山田小学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 千里丘北小学校 ２階ＥＰＳ前壁面 3台
⼤阪府 吹田市 千里第⼆小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 千里第三小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 第一中学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 吹田第⼆小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 竹見台中学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 千里たけみ小学校 体育館連絡通路壁面 3台
⼤阪府 吹田市 片山中学校 体育館横ピロティ 3台
⼤阪府 吹田市 第三中学校 体育館前渡廊下 3台
⼤阪府 吹田市 片山小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 津雲台小学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 桃山台小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 南千里中学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 藤⽩台小学校 体育館入口横壁面 3台
⼤阪府 吹田市 吹田南小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 吹田第六小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 千里第一小学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 第六中学校 体育館外壁 3台
⼤阪府 吹田市 豊津⻄中学校 体育館外壁 3台
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⼤阪府 摂津市 味⽣公⺠館 1階ロビー物入れの横 3台
⼤阪府 摂津市 味⽣小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 第三中学校 体育館の舞台横の倉庫 3台
⼤阪府 摂津市 三宅柳田小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 味舌小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 摂津小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 摂津市 味舌体育館 設備アリーナ2Fギャラリー｢配電盤｣内IDF 3台
⼤阪府 摂津市 正雀体育館 事務所の受付前 3台
⼤阪府 摂津市 市⺠図書館 3階の階段の横 3台
⼤阪府 摂津市 安威川公⺠館 1階エレベータ前 3台
⼤阪府 摂津市 正雀市⺠ルーム 玄関ホールの階段の横 3台
⼤阪府 摂津市 千里丘小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 千里丘公⺠館 玄関のロビー 3台
⼤阪府 摂津市 子育て総合支援センター遊戯室                                遊戯室の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 鳥飼⻄小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 鳥飼小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 鳥飼東公⺠館 玄関ロビーの本棚付近 3台
⼤阪府 摂津市 鳥飼東小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 第五中学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 第⼆中学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 新鳥飼公⺠館 1階廊下の端子盤の横 3台
⼤阪府 摂津市 鳥飼体育館 体育館の入口のロビー 3台
⼤阪府 摂津市 鳥飼北小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 第四中学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 別府小学校 体育館の玄関ホール 3台
⼤阪府 摂津市 第一中学校 体育館の倉庫の中 3台
⼤阪府 摂津市 コミュニティプラザ 1階の玄関の横 3台
⼤阪府 摂津市 別府コミュニティセンター 1階ロビーの物入の横 3台
⼤阪府 摂津市 味⽣体育館 事務所の入口の前 3台
⼤阪府 泉佐野市 第三小学校 職員室 1台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴佐野中学校 体育館 3台
⼤阪府 泉佐野市 北部市⺠交流センター本館 事務室 3台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴第三中学校 体育館 3台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴第⼆小学校 職員室 1台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴⽣涯学習センター 玄関 2台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴文化会館 公衆電話コーナー 2台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴中央小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴新池中学校 廊下（体育館側） 2台
⼤阪府 泉佐野市 ⻘少年課事務所 受付 1台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴社会福祉センター 玄関 1台
⼤阪府 泉佐野市 上之郷小学校 校舎2F 2台
⼤阪府 泉佐野市 上之郷コミュニティセンタ １階ＥＰＳ内 1台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴健康増進センター 2F廊下 2台
⼤阪府 泉佐野市 市⺠総合体育館 事務室 3台
⼤阪府 泉佐野市 佐野公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴⼤木小学校 職員室 1台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴日新小学校 職員室 2台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴⻑南小学校 体育館 1台
⼤阪府 泉佐野市 北部市⺠交流センター体育分館 事務室 2台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴⻑坂小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉佐野市 北部市⺠交流センター⻘少年分館 事務室 1台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴北中小学校 廊下（体育館側） 2台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴佐野台小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴末広小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉佐野市 ⻑南中学校 体育館 3台
⼤阪府 泉佐野市 ⻑南公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 泉佐野市 南部市⺠交流センター体育分館 事務室 2台
⼤阪府 泉佐野市 南部市⺠交流センター本館 事務室 3台
⼤阪府 泉佐野市 日根野公⺠館 1階事務所 端子盤内 1台
⼤阪府 泉佐野市 市⽴日根野小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴日根野中学校 体育館 2台
⼤阪府 泉佐野市 泉佐野市⽴第一小学校 職員室 2台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴勤労⻘少年ホーム 1F 廊下 2台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴図書館 玄関右 2台
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⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴戎小学校 職員室内 3台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴穴師小学校 職員室内 3台
⼤阪府 泉⼤津市 穴師幼稚園 玄関ホール 2台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴楠小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉⼤津市 くすのき認定こども園 1F 階段横 2台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴条東幼稚園 職員室 2台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴条東小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴池上曽根弥⽣学習館 玄関ホール 1台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴条東保育所 玄関ホール 1台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴保健センター 事務室 3台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴総合体育館 事務室 3台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴条南小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉⼤津市 戎保育所 入口左 1台
⼤阪府 泉⼤津市 条南幼稚園 職員室前 2台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴小津中学校 職員室前 3台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴浜小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴旭小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉⼤津市 旭幼稚園 玄関ホール 2台
⼤阪府 泉⼤津市 浜保育所 管理員室前 1台
⼤阪府 泉⼤津市 えびす認定こども園 職員室内 2台
⼤阪府 泉⼤津市 要保育所 職員室 1台
⼤阪府 泉⼤津市 誠風中学校 体育館 2台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴東陽中学校 公衆電話横 2台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴総合福祉センター 4F ⼤広間 3台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴高齢者保健福祉支援センター 廊下(入口側） 1台
⼤阪府 泉⼤津市 市⽴上條小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉⼤津市 かみじょう認定こども園 事務室 2台
⼤阪府 泉⼤津市 泉⼤津市⽴北公⺠館 玄関ホール 2台
⼤阪府 泉⼤津市 かみじょう認定こども園（旧上条保育所） 玄関ホール 2台
⼤阪府 泉⼤津市 南公⺠館 工芸室前 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 熊取北中学校 体育館渡廊下 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 熊取北中学校柔剣道場 柔剣道場 1台
⼤阪府 泉南郡熊取町 北小学校 廊下端(体育館側) 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 北保育所（旧第七保育所） 入口左 1台
⼤阪府 泉南郡熊取町 東保育所 事務室 1台
⼤阪府 泉南郡熊取町 東小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 総合体育館（ひまわりドーム） 女子更衣室前 3台
⼤阪府 泉南郡熊取町 熊取町地域交流センター 事務室 1台
⼤阪府 泉南郡熊取町 中央保育所 職員室内 1台
⼤阪府 泉南郡熊取町 熊取中学校 体育館 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 熊取中学校武道館 武道館 2F 1台
⼤阪府 泉南郡熊取町 教育・子どもセンター 事務室・管理室 1台
⼤阪府 泉南郡熊取町 ⻄小学校 体育館 2F 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 熊取南中学校 職員室内 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 熊取南中学校武道館 武道館 2F 1台
⼤阪府 泉南郡熊取町 南小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 町⽴総合保健福祉センター 受付カウンター横 2台
⼤阪府 泉南郡熊取町 中央小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉南郡田尻町 町⽴田尻町公⺠館 公衆電話コーナー 3台
⼤阪府 泉南郡田尻町 田尻中学校 男子更衣室内 3台
⼤阪府 泉南郡田尻町 田尻町総合保健福祉センタ 自販機横 2台
⼤阪府 泉南郡田尻町 町⽴田尻小学校 会議室内 3台
⼤阪府 泉南郡岬町 岬町⽴孝子小学校講堂 校舎入口上 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 緑会館 玄関右 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 子育て支援センター 入口右 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 岬町⽴深日保育所 玄関左 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 岬中学校 体育館 2台
⼤阪府 泉南郡岬町 深日会館 事務室 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 深日小学校 体育館 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 小島総合集会所 1F 階段右 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 多奈川小学校 体育館 2F 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 文化センター 事務室 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 港会館 1F ホール 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 健康ふれあいセンター 事務室 3台
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⼤阪府 泉南郡岬町 １９区集会所 事務室 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 淡輪１７区集会所 玄関左 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 ⻘葉台みさき台自治会館 入口右 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 海浜会館 2F IDF内 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 岬町⽴町⺠体育館 事務室 2台
⼤阪府 泉南郡岬町 淡輪老人福祉センター 事務室 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 さくら会館 1F ホール 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 淡輪小学校 体育館 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 望海坂第一集会所 事務室 1台
⼤阪府 泉南郡岬町 望海坂第⼆集会所 事務室 1台
⼤阪府 泉南市 市⽴⻄信達小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 市⽴⻄信達中学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 ⻄信達公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 泉南市 泉南市⽴岡中老人集会場 和室 1台
⼤阪府 泉南市 市⽴東小学校 体育館 2台
⼤阪府 泉南市 鳴滝小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 市場老人集会場 和室 1台
⼤阪府 泉南市 市⽴砂川小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 泉南市⽴一丘中学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 あおぞら幼稚園 玄関 2台
⼤阪府 泉南市 泉南埋蔵文化財センター 玄関 1台
⼤阪府 泉南市 ⼤苗代老人集会所 玄関 1台
⼤阪府 泉南市 市⽴信達中学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 泉南市⽴信達公⺠館 事務室 2台
⼤阪府 泉南市 市⽴信達小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 六尾老人集会場 和室 1台
⼤阪府 泉南市 一丘小学校 玄関 3台
⼤阪府 泉南市 新家公⺠館 事務室 1台
⼤阪府 泉南市 中村老人集会所 玄関 1台
⼤阪府 泉南市 下村老人集会所 玄関 1台
⼤阪府 泉南市 市⽴新家小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 NPO法人さくら 事務室 1台
⼤阪府 泉南市 市⺠交流センター 玄関 1台
⼤阪府 泉南市 市⽴樽井小学校 職員室 3台
⼤阪府 泉南市 市⽴市⺠体育館 事務室 3台
⼤阪府 泉南市 市⽴泉南中学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 樽井公⺠館 事務室 3台
⼤阪府 泉南市 浜保育所 廊下 2台
⼤阪府 泉南市 旧雄信幼稚園 受付窓口 1台
⼤阪府 泉南市 市⽴雄信小学校 玄関 3台
⼤阪府 泉南市 市⽴浜老人集会場 和室 1台
⼤阪府 泉南市 市⽴新家東小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉南市 幡代老人集会場 和室 1台
⼤阪府 泉南市 別所老人集会所 玄関 1台
⼤阪府 泉南市 旧鳴滝第一小学校 玄関 3台
⼤阪府 泉北郡忠岡町 町⽴高月コミュニティセンター 1F ホール 1台
⼤阪府 泉北郡忠岡町 忠岡中学校 体育教官室 3台
⼤阪府 泉北郡忠岡町 忠岡町シビックセンター（忠岡町役場） 3F 廊下 3台
⼤阪府 泉北郡忠岡町 町⽴忠岡小学校 体育館 3台
⼤阪府 泉北郡忠岡町 忠岡町総合福祉センター 事務室 3台
⼤阪府 泉北郡忠岡町 忠岡町文化会館 4F IDF内 3台
⼤阪府 泉北郡忠岡町 町⽴東忠岡小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 東小学校 校舎入口横 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 ⼤阪狭山市⽴狭山中学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 ⼤阪狭山市公⺠館 正面玄関入口の左側 3台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 ⼤阪狭山市⽴⻄小学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 南第一小学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 南第三小学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 南中学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 南第⼆小学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 市⽴池尻体育館 公衆電話コーナー 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 北小学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 ⼤阪狭山市⽴総合体育館 公衆電話コーナー 3台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 東野幼稚園 遊戯室外壁 1台
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⼤阪府 ⼤阪狭山市 ⼤阪狭山市第七小学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 狭山高等学校 2F 廊下 2台
⼤阪府 ⼤阪狭山市 第三中学校 体育館 2台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴金塚小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴丸山小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴苗代小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪府⽴阿倍野高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴阿倍野小学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴阪南小学校 用務員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪府⽴天王寺高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴阿倍野中学校 教室外側壁面 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴常盤小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴常盤小学校分校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴松虫中学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴晴明丘小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴⻑池小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴晴明丘南小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴高松小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴昭和中学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴文の里中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪府⽴工芸高等学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪市⽴阪南中学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区 ⼤阪府⽴住吉高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴高殿南小学校 2F男子トイレ前 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪府⽴旭高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴旭陽中学校 給湯室入口 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴高殿小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴新森小路小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴旭東中学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪府⽴光陽支援学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴古市小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴清水小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴⽣江小学校 2F階段前 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴城北小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴太子橋小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪府⽴淀川工科高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴⼤宮小学校 保健室 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪府⽴思⻫養護学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴今市中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴⼤宮⻄小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市旭区 ⼤阪市⽴⼤宮中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴市岡中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴磯路小学校 教育相談室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴港晴小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴港南中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴三先小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴市岡小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪府⽴市岡高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴市岡東中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴港中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴池島小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴築港小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴築港中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴田中小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴南市岡小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪府⽴港高等学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴波除小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴八幡屋小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市港区 ⼤阪市⽴弁天小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴高見小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴此花中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴四貫島小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴春日出小学校 ⻄校舎3F教室前 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴春日出中学校 玄関 3台
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⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴梅香中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴⻄九条小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪府⽴咲くや此花中学校・⼤阪府⽴咲くや此花高等学校 3F EPS内 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴伝法小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴島屋小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴酉島小学校 新校舎玄関 ホール 3台
⼤阪府 ⼤阪市此花区 ⼤阪市⽴梅香小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴⼤和川中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴遠里小野小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴依羅小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴⼤空小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴我孫子中学校 火災受信所 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴苅田南小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴苅田北小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴東我孫子中学校 火災受信所 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴苅田小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪府教育センター ロビー 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪府教育センター付属高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪府⽴⼤阪南視覚支援学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴山之内小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴清水丘小学校 2F廊下 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴三稜中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴我孫子南中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴⼤領小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴⼤領中学校 理科室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴⻑居小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴住吉中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴住吉小学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪府⽴阪南高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴東粉浜小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴南住吉小学校 正門掲示板の下 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴墨江小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住吉区 ⼤阪市⽴墨江丘中学校 パソコン室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴真住中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴住之江小学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴清江小学校 旧公衆電話機BOX内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪府⽴住吉商業高等学校 旧公衆電話機BOX内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴住之江中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴安⽴小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴新北島小学校 新北ルーム室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴新北島中学校 管理作業員室の前 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴加賀屋中学校 第⼆かがやき室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴住吉川小学校 理科室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴加賀屋東小学校 パソコン室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴水都国際中学校・水都国際高等学校（東学舎） MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴南港みなみ小学校・⼤阪市⽴南港南中学校（咲洲みなみ小中一貫校）2F廊下 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴水都国際中学校・水都国際高等学校（⻄学舎） MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴南港北中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴南港光小学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴南港桜小学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪府⽴港南造形高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴北粉浜小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴粉浜小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴住吉第一中学校 1階管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴平林小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴加賀屋小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市住之江区 ⼤阪市⽴敷津浦小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴諏訪小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴城東中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴関目東小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴関目小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴菫中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴すみれ小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴鯰江小学校 玄関 3台
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⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴鯰江中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴鯰江東小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴今福小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴城陽中学校 ⼿洗い場横 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴鴫野小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴城東小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴聖賢小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴森之宮小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪府⽴成城高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴成育小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴蒲⽣中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴中浜小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴東中浜小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴放出中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴放出小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市城東区 ⼤阪市⽴榎並小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 もと⼤阪市⽴⽣野小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴勝山小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪府⽴桃⾕高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 もと⼤阪市⽴舎利寺小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴桃⾕中学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴東桃⾕小学校 1F EPS内 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 もと⼤阪市⽴鶴橋中学校 1F廊下天井 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴小路小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴東小路小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴東中川小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴東⽣野中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴⽣野中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴⻄⽣野小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪府⽴⽣野工業高等学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴巽小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴巽中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪府⽴⼤阪わかば高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴新⽣野中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴巽東小学校 会議室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪府⽴⽣野特別支援学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴巽南小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴新巽中学校 2F 物置倉庫内 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴北巽小学校 1F EPS内 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴⼤池小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴⼤池中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴北鶴橋小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 もと⼤阪市⽴田島小学校 1F廊下 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴田島中学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 ⼤阪市⽴鶴橋小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 もと⼤阪市⽴御幸森小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 もと⼤阪市⽴林寺小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⽣野区 もと⼤阪市⽴⽣野南小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴明治小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴九条東小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴九条南小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴九条北小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴⻄船場小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴花乃井中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴靭幼稚園 玄関エントランス前 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴⻄中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴本田小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 もと⼤阪市⽴堀江中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴日吉小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴堀江小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄区 ⼤阪市⽴堀江中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 もと⼤阪市⽴松之宮小学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴新今宮小学校・今宮中学校（いまみや小中一貫校） 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 もと⼤阪市⽴弘治小学校 体育館 3台
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⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴天下茶屋中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴橘小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴玉出中学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴玉出小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪府⽴今宮工科高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴天下茶屋小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴成南中学校 201号室内 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴岸里小学校 校⻑室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴千本小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴⻑橋小学校 男子教員更衣室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴鶴見橋中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪府⽴⻄成高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 もと⼤阪市⽴津守小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 もと⼤阪市⽴今宮小学校 ミーティング室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴南津守小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴まつば小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴梅南中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄成区 ⼤阪市⽴北津守小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴歌島中学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴歌島小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴御幣島小学校 1F いきいき教室前 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴香簑小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴出来島小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴⼤和田小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴淀中学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴川北小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴佃小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴佃⻄小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴佃中学校 玄関左側 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 もと⼤阪市⽴佃南小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴柏里小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴姫島小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴⻄淀中学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴姫里小学校 校⻑室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴福小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪市⽴野里小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⻄淀川区 ⼤阪府⽴淀商業高等学校 3F階段踊り場 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴三軒家⻄小学校 保健室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴三軒家東小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴⼤正東中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴小林小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴⼤正中央中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴泉尾東小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴泉尾北小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪府⽴⼤正⽩稜高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴中泉尾小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪府⽴泉尾工業高等学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴北恩加島小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 埋蔵文化財鶴浜収蔵倉庫（もと鶴浜小学校） 保健室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴鶴町小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴南恩加島小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴⼤正⻄中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴平尾小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区 ⼤阪市⽴⼤正北中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴中央小学校 図書室 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴玉造小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴高津小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴開平小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴中⼤江小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪府⽴中央聴覚支援学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴上町中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪府⽴⼤⼿前高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴東中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 もと⼤阪市⽴南高等学校 玄関 3台
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⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪府⽴中央高等学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴南中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴南小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴南幼稚園 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市中央区 ⼤阪市⽴南⼤江小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴鶴見南小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪府⽴茨田高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴茨田小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴茨田北中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴茨田東小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴横堤中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴横堤小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴茨田⻄小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴今津中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪府⽴汎愛高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴今津小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴榎本小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴茨田南小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴茨田中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴焼野小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴鶴見小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴緑中学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴茨田北小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪府⽴鶴見商業高等学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市鶴見区 ⼤阪市⽴みどり小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪府⽴高津高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴真田山小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴⼤江小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴聖和小学校 校⻑室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴夕陽丘中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴五条小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴⽣魂小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴高津中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪府⽴清水⾕高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪夕陽丘学園 2階 講堂の物置の中 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴天王寺小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪府⽴⼤阪ビジネスフロンティア高等学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴桃陽小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴天王寺中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪府⽴夕陽丘高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市天王寺区 ⼤阪市⽴味原小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴高倉中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴高倉小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪府⽴都島工業高等学校 会議室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴中野小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴都島中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴都島小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴東都島小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴桜宮小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪府⽴東高等学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴桜宮中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴内代小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴⼤東小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴淀川中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴淀川小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪府⽴桜宮高等学校 食堂 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴友渕中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴友渕小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市都島区 ⼤阪市⽴友渕小学校分校 校舎入口右側 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴桑津小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴東住吉中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴矢田⻄中学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴矢田⻄小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴育和小学校 事務室 3台
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⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴⽩鷺中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴今川小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴矢田東小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴矢田中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴矢田北小学校 会議室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴鷹合小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴中野中学校 会議室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴田辺小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴東田辺小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴南百済小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴湯里小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴南田辺小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴田辺中学校 カウンセリング室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴北田辺小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東住吉区 ⼤阪市⽴矢田小学校・⼤阪市⽴矢田南中学校（やたなか小中一貫校）職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴玉津中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴中道小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴⼤成小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴深江小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴東陽中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴宝栄小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴相⽣中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴今里小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴神路小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴片江小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴北中道小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴中本小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴東小橋小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴東中本小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東成区 ⼤阪市⽴本庄中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴井高野小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴井高野中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴東井高野小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴下新庄小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪府⽴柴島高等学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴柴島中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴小松小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴新庄小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴瑞光中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴⼤隅東小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴菅原小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 もと⼤阪市⽴⻄淡路小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴淡路中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴⻄淡路小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴⼤桐小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴⼤桐中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴⼤隅⻄小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴⼤道南小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴東淡路小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪府⽴東淀川支援学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴啓発小学校・⼤阪市⽴中島中学校（むくのき学園） 1Fピロティー付近 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴豊新小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴新東淀中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪府⽴淀川清流高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴豊里南小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴豊里小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪市⽴東淀中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市東淀川区 ⼤阪府⽴⼤阪北視覚支援学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴海老江東小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴海老江⻄小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴吉野小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴野田中学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴下福島中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴玉川小学校 玄関 3台
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⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴鷺洲小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴八阪中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴⼤開小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪府⽴⻄野田工科高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴福島小学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴上福島小学校 MDF内 3台
⼤阪府 ⼤阪市福島区 ⼤阪市⽴野田小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴瓜破北小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴瓜破中学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴瓜破小学校 ＰＴＡ室内 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴瓜破⻄中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴瓜破⻄小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴瓜破東小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴加美小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴加美中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴加美東小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴加美南中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴加美南部小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴加美北小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴喜連北小学校 校⻑室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴喜連小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴喜連⻄小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴喜連中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴喜連東小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴⻑吉出⼾小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴⻑吉東小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴川辺小学校 踊り場 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪府⽴平野高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴⻑吉小学校 保健室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴⻑吉⻄中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴⻑吉中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴⻑原小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴⻑吉南小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴⻑吉六反中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 もと⼤阪市⽴⻑吉六反小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴平野中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴新平野⻄小学校 ＰＴＡ室内 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴平野⻄小学校 ＰＴＡ室内 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴平野北中学校 自転車置場前 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴平野小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪府⽴東住吉高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴摂陽中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市平野区 ⼤阪市⽴平野南小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪府⽴扇町総合高等学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴天満中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴菅北小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴⻄天満小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴扇町小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴⼤淀中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴⼤淀小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 もと⼤阪市⽴梅田東小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴中津小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴豊仁小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴豊崎東小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴新豊崎中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴滝川小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴北稜中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴堀川小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴豊崎小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴豊崎本庄小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市北区 ⼤阪市⽴豊崎中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪府⽴東淀工業高等学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴美津島中学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴加島小学校 管理作業員室 3台
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⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪府⽴東淀川高等学校 事務室・管理室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴北中島小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴宮原小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴三国小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴三津屋小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴神津小学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴十三小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴十三中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴新高小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴新北野中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪府⽴北野高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴宮原中学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴⻄三国小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴三国中学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴⻄中島小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴塚本小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴田川小学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴新東三国小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴東三国小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴東三国中学校 職員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴木川南小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴木川小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市淀川区 ⼤阪市⽴野中小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪市⽴難波中学校 1F 階段付近 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪市⽴塩草⽴葉小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪市⽴難波元町小学校 事務室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪市⽴木津中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪府⽴今宮高等学校 体育館 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪市⽴⼤国小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 もと⼤阪市⽴日本橋小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪市⽴日本橋中学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 もと⼤阪市⽴日東小学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪市⽴敷津小学校 会議室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 ⼤阪府⽴難波支援学校・⼤阪府⽴なにわ高等支援学校 管理作業員室 3台
⼤阪府 ⼤阪市浪速区 もと⼤阪市⽴⽴葉小学校 玄関 3台
⼤阪府 ⼤東市 灰塚小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 ⼤東市 三箇小学校 体育館倉庫内のコンセント上 3台
⼤阪府 ⼤東市 四条中学校 体育館ステージ裏から余⻑20ｍ巻置き 3台
⼤阪府 ⼤東市 市⺠会館 事務所前の柱下部 3台
⼤阪府 ⼤東市 諸福老人福祉センター 事務所端子盤内 2台
⼤阪府 ⼤東市 諸福小学校 体育館下⾜箱の付近 3台
⼤阪府 ⼤東市 諸福中学校 体育館の入口間付近 3台
⼤阪府 ⼤東市 総合福祉センター 作業室の奥の右側 3台
⼤阪府 ⼤東市 アクティブ・スクウェア・⼤東 体育館入口の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 ⼤東市 深野小学校 体育館の分電盤 左側  3台
⼤阪府 ⼤東市 深野中学校 体育館の換気口の下 3台
⼤阪府 ⼤東市 四条北小学校 入口横の下⾜箱上 3台
⼤阪府 ⼤東市 南郷中学校 体育教官室T−A1盤の中（巻置15ｍ） 3台
⼤阪府 ⼤東市 泉小学校 体育館の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 ⼤東市 南郷小学校 体育館右側のスロープの上の正面 3台
⼤阪府 ⼤東市 氷野小学校 体育館スロープ上の外壁 3台
⼤阪府 ⼤東市 ⾕川中学校 体育館の舞台の裏 3台
⼤阪府 ⼤東市 住道北小学校 体育館入口横の柱 3台
⼤阪府 ⼤東市 ⼤東中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 ⼤東市 いいもりぷらざ 体育館の下⾜箱の左側の上 3台
⼤阪府 ⼤東市 北条中学校 体育館1階 下⾜箱の上 3台
⼤阪府 ⼤東市 北条人権文化センター ２階の和室の中 2台
⼤阪府 ⼤東市 北条老人憩の家 事務所のMDFの横 2台
⼤阪府 ⼤東市 北条小学校 体育館2階 入口の中の横 3台
⼤阪府 ⼤東市 まなび北新 入口の右側 2台
⼤阪府 ⼤東市 住道南小学校 体育館の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 ⼤東市 住道中学校 体育館の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 ⼤東市 野崎人権文化センター １階入口右側 2台
⼤阪府 ⼤東市 野崎老人憩の家 入口右側の部屋内MDFの横 2台
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⼤阪府 ⼤東市 来ふらり四条 体育館の入口のロッカーの上 3台
⼤阪府 ⼤東市 四条小学校 体育館軒下 下⾜箱の上 3台
⼤阪府 池田市 ⽯橋小学校 体育館舞台横出入口 3台
⼤阪府 池田市 五月丘小学校 体育館1Fウッドデッキ 3台
⼤阪府 池田市 神田小学校 体育館1F出入口前 3台
⼤阪府 池田市 ⽯橋南小学校 体育館横出入口 3台
⼤阪府 池田市 池田小学校 体育館4Fエントランス 1台
⼤阪府 池田市 池田小学校 体育館5Fエントランス 1台
⼤阪府 池田市 池田小学校 体育館6Fエントランス 1台
⼤阪府 池田市 旧細河小学校 体育館1F踊り場 3台
⼤阪府 池田市 秦野小学校 体育館舞台横出入口 3台
⼤阪府 池田市 呉服小学校 体育館舞台横出入口 3台
⼤阪府 池田市 旧伏尾台小学校 体育館1Fエントランス 3台
⼤阪府 池田市 ほそごう学園 体育館B1F出入口横 3台
⼤阪府 池田市 北豊島小学校 体育館1Fエントランス 1台
⼤阪府 池田市 北豊島小学校 体育館2Fエントランス 1台
⼤阪府 池田市 北豊島小学校 体育館3Fエントランス 1台
⼤阪府 池田市 緑丘小学校 体育館7Fエントランス 1台
⼤阪府 池田市 緑丘小学校 体育館8Fエントランス 1台
⼤阪府 池田市 緑丘小学校 体育館9Fエントランス 1台
⼤阪府 東⼤阪市 縄⼿北小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⻑瀬⻄小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 楠根小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 楠根中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 玉川小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 玉美小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 東⼤阪市教育センタ ２階体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 くすは縄⼿南校(後期課程) 校舎・体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 八⼾の里小学校 校舎・体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 加納小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 縄⼿北中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 縄⼿東小学校 体育館北側入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 花園北小学校  体育館入口通路校舎側壁面 3台
⼤阪府 東⼤阪市 花園小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 玉川中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 岩田⻄小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⻑瀬北小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 英田南小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 英田中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 花園中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 玉串小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 弥刀中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 金岡中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 意岐部中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 布施中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 荒川小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 意岐部東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 高井田中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 高井田⻄小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 布施小学校 体育館南側入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 楠根東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 若江小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 若江中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 英田北小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 上四条小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 上小阪中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 上小阪小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⽯切東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 意岐部小学校 体育館２Ｆ踊り場 3台
⼤阪府 東⼤阪市 新喜多中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 盾津中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 森河内小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⻄堤小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 北宮小学校 体育館入口 3台
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⼤阪府 東⼤阪市 盾津東中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 孔舎衙中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 布施中学校夜間学級 １階体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⻑瀬東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⼤蓮小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⻑瀬南小学校 校舎入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⻑瀬中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 池島学園（後期課程） 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 池島学園（前期課程） 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 小阪小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 八⼾の里東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⽯切小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⽯切中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⻑栄中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 高井田東小学校 体育館南側入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 ⻑堂小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 鴻池東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 藤⼾小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 成和小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 縄⼿小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 縄⼿中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 枚岡⻄小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 孔舎衙小学校 2Ｆ体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 孔舎衙東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 柏田中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 柏田小学校 校舎・体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 枚岡中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 桜橋小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 小阪中学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 弥栄小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 弥刀小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 弥刀東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 枚岡東小学校 体育館入口 3台
⼤阪府 東⼤阪市 くすは縄⼿南校(前期課程) 体育館入口 3台
⼤阪府 藤井寺市 府⽴藤井寺工科高校 守衛室入口の軒下 3台
⼤阪府 藤井寺市 藤井寺中学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 藤井寺市 道明寺東小学校 体育館への渡り廊下の正面 3台
⼤阪府 藤井寺市 藤井寺北小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 藤井寺市 府⽴藤井寺支援学校 ２階入口の左側 3台
⼤阪府 藤井寺市 市⺠総合体育館 北側入口の右側 3台
⼤阪府 藤井寺市 心技館 体育館屋上の軒下 3台
⼤阪府 藤井寺市 市⺠総合会館分館 階段の自動販売機の横 3台
⼤阪府 藤井寺市 道明寺小学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 藤井寺市 府⽴藤井寺高校 渡り廊下の柱 3台
⼤阪府 藤井寺市 ⽣涯学習センター ２階外側広場の軒下 3台
⼤阪府 藤井寺市 藤井寺南小学校 体育館入口通路 3台
⼤阪府 藤井寺市 藤井寺⻄小学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 藤井寺市 道明寺南小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 藤井寺市 藤井寺小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 藤井寺市 市⺠総合会館本館 エレベータ横の公衆電話の背面 3台
⼤阪府 藤井寺市 第三中学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 藤井寺市 道明寺こども園 駐輪場の軒下 3台
⼤阪府 藤井寺市 道明寺中学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 南河内郡河南町 さくら坂地区集会所 事務室左側奥のＩＤＦ内 3台
⼤阪府 南河内郡河南町 ⽯川こども園 職員室の左側壁面 3台
⼤阪府 南河内郡河南町 中村こども園 職員室の左側の奥 3台
⼤阪府 南河内郡河南町 ⼤宝地区公⺠館 正面モニターの下 3台
⼤阪府 南河内郡河南町 農村環境改善センター 正面入口の右側壁面 3台
⼤阪府 南河内郡千早⾚阪村 千早小吹台小学校体育館 体育館外壁 渡り廊下横 3台
⼤阪府 南河内郡千早⾚阪村 保健センター 1階 ホール 入口上 3台
⼤阪府 南河内郡千早⾚阪村 くすのきホール 1階 ホール 図書館前 3台
⼤阪府 南河内郡千早⾚阪村 ⾚阪小学校体育館 体育館外壁 入口横 3台
⼤阪府 南河内郡千早⾚阪村 B＆G海洋センター体育館 1階 ホール 事務所前 2台
⼤阪府 南河内郡千早⾚阪村 いきいきサロンくすのき 玄関前 軒上 2台
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⼤阪府 南河内郡太子町 万葉ホール 1Fロビー 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 山田集会所 1F玄関 右壁面 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 山田小学校 体育館右側下⾜箱付近 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 春日集会所 2F玄関 左壁面 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 町⽴中学校 体育館玄関右側 3台
⼤阪府 南河内郡太子町 町⽴幼稚園 1F玄関右側らせん階段下 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 磯⻑小学校 体育館右側中出入口付近 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 総合福祉センター 1F教養娯楽室付近 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 聖和台集会所 1F玄関 右壁面 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 太子集会所 1F左側側面 2台
⼤阪府 南河内郡太子町 伽山集会所 1F湯沸室外側 1台
⼤阪府 南河内郡太子町 畑集会所 1F外階段下 1台
⼤阪府 南河内郡太子町 葉室集会所 2F玄関 右壁面 1台
⼤阪府 柏原市 旭ヶ丘小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 柏原市 堅下南小学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 市⺠文化会館（リビエールホール） １Ｆ館内公衆電話下側 3台
⼤阪府 柏原市 堅下南中学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 玉⼿小学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 堅上中学校 校舎−体育館連絡通路 3台
⼤阪府 柏原市 堅上小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 柏原市 玉⼿中学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 柏原市 市⽴体育館 体育館入口ポーチ北側壁面 3台
⼤阪府 柏原市 歴史資料館 ３Ｆ通路 3台
⼤阪府 柏原市 国分合同会館 ２Ｆトイレ付近 3台
⼤阪府 柏原市 国分小学校 体育館入口左側 3台
⼤阪府 柏原市 国分中学校 第一体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 公⺠館・図書館（文化センター） ２Ｆ館内ベランダ出入口左側 3台
⼤阪府 柏原市 堅上コミュニティ会館 施設入口左側 3台
⼤阪府 柏原市 柏原東小学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 堅下合同会館 １Ｆ館内受付下側 3台
⼤阪府 柏原市 柏原小学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 勤労者センター（KIホール） 入口左側 3台
⼤阪府 柏原市 柏原中学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 堅下小学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 堅下北中学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 柏原市 堅下北小学校 体育館入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 永畑小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 南高安中学校 体育館⻄側入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 南高安小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 府⽴八尾北高等学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 ⻲井小学校 校舎入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 久宝寺小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 久宝寺中学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 刑部小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 桂中学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 桂小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 高安⻄小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 府⽴八尾高等学校 2階入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 高美中学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 高美小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 高美南小学校 体育館裏面入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 用和小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 南山本小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 曙川中学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 府⽴山本高等学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 山本小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 志紀中学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 曙川東小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 上之島中学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 上之島小学校 体育館⻄側入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 府⽴八尾翠翔高等学校 右側入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 旧高安中学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 旧北高安小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 成法中学校 入口左側 3台
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⼤阪府 八尾市 ⻄山本小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 ⼤正北小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 ⼤正中学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 高安小学校・高安中学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 ⼤正小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 曙川南中学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 竹渕小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 ⻑池小学校 幼稚園入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 志紀小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 東山本小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 龍華小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 東中学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 ⻲井中学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 龍華中学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 南木の本防災体育館 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 曙川小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 美園小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 旧中高安小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 北山本小学校 南側入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 八尾小学校 入口右側 3台
⼤阪府 八尾市 安中小学校 入口左側 3台
⼤阪府 八尾市 八尾中学校 入口右側 3台
⼤阪府 富田林市 レインボーホール（市⺠会館） 2F多目的ホール 2台
⼤阪府 富田林市 ⻘葉丘幼稚園 保育室前 1台
⼤阪府 富田林市 久野喜台小学校 校舎入口 3台
⼤阪府 富田林市 総合福祉会館 公衆横 1台
⼤阪府 富田林市 錦郡小学校 体育館 2台
⼤阪府 富田林市 ⼤阪⼤⾕⼤学 11号館エントランス 2台
⼤阪府 富田林市 単打林ケアセンター（けあぱる） 2F給湯室前 2台
⼤阪府 富田林市 藤陽中学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 向陽台小学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 金剛公⺠館・金剛図書館 事務室前 1台
⼤阪府 富田林市 高辺台小学校 体育館 2台
⼤阪府 富田林市 第三中学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 東公⺠館 事務室前 1台
⼤阪府 富田林市 金剛中学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 寺池台小学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 新堂小学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 第一中学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 明治池中学校 1Fエントランス 3台
⼤阪府 富田林市 小金台小学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 富田林小学校 体育館 2台
⼤阪府 富田林市 川⻄小学校 体育館 2台
⼤阪府 富田林市 第⼆中学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 藍野⼤学短期学部⻘葉丘キャンバス 1F事務室前 3台
⼤阪府 富田林市 初芝富田林中学校高等学校 1F事務室前 3台
⼤阪府 富田林市 結のぞみ病院 Ｃ棟廊下東側の端 3台
⼤阪府 富田林市 藤沢台小学校 玄関 2台
⼤阪府 富田林市 葛城中学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 ⼤判小学校 体育館 2台
⼤阪府 富田林市 かがりの郷 2F公衆横 1台
⼤阪府 富田林市 喜志中学校 体育館 3台
⼤阪府 富田林市 喜志⻄小学校 体育館 2台
⼤阪府 富田林市 彼方保育園・JA旧彼方支店 広間前軒下 1台
⼤阪府 富田林市 彼方小学校⻄館 渡廊下上部 2台
⼤阪府 富田林市 市⺠総合体育館 1F自販機横 3台
⼤阪府 富田林市 伏山台小学校 体育館 2台
⼤阪府 富田林市 中央公⺠館・中央図書館 1F入口左 1台
⼤阪府 富田林市 喜志小学校 職員室前 2台
⼤阪府 富田林市 かんぽの宿富田林 1F公衆横 1台
⼤阪府 豊中市 克明小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第⼆中学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第１５中学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第三中学校 玄関ホール 3台
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⼤阪府 豊中市 蛍池小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第十八中学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴原田小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 野畑小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴桜井台東小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴寺内小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第十三中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴桜井⾕小学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 小曽根小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴島田小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第七中学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 庄内⻄小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴新田小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴新田南小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 豊島⻄小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴上野小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 緑地小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴⻄丘小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ横の外部 3台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴東丘小学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第八中学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第九中学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴南丘小学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴北丘小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 泉丘小学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 第１７中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 少路小学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 第十一中学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 熊野田小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴千成小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 第一中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 中豊島小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊島北小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 庄内南小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴刀根山小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴東泉丘小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 東豊中小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 東豊台小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 桜塚南小学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第十⼆中学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴豊島小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第四中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴豊南小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 高川小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 桜塚小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴北条小学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第十六中学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第十四中学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 北緑丘小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 ⼤池小学校 玄関ホール 1台
⼤阪府 豊中市 箕輪小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴野田小学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 庄内さくら学園中学校 玄関ホール 2台
⼤阪府 豊中市 豊中市⽴第五中学校 校舎入り口上部 3台
⼤阪府 豊能郡豊能町 吉川小学校体育館 体育館 2階エントランス 3台
⼤阪府 豊能郡豊能町 ⻄公⺠館 館内 １階エントランス 2台
⼤阪府 豊能郡豊能町 高山コミュニティセンター 事務所内 壁面 3台
⼤阪府 豊能郡豊能町 光風台小学校体育館 体育館 1階エントランス 3台
⼤阪府 豊能郡豊能町 スポーツセンターシートス １階 公衆電話コーナー 2台
⼤阪府 豊能郡豊能町 吉川中学校体育館 体育館 1階エントランス 3台
⼤阪府 豊能郡豊能町 東能勢中学校体育館 体育館 1階エントランス 3台
⼤阪府 豊能郡豊能町 中央公⺠館 １階駐車場 入口横 2台
⼤阪府 枚方市 伊加賀小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 磯島小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 交北小学校 管理棟玄関付近 3台
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⼤阪府 枚方市 山田小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 香里小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 香陽小学校 管理棟1F廊下 中央付近 3台
⼤阪府 枚方市 開成小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 五常小学校 職員室奥 3台
⼤阪府 枚方市 第⼆中学校 職員室前廊下 3台
⼤阪府 枚方市 春日小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 山之上小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 川越小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 さだ⻄小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 小倉小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 平野小学校 管理棟出入口付近 3台
⼤阪府 枚方市 招堤小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 樟葉⻄小学校 渡り廊下出入口付近 3台
⼤阪府 枚方市 樟葉南小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 樟葉北小学校 MDF横 3台
⼤阪府 枚方市 牧野小学校 管理棟出入口付近 3台
⼤阪府 枚方市 殿山第一小学校 管理棟出入口付近 3台
⼤阪府 枚方市 さだ東小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 桜丘北小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 ⻄牧野小学校 管理棟出入口付近 3台
⼤阪府 枚方市 氷室小学校 管理棟2F職員室付近 3台
⼤阪府 枚方市 桜丘小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 中宮小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 明倫小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 中宮北小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 ⻄⻑尾小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 ⻑尾小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 津田小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 津田南小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 枚方第⼆小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 山田東小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 田口山小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 東香里小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 船橋小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 菅原小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 菅原東小学校 管理棟玄関 3台
⼤阪府 枚方市 藤坂小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 樟葉小学校 玄関横 3台
⼤阪府 枚方市 さだ小学校 管理棟出入口付近 3台
⼤阪府 枚方市 枚方小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 枚方市 殿山第⼆小学校 管理棟玄関付近 3台
⼤阪府 箕面市 中小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 第五中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 第⼆中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 萱野小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 第六中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 豊川北小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 東小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 彩都の丘学園 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 南小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 豊川南小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 ⻄小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 第一中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 とどろみの森学園 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 第三中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 ⻄南小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 第四中学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 萱野東小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 箕面小学校 玄関ホール 3台
⼤阪府 箕面市 メイプルホール 入口右側 3台
⼤阪府 門真市 第⼆中学校 食堂入口の左側の上 3台
⼤阪府 門真市 沖小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 門真市 東小学校 体育館入口の左側 3台
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⼤阪府 門真市 古川橋小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 門真市 第四中学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 門真市 ⼆島小学校 体育館正面入口の右側 3台
⼤阪府 門真市 砂子小学校 体育館の中の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 門真市 四宮小学校 体育館入口の左側 3台
⼤阪府 門真市 上野口小学校 体育館入口の中・窓の左側 3台
⼤阪府 門真市 速見小学校 体育館裏門出入口の右側 3台
⼤阪府 門真市 ⼤和田小学校 体育館入口の中の右側 3台
⼤阪府 門真市 門真はすはな中学校 体育館入口の階段の右側 3台
⼤阪府 門真市 府⽴門真みなはや高等学校 体育館入口の右側の上 3台
⼤阪府 門真市 門真みらい小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 門真市 第五中学校 体育館プール側出入口の右側 3台
⼤阪府 門真市 北巣本小学校 体育館右側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 門真市 門真市⺠プラザ 2階渡り廊下入口の右側 3台
⼤阪府 門真市 五月田小学校 体育館入口⼿前の左側 3台
⼤阪府 門真市 第七中学校 体育館入口左側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 門真市 門真小学校 体育館入口の右側 3台
⼤阪府 門真市 第三中学校 体育館入口右側の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 門真市 脇田小学校 体育館入口の中の下⾜箱の上 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴いぶきの小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴北池田中学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 ⻘葉はつが野小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴南松尾はつが野学園 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 市⽴芦部小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 南松尾老人集会所 職員室BOX壁面 1台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴光明台中学校 体育館 2台
⼤阪府 和泉市 市⽴光明台北小学校 体育館 2台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴光明台南小学校 体育館 2台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴幸小学校 講堂 2台
⼤阪府 和泉市 北部総合福祉会館（身体障害者開放会館） 相談室 1台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴⿊鳥小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 市⽴郷荘中学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴南池田中学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴池上小学校 体育館 2台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴北池田小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴信太中学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴鶴山台北小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 市⽴鶴山台南小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴北松尾小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 市⽴南池田小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴和泉中学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴伯太小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴信太小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 市⽴富秋中学校 体育館 2台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴総合福祉会館 事務室 1台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴国府小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴南横山小学校 体育館 1台
⼤阪府 和泉市 市⽴槙尾中学校 体育館 1台
⼤阪府 和泉市 和泉市南部リージョンセンター ホール 1台
⼤阪府 和泉市 市⽴横山小学校 体育館 1台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴⽯尾中学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 市⽴緑ケ丘小学校 体育館 3台
⼤阪府 和泉市 和泉市⽴和気小学校 体育館 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴御津小学校 体育館 2F通路 2台
兵庫県 たつの市 たつの市御津公⺠館 総合支所3Ｆの御津公⺠館 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴御津体育館 談話室 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴室津小学校 入口付近 1台
兵庫県 たつの市 たつの市高齢者ふれあいセンター梅香園 1Fホール 和室前 1台
兵庫県 たつの市 たつの市御津やすらぎ福祉会館 玄関ホール 左側上 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴御津中学校 体育館 玄関ホールBOX内 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴新宮中学校 体育館出入口横（外側） 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴新宮スポーツセンター 玄関ロビー 受付カウンター下 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴香島小学校 体育館 2台
兵庫県 たつの市 たつの市香島コミュニティセンター 玄関ホール 会議室出入口 1台
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兵庫県 たつの市 たつの市⽴新宮公⺠館 MDF（トイレへの通路） BOX横 2台
兵庫県 たつの市 たつの市国⺠宿舎志んぐ荘 事務室 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴新宮小学校 体育館出入口 下駄箱 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⻄栗栖コミュニティセンター 玄関ホール 会議室出入口 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴⻄栗栖小学校 体育館 出入口右側ドア横 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴段之上教育集会所 出入口付近 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴段之上会館 玄関ロビー 1台
兵庫県 たつの市 たつの市越部コミュニティセンター 玄関ホール 会議室出入口 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴越部小学校 体育館 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴東栗栖小学校 体育館 出入口右側ドア横 2台
兵庫県 たつの市 たつの市東栗栖コミュニティセンター 玄関ホール 会議室出入口 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴神岡公⺠館 玄関ホール カウンター横 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴神岡小学校 体育館 左側出入口 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴揖⻄⻄小学校 体育館 出入口右側のドア横 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴龍野⻄中学校 体育館 左側出入口壁面 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴揖⻄東小学校 体育館入口 玄関ホール 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴揖⻄公⺠館 玄関ホール カウンター上 1台
兵庫県 たつの市 たつの市河内コミュニティセンター 玄関ホール 会議室出入口左側 1台
兵庫県 たつの市 揖保川ときめきセンター 事務室外ロビー 公衆電話横 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴神部小学校 体育館舞台袖右側中央寄り 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴河内小学校 体育館 東側出入口壁面 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴揖保川公⺠館 玄関ロビー 受付窓口横 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴半田小学校 体育館舞台袖右側中央寄り 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴半田幼稚園 ⻄側 玄関ホール内 1台
兵庫県 たつの市 たつの市総合文化会館アクアホール 既設ピンク電話横 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴揖保川中学校 体育館南側 ステージ右側奥 3台
兵庫県 たつの市 たつの市半田コミュニティセンター 玄関ホール 会議室出入口 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴揖保公⺠館 事務室出入口横 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴総合隣保館 事務室 受付カウンター 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴揖保小学校 体育館 東側出入口付近 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴誉田小学校 体育館 南側出入口内 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴誉田公⺠館 玄関ホール 旧公衆電話跡 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴誉隣保館 玄関ホール 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴龍野小学校 体育館 2台
兵庫県 たつの市 たつの市小宅公⺠館 建物入口付近 右側 1台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴龍野東中学校 体育館玄関ロビー 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴小宅小学校 体育館 出入口ホール 2台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴龍野体育館 剣道場付近 3台
兵庫県 たつの市 たつの市⽴中央公⺠館 MDF 保安器BOX内 1台
兵庫県 芦屋市 芦屋市潮芦屋交流センター １Fロビー 2台
兵庫県 芦屋市 奥池集会所 1F玄関 1台
兵庫県 芦屋市 シスメックスG.C.C. １Fロビー 1台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴岩園小学校 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 岩園保育所 入口カウンター 1台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⺠センタ− 別館1F エントランス公衆電話横 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴山⼿中学校 武道場入口付近 2台
兵庫県 芦屋市 三条集会所 入口横事務所 1台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴山⼿小学校 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴上宮川文化センタ− 1F エントランスホール 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴打出浜小学校（体育館） 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 県⽴芦屋高等学校 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴精道小学校 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 市⽴⻄山幼稚園 ２F遊戯室入口 1台
兵庫県 芦屋市 海技⼤学 ３F体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴体育館・⻘少年センター 事務室既設公衆電話横 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴朝日ヶ丘小学校 校舎1F 1台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴潮見小学校（体育館） 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴潮見中学校（体育館） 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴精道中学校（体育館） 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴宮川小学校（体育館） 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市⽴浜風小学校（体育館） 体育館入口 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋特別支援学校 体育館入口渡り廊下 2台
兵庫県 芦屋市 芦屋市総合公園（みどりの相談所） 休憩室横 1台
兵庫県 芦屋市 南芦屋浜ウォーターパーク 機械棟２Fホール 1台
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兵庫県 芦屋市 芦屋学園中学校・高等学校 玄関前 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴有岡小学校 玄関ロビー 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴ありおか幼稚園 遊戯室 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴こばと保育所 職員室入口付近 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴荻野小学校 体育館入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴荻野保育所 出入口 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴こども文化科学館 正面入口付近 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴南小学校 体育館入口付近 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市共同利用施設南センタ− 職員室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴鈴原小学校 体育館講堂入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴荒牧中学校 玄関入口 既設公衆電話横 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴天神川幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴天神川小学校 体育館 入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴中央保育所 1F 先⽣室前 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴伊丹高等学校 2F体育館入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴緑丘小学校 家庭科室前 廊下 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴東中学校 体育館1F入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴天王寺川中学校 職員室前廊下 既設公衆電話横 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴こうのいけ幼稚園 遊戯室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴鴻池小学校 事務室前廊下 2台
兵庫県 伊丹市 兵庫県⽴伊丹北高等学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴稲野小学校 1F事務室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴稲野幼稚園 2F遊戯室内壁面 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市共同利用施設昆陽池センタ− 正面入口付近 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴⻄中学校 本館 玄関入口内側横 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴摂陽小学校 購買部前 既設公衆電話横 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴せつよう幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴伊丹幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴松崎中学校 体育館入口 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴昆陽里小学校 職員室前廊下 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴はなさと幼稚園 ホール出入口 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴花里小学校 体育館ロビー 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴神津小学校 職員室前廊下 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市共同利用施設神津センタ− 出入口 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴神津幼稚園 玄関入口付近 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴みずほ幼稚園 職員室前 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴瑞穂小学校 体育館入口付近 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴北中学校 体育館入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴桜台保育所 玄関入口付近 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴伊丹小学校 体育館入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴緑幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴おぎの幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴池尻小学校 体育館入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴いけじり幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴桜台小学校 玄関ホール付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴桜台幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴南中学校 事務室前廊下 既設公衆電話横 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴笹原小学校 体育館入口付近 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴⻄保育所 正面玄関出入口 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴笹原中学校 体育館入口付近 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴北保育所 事務室前廊下 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴人権センター 入口事務室前 1台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴ひかり保育園 1F事務室前 2台
兵庫県 伊丹市 ささはらこども園 玄関 スロープ横 2台
兵庫県 伊丹市 伊丹市⽴ささはら幼稚園 正面入口 1台
兵庫県 加古郡稲美町 稲美町⽴天満東小学校 体育館 2台
兵庫県 加古郡稲美町 稲美町⽴稲美中学校 体育館 3台
兵庫県 加古郡稲美町 稲美町⽴加古小学校 体育館 2台
兵庫県 加古郡稲美町 稲美町⽴稲美北中学校 体育館 3台
兵庫県 加古郡稲美町 加古福祉会館 体育館 1台
兵庫県 加古郡稲美町 いなみ文化の森 ロビー 1台
兵庫県 加古郡稲美町 いなみ野体育センター ロビー 2台
兵庫県 加古郡稲美町 いきがい創造センター 2Fロビー 1台
兵庫県 加古郡稲美町 稲美町⽴天満小学校 体育館 3台
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兵庫県 加古郡稲美町 総合福祉会館 2Fロビー 1台
兵庫県 加古郡稲美町 稲美町⽴天満南小学校 体育館入口 2台
兵庫県 加古郡稲美町 ⻄部隣保館 2F事務室 1台
兵庫県 加古郡稲美町 ⺟里福祉会館 ロビー 1台
兵庫県 加古郡稲美町 稲美町⽴⺟里小学校 体育館 2台
兵庫県 加古郡稲美町 農村環境改善センター ロビー 1台
兵庫県 加古郡播磨町 播磨町⽴播磨小学校 体育館 3台
兵庫県 加古郡播磨町 兵庫県⽴播磨南高等学校 体育館北側出入口廊下 3台
兵庫県 加古郡播磨町 播磨町⽴播磨南小学校 体育館内装具庫 3台
兵庫県 加古郡播磨町 播磨町⽴播磨南中学校 体育館（エントランス部分） 3台
兵庫県 加古郡播磨町 播磨町⽴蓮池小学校 体育館 装具庫内 3台
兵庫県 加古郡播磨町 播磨町⽴播磨中学校 体育館 3台
兵庫県 加古郡播磨町 兵庫県⽴東はりま特別支援学校 体育館 2台
兵庫県 加古郡播磨町 播磨町⽴播磨⻄小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴鳩里小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴氷丘南小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴加古川公⺠館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴氷丘中学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴氷丘公⺠館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴氷丘小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴加古川中学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴中央隣保館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴加古川小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴山⼿中学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴志方⻄小学校 体育館 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴志方東小学校 体育館 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴志方小学校 体育館 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴志方公⺠館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴志方中学校 玄関ロビー（公衆電話横） 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴上荘小学校 体育館 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴陵北小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴加古川北公⺠館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴神野小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴⻄神吉小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴東神吉南小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴東神吉小学校 体育館 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴神吉中学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴少年自然の家 管理棟ロビー 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴八幡小学校 体育館 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴浜の宮小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴尾上公⺠館 事務室 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴尾上小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴若宮小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 東加古川公⺠館 印刷室 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴平岡小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴平岡北小学校 事務室 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴平岡中学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴東加古川公⺠館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴平岡東小学校 校舎1階校⻑室横 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴平岡公⺠館 玄関ロビー公衆電話横 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴平岡南小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴平岡南中学校 正面玄関出入口 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴平荘小学校 体育館 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴両荘公⺠館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴両荘中学校 職員室出入口 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴川⻄小学校 体育館 2台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴加古川⻄公⺠館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴浜の宮中学校 正面玄関出入口 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴別府⻄小学校 校舎玄関ホール 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴別府中学校 玄関ロビー（公衆電話横） 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴別府小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴野口南小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴陵南公⺠館 ロビー 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴陵南中学校 体育館入口付近 3台
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兵庫県 加古川市 加古川市⽴野口公⺠館 事務所 1台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴野口北小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴野口小学校 体育館 3台
兵庫県 加古川市 加古川市⽴中部中学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 オークタウン加⻄ 事務室前 1台
兵庫県 加⻄市 勤労者体育センター 事務室内 1台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴富田小学校 体育館 2台
兵庫県 加⻄市 善防公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 加⻄市 いこいの村はりま 1Fフロントカウンター 1台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴加⻄中学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 南部公⺠館 事務室前 1台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴⻄在田小学校 体育館 2台
兵庫県 加⻄市 兵庫県⽴農業⼤学校 体育館 出入口玄関ロビーの右側 1台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴加⻄特別支援学校 体育館 1台
兵庫県 加⻄市 兵庫県⽴北条高等学校 体育館玄関ホール右側 2台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴九会小学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴泉小学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴宇仁小学校 体育館 2台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴賀茂小学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴富合小学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 健康福祉会館 公衆電話横 3台
兵庫県 加⻄市 市⺠会館 事務室前 2台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴北条東小学校 校舎入口（旧公衆電話設置場所） 3台
兵庫県 加⻄市 兵庫県⽴播磨農業高等学校 体育館 下駄箱 2台
兵庫県 加⻄市 加⻄市防災センター 庁舎2F 1台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴北条小学校 校舎入口 3台
兵庫県 加⻄市 すぱーく加⻄ 事務室 3台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴北条中学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 北部公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴泉中学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴善防中学校 体育館 3台
兵庫県 加⻄市 加⻄市⽴日吉小学校 体育館 2台
兵庫県 加東市 加東市⽴滝野中学校 体育館玄関フロア 3台
兵庫県 加東市 加東市⽴東条⻄小学校 体育館 3台
兵庫県 加東市 加東市⽴滝野南小学校 体育館 3台
兵庫県 加東市 加東市⽴社小学校 体育館 3台
兵庫県 加東市 加東市⽴⽶田小学校 体育館 3台
兵庫県 加東市 加東市⽴三草小学校 体育館 3台
兵庫県 加東市 加東市⽴滝野東小学校 体育館 3台
兵庫県 加東市 窪田集会所 1F事務所 1台
兵庫県 加東市 加東市⽴福田小学校 体育館 3台
兵庫県 加東市 加東市⽴東条学園小中学校 ⼤体育館の入り口 1台
兵庫県 加東市 加東市⽴社中学校 校舎ホール 3台
兵庫県 加東市 兵庫県⽴社高等学校 体育館 3台
兵庫県 加東市 薮集会所 事務所 1台
兵庫県 加東市 加東市⽴東条東小学校 体育館 3台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴阿弥陀小学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 阿弥陀公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴⿅島中学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴伊保小学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 中央公⺠館兼伊保公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴荒井中学校 ステージ前 2台
兵庫県 高砂市 荒井公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴荒井小学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴高砂中学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴高砂小学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂地区コミュニティセンター 玄関ロビー 1台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴松陽中学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴⻯山中学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 曽根公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴曽根小学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴中筋小学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 中筋公⺠館 玄関ロビー 1台
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兵庫県 高砂市 高砂市⽴伊保南小学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴⽶田⻄小学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂市総合運動公園 事務所内 2台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴宝殿中学校 体育館 2台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴⽶田小学校 校舎入口付近 公衆電話横 2台
兵庫県 高砂市 ⽶田公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 高砂市 高砂市⽴北浜小学校 校舎玄関ロビー 2台
兵庫県 高砂市 北浜公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴久崎小学校 体育館 右側ステージの上 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴利神小学校 体育館ステージ 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴佐用小学校 体育館ステージ 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴上月小学校 体育館 左側ステージの上 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴三河小学校 体育館 ステージ左側 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴徳久小学校 体育館 ステージ右側 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴三日月中学校 体育館 ステージ右側 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴中安小学校 体育館 ステージ右側 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴江川小学校 体育館ステージ 2台
兵庫県 佐用郡佐用町 佐用町⽴幕山小学校 体育館 左側ステージの上 1台
兵庫県 三田市 三田市⽴三輪小学校 体育館入口内 3台
兵庫県 三田市 小野幼稚園 入口廊下内 壁面 1台
兵庫県 三田市 三田市⽴藍小学校 体育館入口内 壁面 2台
兵庫県 三田市 三田市⽴フラワータウン市⺠センター 施設1F内 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴三木コミュニティスポーツセンター 管理室ロビー 2台
兵庫県 三木市 兵庫県⽴三木高等学校 体育館1F内 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴みなぎ台小学校 体育館 2台
兵庫県 三木市 三木市吉川町公⺠館 事務室 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴東吉川小学校 多目的室 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴吉川総合公園 文化体育館1F 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴上吉川小学校 多目的室 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴吉川中学校 体育館 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴中吉川小学校 多目的室 2台
兵庫県 三木市 兵庫県⽴吉川高等学校 体育館 2台
兵庫県 三木市 三木市口吉川町公⺠館 事務室 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴口吉川小学校 多目的室 1台
兵庫県 三木市 まなびの郷みずほ 玄関ホール 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴豊地小学校 体育館 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴星陽中学校 公衆電話横 1台
兵庫県 三木市 三木市細川町公⺠館 事務室 1台
兵庫県 三木市 三木市志染町公⺠館 MDF付近の掲示板 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴志染中学校 相談室前の下駄箱 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴自由が丘中学校 体育館 3台
兵庫県 三木市 三木市⽴志染小学校 体育館 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴広野小学校 体育館 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴自由が丘東小学校 アフタースクール前廊下 3台
兵庫県 三木市 三木市自由が丘公⺠館 体育館管理室 2台
兵庫県 三木市 三木市⻘山公⺠館 事務所カウンター付近 3台
兵庫県 三木市 兵庫県⽴三木北高等学校 1F事務所前公衆電話横付近 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴自由が丘小学校 事務室 3台
兵庫県 三木市 三木市⽴三木小学校 体育館 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴サンライフ三木 1F事務所 1台
兵庫県 三木市 三木市文化会館 1Fロビー付近 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴三木東中学校 公衆電話横 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴三木南交流センター 事務室 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴平田小学校 公衆電話付近 1台
兵庫県 三木市 別所ふるさと交流館 埋文事務室 1台
兵庫県 三木市 エオの森研修センター 事務所前の公衆電話横付近 2台
兵庫県 三木市 兵庫県⽴三木東高等学校 体育館1Fフロア 2台
兵庫県 三木市 三木市別所町公⺠館 下駄箱横 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴別所小学校 職員室受付前 1台
兵庫県 三木市 三木市⽴別所中学校 体育館 2台
兵庫県 三木市 三木市中央公⺠館 2Fカウンター前 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴三樹小学校 受付前 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴市⺠活動センター（福祉会館） 1Fフロア 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴三木中学校 校舎1F玄関前 3台
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兵庫県 三木市 三木市⽴緑が丘小学校 事務室 2台
兵庫県 三木市 三木市緑が丘町公⺠館 ロビー1F 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴緑が丘中学校 体育館 2台
兵庫県 三木市 三木市⽴緑が丘東小学校 アフタースクール前廊下 1台
兵庫県 宍粟市 兵庫県⽴伊和高等学校 体育館ステージ 3台
兵庫県 宍粟市 一宮保健福祉センター 1F玄関ホール 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴一宮北中学校 体育館ステージ 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴三方小学校 体育館 ステージ左側上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴繁盛小学校 体育館 ステージ右側階段上 3台
兵庫県 宍粟市 センター繁盛 1Fロビー 1台
兵庫県 宍粟市 センター下三方 1F和室 1台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴下三方小学校 体育館 ステージ左側上 3台
兵庫県 宍粟市 スポニックパーク一宮 体育館 1F玄関ロビー 旧公衆電話跡 3台
兵庫県 宍粟市 センターいちのみや 1F事務室内 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴神⼾小学校 体育館 左側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴一宮南中学校 体育館 右側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 センター染河内 2F廊下 1台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴染河内小学校 体育館 左側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴⼾原小学校 体育館 左側ステージ横 3台
兵庫県 宍粟市 ⼾原ふれあいセンター 2階ホール 1台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴伊水小学校 体育館 右側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴土万小学校 体育館 右側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴山崎南中学校 体育館ステージ 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴城下小学校 体育館 右側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴山崎東中学校 体育館 右側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟防災センター 5Fホールロビー 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴山崎小学校 体育館 右側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴山崎⻄中学校 体育館 左側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 山崎ふれあいセンター 1F 旧ピンク電話の跡 1台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴河東小学校 体育館ステージ 3台
兵庫県 宍粟市 河東ふれあいセンター 1F 1台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴菅野小学校 体育館ステージ 3台
兵庫県 宍粟市 城下ふれあいセンター 1F玄関ホール 1台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴都多小学校 体育館 左側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 神野コミュニティセンター 2階ロビー 1台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴神野小学校 体育館ステージ 3台
兵庫県 宍粟市 土万基幹集落センター 1階ロビー 1台
兵庫県 宍粟市 ⽣涯学習センター学遊館 1階玄関ロビー 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴千種中学校 体育館ステージ右側倉庫 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴千種小学校 体育館ステージ右側上 3台
兵庫県 宍粟市 兵庫県⽴千種高等学校 体育館ステージ 3台
兵庫県 宍粟市 旧宍粟市⽴千種東小学校 体育館ステージ右側 2台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴波賀中学校 体育館 ステージ左側 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴波賀小学校 体育館ステージの上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴道⾕小学校 体育館 ステージ下 3台
兵庫県 宍粟市 市⺠センター波賀 1階玄関ロビー 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市⽴野原小学校 体育館 左側ステージ上 3台
兵庫県 宍粟市 宍粟市波賀Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館玄関ロビー 3台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴安乎公⺠館 玄関右側ゲタ箱横 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴安乎小学校 校舎玄関 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴洲浜中学校 体育館2F 2台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴加茂小学校 加茂公⺠館玄関 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴人権文化センター 会議室 1台
兵庫県 洲本市 洲本市定住交流促進センター 事務所前ホール 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴広⽯小学校 体育館放送室 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴堺小学校 体育館玄関 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴鳥飼小学校 体育館玄関 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴都志小学校 体育館横旧公会堂 1台
兵庫県 洲本市 洲本市健康福祉館 2F受付 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴洲本第⼆小学校 小学校玄関 2台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴洲本中央公⺠館 事務室前カウンター 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴千草公⺠館 事務所前カウンター 1台
兵庫県 洲本市 洲本市役所上灘出張所 ホール 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴⼤野公⺠館 体験広場 1台
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兵庫県 洲本市 洲本市⽴⼤野小学校 体育館玄関 2台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴中川原公⺠館 事務室前カウンター 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴中川原小学校 保健室の前 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴洲本第三小学校 体育館玄関 2台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴⻘雲中学校 体育館の中技術室 2台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴由良公⺠館 事務室前カウンター 1台
兵庫県 洲本市 洲本市⽴由良小学校 体育館玄関 1台
兵庫県 小野市 あお陶遊館アルテ 事務室 2台
兵庫県 小野市 老人福祉センターみやま荘 1F玄関ホール 3台
兵庫県 小野市 コミュニティセンターおの 玄関ロビー 3台
兵庫県 小野市 小野伝統産業会館 1F玄関入口 2台
兵庫県 小野市 小野市⽴総合体育館アルゴ ロビー受付横 3台
兵庫県 小野市 小野市⽴来住小学校 体育館入口 2台
兵庫県 小野市 コミュニティセンターきすみの 事務所 1台
兵庫県 小野市 小野市⽴旭丘中学校 体育館 2台
兵庫県 小野市 小野市⽴河合中学校 体育館1F 2台
兵庫県 小野市 コミュニティセンターいちば 玄関ロビー 1台
兵庫県 小野市 小野市⽴市場小学校 体育館 2台
兵庫県 小野市 小野市⽴匠台公園体育館おのアクト 1Fロビー 3台
兵庫県 小野市 小野市⽴下東条小学校 体育館 2台
兵庫県 小野市 小野市⽴小野特別支援学校 校舎入口 2台
兵庫県 小野市 児童館チャイコム 事務室横 2台
兵庫県 小野市 小野市⽴河合小学校 校舎⻄昇降口 2台
兵庫県 小野市 コミュニティセンターかわい 玄関ロビー 1台
兵庫県 小野市 小野市⽴小野小学校 正面入口付近 3台
兵庫県 小野市 兵庫県⽴小野高等学校 体育館 3台
兵庫県 小野市 小野市⽴小野南中学校 体育館入口横 2台
兵庫県 小野市 うるおい交流館エクラ 1Fハートフルサロン 3台
兵庫県 小野市 小野市⽴中番小学校 体育館玄関左側の掲示板の右側面 2台
兵庫県 小野市 小野市⽴小野東小学校 体育館 2台
兵庫県 小野市 コミュニティセンターおおべ 事務室 2台
兵庫県 小野市 小野市⽴⼤部小学校 体育館 2台
兵庫県 小野市 コミュニティセンター下東条 玄関ロビー 2台
兵庫県 小野市 兵庫県⽴小野工業高等学校 体育館 3台
兵庫県 小野市 小野市⽴小野中学校 体育館入口 2台
兵庫県 神⼾市須磨区 須磨一ノ⾕プラザ 1F玄関入口 1台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴横尾中学校 1号館1F放送室内 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴横尾小学校 保健室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 板宿小学校 図書室付近 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 ⻄須磨小学校 1Fロビー廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 高倉中学校 1Fロビー会議室前 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 高倉台小学校 なのはな学級前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 若宮小学校 第一会議室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 若草小学校 1F会議室前 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴神の⾕小学校 1Fロビー 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴菅の台小学校 1F職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 須磨翔風高等学校 体育館ロビー 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 ⻄落合中学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴⻄落合小学校 職員室横 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 南須磨公⺠館 事務室入口付近 2台
兵庫県 神⼾市須磨区 鷹取中学校 1F事務室横 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 多井畑自治会館 玄関ロビー 1台
兵庫県 神⼾市須磨区 太田中学校 渡り廊下校舎配置図横 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 飛松中学校 校⻑室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 だいち小学校 1Fエントランス横 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 須磨体育館 事務室入口付付近 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 北須磨文化センター 玄関入口付近 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 須磨北中学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 花⾕小学校 1F玄関入口 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 東落合中学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴東落合小学校 職員室横 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴南落合小学校 職員室横 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴⽩川台中学校 技術室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴⽩川小学校 フリールーム前廊下 3台
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兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴松尾小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 東須磨小学校 1Fロビー廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 妙法寺小学校 保健室横入口 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴多井畑小学校 1F廊下出入口 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 友が丘中学校 体育館講堂出入口横 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 北須磨小学校 1Fロビー廊下 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 ⻯が台中学校 1F玄関ロビー 3台
兵庫県 神⼾市須磨区 神⼾市⽴⻯が台小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 つつじが丘小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 垂水体育館 事務所受付カウンター前 2台
兵庫県 神⼾市垂水区 塩屋小学校 体育館 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 兵庫県自治研修所 宿泊棟1F廊下 1台
兵庫県 神⼾市垂水区 神⼾市⽴塩屋中学校 1Fロビー前 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 塩屋北小学校 1F入口ロビー 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 東垂水小学校 体育館 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 福田小学校 図書室横廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 下畑公会堂 玄関正面 1台
兵庫県 神⼾市垂水区 歌敷山中学校 武道館入口ロビー 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 霞ケ丘小学校 1Fロビー公衆電話 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 多聞東中学校 管理員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 県⽴舞子高等学校 1F玄関入口MDF横 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 多聞東小学校 ロビー廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 神⼾市⽴舞子中学校 1F保健室横廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 神⼾市⽴⻄舞子小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 小束山小学校 玄関ロビー横 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 垂水中学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 千代が丘小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 視覚特別支援学校 体育館入口左側 1台
兵庫県 神⼾市垂水区 神陵台小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 神陵台中学校 体育館内 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 神⼾商業高等学校 体育館廊下IDF 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 星陵高等学校 南校舎玄関ロビー前 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 神⼾市⽴星陵台中学校 体育館内 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 舞子小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 ⻄脇小学校 事務室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 垂水東中学校 1Fロビー 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 千鳥が丘小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 多聞台小学校 図書室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 高丸小学校 体育館1Fロビー 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 東垂水公⺠館 1F玄関入口ロビー事務室横 1台
兵庫県 神⼾市垂水区 下畑台小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 桃山台中学校 1F会議室廊下横 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 垂水小学校 体育館 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 乙木小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 東舞子小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 舞多聞小学校 体育館内クラブハウス前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 垂水年金会館 1F玄関入口付近公衆電話横 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 神⼾市⽴本多聞中学校 1Fロビー 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 本多聞小学校 1Fロビー 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 多聞南小学校 1F職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 神⼾市⽴名⾕小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市垂水区 福田中学校 1Fロビー 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 伊川⾕中学校 職員更衣室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 太山寺小学校 体育館ロビー 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 ⻑坂中学校 体育館前玄関横 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 伊川⾕高等学校 体育館入口付近IDF 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 ⻑坂小学校 1F廊下相談室付近 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 有瀬小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 井吹台中学校 職員室と放送室の間 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 井吹⻄小学校 玄関ホール体育館側 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 井吹東小学校 玄関ホールともだちランド前 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 井吹の丘小学校 体育館入口 ロビー 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 押部⾕中学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 神⼾市⽴高和小学校 玄関ロビー横 3台
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兵庫県 神⼾市⻄区 押部⾕小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 王塚台中学校 体育館内器具庫 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 小寺小学校 玄関入口付近 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 太山寺中学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 神⼾市⽴東町小学校 東町ホール中 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 工業高等専門学校 本部棟玄関ロビーＰＣ横 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 公⽴⼤学法人神⼾市外国語⼤学 体育館2階入口横 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 樫野台小学校 育館⻄側渡り廊下 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 岩岡中学校 体育館内教官室 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 岩岡小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 高津橋小学校 体育館警備員室前 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 玉津中学校 体育館入口（外側）横 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 玉津南公⺠館 玄関ホールピンク電話横 2台
兵庫県 神⼾市⻄区 月が丘小学校 開放管理室前 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 桜が丘小学校 開放管理室前 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 桜が丘中学校 玄関ホール 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 木津小学校 1階玄関 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 枝吉小学校 玄関ロビー 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 狩場台小学校 市⺠図書室前 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 平野中学校 体育館廊下 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 春日台小学校 体育館内管理室 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 ⻄体育館 体育館入口付近 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 玉津第一小学校 体育館ロビー 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 神出小学校 体育館入口横付近 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 神出中学校 武道場2階入口横 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 竹の台小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 ⻄神中学校 武道館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 出合小学校 玄関入口付近 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 櫨⾕小学校 1階事務室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 美賀多台小学校 ⻄校舎家庭科室前 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 平野小学校 体育館内管理室前 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 神⼾市⽴北山小学校 1Fロビー出入口 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 伊川⾕小学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 櫨⾕中学校 体育館入口横 3台
兵庫県 神⼾市⻄区 糀台小学校 体育館入口右側 3台
兵庫県 神⼾市中央区 こうべ市⺠福祉交流ｾﾝﾀｰ 事務所前 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市勤労会館体育館 2F ＥＶ横に設置 1台
兵庫県 神⼾市中央区 宮本小学校 体育館前 壁 3台
兵庫県 神⼾市中央区 春日野小学校 入口付近 3台
兵庫県 神⼾市中央区 雲中小学校 保健室横 3台
兵庫県 神⼾市中央区 葺合中学校 1F入口付近 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市⽴布引中学校 職員室入口左 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市⽴こうべまちづくり会館 入口前 電話置き台 1台
兵庫県 神⼾市中央区 ⽣涯学習支援センター 防災センタ横 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市⽴港島中学校 1階ホール玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市中央区 港島小学校 玄関 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾国際展示場（1・2号館） 2号館公衆ブース裏 3台
兵庫県 神⼾市中央区 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 2FＥＶ横 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市⽴⻘少年科学館 1Fトイレ横 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市⽴海外移住と文化の交流センター 入口付近 3台
兵庫県 神⼾市中央区 中央小学校 職員室出入口横廊下側 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市⽴こうべ小学校 図書室前 3台
兵庫県 神⼾市中央区 山の⼿小学校 玄関公衆電話横 3台
兵庫県 神⼾市中央区 湊小学校 玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市産業振興センター 2F入口右 1台
兵庫県 神⼾市中央区 葺合公⺠館別館 入口付近 1台
兵庫県 神⼾市中央区 神⼾市⽴中央体育館 事務所内 3台
兵庫県 神⼾市中央区 湊翔楠中学校 職員室前入口付近（窓枠下付近） 3台
兵庫県 神⼾市中央区 中央図書館 2号館閲覧室(3)廊下横 1台
兵庫県 神⼾市中央区 中央図書館 (空⽩) 1台
兵庫県 神⼾市中央区 市⽴神⼾⽣田中学校 会議室外 3台
兵庫県 神⼾市中央区 葺合高等学校 事務室内MDF下 3台
兵庫県 神⼾市中央区 上筒井小学校 管理室向い 3台
兵庫県 神⼾市中央区 筒井台中学校 職員室前 3台
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兵庫県 神⼾市中央区 渚中学校 校⻑室前 IDF 内 3台
兵庫県 神⼾市中央区 なぎさ小学校 EV横 電気室前壁 3台
兵庫県 神⼾市中央区 市⽴科学技術高等学校 1F体育館横 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 御蔵小学校 玄関ホール内体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 雲雀丘中学校 新館4F集会室前 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 真野小学校 2F体育館内ホール 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 神⼾市総合療育センター 玄関ホール内既設公衆横 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 五位の池小学校 正面玄関内 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 高取台中学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 ⻑田公⺠館 1Fホール入口左 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 駒ケ林中学校 武道館玄関内 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 ⻄代中学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 ⻑田中学校 体育館入口横 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 ⻑田南小学校 体育館正面玄関 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 丸山コミュニティ・センター 事務所前 2台
兵庫県 神⼾市⻑田区 丸山小学校 体育館1F通路 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 ⻑田小学校 3F講堂前ホール 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 室内小学校 玄関ホール管理員室横 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 丸山中学校 2F体育館 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 蓮池小学校 正面玄関内奥 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 池田小学校 サブエントランスホール内 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 ⻑田高等学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 宮川小学校 2F体育館内クラブハウス 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 育英高校 玄関入口 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 真陽小学校 男子トイレ横 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 神⼾市⽴地域人材支援センター 2Fエコエコ広場 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 夢野台高等学校 体育館器具倉庫内 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 名倉小学校 4F体育館ステージ横ホール 3台
兵庫県 神⼾市⻑田区 駒ヶ林小学校 クラブハウス前廊下 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 神⼾市⽴渦が森小学校 職員室前階段下 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 本山中学校 トイレ横 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 神⼾市⽴魚崎小学校 玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 神⼾市⽴魚崎中学校 既設公衆電話横 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 東灘体育館 1F体育館廊下 1台
兵庫県 神⼾市東灘区 灘中・高校 (空⽩) 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 御影北小学校 事務室入口 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 神⼾市⽴御影小学校 玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 御影高等学校 事務所入口右 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 御影公会堂 事務所入口左 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 御影中学校 体育館入口右 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 向洋中学校 職員室前入口横 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 六甲アイランド小学校 職員室向かい廊下 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 向洋小学校 玄関ホールトイレ横 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 住之江公⺠館別館 玄関入って事務所前付近 1台
兵庫県 神⼾市東灘区 住之江公⺠館 1Fロビー事務所前付近 1台
兵庫県 神⼾市東灘区 住吉中学校 既設公衆電話横 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 同朋住吉台こども園 1F電話盤中 1台
兵庫県 神⼾市東灘区 住吉小学校 職員室前MDF左 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 友⽣養護学校 2F 職員室前 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 呉田会館 (空⽩) 1台
兵庫県 神⼾市東灘区 甲南女子中・高校 1F受付 公衆電話横 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 東灘高校 (空⽩) 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 東灘小学校 職員室前 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 本山第⼆小学校 職員室出入口横 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 本庄小学校 多目的ホール内 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 本庄中学校 体育館樋東入口 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 本山南中学校 体育館 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 本山第三小学校 備蓄倉庫前 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 神⼾市⽴福池小学校 玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 本山南小学校 管理員室前 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 神⼾市⽴本山第一小学校 既設公衆電話横 3台
兵庫県 神⼾市東灘区 神⼾薬科⼤学 6号館 2Fラウンジ内 2台
兵庫県 神⼾市灘区 烏帽子中学校 ＰＳ横 3台
兵庫県 神⼾市灘区 稗田小学校 入口付近 3台
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兵庫県 神⼾市灘区 高羽小学校 校⻑室向かいEPS端子盤横 3台
兵庫県 神⼾市灘区 鷹匠中学校 2F図書室付近 3台
兵庫県 神⼾市灘区 上野中学校 管理員室前 3台
兵庫県 神⼾市灘区 神⼾高等学校 体育館倉庫内 3台
兵庫県 神⼾市灘区 王子スポーツセンター 食堂前 公衆電話横 3台
兵庫県 神⼾市灘区 灘小学校 玄関ホール 3台
兵庫県 神⼾市灘区 神⼾市⽴原田中学校 技術員室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市灘区 ⻄灘小学校 校⻑室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市灘区 ⻄郷小学校 職員室前入口左 3台
兵庫県 神⼾市灘区 ⻑峰中学校 1F相談室前廊下 3台
兵庫県 神⼾市灘区 鶴甲小学校 3F体育館倉庫入口 3台
兵庫県 神⼾市灘区 摩耶小学校 教育相談室前 3台
兵庫県 神⼾市灘区 六甲小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市灘区 成徳小学校 印刷室横 3台
兵庫県 神⼾市灘区 福住小学校 体育館 3台
兵庫県 神⼾市灘区 灘の浜小学校 会議室 2台
兵庫県 神⼾市灘区 神⼾市⽴美野丘小学校 職員室廊下 3台
兵庫県 神⼾市灘区 六甲山小学校 入口付近 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 鈴蘭台処理場 ２Fブロアー室前 1台
兵庫県 神⼾市兵庫区 兵庫中学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 神⼾祗園小学校（「祗」は「ネ」偏に「⽒」） 体育館2Fロビー 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 神⼾市⽴吉田中学校 正面玄関フロア内 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 夢野中学校 (空⽩) 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 神⼾市⽴浜山小学校 2F体育館南側袖口 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 須佐野中学校 玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 湊川中学校 正面玄関 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 会下山小学校 ピアノホール横玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 神⼾市⽴明親小学校 3F体育館倉庫内 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 水木小学校 3F体育館内開放管理室内 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 雪御所児童館 事務室前 1台
兵庫県 神⼾市兵庫区 神⼾市⽴兵庫⼤開小学校 入口右廊下 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 夢野の丘小学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 神⼾市兵庫区 高齢者ケアセンターひょうご ＥＶの横 1台
兵庫県 神⼾市兵庫区 神⼾市⽴和田岬小学校 3F講堂横備蓄室 3台
兵庫県 神⼾市北区 鵯台中学校 武道場入口左 3台
兵庫県 神⼾市北区 ひよどり台小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 花山小学校 施設開放事務所前 3台
兵庫県 神⼾市北区 君影小学校 玄関ロビー付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 桂木小学校 本館1階放送室横 3台
兵庫県 神⼾市北区 山田中学校 体育館裏倉庫内 3台
兵庫県 神⼾市北区 神⼾鈴蘭台高等学校 2F体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⾕上小学校 3F体育館⻄側階段横 3台
兵庫県 神⼾市北区 小部中学校 倉庫前階段横 3台
兵庫県 神⼾市北区 山田小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 藍那小河地域福祉センター 2F集会場 1台
兵庫県 神⼾市北区 北神⼾中学校 職員室前 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⿅の子台小学校 体育館前ホール 3台
兵庫県 神⼾市北区 桜の宮小学校 3F体育館前ロビー 3台
兵庫県 神⼾市北区 広陵中学校 体育館管理室前 3台
兵庫県 神⼾市北区 箕⾕小学校 体育館内1F家庭科準備室前 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⻑尾小学校 クラブハウス入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 星和台中学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 星和台小学校 正面玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⻄山小学校 (空⽩) 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⼤池小学校 入口付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⼤池中学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 泉台小学校 玄関付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⼤原中学校 倉庫入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 上⼤沢ふれあい会館 事務室前 1台
兵庫県 神⼾市北区 ⼤沢中学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⼤沢小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 桜の宮中学校 2F多目的ホール入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 淡河中学校 玄関 3台
兵庫県 神⼾市北区 淡河小学校 玄関入口 3台
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兵庫県 神⼾市北区 好徳小学校 体育館入口左 3台
兵庫県 神⼾市北区 広陵小学校 体育館ステージ横 3台
兵庫県 神⼾市北区 筑紫が丘小学校 多目的ホール内 3台
兵庫県 神⼾市北区 岩⾕公会堂 事務室前 1台
兵庫県 神⼾市北区 唐櫃小学校 3F体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 神⼾北高校 体育館1F武道場前 3台
兵庫県 神⼾市北区 唐櫃中学校 玄関 トイレ付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 六甲が丘会館 2F 事務所 1台
兵庫県 神⼾市北区 有野小学校 体育館入口公衆電話の横 3台
兵庫県 神⼾市北区 有野中学校 MDF横 3台
兵庫県 神⼾市北区 藤原台小学校 IDF横 3台
兵庫県 神⼾市北区 有野北中学校 1F⻄オープンスペース内 3台
兵庫県 神⼾市北区 道場小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 ⽣野自治会館 事務室前 1台
兵庫県 神⼾市北区 市⽴南五葉小学校 A棟南入口付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 八多中学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 八多小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 鈴蘭台中学校 入口付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 北五葉小学校 A棟南入口付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 有馬小学校 講堂入口横 3台
兵庫県 神⼾市北区 有野台小学校 体育館入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 有野東小学校 入口付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 有馬中学校 体育館入口⼿前 3台
兵庫県 神⼾市北区 五社ふれあい館 談話室 1台
兵庫県 神⼾市北区 甲緑小学校 体育館2階入口 3台
兵庫県 神⼾市北区 鈴蘭台小学校 体育館ロビー付近 3台
兵庫県 神⼾市北区 小部小学校 グランド正面玄関 AED横 3台
兵庫県 神⼾市北区 小部東小学校 正面玄関付近 3台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町保健福祉センター 1F和室廊下、特込BOX側面 1台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴市川中学校 体育館北側出入口、壁面 3台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴甘地小学校 体育館、トイレ横壁面 3台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町公⺠館 体育館玄関南側壁面 2台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴笠形会館 玄関 1台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴岡部会館 事務室内、玄関ロビー側カウンター上 1台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴瀬加小学校 体育館⻄側壁面 2台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴瀬加中学校 体育館スロープの出入口 2台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴鶴居中学校 体育館玄関、南側側面 3台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町就業改善センター 事務室内 1台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴川辺小学校 体育館、東側壁面 3台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町老人福祉センター 1F和室廊下、特込BOX側面 1台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町⽴鶴居小学校 体育館玄関、⻄側壁面 2台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町体育館 事務室内、既設電話プレート横 2台
兵庫県 神崎郡市川町 市川町武道館 事務室内、玄関ロビー側 2台
兵庫県 神崎郡神河町 神埼小学校 体育館出入口左側 2台
兵庫県 神崎郡神河町 越知⾕アクティブセンター 管理室前カウンター 2台
兵庫県 神崎郡神河町 神河町⽴寺前小学校 体育館内玄関ホールBOX付近 2台
兵庫県 神崎郡神河町 神河町⽴神河中学校 体育館事務室 2台
兵庫県 神崎郡神河町 神崎体育センター 体育館 2台
兵庫県 神崎郡神河町 センター⻑⾕ 1F 受付カウンター 2台
兵庫県 神崎郡神河町 神河町⺠体育館 事務室 2台
兵庫県 神崎郡神河町 神河町⽴南小田小学校 体育館 出入口右側 1台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町⽴高岡小学校 体育館 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町⽴図書館 事務所 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町⽴田原小学校 下駄箱 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 サルビア会館 1F和室 1台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町⽴福崎東中学校 体育館 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町⽴福崎小学校 体育館 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町⽴八千種小学校 体育館 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 八千種研修センター 1Fホール 1台
兵庫県 神崎郡福崎町 春日ふれあい会館 エントランス 2台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町第２体育館 体育館 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 エルデホール 管理室受付窓付近 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町文化センター 1F小ホール 2台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町第１体育館１F 事務所 1台
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兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町第１体育館２F 2F球技室 3台
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎町⽴福崎⻄中学校 下駄箱 3台
兵庫県 ⻄宮市 広田小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 安井小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 安井市⺠館 1F廊下 1台
兵庫県 ⻄宮市 夙川公⺠館 1階受付窓口 付近 1台
兵庫県 ⻄宮市 香櫨園市⺠館分館 1階ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 中央体育館 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 学文中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 県⽴鳴尾高等学校 体育館 2台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾北小学校 体育館講堂 3台
兵庫県 ⻄宮市 学文公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾センター 3F廊下 1台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾東小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 瓦林小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 瓦木公⺠館 1Fフロアー 1台
兵庫県 ⻄宮市 夙川小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 浜脇中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 苦楽園市⺠館 1階ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 苦楽園中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 県⽴⻄宮北高等学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 苦楽園小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 県⽴⻄宮香風高等学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 市⽴⻄宮東高等学校 体育館前 3台
兵庫県 ⻄宮市 甲子園浜小学校 体育館講堂 3台
兵庫県 ⻄宮市 浜甲子園中学校 体育館前 3台
兵庫県 ⻄宮市 南甲子園公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 上甲子園公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 上甲子園センター 1F廊下 1台
兵庫県 ⻄宮市 上甲子園小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 甲子園口市⺠館 1F玄関ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 春風公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 ⻄宮支援学校 体育館 1台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾中学校 格技室前 3台
兵庫県 ⻄宮市 網引市⺠館 集会室前 1台
兵庫県 ⻄宮市 八ツ松市⺠館 1Fホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 甲東センター 3Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 甲陽園小学校 体育館講堂 3台
兵庫県 ⻄宮市 甲陽園市⺠館 1Fホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 市⽴⻄宮高等学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 市⺠交流センター 事務所受付横 1台
兵庫県 ⻄宮市 中央公⺠館（プレラ⻄宮／５階中央公⺠館） 公⺠館受付前 1台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾南中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 高須小学校 図工準備室前 3台
兵庫県 ⻄宮市 高須公⺠館 2Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 県⽴⻄宮南高等学校 1F食堂前 3台
兵庫県 ⻄宮市 高須⻄小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 高須中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 高木小学校 体育館出入口 3台
兵庫県 ⻄宮市 高木公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 高木市⺠館 1階廊下 1台
兵庫県 ⻄宮市 今津南市⺠館 管理人室前 1台
兵庫県 ⻄宮市 真砂中学校 格技室前 3台
兵庫県 ⻄宮市 今津体育館 体育館 2台
兵庫県 ⻄宮市 今津公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 今津小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 今津中学校 体育館講堂出入口 3台
兵庫県 ⻄宮市 ⼤社小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 山口公⺠館 1Fエレベータ横 1台
兵庫県 ⻄宮市 山口小学校 北館1F地域交流センター内入口右側 3台
兵庫県 ⻄宮市 山口中学校 体育館→体育館３Ｆ 3台
兵庫県 ⻄宮市 旧船坂小学校 事務所付近 2台
兵庫県 ⻄宮市 市庭市⺠館 1Fホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 浜甲子園センター 1F玄関ホール 1台
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兵庫県 ⻄宮市 浜甲子園体育館 １Ｆロビー 3台
兵庫県 ⻄宮市 小松小学校 体育館2F 3台
兵庫県 ⻄宮市 小松センター 管理人室前 1台
兵庫県 ⻄宮市 勤労会館 玄関ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 北甲子園口市⺠館 1F玄関ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 上ケ原中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 上ケ原南小学校 図書室前廊下 3台
兵庫県 ⻄宮市 上ケ原市⺠館 1F玄関ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 上ケ原小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 瓦林公園センター 1Fホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 春風小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 上甲子園中学校 体育館前 3台
兵庫県 ⻄宮市 甲陵中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 甲東公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 県⽴⻄宮高等学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 甲武体育館 体育館 2台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾体育館 体育館 2台
兵庫県 ⻄宮市 北瓦木センター カミノチョウ4L3R2 1台
兵庫県 ⻄宮市 深津小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 深津中学校 東玄関 → 2F 3台
兵庫県 ⻄宮市 中央体育館分館 体育館 2台
兵庫県 ⻄宮市 ⼤社中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 神原小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 神原公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 甲東小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 ⽣瀬市⺠館 事務室受付横 1台
兵庫県 ⻄宮市 ⽣瀬小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 ⻄宮浜公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 ⻄宮浜中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 ⻄宮浜小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 若竹公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 用海公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 北夙川小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 香櫨園市⺠センター 集会室1横の柱 1台
兵庫県 ⻄宮市 夙東市⺠館 1F玄関ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 教育文化センター 2F廊下 1台
兵庫県 ⻄宮市 瓦木小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 六軒市⺠館 1F玄関ロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 広田山荘 1F広間 1台
兵庫県 ⻄宮市 夙川⻄市⺠館 1Fホール内 1台
兵庫県 ⻄宮市 平木市⺠館 1F廊下 1台
兵庫県 ⻄宮市 段上センター（共同利用センター） 1Fホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 段上公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 段上⻄小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 段上小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 中市⺠館 1F玄関ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 香櫨園市⺠館 1F玄関ホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 香櫨園小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 津門市⺠館 事務所カウンター 1台
兵庫県 ⻄宮市 津門小学校 体育館出入口 3台
兵庫県 ⻄宮市 教育会館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 東山台小学校 体育館入口 3台
兵庫県 ⻄宮市 塩瀬体育館 体育館 2台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾東公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 南甲子園小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 能登運動場 管理棟 1台
兵庫県 ⻄宮市 柏堂市⺠館 1階エントランスホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 甲武中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 樋ノ口小学校 体育館入口通路 3台
兵庫県 ⻄宮市 北夙川体育館 1Fホール（自販機横） 2台
兵庫県 ⻄宮市 越木岩公⺠館 1F事務所横 1台
兵庫県 ⻄宮市 県⽴⻄宮今津高等学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 浜脇公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 浜脇小学校 体育館 3台
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兵庫県 ⻄宮市 高木センター 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 平木小学校 体育館出入口 3台
兵庫県 ⻄宮市 平木中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 北六甲台小学校 2F印刷室前ローカ壁側 3台
兵庫県 ⻄宮市 名塩小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 塩瀬公⺠館 1階フロアー（支所） 1台
兵庫県 ⻄宮市 塩瀬中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾中央センター（⻄宮市役所鳴尾支所） 1Fエレベーターホール 1台
兵庫県 ⻄宮市 鳴尾小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 瓦木中学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 ⼤社公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 用海小学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄宮市 上ケ原公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 ⻄宮市 県⽴⻄宮甲山高等学校 体育館 1F 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴芳田の里ふれあい館 事務室 1台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴楠丘小学校 体育館玄関右側 2台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴⿊田庄中学校 武道館 2台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴桜丘小学校 体育館ゲタ箱前 2台
兵庫県 ⻄脇市 ⿊っこプラザ 事務室前 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⿊田庄福祉センター ホール 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⿊田庄体育センター 体育館ロビー 2台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市天神池スポーツセンター 事務所前 2台
兵庫県 ⻄脇市 北はりま田園空間博物館総合案内所 事務所 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴⻄脇東中学校 校舎玄関内 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴双葉小学校 体育館玄関前 1台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴⻄脇中学校 体育館入口 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴⻘年の家 事務所 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴隣保館上野会館 ホール 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴日野小学校 体育館出入口 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴⻄脇小学校 体育館 2台
兵庫県 ⻄脇市 播磨内陸⽣活文化総合センター １F事務所内 1台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市総合市⺠センター 体育館前 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴⼤野隣保館 事務所 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴比延小学校 体育館 2台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市日野体育センター 体育館 1台
兵庫県 ⻄脇市 北はりま職業訓練センター 事務所受付付近 2台
兵庫県 ⻄脇市 兵庫県⽴⻄脇工業高等学校 体育館 3台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴重春小学校 体育館事務所内 1台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴⻄脇南中学校 体育館 2台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市⽴芳田小学校 体育館出入口 1台
兵庫県 ⻄脇市 ⻄脇市総合福祉センター萩ヶ瀬会館 事務所受付カウンター 3台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴子育て学習センター 玄関ロビー 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴上郡中学校 体育館 玄関ロビーまたは廊下の公衆電話横 3台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴山野里小学校 体育館 玄関ロビー右側 3台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴働く婦人の家 玄関ロビー 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴児童館 玄関ロビー 左側 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴上郡公⺠館 事務室内 カウンター下 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴上郡小学校 体育館 出入口左側 3台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽣涯学習支援センター 玄関ロビー 3台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴保健センター つばき会館 玄関ロビー 2台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 兵庫県⽴上郡高等学校 体育館 玄関ロビー右側 2台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴スポーツセンター 体育館 玄関ホール 3台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴高田公⺠館 玄関ホール 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴高田幼稚園 事務室内 受付カウンター横 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴高田小学校 体育館 出入口右側ドア横 3台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴船坂公⺠館 受付カウンター 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 旧上郡町⽴船坂小学校 体育館 ⻄側出入口 2台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 旧上郡町⽴船坂幼稚園 事務室 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴老人福祉センター 玄関ロビー 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴鞍居公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴鞍居幼稚園 事務室内 1台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴鞍居小学校 校舎玄関ロビー 2台
兵庫県 ⾚穂郡上郡町 旧上郡町⽴梨ケ原小学校 体育館 出入口右側下駄箱 2台
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兵庫県 ⾚穂郡上郡町 上郡町⽴梨ケ原公⺠館 事務室内 受付カウンター 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市尾崎公⺠館 事務室玄関ロビー側 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴⾚穂⻄中学校 事務室 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴⾚穂中学校 体育館左出入口付近 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴⾚穂小学校 玄関ホール前、壁画の横 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴⾚穂幼稚園 玄関ホール 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⺠会館 玄関ホール内、事務室入口側壁面 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴塩屋幼稚園 玄関ホール 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴塩屋保育所 玄関ホール 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市塩屋公⺠館 事務室 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴塩屋小学校 事務室 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴高雄幼稚園 1F玄関ロビー 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴高雄小学校 事務室内、玄関ロビー側 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市高雄公⺠館 玄関ロビー屋の棚 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴坂越幼稚園 1F 玄関ホール正面 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴坂越保育所 1F 玄関ロビー正面 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市坂越公⺠館 事務室前のカウンター 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴坂越小学校 事務室 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴城⻄幼稚園 玄関ホール 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市城⻄公⺠館 玄関ロビー屋の棚 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴城⻄小学校 事務室 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴尾崎保育所 玄関ホール 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴有年小学校 玄関ロビー 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴⾚穂保育所 玄関ホール 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴図書館 1F MDF BOX内 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴⾚穂東中学校 事務室 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市御崎公⺠館 講堂 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴御崎小学校 事務室 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴御崎幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴御崎保育所 玄関ホール 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴有年保育所 1F廊下 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市有年公⺠館 事務室玄関側棚の上 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴有年幼稚園 1F 事務室前 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴有年中学校 MDF室前 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴尾崎小学校 事務室外のカウンター上 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴尾崎幼稚園 1F玄関ホール 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴坂越隣保館 玄関ホール 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴坂越中学校 事務室 3台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市福浦コミュニティーセンタ 玄関ロビー 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴原幼稚園 1階事務室⻄側 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴原小学校 玄関ホール 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴有年隣保館 1F 玄関ロビー正面 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴⾚穂⻄小学校 事務室 2台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⽴⾚穂⻄幼稚園 1F玄関ロビー 1台
兵庫県 ⾚穂市 ⾚穂市⾚穂⻄公⺠館 玄関ロビー奥の棚 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市けやき坂公⺠館 集会室 公衆電話横 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴けやき坂小学校 本館1Fロビー 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴川⻄小学校 2F事務所前、公衆電話横 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴栄根会館 1F玄関出入口付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴下加茂会館 1F玄関受付付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴加茂第⼆会館 1F玄関右側付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴加茂幼稚園 1F職員室前廊下 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市コミュニティセンター加茂ふれあい会館 1F 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴加茂小学校 事務室前公衆電話横 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴加茂会館 管理室前 公衆電話横 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市総合体育館 事務所横 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴花屋敷会館 2F玄関 既設ピンク電話横 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴川⻄北小学校 事務室外廊下 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴北陵小学校 集会室 公衆電話横 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市北陵公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴久代幼稚園 1F遊戯室前廊下 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴久代会館 1F玄関入口 公衆電話横 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴北久代会館 1F玄関出入口付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市川⻄南公⺠館 事務所カウンター上 1台
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兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴久代老人福祉ｾﾝﾀｰ・久代児童センター 1Fロビー 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴久代春日会館 1F玄関受付付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴久代小学校 体育館 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴川⻄南中学校 事務室前廊下 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴⻄久代会館 1F玄関受付付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴東⾕中学校 体育館3F入口付近 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴東⾕公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴東⾕幼稚園 1F職員室前廊下 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴東⾕小学校 事務室前廊下 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市緑台公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴緑台小学校 事務室前廊下 2台
兵庫県 川⻄市 兵庫県⽴川⻄緑台高等学校 玄関 事務室前 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴緑台中学校 職員室前廊下 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴陽明小学校 体育館 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴寺畑会館 玄関入口付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴川⻄幼稚園 職員室 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴小花会館 1F出入口付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴鶴寿会館 事務室前 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴川⻄中学校 体育館ステージ 左側 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴多田中学校 体育館入口 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴松風幼稚園 職員室入口付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴清和台中学校 体育館1Fポンプ室横 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市清和台公⺠館 受付窓口横 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴清和台南小学校 体育館1Fウッディホール内 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴清和台小学校 体育館 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴清和台幼稚園 球戯室前廊下 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴多田小学校 2F  公衆電話横 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴多田幼稚園 議室前廊下 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市多田公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市コミュニティセンター多田東会館 玄関入口右横 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市コミュニティセンター牧の台会館 1F給湯室前付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴牧の台小学校 会議室横 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴牧の台幼稚園 2F遊戯室前廊下 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市一の鳥居老人福祉センター 事務室前 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴東久代春日会館 1F玄関受付付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴東久代会館 1F玄関入口 既設公衆電話横 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴多田東小学校 体育館入口 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴明峰中学校 事務所公衆電話付近 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴南花屋敷会館 2F玄関 既設ピンク電話横 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴南花屋敷中央会館 玄関入口付近 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市総合センター 1Fロビー交流サロン前 1台
兵庫県 川⻄市 桜が丘小学校 事務所横 2台
兵庫県 川⻄市 兵庫県⽴川⻄明峰高等学校 2F 体育館講堂入口付近 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市⽴明峰小学校 体育館3Fピアノ下 3台
兵庫県 川⻄市 川⻄市明峰公⺠館 1F東出入口 1台
兵庫県 川⻄市 川⻄市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 事務所入口 1台
兵庫県 川⻄市 兵庫県⽴川⻄北陵高等学校 玄関入口 事務室前  公衆電話横 2台
兵庫県 川⻄市 川⻄市緑台老人福祉センター 2F 事務室前 公衆電話横 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴つつじが丘幼稚園 遊戯室前廊下 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴つつじが丘小学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴中⾕中学校 体育館出入口付近 3台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴六瀬幼稚園 遊戯室前 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴六瀬中学校 格技室前 3台
兵庫県 川辺郡猪名川町 兵庫県⽴猪名川高等学校 体育館1F 3台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町保健センター 1Fエントランス 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴猪名川保育園 玄関横 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴猪名川幼稚園 職員室前廊下 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴松尾台小学校 体育館入口 3台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴松尾台幼稚園 遊戯室前廊下 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川甲英高等学院 体育館エントランス 2台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴⼤島小学校 体育館入口付近 2台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴猪名川小学校 体育館トイレ横付近 3台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴猪名川中学校 1Fホール内 3台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴⽣涯学習センター 1Fエントランス 1台
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兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴文化体育館 会議室横 2台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴⽩金小学校 体育館入口 3台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町B＆G海洋センター 事務室横 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町総合福祉センター（ゆうあいセンター） エントランス（ピンク電話横） 1台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴スポーツセンター 玄関ホール下駄箱付近 2台
兵庫県 川辺郡猪名川町 猪名川町⽴楊津小学校 体育館入口付近 2台
兵庫県 相⽣市 市⺠体育館 1F 事務室受付窓口横 2台
兵庫県 相⽣市 中央小学校 1F事務室前 1台
兵庫県 相⽣市 中央幼稚園 1F 職員室内 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣市看護専門学校 1F 職員室前通路 1台
兵庫県 相⽣市 双葉小学校 1F玄関ロビー、公衆電話跡 1台
兵庫県 相⽣市 東部公⺠館 事務室内公衆プレート 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣市⽴佐方福祉センター 玄関入口 1台
兵庫県 相⽣市 兵庫県⽴相⽣高等学校 1F 事務室内 カウンター下 1台
兵庫県 相⽣市 陸公⺠館 1F 事務室内玄関ロビー出入口 1台
兵庫県 相⽣市 山⼿幼稚園 1F 事務室内 1台
兵庫県 相⽣市 矢野川中学校 1F 事務室内廊下側 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣市⽴上松隣保館 1F 玄関出入口 1台
兵庫県 相⽣市 若狭野小学校 事務室内廊下側 1台
兵庫県 相⽣市 矢野川幼稚園 1F 職員室前 1台
兵庫県 相⽣市 若狭野多目的研修センター 事務室内、玄関ロビー側 1台
兵庫県 相⽣市 ⻘葉台小学校 1F事務室内、カウンターの上 1台
兵庫県 相⽣市 あおば幼稚園 1F 職員室前 1台
兵庫県 相⽣市 兵庫県⽴相⽣産業高等学校 1F事務室前 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣小学校 1F事務室内、カウンター下に設置 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣幼稚園 1F 職員室前 1台
兵庫県 相⽣市 双葉中学校 1F事務室横の公衆電話と並んで設置 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣市⽴相⽣保育所 1F 乳児室前 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣公⺠館 玄関ロビー付近 1台
兵庫県 相⽣市 ⻄部公⺠館 1F 事務室内玄関ロビー側 電話プレート 1台
兵庫県 相⽣市 那波中学校 1F事務室内、カウンターの下 1台
兵庫県 相⽣市 那波小学校 1F事務室内 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣市⽴⽣きがい交流センター 1F 玄関ロビー出入口 1台
兵庫県 相⽣市 平芝幼稚園 1F 職員室内 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣市⽴平芝保育所 1F 職員室前 1台
兵庫県 相⽣市 矢野公⺠館 1F 事務室内玄関ロビー側 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣市⽴矢野川保育所 1F職員室前 1台
兵庫県 相⽣市 矢野小学校 2F 事務室内廊下側 1台
兵庫県 相⽣市 相⽣市⽴ふるさと交流館 1F 玄関出入口 1台
兵庫県 相⽣市 こども学習センター 1F 子育て学習センター事務室内 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴松井小学校 体育館 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴杉原⾕小学校 体育館 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町加美北部体育館 体育館 1台
兵庫県 多可郡多可町 町⽴幼児ふれあい交流センター MDF内 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町加美コミュニティプラザ 施設1階 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町加美体育館 体育館 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴加美中学校 体育館 3台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴中町中学校 体育館 3台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴中町幼稚園 施設1階 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町中央公園北アリーナ 体育館 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町健康福祉センター「アスパル」 施設1F 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴中町南小学校 体育館 3台
兵庫県 多可郡多可町 多可町農村環境改善センター「グリーンプラザ」 施設1階 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴中町北小学校 体育館 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町農村婦人の家 施設1F 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町文化会館「ベルディーホール」 施設1F 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町隣保館「ふれあいセンター」 施設1階 1台
兵庫県 多可郡多可町 ビジターセンター「那珂ふれあい館」 施設1F 1台
兵庫県 多可郡多可町 兵庫県⽴多可高等学校 事務所内 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町中央公⺠館 施設1F 1台
兵庫県 多可郡多可町 稲荷コミュニティセンター 1F玄関の右側付近 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴八千代北小学校 体育館事務所内 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴幼児ふれあい交流センター「キッズランドやちよ」 教材庫内MDF 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴八千代⻄小学校 体育館 2台
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兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴八千代南小学校 体育館 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町高齢者・障害者等活動及び⽣活支援促進施設「ささゆりふれあいセンター」施設1階 1台
兵庫県 多可郡多可町 多可町ガルテン八千代体育館 体育館 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町八千代コミュニティプラザ 施設1階 2台
兵庫県 多可郡多可町 多可町⽴八千代中学校 体育館 2台
兵庫県 丹波市 小川小学校 体育館舞台左側 1台
兵庫県 丹波市 小川地域づくりセンター 事務所前付近 1台
兵庫県 丹波市 上久下地域づくりセンター ロビー内付近 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴上久下小学校 体育館 湯沸し室 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴山南住⺠センター 1F事務所カウンター内 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴久下小学校 体育館 湯沸し室 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴山南中学校 玄関前既設公衆電話付近 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴和田小学校 体育館AED横 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴和田中学校 ⽣徒出入口公衆電話機付近 2台
兵庫県 丹波市 和田地域づくりセンター 事務室内の電話配管口付近 1台
兵庫県 丹波市 美和コミュニティセンター 事務所の壁BOX付近 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴三輪小学校 体育館入口左側 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴市島中学校 体育館内BOXの下 2台
兵庫県 丹波市 前山コミュニティセンター 事務所の壁BOX付近 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴前山小学校 体育館入口 3台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴吉見小学校 体育館内端子盤付近 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴市島農村環境改善センター 事務所内出入口付近 3台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴ライフピアいちじま 事務所前 既設ピンク電話横 3台
兵庫県 丹波市 鴨庄コミュニティセンター 事務所の壁BOX付近 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴鴨庄小学校 体育館内左側小カウンター 2台
兵庫県 丹波市 竹田コミュニティセンター 事務所の壁BOX付近 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴竹田小学校 体育館内器具庫内 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴⼤路小学校 体育館内下駄箱 防災箱横 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴進修小学校 体育館内 1台
兵庫県 丹波市 国領ふるさと館 玄関左カウンター 1台
兵庫県 丹波市 丹波市春日福祉センター「ハートフルかすが」 自動販売機前 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴⿊井小学校 体育館2Fミーティングルーム 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴春日住⺠センター 子育て学習事務所前 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴老人福祉センター三尾荘 事務所内 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴老人福祉センターふなき荘 玄関 喫煙テーブル横 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴春日部小学校 体育館内 1台
兵庫県 丹波市 丹波市老人福祉センター春日部荘 事務所内 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴船城小学校 体育館踊り場 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴春日中学校 体育館内準備室 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴⻘垣住⺠センター MDF付近 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴佐治小学校 体育館内下駄箱付近 2台
兵庫県 丹波市 兵庫県⽴氷上⻄高等学校 体育館内下駄箱付近 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴遠阪小学校 体育館下駄箱左側 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴⻘垣中学校 2F体育館下駄箱上 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴芦田小学校 体育館内ミーティングルーム 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴神楽小学校 体育館内左袖室 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴新井小学校 体育館入口 既設ピンク電話横 2台
兵庫県 丹波市 兵庫県⽴柏原高等学校 旧体育館2F 2台
兵庫県 丹波市 丹波市柏原福祉センター「木の根センター」 会議室入口外付近 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴柏原住⺠センター ロビー エレベータ付近 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴崇広小学校 体育館横 旧ガスボンベ置場 2台
兵庫県 丹波市 新井ふれあいセンター 1F事務所付近（旧公衆電話場所） 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴北小学校 体育館入口 2台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴⻄小学校 体育館下駄箱 2台
兵庫県 丹波市 丹波市氷上健康福祉センター 事務所前 1台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴氷上住⺠センター 公衆電話（ピンク電話）横 3台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴氷上中学校 体育館内準備室 3台
兵庫県 丹波市 丹波市⽴中央小学校 体育館内 下駄箱横 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴⻄紀体育館 事務室前カウンター 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴⻄紀中学校 ⽣徒玄関口 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⻄紀老人福祉センター 1Fロビー 2台
兵庫県 丹波篠山市 兵庫県⽴篠山産業高等学校 体育館内倉庫BOX下 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴篠山総合スポーツセンター ロビー 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴後川複合教育施設 体育館内ステージ左側 3台
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兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴城北小学校 体育館 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴⻄紀南小学校 本館1F廊下 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴今田小学校 体育館 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市今田健康増進センター 1Fロビー 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴今田中学校 体育館 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴今田まちづくりセンター 事務所カウンター 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴今田体育館 体育館内左袖室 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市保健センター ロビー 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴城南小学校 体育館 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴⻄紀小学校 体育館（左舞台袖室） 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴岡野小学校 体育館ロビー 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴雲部複合教育施設 体育館内ステージ左側 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴篠山東中学校 体育館前ロビー 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴村雲小学校 校舎玄関前横ピロティ 3台
兵庫県 丹波篠山市 兵庫県⽴篠山鳳鳴高等学校 体育館 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴川代体育館 体育館入口右側カウンター 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴⼤山小学校 職員室内事務方カウンター 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴篠山養護学校 ロビー 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴⼤芋小学校 校舎玄関右側ポスト付近 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴篠山中学校 防災BOX 3台
兵庫県 丹波篠山市 兵庫県⽴篠山産業高等学校丹南校 既設公衆電話付近 1台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴城東小学校 体育館下駄箱上 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴Ｂ＆Ｇ海洋センター B＆G海洋センタ内事務所前カウンター 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴城東公⺠館 1Fロビー 公衆電話跡 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴古市小学校 体育館 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴畑小学校 玄関入る左側事務所 3台
兵庫県 丹波篠山市 兵庫県⽴篠山東雲高等学校 体育館内事務室 1台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴福住小学校 体育館 3台
兵庫県 丹波篠山市 たんば田園交響ホール ロビー 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴篠山小学校 講堂 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴⻄紀北小学校 体育館（右舞台袖室） 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市基幹集落センター 事務所カウンター 1台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴丹南中学校 現用公衆電話機横 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴味間小学校 体育館前消火栓横 3台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴丹南健康福祉センター ロビー 2台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴四季の森⽣涯学習センター⻄館 事務所カウンター 6台
兵庫県 丹波篠山市 篠山市⽴八上小学校 北館校舎入口右下駄箱上 3台
兵庫県 淡路市 淡路市⽴岩屋中学校 体育館準備室前 3台
兵庫県 淡路市 淡路市⽴⽯屋小学校 体育館中央入口左側付近 3台
兵庫県 淡路市 淡路市⽴学習小学校 体育館男子トイレ付近 3台
兵庫県 淡路市 淡路市⽴東浦中学校 体育館玄関左トイレ付近 3台
兵庫県 淡路市 淡路市⽴津名中学校 体育館 3台
兵庫県 朝来市 朝来市朝来福祉会館 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴山口小学校 体育館 出入口左側下駄箱の横 2台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴中川小学校 体育館 出入口左側下駄箱の横 2台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴粟⿅小学校 体育館 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴梁瀬中学校 体育館 2台
兵庫県 朝来市 朝来市さんとう緑風ホール 2階ホール ステージ 3台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴与布土小学校 体育館 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴梁瀬小学校 体育館2階入口 2台
兵庫県 朝来市 朝来市山東公⺠館 2階⼤集会場 2台
兵庫県 朝来市 朝来市山東体育館 体育館 出入口右側 1台
兵庫県 朝来市 朝来市あさご・ささゆりホール 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴朝来中学校 体育館 3台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴⽣野小学校 体育館 出入口左側下駄箱の横 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽣野マインホール 1階ホール前 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴⽣野中学校 町⺠体育館 出入口左側下駄箱の横 1台
兵庫県 朝来市 兵庫県⽴⽣野高等学校 校舎1階 玄関ロビー横 1台
兵庫県 朝来市 朝来体育館 玄関付近 3台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴竹田小学校 体育館1F 会議室内 1台
兵庫県 朝来市 朝来市和田山農業振興ｾﾝﾀｰ（⼤蔵地区市⺠会館） 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴⼤蔵小学校 体育館 旧スポーツ21の部屋 1台
兵庫県 朝来市 朝来市和田山公⺠館 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市和田山ジュピターホール 1階事務室前 1台
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兵庫県 朝来市 朝来市和田山体育センター 事務室内 3台
兵庫県 朝来市 朝来市和田山婦人・若者等活動促進施設(糸井地区市⺠会館) 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴糸井小学校 体育館 出入口右側サッシの横サン 2台
兵庫県 朝来市 朝来市竹田地区コミュニティセンター(竹田地区市⺠会館) 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市和田山農村環境改善ｾﾝﾀｰ(東河地区市⺠会館) 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴糸井小学校朝日分校 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市多世代交流センター 事務室内 机横の板に取付 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴東河小学校 体育館 旧スポーツ21の部屋内 2台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴竹田小学校藤和分校 公⺠館 1台
兵庫県 朝来市 朝来市枚田岡会館 事務室内 受付付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴和田山中学校 新東校舎内 Ｅ1Ｔ-1BOX内 2台
兵庫県 朝来市 朝来市和田山老人福祉センター（和田山地区市⺠会館） 玄関付近 1台
兵庫県 朝来市 朝来市⽴枚田小学校 体育館 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市丸山地区公⺠館 1F電話盤内 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市阿那賀地区公⺠館 1F事務室内 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴阿万小学校 校舎1F公衆電話横 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市阿万地区公⺠館 1F和室入口 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市伊加利地区公⺠館 1F会議室 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴榎列小学校 体育館玄関 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴賀集小学校 職員室横通路 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市賀集地区公⺠館 受付窓口横 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市緑市⺠センター（公⺠館） 事務所カウンター 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市・洲本市組合⽴広田中学校 体育館玄関 下駄箱 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市三原公⺠館（中央公⺠館） 玄関ロビー付近 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴三原中学校 体育館2F（玄関真上） 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴市小学校 体育館前学童保育室 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市三原志知公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴旧三原志知小学校 体育館玄関 下駄箱 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴志知小学校 体育館玄関 下駄箱 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⻄淡志知公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴⻄淡中学校 校舎玄関 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴松帆小学校 3階ランチルーム 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市松帆活性化センター 施設2F通路部分 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市沼島総合センター 2F⼤集会室付近 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴沼島小学校 2階コンピューター室 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴神代小学校 体育館（玄関フロア扉右上） 2台
兵庫県 南あわじ市 潮美台地区公⺠館 事務所内 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴南淡中学校 校舎正面玄関 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴辰美小学校 用務員室（電話盤内） 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴旧灘小学校 体育館玄関 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市灘地区公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴旧灘保育所 事務所内 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴八木小学校 体育館玄関 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴福良小学校 体育館2階通路部分 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市福良地区公⺠館 玄関ロビー 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴北阿万小学校 体育館玄関 2台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市北阿万地区公⺠館 受付窓口横 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市湊地区公⺠館 1F事務所内 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴湊小学校 クラブハウス内 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市緑防災センターしづおり館 事務所内 1台
兵庫県 南あわじ市 南あわじ市⽴旧倭文中学校 体育館玄関 下駄箱 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⼤島小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴下坂部小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⼤成中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴金楽寺小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⽴花小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⽴花北小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⼾ノ内会館 出入口 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴尼崎双星高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴浦風小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴杭瀬小学校 体育館 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴杭瀬小学校 体育館入口 2台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⼤庄中学校 体育館内 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⽴花南小学校 体育館入口 3台
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兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴園田南小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴小園小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴小園中学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴尼崎高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⽴花中学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴武庫北小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴園田中学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴園田小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 園田東⽣涯学習プラザ ３Ｆ 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴小田北中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴神崎総合センター 出入口 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴水堂小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴水堂総合センター 出入口 1台
兵庫県 尼崎市 中央地区会館 体育館 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴常陽中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴小田中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴成良中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴難波の梅小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴今北総合センター 出入口 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⼤庄小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⼤庄北中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 県⽴尼崎⻄高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴成文小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 ⼤庄北⽣涯学習プラザ (空⽩) 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴園田北小学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 県⽴尼崎稲園高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴潮小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 県⽴尼崎工業高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 小田南⽣涯学習ラザ (空⽩) 1台
兵庫県 尼崎市 県⽴尼崎小田高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⻑洲小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴清和小学校 体育館 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴清和小学校 体育館入口 2台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⽴花公⺠館 体育館 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴塚口小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 県⽴尼崎北高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴尼崎北小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴塚口総合センター 出入口 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴園和北小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 園田競馬場 (空⽩) 2台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴園和小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴園田東中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴園田東小学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴日新中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴中央中学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴上坂部小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 中央北⽣涯学習プラザ (空⽩) 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴難波小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴わかば⻄小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴七松小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴明城小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴南武庫之荘総合センター 出入口 2台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴⽴花⻄小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴南武庫之荘中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴浜小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴浜田小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴塚口中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 武庫⻄⽣涯学習プラザ (空⽩) 1台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴武庫の里小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴武庫中学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴武庫小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴武庫南小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴武庫東小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴武庫東中学校 体育館入口 3台
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兵庫県 尼崎市 県⽴武庫荘総合高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴武庫庄小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴成徳小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴琴ノ浦高等学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 県⽴尼崎高等学校 体育館 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴竹⾕小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 尼崎市⽴名和小学校 体育館入口 3台
兵庫県 尼崎市 上尼崎市⽴地域総合センター（上ノ島分館） 上ノ島分館 1台
兵庫県 美方郡香美町 奥佐津地区公⺠館 事務所1FIDF下 1台
兵庫県 美方郡香美町 佐津地区公⺠館 事務所1FIDF下 1台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴佐津小学校 印刷、教具室 1台
兵庫県 美方郡香美町 香住文化会館 3Fロビー 3台
兵庫県 美方郡香美町 香住区中央公⺠館 事務所 3台
兵庫県 美方郡香美町 香住老人福祉センター 3F⼤集会室 2台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴香住小学校 職員室 2台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴香住第一中学校 職員室 3台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴奥佐津小学校 印刷、教具室 1台
兵庫県 美方郡香美町 柴山地区公⺠館 事務所1FIDF下 1台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴柴山保育所 事務所 休憩室内 1台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴柴山小学校 職員室（MDF下へローゼット設置） 2台
兵庫県 美方郡香美町 香住地域福祉センター 3F⼤集会室 3台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴⻑井小学校 職員室前廊下 1台
兵庫県 美方郡香美町 ⻑井地区公⺠館 事務所1F 1台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴香住第⼆中学校 体育館ステージ左側 2台
兵庫県 美方郡香美町 兵庫県⽴香住高等学校 事務室後MDF 3台
兵庫県 美方郡香美町 余部地区公⺠館 事務所1F 1台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴余部小学校 玄関前廊下 1台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴余部小学校御崎分校 職員室 1台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴小代小学校 体育館 3台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴小代中学校 体育館 3台
兵庫県 美方郡香美町 おじろドーム ホール入口左側 2台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴小代認定こども園 入口横事務所 1台
兵庫県 美方郡香美町 秋岡へき地保育所 玄関左側下駄箱横 1台
兵庫県 美方郡香美町 小代物産館 2階但馬牛博物館入口 1台
兵庫県 美方郡香美町 香美町役場小代地域局 ステージ控室 1台
兵庫県 美方郡香美町 小代区総合センター 3Fホールステージ横 1台
兵庫県 美方郡香美町 小代基幹集落センター 1F事務所前 MDF横 1台
兵庫県 美方郡香美町 高齢者⽣活支援センターいこの里 入口横事務室前 1台
兵庫県 美方郡香美町 山田体育館 体育館事務所内 1台
兵庫県 美方郡香美町 射添地区公⺠館 事務所1FIDF下 2台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴射添小学校 体育館 2台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴村岡小学校 職員室前 2台
兵庫県 美方郡香美町 村岡老人福祉センター 3F⼤集会室 3台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴村岡中学校 体育館 3台
兵庫県 美方郡香美町 村岡体育館 村岡地域局1F MDF盤 横付近 2台
兵庫県 美方郡香美町 日影体育館 体育館入口 下駄箱上 1台
兵庫県 美方郡香美町 射添会館 事務所内カウンター下 2台
兵庫県 美方郡香美町 福岡体育館 体育館ロビー内 3台
兵庫県 美方郡香美町 香美町⽴兎塚小学校 体育館ステージ左袖 2台
兵庫県 美方郡新温泉町 居組コミュニティセンター 1F会議室 1台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴照来小学校 玄関付近 1台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴浜坂東小学校 舞台袖 2台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴夢が丘中学校 校舎ホール 公衆電話機付近 2台
兵庫県 美方郡新温泉町 御火浦コミュニティセンター 1F会議室 1台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴浜坂⻄小学校 校舎玄関ポストの上 1台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴八田小学校 体育館 1台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴温泉小学校 体育館内 舞台の袖 2台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴浜坂南小学校 体育館 2台
兵庫県 美方郡新温泉町 浜坂体育センター 玄関事務所前 2台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴浜坂北小学校 体育館 1台
兵庫県 美方郡新温泉町 新温泉町⽴浜坂中学校 玄関横 電話室 2台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴ネスパルやすとみ エントランスホール 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴安富中学校 体育館 出入口左側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴安富南小学校 体育館 出入口右側ドア付近 3台
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兵庫県 姫路市 姫路市⽴安富北小学校 体育館 出入口右側ドア 2台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城北公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城北小学校 体育館 出入口左側窓枠 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴荒川小学校 管理室前 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴山陽中学校 用務員室前 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼿柄公⺠館 2Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼿柄小学校 体育館 出入口右側ドア 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城の⻄公⺠館 1Fロビー ピンク電話の横 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴家島宮老人の家 玄関ホール1F 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴家島中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴家島男⿅老人の家 玄関ホール1F 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴家島小学校 体育館 2台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴坊勢小学校 体育館入口奥の会議室 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴坊勢中学校 体育館 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴花田公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴花田中学校 体育館 出入口右側下駄箱横 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴花田小学校 校舎 出入口右側下駄箱 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴糸引公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴御国野小学校 体育館 出入口右側奥下駄箱 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴御国野公⺠館 玄関ホール左側掲示板の壁付近 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴安室公⺠館 1Fロビー 公衆電話横 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴東公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴八幡公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴広畑第⼆公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴広畑第⼆小学校 体育館玄関 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴夢前中学校 体育館 出入口右側ドア付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴広畑中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴広畑小学校 体育館 出入口左側壁面 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴八幡小学校 校舎入口 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴広畑公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴香寺中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴香呂小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴香呂南小学校 体育館玄関 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴香寺北公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴中寺小学校 体育館 出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴香寺公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴東光中学校 体育館 出入口右側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴高丘中学校 体育館 ステージ南側階段上 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴山田小学校 玄関入口ロビー 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴山田公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴琴陵中学校 体育館出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴四郷公⺠館 事務室 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴四郷小学校 体育館前 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴四郷中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴東小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴曽左公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴曽左小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴書写中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴勝原公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤津茂公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴勝原小学校 1F玄関ロビー 電話BOX内 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴高岡⻄小学校 体育館出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴高岡⻄公⺠館 1Fロビー 公衆電話横 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城東小学校 体育館 出入口左側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城東公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴広峰公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⽩鳥小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤⽩書中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⽩鳥公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⾕内公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⾕内小学校 体育館 出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城山中学校 体育館 出入口左側下駄箱 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⾕外小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⾕外公⺠館 1Fロビー 1台
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兵庫県 姫路市 姫路市⽴高浜小学校 体育館玄関 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴高浜公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴英賀保公⺠館 1Fロビー 旧公衆電話跡 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴英賀保小学校 体育館ゲタ箱 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴津田公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴飾磨公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴飾磨小学校 体育館 玄関スペース東側センター 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴飾磨⻄中学校 玄関前 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴津田小学校 体育館 出入口右側ドア 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴妻⿅公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴妻⿅小学校 体育館 出入口左側ドア 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴飾磨中部中学校 武道場 出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴飾磨東中学校 格技場 出入口右側スイッチ横 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城⻄小学校 体育館 出入口右側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴高岡小学校 体育館出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴水上小学校 体育館 出入口左側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城南公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴太市公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴太市小学校 体育館 南側出入口 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⻘山公⺠館 1F図書館 出入口左側 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⻘山小学校 体育館 出入口右側付近 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴ふれあいの館 玄関ホール 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴神南中学校 校舎横 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴船津小学校 体育館玄関 3台
兵庫県 姫路市 水上公⺠館 MDFBOX内に設置 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴増位中学校 体育館 出入口右側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴峰相小学校 体育館 出入口右側 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤的中学校 体育館 出入口左側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤塩公⺠館 体育館入口付近 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤塩小学校 体育館 出入口右側壁面 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴南⼤津公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴南⼤津小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤津中学校 体育館 出入口右側奥 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤津小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤津公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴荒川公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴的形公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴的形小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 安室東公⺠館 体育館玄関 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴安室東小学校 体育館出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴安室中学校 1F体育館出入口ホール 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴安室小学校 体育館 出入口右側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴砥堀公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴砥堀小学校 体育館 出入口右側 ＡＥD横 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴船場公⺠館 図書コーナー 公衆電話横 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴船場小学校 体育館出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 高岡公⺠館 玄関ホール 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴糸引小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城乾公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城乾中学校 体育館 出入口左側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城乾小学校 体育館 出入口左側下駄箱横 3台
兵庫県 姫路市 増位公⺠館 玄関ホール 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴増位小学校 体育館前 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⽩浜公⺠館 事務室前 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⽩浜小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴灘中学校 体育館玄関 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴八木小学校 体育館 出入口右側付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴別所公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴東中学校 体育館 出入口右側ドア 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴別所小学校 体育館 出入口左側ドア 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴広峰小学校 体育館 玄関ロビー下駄箱 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴広嶺中学校 体育館 出入口右側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴豊富公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴豊富小学校 体育館 3台
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兵庫県 姫路市 姫路市⽴豊富中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴野里小学校 体育館 出入口左側下駄箱横 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城陽公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城陽小学校 体育館 出入口右側ドア横 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴城巽公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⽩鷺小学校 体育館 出入口内左側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⽩鷺中学校 体育館 出入口左側下駄箱横 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴置塩小学校 体育館 出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴置塩公⺠館 1Fロビー 2台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴古知公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴古知小学校 体育館 出入口左側奥 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴菅野中学校 武道場 出入口右側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴上菅小学校 体育館 出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 旧山之内小学校 体育館 右側出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市夢前ふれあいの館フレンデ 事務室前 2台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴菅⽣小学校 体育館 出入口左側 3台
兵庫県 姫路市 前之庄公⺠館 出入口 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴前之庄小学校 体育館出入口右側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⿅⾕中学校 体育館 ステージ上左側 3台
兵庫県 姫路市 上菅公⺠館 出入口 2台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴置塩中学校 体育館 出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴莇野小学校 体育館 出入口左側ドア横 3台
兵庫県 姫路市 莇野公⺠館 出入口 2台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴網⼲⻄公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴朝日中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴旭陽小学校 体育館入口 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴旭陽公⺠館 体育館 玄関ホール下駄箱付近 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴網⼲中学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴網⼲公⺠館 1Fロビー 事務室カウンター前 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴網⼲小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼤津茂小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴網⼲⻄小学校 体育館北側玄関 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴八木公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴野里公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴余部小学校 体育館 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴余部公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴伊勢公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴伊勢小学校 体育館 出入口付近 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴林田公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴林田中学校 体育館 出入口左側下駄箱 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴林田小学校 体育館 出入口右側 3台
兵庫県 姫路市 姫路市⽴峰相公⺠館 1Fロビー 1台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴すみれガ丘小学校 事務室横玄関ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴安倉小学校 別館1階 地域児童室前 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴特別支援学校 体育館入口付近 1台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴安倉中学校 事務室前 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴安倉北小学校 事務室横玄関ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴逆瀬台小学校 校舎1F展示室 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴御殿山中学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴光ガ丘中学校 北館1F廊下 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴光明小学校 校舎1F⻄トイレ前ベンチ付近 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴高司中学校 木工室 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴高司小学校 体育館入口 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴山⼿台中学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴山⼿台小学校 事務室横玄関ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴丸橋小学校 事務室横玄関ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴⻑尾小学校 校舎1F児童ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴⻑尾南小学校 体育館入口 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴小浜小学校 体育館入口 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴良元小学校 事務室横玄関ホール横 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴宝塚第一中学校 事務室前ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴仁川小学校 体育館入口 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴宝塚小学校 新館1F正面玄関ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴⻄⾕小学校 玄関入口 3台
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兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴⻄⾕中学校 体育館入口 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴中山五月台中学校 事務室横玄関ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴中山五月台小学校 事務室玄関ホール横 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴中山桜台小学校 事務室前公衆電話横 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴⻑尾台小学校 体育館舞台袖 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴⻑尾中学校 事務室横玄関ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴南ひばりガ丘中学校 北館1F廊下 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴売布小学校 体育館入口 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴宝塚中学校 1F職員玄関横廊下 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴美座小学校 事務室横玄関ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴宝梅中学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴末広小学校 コミュニティ室前 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴末成小学校 校舎1F渡り廊下 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴宝塚第一小学校 北館1F児童ホール 3台
兵庫県 宝塚市 宝塚市⽴⻄山小学校 事務室横玄関ホール 3台
兵庫県 豊岡市 兵庫県⽴豊岡総合高等学校 体育館職員室前 3台
兵庫県 豊岡市 新田地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 新田小学校 体育館 入口左壁付近 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴港地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 港東小学校 職員室前廊下壁MDF内 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴港中学校 体育館前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴奈佐地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴奈佐小学校 体育館玄関 1台
兵庫県 豊岡市 兵庫県⽴豊岡高等学校 体育館1F 体育準備室内 3台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴八条小学校 2F体育館 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴八条地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 近⼤付属豊岡高等学校 体育館1F 体育準備室内 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴神美小学校 体育館1F 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴神美基幹集落センター 玄関 1台
兵庫県 豊岡市 兵庫県⽴出⽯高等学校 事務所前カウンター上 3台
兵庫県 豊岡市 出⽯川防災センター 1F 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴小野小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴出⽯中学校 ミーティングルーム 2台
兵庫県 豊岡市 菅⾕地区高齢者⽣活支援センター 玄関 1台
兵庫県 豊岡市 寺坂地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴弘道小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 ひぼこホール出⽯農村環境改善センター 1F旧公衆電話跡 3台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴小坂小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 弘道地区公⺠館（支所２Ｆ部分） 2Fホール（出⽯支所内） 1台
兵庫県 豊岡市 出⽯総合支所 2F MDF室 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴寺坂小学校 体育館ステージ横 1台
兵庫県 豊岡市 小坂地区多目的集会所 玄関ロビー 1台
兵庫県 豊岡市 出⽯健康福祉センター 1Fホール 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴福住小学校 保健室 1台
兵庫県 豊岡市 福住地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 出⽯Ｂ＆Ｇ 事務所前カウンター付近 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴三江地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴三江小学校 体育館2階 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴五荘地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 城崎総合支所 事務室 1台
兵庫県 豊岡市 城崎地区公⺠館（支所３Ｆ部分） 支所3F廊下 （IDF T3−1）内 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴城崎中学校 体育館 管理室前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴城崎小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴神美台スポーツ公園 2Fホール 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴港⻄小学校 体育館玄関 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴豊岡南中学校 体育館玄関 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市総合体育館 体育館入口付近 2台
兵庫県 豊岡市 アイティ（市⺠プラザ） 7F総合事務室カウンター付近 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴高橋地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴高橋小学校 体育館ホール 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴但東中学校 体育館玄関 1台
兵庫県 豊岡市 合橋地区公⺠館（支所３Ｆ部分） 支所3F廊下 1台
兵庫県 豊岡市 但東総合支所 ロビー 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴但東市⺠センター ロビー 1台
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兵庫県 豊岡市 但東健康福祉センター 2Fホール 1台
兵庫県 豊岡市 但東中央体育館 1Fホール 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴合橋小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 資⺟体育館 玄関ホール 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴資⺟地区交流センター 事務所 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴資⺟小学校 体育館玄関前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴竹野南小学校 体育館玄関 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴中竹野地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴中竹野小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴森本中学校 体育館ホール 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴竹野南地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 竹野健康福祉センター 玄関ホール付近 1台
兵庫県 豊岡市 竹野総合支所 相談所前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴竹野地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴竹野中学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴竹野小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 竹野Ｂ＆Ｇ 事務所カウンター付近 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴五荘小学校 第⼆体育館 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴豊岡北中学校 体育館倉庫 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴豊岡小学校 体育館ステージ横 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市役所（⻄別館） 公衆電話横 2台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴中筋小学校 体育館玄関 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴中筋地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 兵庫県⽴日高高等学校 事務所前廊下付近 3台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴日高小学校 器具庫 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴三方小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 三方地区基幹集落センター ホール 1台
兵庫県 豊岡市 ⻄気地区コミュニティセンター 事務室 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴日高農村環境改善センター 1F旧公衆電話跡 1台
兵庫県 豊岡市 清滝会館 玄関 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴清滝小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴日高⻄中学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴日高東中学校 体育館前渡り廊下 1台
兵庫県 豊岡市 円山川防災センター 玄関ホール 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴八代小学校 理科室トイレ前 1台
兵庫県 豊岡市 八代ふれあいセンター 事務室カウンター付近 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴静修小学校 体育器具庫 1台
兵庫県 豊岡市 日高総合支所 玄関ホール 1台
兵庫県 豊岡市 日高文化体育館 1Fホール 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴府中小学校 体育館 1台
兵庫県 豊岡市 国府地区コミセン 体育館 保安器BOX付近 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴田鶴野小学校 男子更衣室前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴田鶴野地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⺠体育館 体育館入口付近 1台
兵庫県 豊岡市 豊岡市⽴豊岡地区公⺠館 受付前 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴王子小学校 中校舎1F廊下 3台
兵庫県 明⽯市 総合福祉センター 総合福祉センター２Ｆ 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴貴崎小学校 南校舎2F廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴錦が丘小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴魚住東中学校 南校舎1FMDF横 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴清水小学校 コミュニティセンター事務所入口廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴魚住中学校 コミュニティセンター内体育室 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴魚住小学校 児童会室前廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴錦浦小学校 2F体育館入口 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴美里厚⽣館 1F事務室前 2台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴明⽯商業高等学校 体育館入口左側 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴明⽯小学校 コミュニティセンター入口付近 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴弁財天厚⽣館 事務室前廊下 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴松が丘小学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴錦城中学校 コミュニティセンター入口付近 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼤蔵中学校 コミュニティセンター入口付近 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼆見⻄小学校 1F入口MDF横 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴花園小学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴望海中学校 コミュニティセンター事務所前廊下 3台
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兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴鳥羽小学校 玄関ロビー 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴勤労福祉会館 3F機械室前 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼤久保南小学校 コミセン内1FIDF 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴少年自然の家 実習棟 2台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴高丘東小学校 3F体育館入口 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴高丘中学校 2F体育館入口付近 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴高丘⻄小学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴松陰厚⽣館 玄関左側 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴江井島小学校 体育館会議室入口 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴江井島中学校 コミセン入口 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼤久保中学校 職員室前廊下MDF横 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼤久保小学校 玄関入口ロビー 2台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴山⼿小学校 校舎和室前廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼤久保北中学校 コミュニティセンター事務所前廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴明⽯養護学校 1階玄関ホール 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⻄⼤窪厚⽣館 玄関左側 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⾕八木小学校 コミュニティセンター事務所入口付近 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⻄八木厚⽣館 玄関左側 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴朝霧中学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼤観小学校 中央入口廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴野々池中学校 職員室前廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴中崎小学校 校舎職員室への渡り廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴朝霧小学校 コミュニティーセンター前 3台
兵庫県 明⽯市 人丸小学校 体育館玄関エントランス階段横 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴藤江小学校 体育館1F家庭科教室前 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴衣川中学校 事務室前廊下 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴上⻄厚⽣館 2階⼤会議室前 2台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼆見中学校 職員室前公衆電話横 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⻄部文化会館 1F事務室窓口横 3台
兵庫県 明⽯市 ふれあいプラザあかし⻄ ふれあいプラザあかし⻄１Ｆ 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼆見小学校 職員室前廊下 2台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴⼆見北小学校 体育館東入口 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴市⺠ホール 5Fホール入口右側 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴沢池小学校 体育館入口付近 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴鳥羽厚⽣館 玄関左側保安器BOX内 1台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴林小学校 北校舎3F会議室入口 3台
兵庫県 明⽯市 明⽯市⽴和坂小学校 コミュニティセンター事務所前廊下 3台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴龍田公⺠館 事務所1F 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴龍田幼稚園 事務所1F 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴龍田小学校 体育館 2台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴太子⻄中学校 体育館 2台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴太子東中学校 体育館 2台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴太田公⺠館 事務所1F 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴南総合センター 事務所1F 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴太田幼稚園 事務所2F 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴太田小学校 体育館 2台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴町⺠体育館 事務所 2台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴斑鳩保育所 事務所2F 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴斑鳩幼稚園 遊戯室2F 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴⽯海公⺠館 学習室前 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴⽯海小学校 体育館 2台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴⽯海幼稚園 遊戯室 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町保健福祉会館 事務所1Ｆ 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町文化会館 事務所1F 2台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町役場（新庁舎） 別棟1階 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴斑鳩公⺠館 事務所1F 1台
兵庫県 揖保郡太子町 太子町⽴斑鳩小学校 体育館 2台
兵庫県 養父市 養父市辺地対策宿泊施設「ほたるの館」 休憩室 1台
兵庫県 養父市 葛畑体育館 体育館 1台
兵庫県 養父市 養父市関宮農林漁業者等健康増進施設 体育館横事務室 2台
兵庫県 養父市 養父市⽴関宮山村開発センター 事務室前カウンター 2台
兵庫県 養父市 養父市⽴関宮公⺠館 事務室 2台
兵庫県 養父市 養父市⽴関宮中学校 体育館 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴関宮学校給食センター 休憩室 1台
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兵庫県 養父市 養父市⽴関宮小学校 体育館玄関右側 下駄箱 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴建屋小学校 ミーティングルーム 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴広⾕小学校 体育館トイレ横 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴ビバホール 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴養父体育館 体育館事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴三⾕コミュニティスポーツセンター 事務所 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴養父中学校 事務室前公衆電話横 3台
兵庫県 養父市 出合コミュニティスポーツセンター 事務所 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴養父小学校 校舎廊下 3台
兵庫県 養父市 養父市森⽯ヶ堂管理事務所 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴⼤屋中学校 体育館 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴⼤屋小学校 体育館 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴あけのべ自然学校 事務室 3台
兵庫県 養父市 第一学院高等学校 職員室 3台
兵庫県 養父市 熊次コミュニティスポーツセンター 事務所 3台
兵庫県 養父市 伊佐ふれあい倶楽部 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴みふね会館 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴八⿅⻘渓中学校 体育館 3台
兵庫県 養父市 兵庫県⽴八⿅高等学校 体育館 2台
兵庫県 養父市 養父市⽴高柳小学校 体育館 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴高柳幼稚園 事務室 1台
兵庫県 養父市 兵庫県⽴但馬農業高等学校 体育館 2F準備室 2台
兵庫県 養父市 高柳ふれあい倶楽部 事務室 1台
兵庫県 養父市 宿南ふれあい倶楽部 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴宿南保育所 職員室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴宿南小学校 体育館 3台
兵庫県 養父市 小佐ふれあい倶楽部 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴小佐保育所 職員室 1台
兵庫県 養父市 小佐コミュニティスポーツセンター 事務所 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴八⿅総合体育館 事務室 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴伊佐保育所 職員室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴伊佐小学校 体育館 3台
兵庫県 養父市 養父市⽴八⿅小学校 体育館 3台
兵庫県 養父市 養父市八⿅老人福祉センター 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴八⿅幼稚園 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴ようか武道館 事務室 1台
兵庫県 養父市 養父市⽴八⿅体育館 事務室 1台
兵庫県 養父市 八⿅ふれあい倶楽部 事務室 1台
奈良県 磯城郡川⻄町 下永体育館 体育館 1台
奈良県 磯城郡川⻄町 川⻄町中央体育館 体育館 2台
奈良県 磯城郡川⻄町 川⻄町保健センター 玄関ホール 1台
奈良県 磯城郡川⻄町 川⻄小学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡川⻄町 川⻄町役場（ケヤキホール） ケヤキホール 1台
奈良県 磯城郡川⻄町 川⻄町文化会館 文化会館 1台
奈良県 磯城郡川⻄町 ふれあいセンター 玄関ホール 2台
奈良県 磯城郡川⻄町 梅⼾体育館 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 磯城野高等学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 田原本中学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 奈良県⽴高等養護学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 やすらぎ体育館第２体育館 玄関ホール 1台
奈良県 磯城郡田原本町 北小学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 北中学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 ⻘垣⽣涯学習センター 玄関ホール 1台
奈良県 磯城郡田原本町 田原本町社会福祉協議会保健センター 玄関ホール 1台
奈良県 磯城郡田原本町 田原本小学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 奈良県⽴教育研究所 事務室・管理室 1台
奈良県 磯城郡田原本町 南小学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 東小学校 体育館 1台
奈良県 磯城郡田原本町 中央体育館 玄関ホール 1台
奈良県 磯城郡田原本町 平野小学校 体育館 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 ⻄町集会所 玄関ロビー 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 御杖村⽴神末体育館 体育館 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 御杖村神末中央集落センター 玄関ロビー 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 敷津産地化センター 玄関ロビー 1台
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奈良県 宇陀郡御杖村 御杖村老人福祉センター 玄関ロビー 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 御杖村⽴菅野体育館 体育館 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 山村開発センター 玄関ロビー 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 御杖小学校 玄関ロビー 2台
奈良県 宇陀郡御杖村 御杖村⽴土屋原公⺠館 玄関ロビー 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 御杖村御杖保育所 玄関ロビー 1台
奈良県 宇陀郡御杖村 御杖村桃俣多目的研修センター 玄関ロビー 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 伊賀見集落センター 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 旧下曽爾小学校体育館 玄関付近 2台
奈良県 宇陀郡曽爾村 塩井集落センター 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 掛農業集会所 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 葛集落センター 廊下付近 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 今井集落センター 廊下付近 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 曽爾ふれあいセンター 玄関付近 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 小⻑尾公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 曽爾小中学校体育館 玄関付近 3台
奈良県 宇陀郡曽爾村 太良路公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 ⻑野公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀郡曽爾村 旧曽爾小学校体育館 玄関付近 2台
奈良県 宇陀市 室⽣地域文化伝習展示施設（あさぎりホール） 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 文化芸術活動体験交流施設（ふるさと元気村） 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 向渕⽣活改善センター（やまびこホール） 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 室⽣東小学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 室⽣高齢者等ふれあい館（音楽の森） (空⽩) 1台
奈良県 宇陀市 蕨集会所・室⽣東児童館 事務室・管理室 1台
奈良県 宇陀市 旧⻄⾕小学校 事務室・管理室 1台
奈良県 宇陀市 旧宇陀市⽴多田小学校→多田地区公⺠館 事務室・管理室 1台
奈良県 宇陀市 室⽣中学校 体育館 2台
奈良県 宇陀市 室⽣福祉保健交流センターぬく森の郷 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市室⽣人権交流センター・室⽣北児童館 事務室・管理室 1台
奈良県 宇陀市 榛原⻄小学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市農村環境改善センター「農林会館」 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市基幹集落センターたかぎふるさと館 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 旧伊那佐小学校→伊那佐地区体育館 体育館 1台
奈良県 宇陀市 榛原東小学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 榛原体育センター 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 ⼤和富士ホール ホール 1台
奈良県 宇陀市 榛原小学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 榛原総合センター 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 榛原中学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 旧守道小学校 職員室 1台
奈良県 宇陀市 ⼤宇陀ふれあい交流ドーム 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 ⼤宇陀中学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市文化会館 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 ⼤宇陀体育館 体育館 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市⼤宇陀人権交流センター 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市⼤宇陀小学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市中央公⺠館⼤宇陀分館 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 旧田原小学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 のよりふれあいの館 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市⼤宇陀内原体育館 体育館 1台
奈良県 宇陀市 菟田野芳野地区体育館 体育館 1台
奈良県 宇陀市 菟田野中学校 体育館 1台
奈良県 宇陀市 宇陀市人権交流センター 玄関ホール 1台
奈良県 宇陀市 菟田野小学校 体育館 1台
奈良県 橿原市 金橋地区公⺠館 1F事務室内 1台
奈良県 橿原市 耳成地区公⺠館 1F事務室内 1台
奈良県 橿原市 畝傍地区公⺠館 1F事務室内 1台
奈良県 橿原市 今井地区公⺠館 1F休憩スペース 1台
奈良県 橿原市 多地区公⺠館 1F事務室内 1台
奈良県 橿原市 新沢地区公⺠館 1F事務室内 1台
奈良県 橿原市 香久山地区公⺠館 1F事務室内 1台
奈良県 橿原市 真菅地区公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 橿原市 鴨公地区公⺠館 玄関ホール 1台
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奈良県 橿原市 ⽩橿地区公⺠館 1F事務室内 1台
奈良県 橿原市 八木地区公⺠館 1F事務室前 1台
奈良県 葛城市 新庄庁舎 玄関ホール 3台
奈良県 葛城市 新庄中学校 体育館 2台
奈良県 葛城市 コミュニティセンター 事務室・管理室 2台
奈良県 葛城市 當⿇小学校 体育館 1台
奈良県 葛城市 ゆうあいステーション 体育館 3台
奈良県 葛城市 當⿇スポーツセンター ロビー 2台
奈良県 葛城市 ⽩鳳中学校 体育館 2台
奈良県 葛城市 新庄スポーツセンター 事務室・管理室 2台
奈良県 葛城市 磐城小学校 体育館 2台
奈良県 葛城市 葛城市⺠体育館 体育館 3台
奈良県 葛城市 新庄小学校 体育館 2台
奈良県 葛城市 忍海小学校 体育館 1台
奈良県 葛城市 新庄北小学校 体育館 1台
奈良県 葛城市 いきいきセンター 事務室・管理室 2台
奈良県 吉野郡下市町 下市総合体育館 1F 事務室横 1台
奈良県 吉野郡下市町 下市観光文化センター 1F ロビー 1台
奈良県 吉野郡下市町 下市町交流センター 1F 受付前 1台
奈良県 吉野郡下北山村 寺垣内コミュニティセンター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡下北山村 桑原公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡下北山村 池原公⺠館 ⼤集会所 1台
奈良県 吉野郡吉野町 河原屋公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野中学校 体育館 2台
奈良県 吉野郡吉野町 樫尾林業研修会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 喜佐⾕多目的研修会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野山ビジターセンター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野山ふるさとセンター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野町野外活動拠点施設 玄関ホール 2台
奈良県 吉野郡吉野町 中荘総合研修会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 宮滝河川交流センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 橋屋林業研修会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 （旧）国栖小学校→国栖の杜こもれび館 事務室・管理室 2台
奈良県 吉野郡吉野町 （旧）国栖幼稚園→国栖の杜かなで館 事務室・管理室 1台
奈良県 吉野郡吉野町 御園多目的集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 香束多目的集会場 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 国栖公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 佐々羅農事集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 龍門総合会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 佐々羅公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 左曽交流促進センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 菜摘ふれあいセンター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野見附「三茶屋」 事務室・管理室 1台
奈良県 吉野郡吉野町 三茶屋⽣活改善センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 三津ひばり会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 山口研修会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野運動公園総合体育館 体育館 2台
奈良県 吉野郡吉野町 志賀公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 小名公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 殿川多目的集会場 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野町中央公⺠館 玄関ホール 2台
奈良県 吉野郡吉野町 尾仁山憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野小学校 体育館 2台
奈良県 吉野郡吉野町 上之町集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 本町老人憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 上之町老人憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 色⽣⽣活改善センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 国栖中央公⺠館（国栖の里総合センター） 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 新子清水ふれあいセンター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 ⻄⾕農事集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 千股⽣活改善センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 丹治公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 楢井老人憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野町老人福祉センター 玄関ホール 1台
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奈良県 吉野郡吉野町 南国栖自治会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 南⼤野八坂会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 入野⽣活改善センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 藤田公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野幼稚園→吉野こども園 事務室・管理室 1台
奈良県 吉野郡吉野町 飯貝老人憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 平尾研修会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 吉野北小学校 体育館 2台
奈良県 吉野郡吉野町 峰寺多目的集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 柳児童館（中⻯門地域振興センター） 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 中⻯門ふれあいセンター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 田尻金照会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 わかば幼稚園 事務室・管理室 1台
奈良県 吉野郡吉野町 中村公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 別所ふれあいホール 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 ⽴野集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡吉野町 六田老人憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡⿊滝村 ⿊滝村農林トレーニングセンター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡上北山村 上北山村⺠総合会館 玄関ホール 2台
奈良県 吉野郡上北山村 上北山村⻘年研修所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡上北山村 郷土文化伝承施設 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡上北山村 ふるさとふれあい会館 玄関ホール 2台
奈良県 吉野郡上北山村 ⽩川公⺠館 玄関ホール 2台
奈良県 吉野郡川上村 井⼾公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 井光公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 下多古公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 高原多目的集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 寺尾公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 上多古多目的集会施設 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 上⾕公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 神之⾕公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 川上中学校 職員室 2台
奈良県 吉野郡川上村 コミュニティセンター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 人知公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 川上小学校 体育館 2台
奈良県 吉野郡川上村 ⻄河公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 しらくら会館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 ⼤滝⽣活改善センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 ⽩屋公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 ⼤迫公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 枌尾公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 中奥公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 東川公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 入之波公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 伯⺟⾕公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 柏木⽣活改善センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 ⽩川渡公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 瀬⼾⽣活改善センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 佐本集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 宮の平公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 やまぶきホール 玄関ホール 2台
奈良県 吉野郡川上村 武木公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 北塩⾕公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 旧東小学校 職員室 2台
奈良県 吉野郡川上村 北和田公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡川上村 川上村ふれあいセンター 玄関ホール 2台
奈良県 吉野郡天川村 光流寺 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 塩野地区集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 沖金地区老人憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 光林寺 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 五色地区集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 広瀬地区老人憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 山⻄地区集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 沢原地区集会所 玄関ホール 1台
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奈良県 吉野郡天川村 山村開発センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 中⾕地区集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 天川村⽴体育館 体育館 2台
奈良県 吉野郡天川村 光願寺 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 南日裏地区集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 ほほえみポート天川 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 北角地区集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 北小原地区老人憩の家 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 和田地区集会所 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡天川村 ふるさとセンター｢つどい｣ 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡東吉野村 旧四郷体育館 玄関付近 1台
奈良県 吉野郡東吉野村 三尾区⺠センター 玄関ホール 1台
奈良県 吉野郡東吉野村 旧高見小学校体育館 玄関付近 1台
奈良県 吉野郡東吉野村 ⼤又⽣活改善センター 玄関付近 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 弓⼿原⽣活改善センター 玄関ロビー 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 旧今井小学校 和室 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 上⽣活改善センター 玄関ロビー 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 池津川⽣活改善センター 集会室 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 野迫川村公⺠館 事務室 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 旧野川小学校 １F集会室 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 平⽣活改善センター 玄関ロビー 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 上垣内⽣活改善センター 玄関ロビー 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 旧野迫川中学校 社会福祉協議会事務所 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 野迫川小中学校 玄関ロビー 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 野迫川村山村振興センター 事務室 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 旧北今⻄小学校 １F集会室 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 ⼤股⽣活改善センター 集会室 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 柞原⽣活改善センター 玄関ロビー 1台
奈良県 吉野郡野迫川村 檜股⽣活改善センター 玄関ロビー 1台
奈良県 五條市 宗桧公⺠館 ⼤会議室 1台
奈良県 五條市 ⼆見文化体育センター 玄関ロビー 2台
奈良県 五條市 中央公⺠館 玄関ロビー 2台
奈良県 五條市 野原公⺠館 事務所前 1台
奈良県 五條市 カルム五條 １F 休憩コーナー 2台
奈良県 御所市 アザレアホール 玄関ホール 1台
奈良県 御所市 御所幼児園 リズム室 1台
奈良県 御所市 ⻘翔高等学校 体育館 3台
奈良県 御所市 御所小学校 体育館 2台
奈良県 御所市 いきいきライフセンター ホール 1台
奈良県 御所市 防災センター 研修室 1台
奈良県 御所市 御所実業高等学校 体育館 2台
奈良県 御所市 老人福祉センター 集会室 1台
奈良県 御所市 ⼤正幼稚園 リズム室 1台
奈良県 御所市 ⼤正小学校 体育館 2台
奈良県 御所市 （旧）栗阪児童館 体育室 1台
奈良県 御所市 クリーンセンター 研修室 1台
奈良県 御所市 産業振興センター ホール 1台
奈良県 御所市 中央公⺠館 玄関ホール 2台
奈良県 御所市 介護予防センター 玄関ホール 1台
奈良県 御所市 葛学童保育所 リズム室 1台
奈良県 御所市 ⻄⼾毛集会所 集会室 1台
奈良県 御所市 葛公⺠館 ホール 1台
奈良県 御所市 葛城保育所 遊戯室 1台
奈良県 御所市 御所中学校 体育室 3台
奈良県 御所市 こども家庭相談センター 玄関ホール 1台
奈良県 御所市 御所スポーツクラブ（旧幸町児童館） 体育室 1台
奈良県 御所市 葛上中学校 体育館 2台
奈良県 御所市 ⼤正中学校 体育館 2台
奈良県 御所市 文化財事務所倉庫 体育室 1台
奈良県 御所市 秋津幼児園 遊戯室 1台
奈良県 御所市 御所市文化交流センター 玄関ホール 2台
奈良県 御所市 小林保育所 リズム室 1台
奈良県 御所市 秋津小学校 体育館 2台
奈良県 御所市 掖上小学校 体育館 2台
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奈良県 御所市 人権センター 玄関ホール 2台
奈良県 御所市 葛小学校・中学校 体育館 2台
奈良県 御所市 名柄小学校 職員室 2台
奈良県 御所市 葛城小学校 体育館 1台
奈良県 香芝市 総合福祉センター ロビー 3台
奈良県 香芝市 保健センター 玄関ロビー 1台
奈良県 香芝市 旭ケ丘小学校 図書室玄関 1台
奈良県 香芝市 香芝北中学校 玄関 3台
奈良県 香芝市 ボノボ 4階廊下 1台
奈良県 香芝市 香芝中学校 本館玄関 4台
奈良県 香芝市 特別養護老人ホームぬくもり香芝 玄関傍カウンター 1台
奈良県 香芝市 下田小学校 職員室廊下 1台
奈良県 香芝市 中央公⺠館 ホール 1台
奈良県 香芝市 特別養護老人ホームすばる 玄関 1台
奈良県 香芝市 鎌田小学校 玄関 1台
奈良県 香芝市 和里（にこり）香芝 ホール 1台
奈良県 香芝市 関屋小学校 職員室廊下 1台
奈良県 香芝市 香芝⻄中学校 玄関 3台
奈良県 香芝市 介護老人保健施設オークピア⿅芝 ホール 1台
奈良県 香芝市 五位堂小学校 玄関傍 1台
奈良県 香芝市 志都美小学校 玄関 1台
奈良県 香芝市 身体障がい者療養施設どんぐり 玄関 1台
奈良県 香芝市 どんぐり学園 玄関相談コーナー 1台
奈良県 香芝市 香芝東中学校 玄関 2台
奈良県 香芝市 真美ヶ丘東小学校 玄関 1台
奈良県 香芝市 真美ヶ丘⻄小学校 玄関傍 1台
奈良県 香芝市 ふたかみ文化センター ロビー 1台
奈良県 香芝市 身体障がい者療養施設ゆらくの里 玄関 1台
奈良県 香芝市 ⼆上小学校 玄関 1台
奈良県 香芝市 介護老人保健施設てんとう虫 エントランスホール 1台
奈良県 香芝市 香芝市役所 玄関ホール 5台
奈良県 香芝市 総合体育館 ロビー 3台
奈良県 香芝市 三和小学校 玄関 1台
奈良県 高市郡明日香村 明日香幼稚園 事務室・管理室 1台
奈良県 高市郡明日香村 明日香小学校 体育館 2台
奈良県 高市郡明日香村 県⽴万葉文化館 玄関ホール 3台
奈良県 高市郡明日香村 聖徳中学校 体育館 2台
奈良県 高市郡明日香村 健康福祉センター 玄関ホール 2台
奈良県 桜井市 さくら幼稚園 遊戯室 1台
奈良県 桜井市 図書館 ロビー 1台
奈良県 桜井市 奈良情報商業高等学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 戒重集会所（幸玉会館） ロビー 1台
奈良県 桜井市 戒重区会所 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 城島小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 上之郷体育館 体育館 1台
奈良県 桜井市 吉隠公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 桜井⻄ふれあいセンター 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 第1保育所 事務室・管理室 1台
奈良県 桜井市 朝倉小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 まほろばセンター ホール 2台
奈良県 桜井市 関⻄中央高等学校 体育館 2台
奈良県 桜井市 桜井高等学校 体育館 2台
奈良県 桜井市 三輪小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 ⼤神神社⼤礼記念館新館 ロビー 1台
奈良県 桜井市 総合体育館 ロビー 2台
奈良県 桜井市 慈恩寺集会所 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 織田小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 ⼤三輪中学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 桜井市⺠体育館 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 初瀬集会所 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 初瀬小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 初瀬観光センター ロビー 1台
奈良県 桜井市 桜井東ふれあいセンター分館 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 桜井東中学校 体育館・教官室窓側 2台

160 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

奈良県 桜井市 桜井東ふれあいセンター ロビー 1台
奈良県 桜井市 ⻑⾕寺昭和寮 入口 1台
奈良県 桜井市 上之郷公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 桜井⻄小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 安倍小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 桜井⻄ふれあいセンター分館 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 桜井市⾚尾コミュニティ集会所 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 川合区集会所 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 天理教明和⼤教会 倉庫 1台
奈良県 桜井市 桜井南小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 桜井市グリーンパーク 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 桜井中学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 総合福祉センター 事務室・管理室 2台
奈良県 桜井市 横内集会所 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 桜井⻄中学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 桜井市⻄老人憩いの家 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 ⼤福小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 桜井小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 纏向小学校 体育館 1台
奈良県 桜井市 桜井学園 遊戯室 1台
奈良県 桜井市 多武峰地区集会所 1F 玄関 1台
奈良県 桜井市 第5保育所 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 桜井北ふれあいセンター分館 玄関ホール 1台
奈良県 桜井市 桜井北ふれあいセンター ロビー 1台
奈良県 山辺郡山添村 東山公⺠館 玄関付近 1台
奈良県 山辺郡山添村 豊原公⺠館 1F廊下 1台
奈良県 山辺郡山添村 山添中学校 玄関付近 2台
奈良県 山辺郡山添村 ふるさとセンターふれあいホール 管理室内 2台
奈良県 山辺郡山添村 保健福祉センター 玄関付近 1台
奈良県 山辺郡山添村 総合スポーツセンター 玄関付近 3台
奈良県 ⽣駒郡安堵町 総合センターひびき 1Fロビー 3台
奈良県 ⽣駒郡安堵町 安堵町福祉保健センター 1Fロビー 3台
奈良県 ⽣駒郡安堵町 トーク安堵カルチャーセンター 1Fロビー 3台
奈良県 ⽣駒郡安堵町 安堵町役場 玄関ロビー 3台
奈良県 ⽣駒郡三郷町 南畑幼稚園 遊戯室 1台
奈良県 ⽣駒郡三郷町 スポーツセンター 玄関ホール 2台
奈良県 ⽣駒郡三郷町 子育て支援センター・ちぃすてっぷ 事務室・管理室 1台
奈良県 ⽣駒郡三郷町 三郷小学校 体育館 2台
奈良県 ⽣駒郡三郷町 三郷北小学校 事務室・管理室 2台
奈良県 ⽣駒郡三郷町 三郷中学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒郡三郷町 ふれあい交流センター 会議室 2台
奈良県 ⽣駒郡三郷町 ⽴野連合自治会館 倉庫 1台
奈良県 ⽣駒市 あすか野小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 福祉センター ロビー 2台
奈良県 ⽣駒市 壱分小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 コミュニティセンター 玄関ホール 2台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒北小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 サンヨースポーツセンター体育館 事務室・管理室 3台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒北中学校 事務室・管理室 3台
奈良県 ⽣駒市 桜ヶ丘小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 ⿅ノ台小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 ⿅ノ台中学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 ⿅ノ台ふれあいホール 事務室・管理室 1台
奈良県 ⽣駒市 南コミュニティセンターせせらぎ 事務室・管理室 3台
奈良県 ⽣駒市 ⼤瀬中学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 小平尾南体育館 体育館 1台
奈良県 ⽣駒市 井出山体育館 事務室・管理室 1台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒南第⼆小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 総合公園体育館 玄関ホール 3台
奈良県 ⽣駒市 光明中学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 北コミュニティセンターISTAはばたき 玄関ホール 3台
奈良県 ⽣駒市 上中学校 事務室・管理室 3台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒台小学校 体育館 3台
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奈良県 ⽣駒市 真弓小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒中学校 事務室・管理室 3台
奈良県 ⽣駒市 図書会館 玄関ホール 3台
奈良県 ⽣駒市 セラビーいこま ロビー 2台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒市役所 ロビー 1台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒東小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒南小学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 むかいやま公園体育館 玄関ホール 1台
奈良県 ⽣駒市 ⽣駒南中学校 体育館 3台
奈良県 ⽣駒市 俵口小学校 事務室・管理室 3台
奈良県 ⽣駒市 たけまるホール 玄関ホール 3台
奈良県 ⽣駒市 北⼤和体育館 玄関ホール 1台
奈良県 ⽣駒市 市⺠体育館 事務室・管理室 3台
奈良県 ⽣駒市 緑ヶ丘中学校 体育館 3台
奈良県 北葛城郡河合町 市場集会所 玄関ホール 1台
奈良県 北葛城郡河合町 ⻑楽公⺠館 玄関ホール 1台
奈良県 北葛城郡広陵町 グリーンパレス 1Fホール・事務室 3台
奈良県 北葛城郡広陵町 広陵町⽴図書館 玄関ホール・事務室内 3台
奈良県 北葛城郡広陵町 広陵町役場 正面玄関 3台
奈良県 北葛城郡広陵町 はしお元気村 1Fj事務室・事務室前 3台
奈良県 北葛城郡広陵町 広陵⻄体育館 1F事務所跡 3台
奈良県 北葛城郡広陵町 真美ケ丘体育館 玄関ホール 3台
奈良県 北葛城郡上牧町 上牧第⼆中学校 体育館 3台
奈良県 北葛城郡上牧町 上牧中学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 笠田中学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 笠田小学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 ⼤⾕小学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 渋田小学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 妙寺中学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 妙寺小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 伊都郡九度山町 下古沢コミュニティ消防センター ロビー 3台
和歌山県 伊都郡九度山町 河根中学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡九度山町 九度山町ふるさとセンター 会議室 3台
和歌山県 伊都郡九度山町 九度山中学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡九度山町 道の駅柿の郷九度山 情報コーナー 3台
和歌山県 伊都郡九度山町 九度山文化スポーツセンター 事務室 3台
和歌山県 伊都郡高野町 花坂小学校 体育館 3台
和歌山県 伊都郡高野町 高野山中学校 職員室前 3台
和歌山県 伊都郡高野町 高野町中央公⺠館・町⺠体育館 体育館 3台
和歌山県 伊都郡高野町 富貴小・中学校 体育館 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 小川の里古⺠家（風の森） 1F玄関奥 2台
和歌山県 海草郡紀美野町 野上町総合福祉センター 端子盤内 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 野上中学校 体育館 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 上神野小学校 体育館 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 スポーツ公園体育館 カウンター 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 真国区⺠センター ロビー 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 志賀野体育館 体育館 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 小川小学校 体育館 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 野上小学校 体育館 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 ⻑⾕毛原中学校 体育館 3台
和歌山県 海草郡紀美野町 美里中学校 体育館 3台
和歌山県 海南市 県⽴海南高等学校⼤成校舎 職員室 3台
和歌山県 海南市 きらら子ども園 事務所 2台
和歌山県 海南市 住⺠センター 事務所 2台
和歌山県 海南市 旧仁義小学校 体育館 2台
和歌山県 海南市 旧塩津小学校（塩津公⺠館） 幼稚園 3台
和歌山県 海南市 下津第⼆中学校 職員室 3台
和歌山県 海南市 下津港湾防災管理事務所 事務所 1台
和歌山県 海南市 下津小学校 職員室 3台
和歌山県 海南市 海南市⺠交流センター 事務所 2台
和歌山県 海南市 拝待体育館 体育館 3台
和歌山県 海南市 下津第一中学校 職員室 3台
和歌山県 海南市 海南下津高等学校 事務所 2台
和歌山県 海南市 旧加茂第⼆小学校 職員室 2台

162 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

和歌山県 海南市 加茂川小学校 体育館 3台
和歌山県 海南市 下津保健福祉センター 事務所 2台
和歌山県 海南市 こじか保育所 職員室 2台
和歌山県 海南市 旧⼤崎小学校 体育館 3台
和歌山県 海南市 ⼤東小学校 体育館 3台
和歌山県 海南市 ⻲川公⺠館 事務所 1台
和歌山県 海南市 ⻲川小学校 職員室 2台
和歌山県 海南市 ⻲川中学校 体育館 2台
和歌山県 海南市 北野上公⺠館 事務所 2台
和歌山県 海南市 ⿊江・船尾地区避難所 換気扇の上巻溜め 1台
和歌山県 海南市 巽コミュニティセンター 事務室 3台
和歌山県 海南市 巽中学校 工作室 3台
和歌山県 海南市 ⼤野小学校 体育館 3台
和歌山県 海南市 南野上公⺠館 事務所 1台
和歌山県 海南市 南野上小学校 体育館 2台
和歌山県 海南市 巽小学校 体育館 3台
和歌山県 海南市 総合体育館 事務室 3台
和歌山県 海南市 ⼤野公⺠館 事務室 3台
和歌山県 海南市 県⽴海南高等学校 MDF盤内巻置き 3台
和歌山県 海南市 内海保育所 事務所 1台
和歌山県 海南市 中野上小学校 職員室 3台
和歌山県 海南市 北野上小学校 体育館 2台
和歌山県 海南市 中野上公⺠館 公⺠館 1台
和歌山県 海南市 東海南中学校 体育館 3台
和歌山県 海南市 冷水地区避難所 配管出口付近 1台
和歌山県 岩出市 総合保健福祉センター 端子盤内 3台
和歌山県 岩出市 岩出市⺠総合体育館 事務室 3台
和歌山県 岩出市 那賀高等学校 端子盤内 3台
和歌山県 岩出市 根来小学校 職員室前 3台
和歌山県 岩出市 上岩出小学校 玄関 3台
和歌山県 岩出市 岩出小学校 玄関 3台
和歌山県 岩出市 山崎北小学校 玄関 3台
和歌山県 岩出市 岩出市⽴中央公⺠館 端子盤内 3台
和歌山県 岩出市 岩出中学校 職員室前 3台
和歌山県 岩出市 中央小学校 玄関 3台
和歌山県 岩出市 山崎小学校 玄関 3台
和歌山県 岩出市 岩出第⼆中学校 職員室前 3台
和歌山県 紀の川市 貴志川中学校 体育館 3台
和歌山県 紀の川市 貴志川町保健福祉センター 玄関ホール 3台
和歌山県 紀の川市 打田保健福祉センター 玄関 4台
和歌山県 紀の川市 鞆渕小・中学校 体育館 2台
和歌山県 紀の川市 打田中学校 体育館 4台
和歌山県 紀の川市 桃山保健福祉センター 玄関ホール 1台
和歌山県 紀の川市 細野⽣活改善センター ピンク電話付近 1台
和歌山県 紀の川市 介護予防拠点施設蛍の里 事務室 1台
和歌山県 紀の川市 粉河ふるさとセンター ロビー 3台
和歌山県 紀の川市 粉河中学校 体育館 3台
和歌山県 紀の川市 那賀保健福祉センター 玄関 2台
和歌山県 橋本市 柱本小学校 体育館 3台
和歌山県 橋本市 隅田中学校 体育館 3台
和歌山県 橋本市 高野口中学校 体育館 3台
和歌山県 橋本市 応其小学校 体育館 3台
和歌山県 橋本市 高野口小学校 体育館 3台
和歌山県 橋本市 三⽯小学校 事務室 3台
和歌山県 橋本市 橋本中央中学校 体育館 3台
和歌山県 橋本市 紀見東中学校 事務室 3台
和歌山県 橋本市 旧学文路中学校 体育館 3台
和歌山県 橋本市 恋野小学校 体育館 3台
和歌山県 橋本市 旧⻄部中学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 御坊小学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 塩屋小学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 河南中学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 御坊中学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 湯川小学校 体育館 3台
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和歌山県 御坊市 湯川中学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 藤田小学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 名田中学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 名田小学校 体育館 3台
和歌山県 御坊市 野口小学校 体育館 3台
和歌山県 新宮市 鎌塚集会所 和室 1台
和歌山県 新宮市 玉置口出張診療所 診察室 1台
和歌山県 新宮市 四滝集会所 玄関 1台
和歌山県 新宮市 篠尾集会所 玄関 1台
和歌山県 新宮市 山⼿集会所 玄関 1台
和歌山県 新宮市 ⾚木集会所 玄関 1台
和歌山県 新宮市 嶋津集会所 玄関 1台
和歌山県 新宮市 東集会所 ホール 1台
和歌山県 新宮市 東敷屋集会所 和室 1台
和歌山県 新宮市 尾頭集会所 玄関 1台
和歌山県 新宮市 日⾜相須集会所 玄関 1台
和歌山県 新宮市 熊野川総合開発センター 2階ロビー 1台
和歌山県 新宮市 熊野川小学校 体育館 2台
和歌山県 新宮市 能城集会所 玄関 1台
和歌山県 新宮市 新高田会館 玄関ホール 1台
和歌山県 新宮市 佐野区⺠会館 玄関ホール 1台
和歌山県 新宮市 三輪崎会館 玄関ホール 1台
和歌山県 新宮市 蜂伏会館 玄関ホール 1台
和歌山県 新宮市 新宮市福祉センター 廊下 2台
和歌山県 ⻄牟婁郡すさみ町 見老津小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡すさみ町 江住小学校 廊下 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡すさみ町 旧佐本小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡すさみ町 周参見中学校 放送室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡すさみ町 周参見小学校 職員室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡すさみ町 すさみ町総合センター 教育⻑室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡すさみ町 里野集会所 ホール 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 岡小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 上富田町構造改善センタ− 1F入口左横配管口 1台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 岩崎会館 事務室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 岩田小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 岩田公⺠館 1F入口横MDF盤内 1台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 デイサ−ビスセンタ−くちくまの 1F倉庫内MDF盤 1台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 市ノ瀬小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 上富田町農村環境改善センタ− 1F事務室 1台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 ⽣馬公⺠館 1F⼤ﾎｰﾙ横MDF盤 1台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 ⽣馬小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 鳥渕会館 無線機横 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 朝来小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 ⼤⾕総合センター ロビー 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 上富田文化会館 公衆電話付近 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 上富田町役場庁舎 事務室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 朝来コミニティセンタ− 1F事務室 1台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 上富田町保健センタ− 1F事務室 1台
和歌山県 ⻄牟婁郡上富田町 南紀の台町内会館 和室 2台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 中央公⺠館 端子盤内 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 ⽩浜第一小学校 会議室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 ⽩浜第⼆小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 ⽩浜中学校 宿直室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 安居集会所 和室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 住⺠交流センター ロビー 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 富田中学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 ⻄富田小学校 廊下 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 川添山村活性化支援センター 事務室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 児童館・町⽴体育館 事務室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 富田小学校 廊下 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 旧玉伝小学校 事務室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 アンソレイユ日置 集会室 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 南⽩浜小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 椿園 事務室 3台
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和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 椿小学校 体育館 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 田野井会館 ロビー 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 市江区⺠会館 玄関 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 日置川拠点公⺠館 玄関 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 上下水道課庁舎 階段 3台
和歌山県 ⻄牟婁郡⽩浜町 清掃センター カウンター 3台
和歌山県 田辺市 小川集会所 集会場内 1台
和歌山県 田辺市 ⼤塔ふくしかいかん ロビー 3台
和歌山県 田辺市 稲成小学校 玄関 3台
和歌山県 田辺市 竹⻄集会所 入口左壁面 1台
和歌山県 田辺市 富里⽣活改善センター 2階事務室カウンタ上 1台
和歌山県 田辺市 富里小学校 玄関 3台
和歌山県 田辺市 下川上集会所 事務室 1台
和歌山県 田辺市 田辺高等学校 体育館 3台
和歌山県 田辺市 熊野集会所 集会場内（テレビ横） 1台
和歌山県 田辺市 五味集会所 集会場内 1台
和歌山県 田辺市 三川福祉センター ピンク電話付近 3台
和歌山県 田辺市 三川⽣活改善センター 板の間 1台
和歌山県 田辺市 秋津川公⺠館 1F会議室横配管口 1台
和歌山県 田辺市 田辺スポーツパーク 体育館 3台
和歌山県 田辺市 第三小学校 廊下 3台
和歌山県 田辺市 上秋津小学校 職員室 3台
和歌山県 田辺市 上芳養農村環境改善センター 事務所入口左側 1台
和歌山県 田辺市 上野多目的集会所 2F入口右側壁際 1台
和歌山県 田辺市 新庄中学校 体育館 3台
和歌山県 田辺市 新庄第⼆小学校 入口右側事務室 1台
和歌山県 田辺市 深⾕集会所 右側壁面 1台
和歌山県 田辺市 三栖小学校 体育館 3台
和歌山県 田辺市 温川多目的研修集会施設 入口正面壁面 1台
和歌山県 田辺市 近野小学校 体育館 3台
和歌山県 田辺市 峰公⺠館 入口左側壁際 1台
和歌山県 田辺市 中辺路コミュニティセンター カウンター 3台
和歌山県 田辺市 小皆公⺠館 1F階段横の棚 1台
和歌山県 田辺市 小松原集会所 入口左側壁際 1台
和歌山県 田辺市 澤・水上集会所 入口左側壁際（棚上） 1台
和歌山県 田辺市 福巖寺 本堂横共用部 1台
和歌山県 田辺市 ⽯船集会所 入口左側壁際 1台
和歌山県 田辺市 旧⼆川小学校 体育館 3台
和歌山県 田辺市 ⼤川集会所 入口右側壁面MDF下（情報ｺﾝｾﾝﾄ横） 1台
和歌山県 田辺市 中辺路郷土文化交流館 入口右側部屋前 1台
和歌山県 田辺市 内井川集会所 集会場内（窓付近） 1台
和歌山県 田辺市 北郡集落センター 入口正面壁面 1台
和歌山県 田辺市 裏地集会所 入口左側配管口 1台
和歌山県 田辺市 中芳養小学校 校舎1F下駄箱横 1台
和歌山県 田辺市 東原多目的集会所 トイレ横配管口 1台
和歌山県 田辺市 ひがしコミュニティセンター カウンター 3台
和歌山県 田辺市 旧伏菟野小学校 入口右側カウンタ付近 1台
和歌山県 田辺市 平瀬集会所 集会場内（トイレ前） 1台
和歌山県 田辺市 芳養小学校 廊下 3台
和歌山県 田辺市 田辺市体育センター 懇談室 3台
和歌山県 田辺市 ⼤坊小学校 2F多目的ﾎｰﾙ内 1台
和歌山県 田辺市 下湯川集会所 入口左側事務室 1台
和歌山県 田辺市 旧皆地小学校(僻地集会所) 入口右側 1台
和歌山県 田辺市 小津荷集会所 入口右側壁面 1台
和歌山県 田辺市 上切原山振センター（上切原集会所） 入口右側 1台
和歌山県 田辺市 請川地区地域防災拠点施設 2F事務室 1台
和歌山県 田辺市 旧静川小学校 廊下 3台
和歌山県 田辺市 田代集会所 入口右側 1台
和歌山県 田辺市 本宮町⺠センター 玄関ホール 3台
和歌山県 田辺市 本宮中学校 体育館 3台
和歌山県 田辺市 面川作業所（面川避難所） 避難所内（冷蔵庫横） 1台
和歌山県 田辺市 あすなろ木守の郷 事務室内（机上） 1台
和歌山県 田辺市 田辺市⽴明洋中学校 2F多目的ホール前 3台
和歌山県 田辺市 龍神中学校 体育館 3台
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和歌山県 田辺市 上宮代集会所 (空⽩) 1台
和歌山県 田辺市 甲斐ノ川地域防災センター 入口右⼿部屋内 1台
和歌山県 田辺市 小家会館 入口正面右部屋内 1台
和歌山県 田辺市 龍神行政局 端子盤内 3台
和歌山県 田辺市 丹⽣ノ川振興館 入口左側（下駄箱上） 1台
和歌山県 田辺市 旧殿原小学校 職員室内右壁際（書庫上） 1台
和歌山県 田辺市 龍神小学校 校舎教室内（体育館への廊下付近） 1台
和歌山県 田辺市 咲楽小学校 入口正面物置前 1台
和歌山県 田辺市 龍神高齢者福祉センター ロビー 3台
和歌山県 田辺市 龍神会館 入口左側下駄箱上 1台
和歌山県 田辺市 ⼤熊コミュニティセンター 体育館入口右側舞台袖 1台
和歌山県 田辺市 廣井原農林漁家婦人活動促進施設（広栄会館） 入口右⼿付近 1台
和歌山県 田辺市 和田集会所 TVの横 1台
和歌山県 東牟婁郡串本町 古座漁村センター 2階居室 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 佐部集会所 玄関ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 正法寺 廊下 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 宗福寺 ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 須江・浜須賀集会所 玄関ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 串本消防⼤島分団屯所 和室 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 田並上多目的集会所（愛⺠会館） 無線機横 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 海林寺 玄関ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 東地会館 ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡串本町 橋杭集会所 玄関ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡古座川町 古座川町中央公⺠館 2階ロビー 3台
和歌山県 東牟婁郡古座川町 七川総合集会所 廊下 3台
和歌山県 東牟婁郡古座川町 三尾川⽣活改善センター 玄関ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡古座川町 小川総合センター 玄関ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡古座川町 明神⽣活改善センター 玄関ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡太地町 太地中学校 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡太地町 多目的センター 2階ロビー 3台
和歌山県 東牟婁郡太地町 太地小学校 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 宇久井中学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 下里小学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 下里中学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 市野々小学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 勝浦小学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川小中学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 福祉健康センター 玄関ホール 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 那智中学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 太田小学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 東牟婁郡北山村 北山村村⺠会館 会議室 3台
和歌山県 東牟婁郡北山村 竹原区⺠会館 ホール 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 みなべ町津波避難センタ− 2F MDF盤内 1台
和歌山県 日高郡みなべ町 高城公⺠館 1F階段横MDF盤 1台
和歌山県 日高郡みなべ町 高城保育所 カウンター 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 高城高齢者センター ピンク電話付近 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 猪の山集会所 玄関 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 さくら会館 玄関 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 ゆうゆう館 事務室 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 紀州路みなべ カウンター 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 鶴の湯温泉 ピンク電話付近 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 清川きらく園 事務室 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 清川公⺠館 事務室 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 うめ振興館 ピンク電話付近 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 高城小学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 みなべ町保健福祉センター カウンター 3台
和歌山県 日高郡みなべ町 介護予防センター ピンク電話付近 3台
和歌山県 日高郡印南町 稲原中学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡印南町 稲原防災センター 事務室 3台
和歌山県 日高郡印南町 稲原小学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡印南町 清流小学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡印南町 清流中学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡印南町 切目川防災センター 事務室 3台
和歌山県 日高郡印南町 カルフール・ド・ルポ印南 ロビー 3台
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和歌山県 日高郡印南町 切目小学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡印南町 印南避難センタ− 事務室 3台
和歌山県 日高郡印南町 まづま保育園 事務室 3台
和歌山県 日高郡印南町 弘龍庵 会議室 3台
和歌山県 日高郡日高川町 ⼤成中学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡日高町 田杭集会所 和室 3台
和歌山県 日高郡日高町 阿尾⻘年会場 和室 3台
和歌山県 日高郡日高町 日高博愛園「みちしお」 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 荊木公⺠館 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 公⺠館原⾕分館 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 高家集会所（南） (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 高家集会所 和室 3台
和歌山県 日高郡日高町 産湯集会所 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 下志賀コミュニティセンター 玄関ホール 3台
和歌山県 日高郡日高町 武道館 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 志賀小学校体育館 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 久志集会所 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 上志賀⻘年会場 和室 3台
和歌山県 日高郡日高町 柏コミュニティーセンター (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 日高中学校体育館 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 小浦地区公⺠館 端子盤内 3台
和歌山県 日高郡日高町 小坂⻘年会場（⼤恩寺） 和室 3台
和歌山県 日高郡日高町 小池集会所 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 ふれあいセンター (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 池田公⺠館 玄関 3台
和歌山県 日高郡日高町 萩原公⺠館 玄関 3台
和歌山県 日高郡日高町 萩原集会所 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 内原小学校体育館 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 比井小学校体育館 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡日高町 温泉館みちしおの湯 (空⽩) 1台
和歌山県 日高郡美浜町 新浜さざなみ荘 端子盤内 3台
和歌山県 日高郡美浜町 松原小学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡美浜町 松洋中学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡美浜町 旧三尾小学校 端子盤内 3台
和歌山県 日高郡美浜町 美浜町公⺠館浜ノ瀬分館 端子盤内 3台
和歌山県 日高郡美浜町 和田小学校 体育館 3台
和歌山県 日高郡美浜町 中央公⺠館 端子盤内 3台
和歌山県 日高郡美浜町 地域福祉センター 端子盤内 3台
和歌山県 日高郡由良町 旧衣奈中学校 端子盤内 3台
和歌山県 日高郡由良町 江ノ駒老人憩の家 無線機横 3台
和歌山県 日高郡由良町 ⽩崎会館 事務室 3台
和歌山県 日高郡由良町 武道館 玄関 3台
和歌山県 日高郡由良町 ゆらこども園 廊下 3台
和歌山県 日高郡由良町 畑農業会館 2階ロビー 3台
和歌山県 有田郡広川町 南広小学校井関分校 端子盤内 3台
和歌山県 有田郡広川町 津木中学校 職員室 3台
和歌山県 有田郡広川町 耐久中学校 端子盤内 3台
和歌山県 有田郡広川町 広川町役場 端子盤内 3台
和歌山県 有田郡広川町 広小学校 端子盤内 3台
和歌山県 有田郡広川町 防災教育センター１階 端子盤内 3台
和歌山県 有田郡広川町 南広小学校 職員室 3台
和歌山県 有田郡広川町 広八幡神社 玄関 3台
和歌山県 有田郡広川町 津木小学校 端子盤内 3台
和歌山県 有田郡有田川町 田殿小学校 地域学校連携施設 3台
和歌山県 有田郡有田川町 ⽯垣小学校 玄関 3台
和歌山県 有田郡有田川町 金屋農村センタ− 端子盤内 3台
和歌山県 有田郡有田川町 小川小学校 廊下 3台
和歌山県 有田郡有田川町 八幡小学校（体育館） 体育館 3台
和歌山県 有田郡有田川町 粟⽣小学校体育館 事務室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 ⽯垣公⺠館宇井苔分館 集会室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 遠井コミュニティセンター 台所付近 1台
和歌山県 有田郡有田川町 下湯川ふるさと村施設 室内中央右側 1台
和歌山県 有田郡有田川町 釜中地区集会所 入口左側壁面 1台
和歌山県 有田郡有田川町 久野原小学校体育館 体育館内下駄箱上 1台
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和歌山県 有田郡有田川町 境川コミュニティセンター 入口左側事務室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 金屋文化保健センター 入口左側壁面 2台
和歌山県 有田郡有田川町 三瀬川コミュニティセンター 入口正面壁右側付近 1台
和歌山県 有田郡有田川町 旧修理川小学校 職員室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 御霊小学校体育館 入口左壁（ﾌﾟﾙBOX内） 3台
和歌山県 有田郡有田川町 沼区⺠センター 事務室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 沼⾕地区集会所 集会場内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 清水公⺠館上湯川分館 事務室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 旧北小学校 2階MDF内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 清水保健センター 入口左奥プルBOX内 2台
和歌山県 有田郡有田川町 旧⽣⽯小学校体育館 体育館入口右側壁面 1台
和歌山県 有田郡有田川町 ⻄ヶ峯小学校体育館 体育館入口左側 1台
和歌山県 有田郡有田川町 岩倉公⺠館 事務室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 五郷地区⽣活改善センター 事務室前カウンタ 1台
和歌山県 有田郡有田川町 ⼤蔵コミュニティセンター 事務室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 藤並小学校体育館 入口左壁（ﾌﾟﾙBOX内） 3台
和歌山県 有田郡有田川町 楠本小学校体育館（楠本区⺠センター） 入口正面事務室内 1台
和歌山県 有田郡有田川町 城山公⺠館 事務室内 2台
和歌山県 有田郡有田川町 旧早月小学校体育館 体育館内左壁中央付近 1台
和歌山県 有田郡有田川町 五⻄月小学校体育館 体育館内左壁中央付近 1台
和歌山県 有田郡有田川町 安諦公⺠館 ロビー 3台
和歌山県 有田市 文成中学校 事務室 3台
和歌山県 有田市 宮原小学校 廊下 3台
和歌山県 有田市 有田市福祉館なごみ 分電盤室 3台
和歌山県 有田市 田鶴小学校 職員室 3台
和歌山県 有田市 港小学校 保健室 3台
和歌山県 有田市 糸我小学校 廊下 3台
和歌山県 有田市 有田市体育センター 玄関ホール 3台
和歌山県 有田市 初島小学校 事務室 3台
和歌山県 有田市 元初島中学校 分電盤室 3台
和歌山県 有田市 保田中学校 廊下 3台
和歌山県 有田市 保田小学校 廊下 3台
和歌山県 有田市 箕島小学校 職員室 3台
和歌山県 有田市 有田市文化福祉センター 事務室 3台
和歌山県 有田市 箕島中学校 事務室 3台
和歌山県 和歌山市 貴志小学校 中庭側入口 3台
和歌山県 和歌山市 藤⼾台小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 木本小学校 校舎入口 3台
和歌山県 和歌山市 有功小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 加太小学校 校舎入口 3台
和歌山県 和歌山市 名草小学校 廊下 3台
和歌山県 和歌山市 山東小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 広瀬小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 紀伊小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 砂山小学校 校舎入口 3台
和歌山県 和歌山市 宮小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 東中学校 職員室前 3台
和歌山県 和歌山市 河⻄中学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 ⼤新小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 吹上小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 ⻄脇中学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 雑賀小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 鳴滝小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 楠見小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 中之島小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 川永小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 宮北小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 高積中学校 校舎入口 3台
和歌山県 和歌山市 福島小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 宮前小学校 校舎入口 3台
和歌山県 和歌山市 河北中学校 階段 3台
和歌山県 和歌山市 新南小学校 玄関ホール 3台
和歌山県 和歌山市 四箇郷小学校 校舎入口 3台
和歌山県 和歌山市 芦原小学校 職員室前 3台
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和歌山県 和歌山市 和歌浦小学校 踊場 3台
鳥取県 岩美郡岩美町 岩美北小学校 体育館 2台
鳥取県 岩美郡岩美町 岩美中学校 体育館 2台
鳥取県 岩美郡岩美町 岩美南小学校 体育館 2台
鳥取県 岩美郡岩美町 岩美⻄小学校 体育館 2台
鳥取県 境港市 第三中学校 玄関ホール 3台
鳥取県 境港市 外江公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 境港市 外江小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 中浜公⺠館 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 第一中学校 玄関ホール 3台
鳥取県 境港市 なぎさ会館 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 上道小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 上道公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 境港市 誠道小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 誠道公⺠館 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 しおさい会館 玄関ホール 1台
鳥取県 境港市 第⼆中学校 玄関ホール 3台
鳥取県 境港市 余子小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 余子公⺠館 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 市⺠体育館 玄関ホール 3台
鳥取県 境港市 渡公⺠館 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 渡小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 中浜小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 境公⺠館 玄関ホール 2台
鳥取県 境港市 境小学校 玄関ホール 3台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 中山小学校 児童玄関 3台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 中山農業者トレーニングセンター 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 中山中学校 体育館 3台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 保健福祉センターなわ 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 ⼤山農業者トレーニングセンター 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 ⼤山小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 ⼤山中学校 児童玄関前 3台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 ⼤山町総合体育館 体育館 3台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 保健福祉センターだいせん 2F廊下 2台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 ⼤山⻄小学校 体育館 3台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 名和農業者トレーニングセンター 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 名和小学校 玄関ホール 3台
鳥取県 ⻄伯郡⼤山町 名和中学校 体育館 3台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 レイクサイドアリーナ 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 会見小学校 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 東⻄町コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 おおくに田園スクエア 事務室・管理室 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 総合福祉センターいこい荘 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 会見第⼆小学校 玄関 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 農業者トレーニングセンター 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 南部中学校 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 法勝寺中学校 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 ふるさと交流センター 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 プラザ⻄伯 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 ⻄伯小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡南部町 ⻄伯病院 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡日吉津村 日吉津小学校 エコルーム前 2台
鳥取県 ⻄伯郡日吉津村 日吉津村⽴農業者トレーニングセンター 事務所前 2台
鳥取県 ⻄伯郡日吉津村 日吉津村社会福祉センター 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 町⽴岸本公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 岸本小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 岸本中学校 体育館 2台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 溝口小学校 体育館 1台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 八郷小学校 体育館 2台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 岸本海洋センター 玄関ホール 2台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 岸本保健福祉センター 団体事務室 1台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 岸本武道館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 こしき保育所 玄関ホール 1台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 農村環境改善センター 通用門 1台
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鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 町⺠溝口体育館 体育館 2台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 日光小学校 体育館 1台
鳥取県 ⻄伯郡伯耆町 ⼆部小学校 体育館会議室 1台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴久⽶中学校 体育館 2台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴⻄郷小学校 体育館 2台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴河北小学校 体育館 3台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴関金小学校 ランチルーム外側 3台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴鴨川中学校 寄宿舎玄関 2台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴山守小学校 多目的室 2台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴東中学校 玄関ホール 3台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴社小学校 玄関ホール 3台
鳥取県 倉吉市 伯耆しあわせの郷 事務室・管理室 3台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴上灘小学校 体育館 3台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴高城小学校 体育館 2台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴上北条小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴⻄中学校 体育館 3台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴北⾕小学校 体育館 1台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴小鴨小学校 図工室 3台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴成徳小学校 体育館 3台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴灘⼿小学校 玄関 2台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴上小鴨小学校 図工室 2台
鳥取県 倉吉市 倉吉市⽴明倫小学校 玄関ホール 3台
鳥取県 鳥取市 稲葉山小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 面影小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 中ノ郷小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 河原中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 ⻄郷小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 散岐小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 河原第一小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 賀露小学校 多目的ホール 3台
鳥取県 鳥取市 瑞穂小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 逢坂小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 浜村小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 気高中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 宝木小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 美保小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 日進小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 美保南小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 南中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 津ノ井小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 ⼤正小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 ⽶里小学校 保健室 3台
鳥取県 鳥取市 湖山⻄小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 湖山小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 湖東中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 明徳小学校 体育館・多目的室 3台
鳥取県 鳥取市 宮ノ下小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 国府東小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 国府中学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 佐治小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 桜ケ丘中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 ⿅野小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 ⿅野中学校 ミーティングルーム 2台
鳥取県 鳥取市 東郷小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 若葉台小学校 職員室前 3台
鳥取県 鳥取市 ⻄中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 明治小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 醇風小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 富桑小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 ⻘⾕小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 ⻘⾕中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 美和小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 神⼾小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 城北小学校 多目的ホール 3台

170 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

鳥取県 鳥取市 久松小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 北中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 高草中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 世紀小学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 倉田小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 浜坂小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 中ノ郷中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 末恒小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 福部小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 福部中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 遷喬小学校 アリーナホール 3台
鳥取県 鳥取市 用瀬中学校 体育館 2台
鳥取県 鳥取市 用瀬小学校 体育館・校舎玄関 2台
鳥取県 鳥取市 修⽴小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 東中学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 岩倉小学校 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 湖南学園（小学校） 体育館 3台
鳥取県 鳥取市 江山中学校 武道館 2台
鳥取県 東伯郡琴浦町 浦安小学校 体育館 1台
鳥取県 東伯郡琴浦町 旧以⻄小学校 体育館 1台
鳥取県 東伯郡琴浦町 旧古布庄小学校 体育館 1台
鳥取県 東伯郡琴浦町 船上小学校 体育館 2台
鳥取県 東伯郡琴浦町 ⾚碕地域コミュニティーセンター（役場分庁舎） 玄関ホール 2台
鳥取県 東伯郡琴浦町 ⾚碕中学校 体育館 2台
鳥取県 東伯郡琴浦町 ⾚碕小学校 体育館 1台
鳥取県 東伯郡琴浦町 総合体育館 事務室・管理室 3台
鳥取県 東伯郡琴浦町 東伯中学校 体育館 3台
鳥取県 東伯郡琴浦町 琴浦町⽣涯学習センター 事務室・管理室 3台
鳥取県 東伯郡琴浦町 八橋小学校 体育館 1台
鳥取県 東伯郡琴浦町 旧安田小学校 体育館 1台
鳥取県 東伯郡琴浦町 聖郷小学校 体育館 2台
鳥取県 東伯郡三朝町 竹田公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 東伯郡三朝町 バンビセンター 玄関ホール 1台
鳥取県 東伯郡三朝町 ブランナール三朝 フロント前ロビー 1台
鳥取県 東伯郡三朝町 三朝町総合スポーツセンター 玄関ホール 1台
鳥取県 東伯郡三朝町 高勢公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 東伯郡三朝町 三朝町役場 玄関ホール 1台
鳥取県 東伯郡三朝町 三徳センター 玄関ホール 1台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 羽合⻄コミュニティー施設 玄関ホール 2台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 羽合小学校 体育館 3台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 ハワイアロハホール 玄関ホール 3台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 ふれあいホール 玄関ホール 2台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 活性化センターはまなす 玄関ホール 1台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 東郷体育館 体育館 3台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 東郷小学校 体育館 3台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 北溟体育館 体育館 3台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 はわいトレーニングセンター 体育館 2台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 保健福祉センターつわぶき荘 玄関ホール 2台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 泊体育館 体育館 2台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 泊小学校 体育館 3台
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 中央公⺠館 玄関ホール 2台
鳥取県 東伯郡北栄町 北栄町B＆G海洋センター 事務所前 2台
鳥取県 東伯郡北栄町 北条ふれあい会館 管理事務所前 2台
鳥取県 東伯郡北栄町 北栄町北条体育館 体育館 2台
鳥取県 東伯郡北栄町 ⼤栄小学校 体育館 2台
鳥取県 東伯郡北栄町 ⼤栄中学校 体育館 2台
鳥取県 東伯郡北栄町 ⼤栄体育館 体育館 2台
鳥取県 日野郡江府町 旧下蚊屋分校 玄関ホール 1台
鳥取県 日野郡江府町 江府町役場 通用口 1台
鳥取県 日野郡江府町 防災情報センタ− 玄関ホール 3台
鳥取県 日野郡江府町 総合健康福祉センター 玄関ホール 2台
鳥取県 日野郡江府町 江府小学校 体育館 3台
鳥取県 日野郡江府町 江府町総合体育館 体育館 3台
鳥取県 日野郡江府町 旧⽶沢小学校 玄関ホール 2台
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鳥取県 日野郡江府町 旧明倫小学校 通用口 2台
鳥取県 日野郡江府町 旧俣野小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 日野郡日南町 阿毘縁会館 事務室前 2台
鳥取県 日野郡日南町 まなび宿おおみや（旧⼤宮小） 玄関ホール 2台
鳥取県 日野郡日南町 あかねの郷 夜間玄関前 1台
鳥取県 日野郡日南町 日南中学校 玄関ホール 1台
鳥取県 日野郡日南町 総合文化センタ 玄関と2F 3台
鳥取県 日野郡日南町 日南役場 めぐみの館前 2台
鳥取県 日野郡日南町 まなび宿やまがみ（旧山上小） 事務室前 2台
鳥取県 日野郡日南町 ⽯見センター 玄関ホール 2台
鳥取県 日野郡日南町 日南小学校 玄関ホール 1台
鳥取県 日野郡日南町 まなび宿たり（旧多里小） 玄関ホール 2台
鳥取県 日野郡日南町 福栄⽣活改善センター 相談室 2台
鳥取県 日野郡日南町 日南町高齢者⽣産活動センター ロビー 2台
鳥取県 日野郡日野町 ⿊坂公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 日野郡日野町 ⿊坂小学校（体育館） 体育館 2台
鳥取県 日野郡日野町 日野町山村開発センター 玄関ホール 2台
鳥取県 日野郡日野町 日野中学校（体育館） 体育館 2台
鳥取県 日野郡日野町 根雨小学校（体育館） 体育館 2台
鳥取県 八頭郡若桜町 若桜学園小学校つく⽶分校 玄関ホール 2台
鳥取県 八頭郡若桜町 高齢者等交流拠点施設（寄来屋） 事務所入口 2台
鳥取県 八頭郡若桜町 地域福祉センター 玄関ホール 2台
鳥取県 八頭郡若桜町 若桜町活性化施設（味工房） 事務室・管理室 3台
鳥取県 八頭郡若桜町 第２町⺠体育館 体育館 3台
鳥取県 八頭郡若桜町 若桜町公⺠館 玄関 2台
鳥取県 八頭郡若桜町 第１町⺠体育館 体育館 3台
鳥取県 八頭郡若桜町 若桜町役場 保険センタ入口 3台
鳥取県 八頭郡若桜町 小船ふれあい館 公⺠館居間 1台
鳥取県 八頭郡若桜町 若桜学園 事務室・管理室 2台
鳥取県 八頭郡若桜町 旧池田小学校校舎 玄関ホール 2台
鳥取県 八頭郡智頭町 旧山形小学校（校舎） 校舎廊下 1台
鳥取県 八頭郡智頭町 山形一地区公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 八頭郡智頭町 勤労者体育館 体育館 2台
鳥取県 八頭郡智頭町 ほのぼのケアセンタ− 玄関ホール 2台
鳥取県 八頭郡智頭町 智頭町総合センター 玄関ホール 2台
鳥取県 八頭郡八頭町 八東ふれあいスポーツセンター 体育館前 1台
鳥取県 八頭郡八頭町 郡家東小学校 体育館 1台
鳥取県 八頭郡八頭町 ⼤江地区公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 八頭郡八頭町 郡家老人福祉センター 玄関ホール 2台
鳥取県 八頭郡八頭町 中央公⺠館（旧名称：郡家公⺠館） 事務所入口 2台
鳥取県 八頭郡八頭町 中央中学校(武道館) 武道館入口 3台
鳥取県 八頭郡八頭町 郡家⻄小学校 体育館 1台
鳥取県 八頭郡八頭町 ⼤御門体育センター 玄関ホール 1台
鳥取県 八頭郡八頭町 隼Lab体育館 体育館 1台
鳥取県 八頭郡八頭町 船岡小学校 体育館 2台
鳥取県 八頭郡八頭町 船岡トレーニングセンター 玄関ホール 2台
鳥取県 八頭郡八頭町 船岡保健センター 玄関ホール 3台
鳥取県 八頭郡八頭町 八東地域福祉センター 玄関ホール 2台
鳥取県 八頭郡八頭町 男女共同参画センター 玄関ホール 1台
鳥取県 八頭郡八頭町 姫路公園（私都荘） 事務所入口 1台
鳥取県 八頭郡八頭町 八東体育文化センター 事務所入口 3台
鳥取県 八頭郡八頭町 八東若者体育館 体育館 2台
鳥取県 八頭郡八頭町 国中改善センター 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴湊山中学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴就将小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴尚徳小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 学校組合⽴箕蚊屋中学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴箕蚊屋小学校 玄関廊下 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市河崎公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴河崎小学校 体育館前 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴福⽣東小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴住吉小学校 職員室前 3台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市住吉公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴義方小学校 玄関ホール 3台
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鳥取県 ⽶子市 ⽶子市福祉保健総合センター 玄関ホール 3台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴東山中学校 体育館 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴車尾小学校 職員室前廊下 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴後藤ヶ丘中学校 玄関ホール 3台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴福⽣中学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴福⽣⻄小学校 体育館 3台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴福⽶中学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴五千⽯小学校 体育館 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴福⽶⻄小学校 職員室横 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市崎津公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴崎津小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⼤篠津公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴⼤篠津小学校 体育館前廊下 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴美保中学校 体育館 2台
鳥取県 ⽶子市 どらドラパーク⽶子市⺠体育館 体育館 3台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴福⽶東小学校 玄関廊下 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴成実小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴尚徳中学校 玄関廊下 3台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴啓成小学校 職員室前玄関 3台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴伯仙小学校 体育館 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市彦名公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴彦名小学校 理科室前廊下 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴弓ヶ浜小学校 体育館前廊下 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴弓ヶ浜中学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市富益公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市埋蔵文化センター(旧日新小） 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市文化ホール 玄関ホール 3台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市夜見公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴明道小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市役所淀江支所 ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴淀江小学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴淀江中学校 玄関ホール 2台
鳥取県 ⽶子市 淀江体育館 トレーニングルーム 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市加茂公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴加茂中学校 体育館 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴加茂小学校 体育館 2台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市和田公⺠館 玄関ホール 1台
鳥取県 ⽶子市 ⽶子市⽴和田小学校 玄関ホール 2台
島根県 安来市 安来市⽴⺟里小学校 職員玄関ホール 1台
島根県 安来市 安来市⽴十神小学校 体育館施設内 1台
島根県 安来市 安来市⽴第⼆中学校 職員玄関ホール 1台
島根県 安来市 安来市⽴社日小学校 職員室受付カウンター前 1台
島根県 安来市 宇波交流センター 玄関ホール 1台
島根県 安来市 奥田原交流センター 玄関ホール 1台
島根県 安来市 広瀬中央交流センター 図書室前廊下 1台
島根県 安来市 安来市⽴山佐小学校 体育館ステージ前 1台
島根県 安来市 菅原交流センター 玄関ホール 1台
島根県 安来市 ⻄⾕交流センター 玄関ホール 1台
島根県 安来市 比田交流センター 玄関ホール 1台
島根県 安来市 東比田交流センター 玄関ホール 1台
島根県 安来市 安来市⽴広瀬中学校 玄関昇降口 1台
島根県 安来市 安来市⽴布部小学校 体育館施設内 1台
島根県 安来市 安来市⽴荒島小学校 職員玄関ホール 1台
島根県 安来市 安来市⽴飯梨小学校 職員玄関ホール 1台
島根県 安来市 安来市⽴宇賀荘小学校 職員室受付カウンター前 1台
島根県 安来市 安来市⽴南小学校 職員室受付カウンター前 1台
島根県 安来市 安来市⽴第三中学校 職員玄関ホール 1台
島根県 安来市 安来市⽴⾚江小学校 体育館施設内 1台
島根県 安来市 安来市⽴安田小学校 職員室前廊下 1台
島根県 安来市 安来市⽴井尻小学校 体育館施設内 1台
島根県 安来市 安来市⽴⾚屋小学校 体育館施設内 1台
島根県 安来市 伯太中央交流センター ロビー 1台
島根県 安来市 安来市⽴能義小学校 職員室受付カウンター前 1台
島根県 安来市 安来市⽴島田小学校 体育館施設内 1台
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島根県 隠岐郡隠岐の島町 五箇中学校 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡隠岐の島町 ⻄郷小学校 体育館前 1台
島根県 隠岐郡隠岐の島町 北小学校 放送室前 1台
島根県 隠岐郡隠岐の島町 都万小学校 職員室前のトイレ前 1台
島根県 隠岐郡隠岐の島町 布施公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 隠岐郡海士町 宇受賀地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 ⻄地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 中里地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 東地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 北分地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 御波地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 日須賀地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 多井地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 崎地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 知々井地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 保々見地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 福井地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 菱浦地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡海士町 豊田地区集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡⻄ノ島町 中央公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 隠岐郡⻄ノ島町 ⻄ノ島町役場本庁舎 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡⻄ノ島町 ⻄ノ島町⺠体育館 体育館施設内 1台
島根県 隠岐郡⻄ノ島町 ⻄ノ島町⿊木公⺠館 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡知夫村 知夫里島開発総合センター 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡知夫村 知夫小中学校 学校玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡知夫村 知夫の里 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡知夫村 仁夫集会所 玄関ホール 1台
島根県 隠岐郡知夫村 招福苑 事務室前カウンター 1台
島根県 雲南市 加茂交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 雲南市 掛合交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 雲南市 松笠交流センター 受付カウンター前 1台
島根県 雲南市 多根交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 雲南市 入間交流センター 事務室前廊下 1台
島根県 雲南市 波多交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 吉田交流センター エントラルホール入口 1台
島根県 雲南市 田井交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 ⺠⾕交流センター 事務室前廊下 1台
島根県 雲南市 鍋山交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 一宮交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 三刀屋交流センター 図書室前廊下 1台
島根県 雲南市 飯⽯交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 中野交流センター 事務室前廊下 1台
島根県 雲南市 塩田交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 久野交流センター 事務所前廊下 1台
島根県 雲南市 佐世交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 幡屋交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 ⼤東交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 春殖交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 阿用交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 海湖交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 下熊⾕交流センター 事務室前廊下 1台
島根県 雲南市 日登交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 新市交流センター 事務所受付カウンター 1台
島根県 雲南市 ⻄日登交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 温泉交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 八日市交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 三新塔交流センター 玄関ホール 1台
島根県 雲南市 斐伊交流センター 玄関ホール 1台
島根県 益田市 益田中学校 職員室前 1台
島根県 益田市 安田公⺠館 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 安田小学校 職員室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 ⻄益田小学校 職員室前廊下 1台
島根県 益田市 豊田公⺠館 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 益田運動公園市⺠体育館 玄関ロビー 1台
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島根県 益田市 種公⺠館 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 桂平小学校 職員室受付カウンター前 1台
島根県 益田市 ⼆条公⺠館 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 市⺠学習センタ（吉田公⺠館） 1F事務室前 1台
島根県 益田市 小野中学校 職員室横コピー室 1台
島根県 益田市 高津小学校 玄関ロビー 1台
島根県 益田市 高津中学校 玄関ロビー 1台
島根県 益田市 高津公⺠館 1F事務室前カウンター 1台
島根県 益田市 ⻄益田公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 益田市 益田市人権センター 事務室前カウンター 1台
島根県 益田市 益田市総合福祉センター 1F玄関ホール 1台
島根県 益田市 吉田南小学校 2F職員室前 1台
島根県 益田市 鎌⼿小学校 昇降口正面 1台
島根県 益田市 北仙道公⺠館 事務室前玄関ロビー正面 1台
島根県 益田市 豊川公⺠館 事務室前廊下 1台
島根県 益田市 豊川小学校 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 吉田小学校 職員室前廊下 1台
島根県 益田市 水防センター 1F事務室前玄関ホール 1台
島根県 益田市 益田東中学校 2F事務室前フロアー 1台
島根県 益田市 真砂公⺠館 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 中⻄中学校 職員室窓側 1台
島根県 益田市 中⻄公⺠館 事務室前下⾜箱上 1台
島根県 益田市 ⼆川公⺠館 1F事務室前カウンター 1台
島根県 益田市 東仙道小学校 職員室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 東仙道公⺠館 事務室前玄関ロビー正面 1台
島根県 益田市 都茂公⺠館（ふれあいホールみと） 事務室前カウンター 1台
島根県 益田市 美濃公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 益田市 匹見下公⺠館 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 益田市 道川公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 益田市 匹見中学校 職員室前カウンター 1台
島根県 益田市 益田小学校 職員室前廊下 1台
島根県 江津市 江津市⺠体育館 事務室前カウンター 1台
島根県 江津市 嘉久志地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 金田ふれあいセンター 事務室前廊下（公衆電話横） 1台
島根県 江津市 敬川地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 都治地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 江東中学校 職員室前廊下 1台
島根県 江津市 パレットごうつ 1F事務室内 1台
島根県 江津市 郷田地域コミュニティ交流センター 2F事務室前廊下 1台
島根県 江津市 ⿊松地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 市山地域コミュニティ交流センター 玄関ロビー 1台
島根県 江津市 川越地域コミュニティ交流センター 玄関入口下⾜箱上 1台
島根県 江津市 川⼾地域コニュニティーセンター 事務所受付カウンター 1台
島根県 江津市 桜江中学校 職員室前カウンター 1台
島根県 江津市 ⾕住郷地域コミュニティ交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 江津市 ⻑⾕地域コミュニティ交流センター 玄関ロビー 1台
島根県 江津市 松平地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 跡市地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 松平地域防災拠点施設 玄関ロビー 1台
島根県 江津市 浅利地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 渡津地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 都野津地域コミュニティ交流センター 玄関ロビー 1台
島根県 江津市 ⻘陵中学校 職員玄関中央ホール 1台
島根県 江津市 ⼆宮地域コミュニティ交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 江津市 波子地域コミュニティ交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 江津市 波積地域コミュニティ交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 江津市 有福温泉地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 江津市 和木地域コミュニティ交流センター 事務室前玄関ロビー 1台
島根県 ⿅⾜郡吉賀町 柿木体育館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⿅⾜郡吉賀町 吉賀中学校 特別教室棟玄関ロビー 1台
島根県 ⿅⾜郡吉賀町 蔵木小学校 職員室前カウンター 1台
島根県 ⿅⾜郡吉賀町 朝倉公⺠館 事務所受付カウンター 1台
島根県 ⿅⾜郡吉賀町 六日市体育館 玄関ロビー 1台
島根県 ⿅⾜郡津和野町 津和野町⺠センター 1Fロビー 1台
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島根県 ⿅⾜郡津和野町 津和野小学校 職員室前カウンター 1台
島根県 ⿅⾜郡津和野町 ⻘原公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⿅⾜郡津和野町 池河コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 ⿅⾜郡津和野町 津和野町役場本庁舎 １Fホール 1台
島根県 出雲市 塩冶コミュニティセンター 事務室前カウンター 3台
島根県 出雲市 川跡コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 乙⽴コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 鰐淵コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 古志コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 湖陵コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 国富コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 今市コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 窪田コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 須佐コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 佐香コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 東コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 朝山コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 四絡コミュニティセンター 事務室前カウンター 3台
島根県 出雲市 高松コミュニティセンター 事務室前カウンター 3台
島根県 出雲市 上津コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 神⻄コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 多伎コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 檜山コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 日御碕コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 ⼤社コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 鵜鷺コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 荒木コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 遙堪コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 ⼤津コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 神門コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 ⻑浜コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 久多美コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 鳶巣コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 灘分コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 阿宮コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 出⻄コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 出東コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 荘原コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 直江コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 伊波野コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 久木コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 稗原コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 平田コミュニティセンター 事務室前カウンター 2台
島根県 出雲市 高浜コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 ⻄田コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 出雲市 伊野コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 松江市 秋⿅公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 松江市総合体育館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 玉湯公⺠館  ・玄関ホール内・2Fホール内 2台
島根県 松江市 古志原公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 雑賀公⺠館 ロビー 2台
島根県 松江市 恵曇老人福祉ｾﾝﾀｰ(旧恵曇公⺠館) 事務室前カウンター 1台
島根県 松江市 旧御津公⺠館 玄関ホール 1台
島根県 松江市 ⿅島保健センター 1Fホール内 1台
島根県 松江市 ⿅島総合体育館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 旧講武公⺠館 2Fホール内 1台
島根県 松江市 宍道公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 松江市 宍道農村環境改善センター 玄関ホール 1台
島根県 松江市 ⼤野公⺠館  ・事務室前カウンター・玄関ホール 2台
島根県 松江市 ⽣馬公⺠館 ロビー 2台
島根県 松江市 松江市国際交流会館(川津公⺠館) ロビー 2台
島根県 松江市 古江公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 ⼤庭公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 朝酌公⺠館  ・談話室（和室）・談話室前廊下 2台
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島根県 松江市 松江勤労者総合福祉ｾﾝﾀｰ(松江ﾃﾙｻ) 1F総合案内受付カウンター前 2台
島根県 松江市 島根公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 忌部公⺠館  ・事務室前カウンター・教養室 2台
島根県 松江市 持田公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 出雲郷公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 松江市 意東公⺠館 玄関ホール 1台
島根県 松江市 上意東公⺠館 玄関ホール 1台
島根県 松江市 東出雲ふれあい会館(揖屋公⺠館) 玄関ホール 1台
島根県 松江市 朝日公⺠館  ・事務室前カウンター・事務室前廊下 2台
島根県 松江市 津田公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 城⻄公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 ⽩潟公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 松江市市⺠活動センター 1Fホール内 2台
島根県 松江市 八雲公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 八束公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 竹矢公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 法吉公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 美保関公⺠館 玄関ホール 2台
島根県 松江市 乃木公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 城東公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 城北公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 松江市 本庄公⺠館 事務室前カウンター 2台
島根県 仁多郡奥出雲町 横田コミュニティーセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 仁多郡奥出雲町 あいコミュニティーセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 仁多郡奥出雲町 八川コミュニティーセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 仁多郡奥出雲町 ⻲嵩公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 仁多郡奥出雲町 三成中央公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 仁多郡奥出雲町 三沢公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 仁多郡奥出雲町 馬木コミュニティーセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 仁多郡奥出雲町 鳥上コミュニティーセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 仁多郡奥出雲町 布勢コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 ⼤田市 井田まちづくりセンター 市⺠センター側入口ホール 1台
島根県 ⼤田市 温泉津まちづくりセンター 温泉津公⺠館事務室前 1台
島根県 ⼤田市 湯里まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 福波まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 久⼿まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 久利まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 五十猛まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 志学まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 北三瓶まちづくりセンター多根分館 事務室カウンター 1台
島根県 ⼤田市 池田まちづくりセンター 市⺠センター側入口ホール 1台
島根県 ⼤田市 北三瓶まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 仁万まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 ⼤国まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 宅野まちづくりセンター 研修室 1台
島根県 ⼤田市 馬路まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 水上まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 静間まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 川合まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 祖式まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 ⼤屋まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 ⼤森まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 ⼤代まちづくりセンター 集会室 1台
島根県 ⼤田市 ⼤田まちづくりセンター 市⺠センター側入口ホール 1台
島根県 ⼤田市 朝山まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 ⻑久まちづくりセンター 玄関ホール 1台
島根県 ⼤田市 鳥井まちづくりセンター 受付カウンター 1台
島根県 ⼤田市 波根まちづくりセンター 事務室カウンター 1台
島根県 ⼤田市 富山まちづくりセンター 事務所受付カウンター 1台
島根県 飯⽯郡飯南町 ⾕高齢者コミュニティセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 飯⽯郡飯南町 ⾚名農村環境改善センター 事務室前カウンター 1台
島根県 飯⽯郡飯南町 頓原農村環境改善センター 事務室前カウンター 1台
島根県 飯⽯郡飯南町 さつき会館 事務室前カウンター 1台
島根県 飯⽯郡飯南町 来島交流センター 事務室前カウンター 1台
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島根県 浜田市 今市まちづくりセンター 1Fホール 1台
島根県 浜田市 市木まちづくりセンター 調理室前廊下 1台
島根県 浜田市 都川まちづくりセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 浜田市 木田まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 和田まちづくりセンター 1F事務室前カウンター 1台
島根県 浜田市 ⽯見まちづくりセンター宇津井分館 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 国府まちづくりセンター宇野分館 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 国府まちづくりセンター有福分館 会議室内 1台
島根県 浜田市 雲城まちづくりセンター 1Fホール 1台
島根県 浜田市 久佐まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 今福まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 小国まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 美又まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 波佐まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 ⽯見まちづくりセンター後野分館 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 国府まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 ⽯見まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 ⽯見まちづくりセンター佐野分館 玄関ロビー会議室前 1台
島根県 浜田市 ⽯見まちづくりセンター細⾕分館 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 井野まちづくりセンター 事務室前廊下 1台
島根県 浜田市 岡見まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 ⿊沢まちづくりセンター 事務室前廊下 1台
島根県 浜田市 三隅まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 ⽩砂まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 三保まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 周布まちづくりセンター 玄関ロビーカウンター下 1台
島根県 浜田市 ⼤⿇まちづくりセンター 事務室前カウンター 1台
島根県 浜田市 ⽯見まちづくりセンター⻑見分館 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 浜田まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 美川まちづくりセンター⻄分館 玄関ロビーカウンター下 1台
島根県 浜田市 美川まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 美川まちづくりセンター東分館 玄関ロビー 1台
島根県 浜田市 ⻑浜まちづくりセンター 玄関ロビーの電話室内 1台
島根県 浜田市 安城まちづくりセンター 1Fホール 1台
島根県 浜田市 杵束まちづくりセンター 玄関ロビー 1台
島根県 ⾢智郡川本町 川本⻄公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡川本町 三⼤字集会所 玄関ホール 1台
島根県 ⾢智郡川本町 朝霧館 多目的ホールカウンター前 1台
島根県 ⾢智郡川本町 矢⾕集会所 談話室（和室） 1台
島根県 ⾢智郡川本町 すこやかセンター 社会福祉協議会事務所入口前 1台
島根県 ⾢智郡川本町 三原まちづくりセンター 事務所前廊下 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 防災センター 防災センター施設内 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 比之宮交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 君の⾕農村塾 玄関ホール 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 沢⾕体育館 体育館施設内 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 潮会館 玄関ホール 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 都賀行交流センター 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 まほろば福祉センター 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 浜原隣保館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡美郷町 吾郷体育館 体育館施設内 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 阿須那公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 井原公⺠館 ロビー 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 口羽公⺠館 事務室受付窓口 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 田所公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 高原公⺠館 事務室受付窓口 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 出羽公⺠館 事務室受付窓口 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 市木公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 中野公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 日貫公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 日和公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 布施公⺠館 事務室前カウンター 1台
島根県 ⾢智郡⾢南町 矢上公⺠館 ロビー 1台
岡山県 井原市 井原小学校 体育館入口 3台
岡山県 井原市 稲倉小学校 体育館入口 2台
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岡山県 井原市 高屋小学校 体育館入口 3台
岡山県 井原市 高屋中学校 体育館中入口横 1台
岡山県 井原市 井原体育館 体育館入口 3台
岡山県 井原市 出部小学校 体育館入口 3台
岡山県 井原市 ⻄江原小学校 体育館入口 3台
岡山県 井原市 ⻘野小学校 体育館入口 2台
岡山県 井原市 ⼤江小学校 体育館入口 2台
岡山県 井原市 荏原小学校 体育館入口 3台
岡山県 井原市 美星小学校 体育館入口 2台
岡山県 井原市 芳井小学校 体育館入口 2台
岡山県 井原市 木之子小学校 体育館入口 2台
岡山県 井原市 県主小学校 体育館入口 3台
岡山県 井原市 野上小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市中区 富山中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 宇野小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市中区 東山中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 幡多小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市中区 操山中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 高島小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市中区 ⻯之口小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 高島中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 ⻯操中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 旭操小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 財田小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 操南中学校 体育館管理室 3台
岡山県 岡山市中区 操南小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 操明小学校 体育館2階エントランス南側 2台
岡山県 岡山市中区 三勲小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 旭⻯小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 富山小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 平井小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市中区 旭東小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 可知小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 ⻄⼤寺南小学校 体育館内管理室 2台
岡山県 岡山市東区 開成小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 上南中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 古都小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 角山小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 浮田小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 ⼤宮小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 城東台小学校 体育館管理室前 1台
岡山県 岡山市東区 太伯小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 幸島小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 江⻄小学校 体育館外渡廊下横 1台
岡山県 岡山市東区 江⻄小学校 体育館内管理室 1台
岡山県 岡山市東区 瀬⼾中学校 体育館外入口横 2台
岡山県 岡山市東区 千種小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 岡山市東区 政田小学校 体育館外入口 2台
岡山県 岡山市東区 御休小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 芥子山小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 ⻄⼤寺小学校 体育館内管理室 2台
岡山県 岡山市東区 ⻄⼤寺中学校 体育館管理室 3台
岡山県 岡山市東区 豊小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 朝日小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 旭東中学校 体育館管理室 3台
岡山県 岡山市東区 平島小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 上道中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 雄神小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市東区 山南中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 浦安小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 福田小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 福浜中学校 体育館管理室 3台
岡山県 岡山市南区 福田中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 小串小学校 体育館入口 1台
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岡山県 岡山市南区 芳田小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 曽根小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市南区 福南中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 興除小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 興除中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 東疇小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 芳田中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 第三藤田小学校 体育館入口 1台
岡山県 岡山市南区 第一藤田小学校 体育館入口 1台
岡山県 岡山市南区 藤田中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 第⼆藤田小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 南輝小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 灘崎小迫川分校 体育館管理室 1台
岡山県 岡山市南区 彦崎小学校 体育館外入口横 1台
岡山県 岡山市南区 福浜小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市南区 平福小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 灘崎小学校 体育館入口 1台
岡山県 岡山市南区 灘崎中学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市南区 芳泉中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 芳泉小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 甲浦小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市南区 光南台中学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市南区 七区小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 妹尾中学校 体育館外廊下横 2台
岡山県 岡山市南区 妹尾小学校 体育館内管理室 2台
岡山県 岡山市南区 芳明小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 箕島小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市南区 福島小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 伊島小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 中山小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 横井小学校 体育館倉庫 2台
岡山県 岡山市北区 岡輝中学校 体育館倉庫 2台
岡山県 岡山市北区 岡南小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 ⽯井中学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 三門小学校 体育館内管理室 2台
岡山県 岡山市北区 旧蛍明小学校 体育館内管理室 2台
岡山県 岡山市北区 陵南小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 野⾕小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 香和中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 鯉山小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 岡山市北区 岡山中央小学校 体育館⻄側入口 2台
岡山県 岡山市北区 牧⽯小学校 体育館倉庫 2台
岡山県 岡山市北区 竹枝小学校 体育館外渡廊下横 2台
岡山県 岡山市北区 建部中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 福渡小学校 体育館入口 1台
岡山県 岡山市北区 建部小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 御津小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 御津中学校 体育館管理室 3台
岡山県 岡山市北区 五城小学校 体育館入口 1台
岡山県 岡山市北区 御津南小学校 体育館内管理室 1台
岡山県 岡山市北区 高松中学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 御南小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 庄内小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 ⽯井小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 馬屋下小学校 体育館外渡廊下横 2台
岡山県 岡山市北区 清輝小学校 体育館外渡廊下横 2台
岡山県 岡山市北区 清輝小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 中山中学校 体育館内 2台
岡山県 岡山市北区 ⾜守小学校 体育館内倉庫 2台
岡山県 岡山市北区 ⼤野小学校 体育館２F 2台
岡山県 岡山市北区 旧⼤井小学校 体育館外入口 2台
岡山県 岡山市北区 ⾜守中学校 体育館内管理室 2台
岡山県 岡山市北区 ⿅田小学校 体育館内管理室 2台
岡山県 岡山市北区 ⼤元小学校 体育館管理室 2台
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岡山県 岡山市北区 御野小学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 ⻄小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 加茂小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 京山中学校 体育館内 2台
岡山県 岡山市北区 岡北中学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 津島小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 吉備中学校 体育館管理室 3台
岡山県 岡山市北区 吉備小学校 体育館⻄側入口 2台
岡山県 岡山市北区 御南中学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 桑田中学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 平津小学校 体育館管理室 2台
岡山県 岡山市北区 後楽館中学校 体育館入口 3台
岡山県 岡山市北区 岡山中央中学校 体育館入口 2台
岡山県 岡山市北区 馬屋上小学校 体育館入口横 1台
岡山県 岡山市北区 桃丘小学校 体育館倉庫 2台
岡山県 加賀郡吉備中央町 総合福祉センター エントランス 1台
岡山県 加賀郡吉備中央町 賀陽町老人福祉センター エントランス 1台
岡山県 笠岡市 陶山小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 横江幼稚園 幼稚園玄関 1台
岡山県 笠岡市 笠岡小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 笠岡⻄中学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 吉田小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 金浦中学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 金浦小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 今井小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 新山小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 新吉中学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 神内小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 神島外中学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 神島外小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 ⼤島小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 笠岡東中学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 北川小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 ⼤島東小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 ⼤島中学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 ⼤井小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 ⽩⽯小学校 小学校玄関 1台
岡山県 笠岡市 中央小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 尾坂幼稚園 幼稚園玄関 1台
岡山県 笠岡市 北木小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 城見小学校 体育館入口 1台
岡山県 笠岡市 六島小学校 講堂入口横 1台
岡山県 久⽶郡久⽶南町 中央公⺠館 公⺠館入口 1台
岡山県 久⽶郡久⽶南町 町⺠運動公園体育館 公衆電話コーナー 2台
岡山県 久⽶郡久⽶南町 公⺠館神目支館 公衆電話コーナー 1台
岡山県 久⽶郡久⽶南町 神目小学校 体育館入口 1台
岡山県 久⽶郡久⽶南町 公⺠館⻯山支館 防災無線機横 1台
岡山県 久⽶郡久⽶南町 公⺠館誕⽣寺支館 公衆電話コーナー 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 柵原中学校 体育館入口 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 加美小学校 体育館入口 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 中央中学校 体育館入口 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 中央運動公園総合体育館 ピンク電話機横 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 柵原東小学校 体育館入口 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 柵原⻄小学校 体育館入口 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 旭小学校 体育館入口 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 旭中学校 体育館入口 1台
岡山県 久⽶郡美咲町 美咲中央小学校 体育館入口 1台
岡山県 玉野市 宇野小学校 体育館前倉庫横 2台
岡山県 玉野市 すこやかセンター 事務所受付下 2台
岡山県 玉野市 玉中学校 体育館内教官室 3台
岡山県 玉野市 玉野商業高等学校 体育館内教官室 3台
岡山県 玉野市 胸上小学校 体育館入口 2台
岡山県 玉野市 東児市⺠センター 事務所内 1台
岡山県 玉野市 レクレセンター 受付事務所前 3台
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岡山県 玉野市 玉市⺠センター 施設事務所内 1台
岡山県 玉野市 玉小学校 体育館外入口 1台
岡山県 玉野市 玉小学校 体育館入口 1台
岡山県 玉野市 玉原小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 玉野市 玉原市⺠センター 事務所内受付横 1台
岡山県 玉野市 後閑小学校 体育館外入口 2台
岡山県 玉野市 山田中学校 体育館外入口 2台
岡山県 玉野市 日比小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 玉野市 山田小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 玉野市 山田市⺠センター 施設事務室内 1台
岡山県 玉野市 宇野中学校 体育館内入口横 3台
岡山県 玉野市 築港小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 玉野市 競輪場日の出会館 2F管理室 1台
岡山県 玉野市 田井小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 玉野市 田井市⺠センター 事務所内 1台
岡山県 玉野市 ⼤﨑小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 玉野市 日比市⺠センター 施設内受付横 1台
岡山県 玉野市 八浜小学校 校舎外下駄箱上 2台
岡山県 玉野市 八浜中学校 体育館入口 2台
岡山県 玉野市 八浜市⺠センター 入口横 1台
岡山県 玉野市 鉾⽴小学校 体育館入口外 2台
岡山県 玉野市 東児中学校 体育館内入口横 2台
岡山県 玉野市 第⼆日比小学校 体育館外入口横 2台
岡山県 玉野市 荘内中学校 体育館更衣室内 2台
岡山県 玉野市 荘内小学校 体育館外入口 2台
岡山県 玉野市 荘内市⺠センター 事務所内 1台
岡山県 玉野市 和田市⺠センター 施設事務所内 1台
岡山県 玉野市 ⽣涯学習センター 施設事務所内 2台
岡山県 玉野市 日比中学校 体育館内管理室 3台
岡山県 勝田郡勝央町 高取多目的集会所 受付窓口横 1台
岡山県 勝田郡勝央町 勝央町公⺠館 公⺠館受付窓口横 1台
岡山県 勝田郡勝央町 植月コミュニティーセンター 受付窓口横 1台
岡山県 勝田郡勝央町 古吉野コミュニティーセンター 受付窓口横 1台
岡山県 勝田郡勝央町 勤労者体育センター ピンク電話機横 2台
岡山県 勝田郡勝央町 吉野コミュニティーセンター 受付窓口横 1台
岡山県 勝田郡勝央町 総合保健福祉センター 1F公衆電話コーナー 1台
岡山県 勝田郡奈義町 奈義中学校 体育館管理室入口 2台
岡山県 勝田郡奈義町 奈義小学校 体育館⻄側入口 2台
岡山県 勝田郡奈義町 奈義町文化センター 入口ホール左側 1台
岡山県 小田郡矢掛町 美川小学校 体育館入口 2台
岡山県 小田郡矢掛町 小田小学校 体育館入口 2台
岡山県 小田郡矢掛町 川面小学校 体育館入口 2台
岡山県 小田郡矢掛町 三⾕小学校 体育館入口 2台
岡山県 小田郡矢掛町 中川小学校 体育館入口 2台
岡山県 小田郡矢掛町 矢掛小学校 体育館入口 2台
岡山県 小田郡矢掛町 矢掛町農村環境改善センター センター入口 1台
岡山県 小田郡矢掛町 山田小学校 体育館入口 2台
岡山県 新見市 井倉公⺠館（市⺠センター） 事務所受付 1台
岡山県 新見市 高尾公⺠館（ふれあいセンター） 事務所受付 1台
岡山県 新見市 熊⾕公⺠館（市⺠センター） 玄関ホール 1台
岡山県 新見市 上市公⺠館（市⺠センター） 事務所ＩＤＦ内 1台
岡山県 新見市 神郷総合センター 事務所入口前 1台
岡山県 新見市 菅⽣公⺠館（市⺠センター） 玄関ホール 1台
岡山県 新見市 福本公⺠館（ふれあいセンター） 事務所受付 1台
岡山県 新見市 正田公⺠館（ふれあいセンター） 図書コーナー 1台
岡山県 新見市 ⻄方公⺠館（ふれあいセンター） 事務所受付 1台
岡山県 新見市 ⽯蟹公⺠館（ふれあいセンター） 事務所受付 1台
岡山県 新見市 草間公⺠館別館 玄関ホール 1台
岡山県 新見市 ⾜⽴会館（⾜⽴連絡所） 事務所受付 1台
岡山県 新見市 おおさ総合センター 事務所受付 1台
岡山県 新見市 きらめき広場・哲⻄ 公衆電話コーナー 1台
岡山県 新見市 新砥公⺠館 事務所受付 1台
岡山県 新見市 哲多総合センター 事務所入口前 1台
岡山県 新見市 唐松公⺠館（市⺠センター） 事務所受付 1台

182 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

岡山県 新見市 豊永公⺠館（市⺠センター） 玄関ホール 1台
岡山県 真庭郡新庄村 新庄村ふれあいセンター 玄関ホール 2台
岡山県 真庭市 ⽩梅総合体育館 事務所受付 3台
岡山県 真庭市 落合中学校 体育館配電盤内 2台
岡山県 真庭市 湯原中学校 体育館外 2台
岡山県 真庭市 遷喬小学校 体育館内 1台
岡山県 真庭市 久世体育館 体育館内管理室 2台
岡山県 真庭市 久世公⺠館 管理室 1台
岡山県 真庭市 水田小学校 体育館内入口横 1台
岡山県 真庭市 美川小学校 体育館内入口横 1台
岡山県 真庭市 杉成集会所 玄関ホール 1台
岡山県 真庭市 河面⼤杉集会所 玄関ホール 1台
岡山県 真庭市 勝山中学校 体育館管理室 1台
岡山県 真庭市 ⼆川みらいづくりセンター 校舎職員室入口 1台
岡山県 真庭市 勝山文化センター 公衆電話コーナー 3台
岡山県 真庭市 勝山高等学校 体育館外入口横 2台
岡山県 真庭市 勝山こども園 外入口横 1台
岡山県 真庭市 北房中学校 体育館入口外 2台
岡山県 真庭市 北房文化センター 事務所入口 3台
岡山県 真庭市 北房Ｂ＆Ｇ海洋センター 建物入口横 1台
岡山県 真庭市 久世中学校 体育館入口横 2台
岡山県 真庭市 河内小学校 体育館外入口横 1台
岡山県 真庭市 真庭高校久世校地 体育館外 2台
岡山県 真庭市 田口地区コミュニティハウス 玄関ホール 1台
岡山県 真庭市 真庭市久世エスパスセンター 公衆電話コーナー 2台
岡山県 真庭市 美甘健康増進施設 事務所受付 1台
岡山県 真庭市 蒜山高原スポーツ公園 体育館入口横 1台
岡山県 真庭市 勝山高等学校蒜山校地 体育館外入口 2台
岡山県 真庭市 蒜山中学校 一階広間 1台
岡山県 真庭市 川上小学校 体育館管理室 1台
岡山県 真庭市 湯原ふれあいセンター 外入口横 1台
岡山県 真庭市 湯原ふれあいセンター 入口事務所付近 1台
岡山県 真庭市 勝山小学校 体育館管理室 1台
岡山県 真庭市 ⽶来小学校 体育館２Ｆフロア 1台
岡山県 真庭市 落合体育館 体育館放送室 2台
岡山県 瀬⼾内市 牛窓町公⺠館 公⺠館入口 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴佐伯北保育園 廊下 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市中央公⺠館 1F事務所IDF内 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市老人憩いの家 事務室内 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市佐伯北研修センター ピンク電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市布都美研修センター 玄関付近 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴山陽幼稚園 職員室前廊下 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴城南小学校 体育館事務所内 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市山方研修センター ピン家電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴軽部小学校 体育館 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴旧軽部保育園 玄関 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴笹岡公⺠館 ピンク電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴旧笹岡保育園 職員室入口 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴山陽東小学校 体育館 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴桜が丘中学校 体育館2F 3台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴山陽北小学校 体育館 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴山陽北幼稚園 職員室内 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市桜が丘いきいき交流センター 1F公衆電話コーナー 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴桜が丘幼稚園 職員室内 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴桜が丘小学校 体育館事務所内 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴山陽公⺠館 ピンク電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴山陽⻄小学校 体育館事務所内 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴山陽⻄幼稚園 1F階段付近 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市吉井会館 1F入口付近 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴吉井中学校 体育館事務所内 2台
岡山県 ⾚磐市 布都美林間学校 ピンク電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴豊田小学校 体育館 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市くまやまふれあいセンター 1F公衆電話コーナー 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴熊山公⺠館 ピンク電話横 1台
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岡山県 ⾚磐市 熊山保健福祉総合センター 1F事務室内 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴山陽小学校 体育館 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴高陽中学校 体育館 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市仁美振興センター ピンク電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴仁美保育園 職員室内 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴仁美小学校 体育館 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市山陽ふれあい公園 1F公衆電話コーナー 3台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴⻄山公⺠館 ピンク電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴笹岡小学校 体育館 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市吉井Ｂ＆Ｇ海洋センター 1F事務室前 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴磐梨中学校 体育館 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市熊山武道館 武道館入口付近 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴いわなし幼稚園 職員室内 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴磐梨小学校 体育館事務所内 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⻯天天文台 事務室内 1台
岡山県 ⾚磐市 星ふる福祉の郷 玄関入口横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴⾚坂中学校 体育館舞台裏 2台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⾚坂体育センター 体育館下駄箱付近 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴⾚坂公⺠館 ピンク電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⾚坂健康管理センター 1F玄関ロビー 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴⽯相小学校 体育館下駄箱付近 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市熊山英国庭園 休憩所カウンター下 1台
岡山県 ⾚磐市 鳥中やまびこ教室 廊下 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市⽴高月公⺠館 ピンク電話横 1台
岡山県 ⾚磐市 ⾚磐市山陽児童館 職員室入口 1台
岡山県 浅口郡里庄町 里庄⻄小学校 体育館管理室 2台
岡山県 浅口郡里庄町 里庄中学校 体育館管理室 2台
岡山県 浅口郡里庄町 里庄東小学校 体育館管理室 2台
岡山県 浅口市 鴨方東幼稚園 職員室出入口 1台
岡山県 浅口市 天草公園武道館 武道館事務所内 1台
岡山県 浅口市 中央公⺠館 1F公衆電話コーナー 2台
岡山県 浅口市 健康福祉センター 1F公衆電話コーナー 2台
岡山県 浅口市 天草公園体育館 体育館事務所内 1台
岡山県 浅口市 鴨方中学校 体育館 1台
岡山県 浅口市 鴨方高等学校 体育館管理室内 1台
岡山県 浅口市 鴨方⻄幼稚園 1F玄関出入口 1台
岡山県 浅口市 鴨方⻄小学校 体育館 1台
岡山県 浅口市 鴨方⻄小学校阿部山分校 廊下下駄箱付近 1台
岡山県 浅口市 鴨方東小学校 体育館 1台
岡山県 浅口市 六条院こども園 1F階段付近 1台
岡山県 浅口市 六条院小学校 体育館倉庫内 1台
岡山県 浅口市 寄島老人福祉センター 1F事務所前 2台
岡山県 浅口市 寄島小学校 体育館倉庫内 1台
岡山県 浅口市 寄島こども園 職員室入口 2台
岡山県 浅口市 ふれあい交流館サンパレア 1F公衆電話コーナー 2台
岡山県 浅口市 寄島公⺠館 1FロビーIDF内 1台
岡山県 浅口市 寄島東体育館 体育館 1台
岡山県 浅口市 寄島東公⺠館 玄関下駄箱付近 1台
岡山県 浅口市 ⻯南保育園 廊下中央倉庫内 1台
岡山県 浅口市 寄島中学校 体育館 1台
岡山県 浅口市 寄島Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 公衆電話コーナー 1台
岡山県 浅口市 寄島武道場 体育館下駄箱付近 1台
岡山県 浅口市 寄島コミュニティーセンター 談話室 1台
岡山県 浅口市 金光竹小学校 体育館 1台
岡山県 浅口市 金光吉備小学校 体育館 1台
岡山県 浅口市 金光中学校 体育館職員室MDF内 1台
岡山県 浅口市 金光小学校 体育館 1台
岡山県 浅口市 金光幼稚園 2Fフロアー 1台
岡山県 浅口市 金光公⺠館・金光保健センター 1F公衆電話コーナー 3台
岡山県 浅口市 金光教本部 地下1F旧公衆電話機BOX内 1台
岡山県 倉敷市 下津井⻄小学校 体育館2階エントランス⻄側 1台
岡山県 倉敷市 下津井中学校 体育館ミーティング室 2台
岡山県 倉敷市 帯江小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 玉島東中学校 体育館2階アリーナ東側 2台
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岡山県 倉敷市 玉島小学校 体育館装具室IDF内 1台
岡山県 倉敷市 乙島小学校 体育館2階アリーナ南側 1台
岡山県 倉敷市 上成小学校 体育館⻄側入口 1台
岡山県 倉敷市 乙島東小学校 体育館控室 1台
岡山県 倉敷市 玉島南小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 南浦小学校 体育館控室 1台
岡山県 倉敷市 ⻑尾小学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 穂井田小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 玉島⻄中学校 体育館控室 1台
岡山県 倉敷市 柏島小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 玉島北中学校 体育館内 2台
岡山県 倉敷市 富田小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 第三福田小学校 体育館ステージ左側階段下 1台
岡山県 倉敷市 東陽中学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 葦高小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 琴浦南小学校 体育館2階アリーナ北側 1台
岡山県 倉敷市 琴浦⻄小学校 体育館1階管理室IDF内 1台
岡山県 倉敷市 児島中学校 体育館2階卓球場北側 2台
岡山県 倉敷市 ⾚崎小学校 体育館2階アリーナ⻄側 1台
岡山県 倉敷市 味野小学校 体育館2階アリーナ北側 1台
岡山県 倉敷市 児島小学校 体育館入口 1台
岡山県 倉敷市 庄小学校 体育館内管理室 1台
岡山県 倉敷市 庄中学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 新田中学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 岡田小学校 体育館2階アリーナ北側 1台
岡山県 倉敷市 薗小学校 体育館２階 1台
岡山県 倉敷市 連島神⻲小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 中州小学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 第五福田小学校 体育館管理室 1台
岡山県 倉敷市 倉敷第一中学校 体育館入口付近 2台
岡山県 倉敷市 ⻄阿知小学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 菅⽣小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 豊洲小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 南中学校 体育館入口横 2台
岡山県 倉敷市 船穂小学校 体育館内 1台
岡山県 倉敷市 船穂中学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 柳井原小学校 体育館内 1台
岡山県 倉敷市 茶屋町小学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 倉敷⻄小学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 中庄小学校 体育館内管理室 2台
岡山県 倉敷市 北中学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 中島小学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 倉敷東小学校 体育館内 2台
岡山県 倉敷市 第一福田小学校 体育館控室 1台
岡山県 倉敷市 倉敷南小学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 天城小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 ⻄中学校 体育館内管理室 2台
岡山県 倉敷市 第⼆福田小学校 体育館2階アリーナ南側 1台
岡山県 倉敷市 福田中学校 体育館装具庫 2台
岡山県 倉敷市 福田南中学校 体育館ステージ右側IDF内 2台
岡山県 倉敷市 東中学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 第四福田小学校 体育館2階アリーナ⻄側 1台
岡山県 倉敷市 ⼤高小学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 多津美中学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 霞丘小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 連島⻄浦小学校 体育館２F倉庫内 1台
岡山県 倉敷市 連島北小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 連島中学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 連島南中学校 体育館中入口横 2台
岡山県 倉敷市 連島南小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 旭丘小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 連島東小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 倉敷市 老松小学校 体育館内管理室 1台
岡山県 総社市 総社東中学校 体育館入口 1台
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岡山県 総社市 総社⻄中学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 山⼿小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 総社⻄小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 池田小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 維新小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 常盤小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 新本小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 秦小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 総社中学校 体育館東側入口 1台
岡山県 総社市 清音小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 阿曽小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 総社北小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 総社小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 総社高等学校 体育館南側入口 1台
岡山県 総社市 総社東小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 昭和中学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 昭和小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 神在小学校 体育館入口 1台
岡山県 総社市 総社中央小学校 体育館入口 1台
岡山県 津山市 阿波公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 阿波こぶしアリーナ 体育館外入口 1台
岡山県 津山市 阿波ふるさとふれあい会館 体育館内管理室 1台
岡山県 津山市 ⻄部小体育館 体育館入口横 1台
岡山県 津山市 福南公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 高田公⺠館 公衆電話コーナー 1台
岡山県 津山市 高倉公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 田⾢公⺠館 玄関ホール 1台
岡山県 津山市 加茂町公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 高野公⺠館 公衆電話コーナー 1台
岡山県 津山市 河辺公⺠館 公衆電話コーナー 1台
岡山県 津山市 東苫田公⺠館 玄関ホール 1台
岡山県 津山市 ⻄苫田公⺠館 玄関ホール 1台
岡山県 津山市 勝北公⺠館 玄関ホール 1台
岡山県 津山市 院庄公⺠館 公衆電話コーナー 1台
岡山県 津山市 津山東公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 東部小体育館 体育館内管理室 1台
岡山県 津山市 中央公⺠館 エントランスホール北側 1台
岡山県 津山市 久⽶公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 広野公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 一宮公⺠館 公衆電話コーナー 1台
岡山県 津山市 ⼆宮公⺠館 玄関ホール 1台
岡山県 津山市 ⼤崎公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 佐良山公⺠館 公⺠館窓口 1台
岡山県 津山市 清泉公⺠館 公⺠館事務所内 1台
岡山県 津山市 成名公⺠館 玄関ホール 1台
岡山県 都窪郡早島町 早島小学校 体育館入口横 3台
岡山県 都窪郡早島町 早島中学校  体育館入口横 3台
岡山県 都窪郡早島町 県⽴早島支援学校 体育館入口横 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 羽出公⺠館 ホール受付台 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 香南公⺠館 玄関入口横 1台
岡山県 苫田郡鏡野町 ⼤野公⺠館 玄関入口横 1台
岡山県 苫田郡鏡野町 ⼤野小学校体育館 玄関入口 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 奥津公⺠館 玄関入口横 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 小田公⺠館 玄関入口横 1台
岡山県 苫田郡鏡野町 鶴喜小学校体育館 玄関入口 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 郷公⺠館 玄関入口横 1台
岡山県 苫田郡鏡野町 芳野公⺠館 玄関入口横 1台
岡山県 苫田郡鏡野町 南小学校体育館 玄関入口 1台
岡山県 苫田郡鏡野町 香々美小学校体育館 玄関入口 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 奥津小学校体育館 玄関入口 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原総合教育施設体育館 玄関入口 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原文化センター 玄関入口横 3台
岡山県 苫田郡鏡野町 香北小学校体育館 玄関入口 1台
岡山県 苫田郡鏡野町 鏡野中学校体育館 玄関入口 2台
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岡山県 苫田郡鏡野町 鏡野町⽴中央公⺠館 第一会議室内 3台
岡山県 苫田郡鏡野町 中⾕公⺠館 玄関入口横 1台
岡山県 苫田郡鏡野町 富公⺠館 玄関入口横 2台
岡山県 苫田郡鏡野町 富小学校体育館 玄関入口 2台
岡山県 備前市 伊部小学校 体育館外入口 1台
岡山県 備前市 備前中学校 体育館中入口横 1台
岡山県 備前市 香登小学校 体育館内管理室 1台
岡山県 備前市 片上小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 備前市 ⻄鶴山小学校 体育館入口横 1台
岡山県 備前市 伊里中学校 体育館中入口横 1台
岡山県 備前市 伊里小学校 体育館中入口横 1台
岡山県 美作市 作東中学校 体育館入口 2台
岡山県 美作市 作東Ｂ＆Ｇ海洋センター 管理室前 1台
岡山県 美作市 作東農村環境改善センター １Ｆエントランス 1台
岡山県 美作市 武蔵武道館 入口事務所付近 3台
岡山県 美作市 美作中学校 体育館外入口 3台
岡山県 美作市 勝田小学校 体育館入口 1台
岡山県 美作市 勝田中学校 体育館外入口 2台
岡山県 美作市 勝田東小学校 体育館入口 1台
岡山県 美作市 みまさかアリーナ １Ｆエントランス 3台
岡山県 美作市 土居小学校 体育館入口 1台
岡山県 美作市 美作第一小学校 体育館外渡廊下横 2台
岡山県 美作市 美作北小学校 体育館外 2台
岡山県 美作市 英田公⺠館 ２Ｆエントランス 1台
岡山県 美作市 豊野公⺠館 体育館入口 1台
岡山県 和気郡和気町 本荘小学校 体育館入口 1台
岡山県 和気郡和気町 和気町役場 １Ｆ玄関ホール 3台
岡山県 和気郡和気町 和気中学校 体育館外入口 2台
岡山県 和気郡和気町 和気小学校 体育館外入口 1台
岡山県 和気郡和気町 旧日笠小学校 体育館外入口 1台
岡山県 和気郡和気町 日笠地区公⺠館 １Ｆエントランス 1台
岡山県 和気郡和気町 学び館サエスタ 入口エントランス 3台
岡山県 和気郡和気町 ⽯⽣地区公⺠館 受付窓口付近 1台
岡山県 和気郡和気町 佐伯老人福祉センター ２Ｆエントランス 1台
岡山県 和気郡和気町 旧和気小学校 体育館内管理室 1台
広島県 安芸郡海田町 海田中学校 体育館 2台
広島県 安芸郡海田町 海田東公⺠館 事務室 1台
広島県 安芸郡海田町 海田小学校 体育館 2台
広島県 安芸郡海田町 海田公⺠館 ロビー 1台
広島県 安芸郡海田町 海田⻄中学校 体育館 2台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町⽴熊野第三小学校 体育館 1台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町⻄部地域健康センター 受付カウンタ 1台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町⽴熊野第⼆小学校 体育館 1台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町東部地域健康センター ホール 1台
広島県 安芸郡熊野町 くまの・みらい交流館 ロビー 1台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町⺠体育館 体育館 2台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町⽴熊野第四小学校 体育館 1台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町公⺠館 建物内 2台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町⽴熊野第一小学校 体育館 1台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町中央ふれあい館 ロビー 1台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町⽴熊野中学校 体育館 1台
広島県 安芸郡熊野町 熊野町⽴熊野東中学校 体育館 2台
広島県 安芸郡坂町 坂町⽴坂中学校 1Fビロティー 3台
広島県 安芸郡坂町 坂町⽴横浜小学校 体育館側2F通路 1台
広島県 安芸郡坂町 サンスターホール 事務所 3台
広島県 安芸郡坂町 坂町⽴坂小学校 体育館 1台
広島県 安芸郡坂町 小屋浦ふれあいセンター 多目的ホール 1台
広島県 安芸郡坂町 坂町⽴小屋浦小学校 玄関横 1台
広島県 安芸郡坂町 坂町町⺠センター 2F階段横 1台
広島県 安芸郡坂町 坂町B&G海洋センター 1Fホール 2台
広島県 安芸郡府中町 府中町⽴府中中学校 体育館 2台
広島県 安芸郡府中町 府中町⽴府中東小学校 体育館 1台
広島県 安芸郡府中町 府中町⽴府中北小学校 体育館 1台
広島県 安芸郡府中町 府中町⽴府中中央小学校 体育館 1台
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広島県 安芸郡府中町 安芸府中⽣涯学習センターくすのきプラザ 体育館 2台
広島県 安芸郡府中町 府中町⽴府中小学校 体育館 1台
広島県 安芸郡府中町 府中町⽴南体育場（府中南小学校） 体育館 1台
広島県 安芸郡府中町 府中町⽴府中緑ヶ丘中学校 体育館 2台
広島県 安芸高田市 クリスタルアージョ（安芸高田市⺠文化センター） ロビー 2台
広島県 安芸高田市 安芸高田市⽴郷野小学校（旧） 体育館 1台
広島県 安芸高田市 愛郷小学校(旧安芸高田市⽴可愛小学校) 体育館 1台
広島県 安芸高田市 吉田運動公園 体育館 2台
広島県 安芸高田市 吉田⽣活改善センター 廊下 1台
広島県 安芸高田市 ふれあいプラザ向原 事務所内 1台
広島県 安芸高田市 向原⽣涯学習センターみらい 玄関ホール 1台
広島県 安芸高田市 安芸高田市⽴甲田中学校 体育館 2台
広島県 安芸高田市 甲田文化センターミューズ ロビー 1台
広島県 安芸高田市 甲田人権福祉センター(旧 甲田人権会館) ロビー 1台
広島県 安芸高田市 安芸高田市⽴来原小学校（旧） 体育館 1台
広島県 安芸高田市 高宮Ｂ＆G海洋センター 体育館 2台
広島県 安芸高田市 高宮小学校(安芸高田市⽴船佐小学校) 体育館 1台
広島県 安芸高田市 高宮田園パラッツォ ロビー 2台
広島県 安芸高田市 安芸高田市⽴川根小学校 体育館 1台
広島県 安芸高田市 来女木公⺠館 玄関ホール 1台
広島県 安芸高田市 八千代基幹集落センター ロビー 1台
広島県 安芸高田市 八千代B&G海洋センター 体育館 2台
広島県 安芸高田市 八千代文化施設フォルテ 体育館 1台
広島県 安芸高田市 美土里勤労者体育センター 体育館 1台
広島県 安芸高田市 美土里⽣涯学習センターまなび（旧美土里Ｂ＆G海洋センター） 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴呉高等学校 事務室・管理室 2台
広島県 呉市 県⽴広島南特別支援学校呉分校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴阿賀中学校 会議室 1台
広島県 呉市 呉市⽴阿賀小学校 物置前 2台
広島県 呉市 県⽴呉工業高等学校 事務室外 1台
広島県 呉市 呉市⽴原小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴安登小学校 体育館 1台
広島県 呉市 旧呉市⽴三津口小学校 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴安浦中学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴安浦小学校（旧内海小学校） 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴横路小学校 校舎１F 1台
広島県 呉市 呉市⽴明徳中学校 印刷室 1台
広島県 呉市 呉市⽴音⼾小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴音⼾中学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴波多見小学校 図工室 1台
広島県 呉市 広島県⽴音⼾高等学校 体育館 2台
広島県 呉市 下蒲刈農村環境改善センター 受付台下 1台
広島県 呉市 呉市⽴下蒲刈中学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴下蒲刈小学校 廊下 1台
広島県 呉市 呉市⽴港町小学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴蒲刈小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴蒲刈中学校 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴吉浦小学校 印刷室 2台
広島県 呉市 吉浦まちづくりセンター ホール 1台
広島県 呉市 呉市⽴坪内小学校 職員室 1台
広島県 呉市 県⽴呉宮原高等学校 玄関ホール 3台
広島県 呉市 呉市⽴宮原小学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴郷原小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴郷原中学校 渡り廊下 2台
広島県 呉市 呉市⽴警固屋中学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴警固屋小学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴⽩岳小学校 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴⽩岳中学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴横路中学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴広中央中学校 MDF室 1台
広島県 呉市 広島県⽴呉商業高等学校 事務室外 2台
広島県 呉市 呉市⽴広小学校 職員室 1台
広島県 呉市 オークアリーナ 体育館 3台
広島県 呉市 広島県⽴広高等学校 各技場 2台
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広島県 呉市 呉市⽴三坂地小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴広南小学校 給食室前 1台
広島県 呉市 呉市⽴広南中学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴両城小学校 体育館 1台
広島県 呉市 広島県⽴呉三津田高等学校 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴本通小学校 主事室 1台
広島県 呉市 呉市⽴吉浦中学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴昭和⻄小学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴昭和南小学校 渡り廊下 1台
広島県 呉市 呉市⽴昭和北中学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴昭和中央小学校 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴昭和中学校 体育館 2台
広島県 呉市 県⽴呉昭和高等学校 武道場 2台
広島県 呉市 県⽴呉特別支援学校 事務室・管理室 1台
広島県 呉市 呉市⽴昭和北小学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴仁方中学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴仁方小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴呉中央小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴呉中央中学校 MDF室 2台
広島県 呉市 呉市⽴川尻小学校 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴川尻中学校 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴宮原中学校 職員室 1台
広島県 呉市 倉橋小中学校 体育館 2台
広島県 呉市 倉橋体育館 体育館 2台
広島県 呉市 呉市⽴明徳小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市体育館 事務室・管理室 2台
広島県 呉市 呉市⽴⻑迫小学校 プレイルーム 1台
広島県 呉市 呉市⽴天応小学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴天応中学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴荘山田小学校 校⻑室 1台
広島県 呉市 呉市⽴東畑中学校 校舎主事室前 1台
広島県 呉市 呉市⽴片山中学校 体育館 1台
広島県 呉市 スポーツ会館 事務室・管理室 1台
広島県 呉市 呉市⽴和庄小学校 体育館 1台
広島県 呉市 旧呉市⽴昭和東小学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴明⽴小学校 体育館 1台
広島県 呉市 豊スポーツセンター 玄関ホール 1台
広島県 呉市 呉市⽴豊小学校（旧豊中学校） 体育館 2台
広島県 呉市 豊まちづくりセンター 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴豊浜中学校 体育館 1台
広島県 呉市 呉市豊浜まちづくりセンター 体育館 1台
広島県 呉市 呉市⽴両城中学校 職員室 1台
広島県 呉市 呉市⽴和庄中学校 体育館ホール 1台
広島県 広島市安芸区 阿⼾小学校 体育館 1台
広島県 広島市安芸区 広島市⽴瀬野小学校 体育館 2台
広島県 広島市安芸区 みどり坂小学校 体育館 2台
広島県 広島市安芸区 船越小学校 体育館 1台
広島県 広島市安芸区 船越中学校 体育館 1台
広島県 広島市安芸区 中野東小学校 体育館 1台
広島県 広島市安芸区 広島市安芸区スポーツセンター ｾﾝﾀｰMDF内 2台
広島県 広島市安芸区 畑賀小学校 体育館 1台
広島県 広島市安芸区 矢野⻄小学校 校舎 1台
広島県 広島市安芸区 広島県⽴安芸南高等学校 校舎正面玄関 2台
広島県 広島市安芸区 広島市⽴矢野小学校 体育館 2台
広島県 広島市安芸区 矢野中学校 職員室廊下 1台
広島県 広島市安芸区 矢野南小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 安東小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 安東公⺠館 正面玄関 1台
広島県 広島市安佐南区 祇園中学校 校舎 2台
広島県 広島市安佐南区 祇園小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 古市小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 安⻄小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 安北小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 山本小学校 体育館 2台
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広島県 広島市安佐南区 春日野小学校 廊下MDF内 2台
広島県 広島市安佐南区 ⼾山小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 伴東小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 安佐南区スポーツセンター 防災室MDF内 3台
広島県 広島市安佐南区 伴小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 上安小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 安公⺠館 MDF内 2台
広島県 広島市安佐南区 安小学校 校舎MDF内 1台
広島県 広島市安佐南区 祇園公⺠館 公⺠館受付台 1台
広島県 広島市安佐南区 祇園東中学校 体育館 2台
広島県 広島市安佐南区 原南小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 原小学校 体育館 2台
広島県 広島市安佐南区 広島市⽴川内小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 ⼤町小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 広島市⽴安佐中学校 体育館 2台
広島県 広島市安佐南区 ⼤塚小学校 MDF内 1台
広島県 広島市安佐南区 中筋小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 ⻑束小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 ⻑束⻄小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 東野小学校 体育館 2台
広島県 広島市安佐南区 広島市⽴城山北中学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 梅林小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 伴南小学校 体育館 2台
広島県 広島市安佐南区 毘沙門台小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐南区 緑井小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 日浦小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 久地南小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 久地小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 安佐小河内集会所 集会所 1台
広島県 広島市安佐北区 筒瀬小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 飯室小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 毛木集会所 保安器BOX内 1台
広島県 広島市安佐北区 鈴張小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 可部小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 可部南小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 ⻲崎小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 広島市⽴⻲山小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 ⻲山南小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 口田小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 口田東小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 三入小学校 保安器BOX内 1台
広島県 広島市安佐北区 広島市⽴三入中学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 狩小川小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 広島市⽴高陽中学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 真⻲小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 倉掛小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 ⼤林小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 井原小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 三田小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 志屋小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 広島市⽴⽩木中学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 広島市⽴落合東小学校 体育館 1台
広島県 広島市安佐北区 落合小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 彩が丘小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 五日市南小学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 広島市⽴五日市南中学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 広島市⽴五日市東小学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 佐伯区スポーツセンター エントランスホール 2台
広島県 広島市佐伯区 楽々園小学校 校舎玄関 1台
広島県 広島市佐伯区 広島県⽴五日市高等学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 五月が丘小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 五日市小学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 五日市中央小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 佐伯区⺠文化センター 1階ホール、2階ロビー 2台
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広島県 広島市佐伯区 広島市⽴五日市中学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 河内小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 河内公⺠館 MDF内 2台
広島県 広島市佐伯区 ⽯内小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 広島市⽴五日市観音小学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 城山中学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 五日市公⺠館 玄関 2台
広島県 広島市佐伯区 ⽯内福祉センター 1階ホール 1台
広島県 広島市佐伯区 広島市⽴⽯内北小学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 五日市観音⻄小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 五日市観音中学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 湯来⻄小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 湯来体育館 体育館ホール 2台
広島県 広島市佐伯区 湯来東小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 藤の木小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 八幡東小学校 校舎MDF内 1台
広島県 広島市佐伯区 広島市⽴八幡小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 美鈴が丘小学校 体育館 1台
広島県 広島市佐伯区 美鈴が丘中学校 体育館 2台
広島県 広島市佐伯区 広島市⽴三和中学校 体育館 2台
広島県 広島市⻄区 井口台小学校 校舎玄関 1台
広島県 広島市⻄区 井口台中学校 校舎玄関 2台
広島県 広島市⻄区 井口小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 井口明神小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 広島市⽴井口中学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 井口公⺠館 玄関 1台
広島県 広島市⻄区 南観音公⺠館 玄関ロビー 1台
広島県 広島市⻄区 観音小学校 体育館裏 1台
広島県 広島市⻄区 古田小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 古田中学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 古田台小学校 体育館 2台
広島県 広島市⻄区 己斐中学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 己斐小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 己斐上中学校 体育館 2台
広島県 広島市⻄区 己斐上小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 己斐東小学校 体育館側の校舎内 1台
広島県 広島市⻄区 庚午小学校 校舎 1台
広島県 広島市⻄区 庚午中学校 武道場 2台
広島県 広島市⻄区 ⻄区スポーツセンター 玄関 2台
広島県 広島市⻄区 高須小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 広島市⽴三篠小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 三滝少年自然の家 創作テラス 1台
広島県 広島市⻄区 山田小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 広島市⽴草津小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 草津公⺠館・集会所 玄関 1台
広島県 広島市⻄区 ⼤芝小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 中広中学校 玄関 2台
広島県 広島市⻄区 天満小学校 体育館 1台
広島県 広島市⻄区 観音中学校 体育館 2台
広島県 広島市⻄区 広島県⽴広島観音高等学校 体育館 2台
広島県 広島市⻄区 広島市⽴南観音小学校 体育館裏 1台
広島県 広島市⻄区 鈴が峰小学校 体育館 1台
広島県 広島市中区 中島小学校 体育館 2台
広島県 広島市中区 アステールプラザ 2階EPS内 3台
広島県 広島市中区 基町小学校 職員室前廊下 1台
広島県 広島市中区 吉島体育館 事務室MDF内 1台
広島県 広島市中区 吉島小学校 体育館 1台
広島県 広島市中区 吉島中学校 渡り廊下 1台
広島県 広島市中区 吉島東小学校 体育館 1台
広島県 広島市中区 広瀬小学校 体育館 1台
広島県 広島市中区 広島市⽴江波中学校 体育館 2台
広島県 広島市中区 江波小学校 体育館 1台
広島県 広島市中区 国泰寺中学校 体育館 2台
広島県 広島市中区 神崎小学校 体育館 1台
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広島県 広島市中区 舟入高等学校 体育館 3台
広島県 広島市中区 舟入小学校 体育館 1台
広島県 広島市中区 幟町中学校 体育館 2台
広島県 広島市中区 ⽩島小学校 体育館 1台
広島県 広島市中区 中区スポーツセンター 2階IDF内 3台
広島県 広島市中区 袋町小学校（袋町児童館含む） 警備室MDF内 1台
広島県 広島市中区 広島国際会議場 地下2階EPS内 3台
広島県 広島市中区 竹屋小学校 玄関 1台
広島県 広島市中区 千田小学校 体育館 1台
広島県 広島市中区 本川小学校 管理校舎出口 2台
広島県 広島市中区 幟町小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 広島市⽴温品小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 牛田小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 牛田中学校 体育館 2台
広島県 広島市東区 広島市⽴牛田新町小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 早稲田中学校 体育館 2台
広島県 広島市東区 早稲田小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 ⼾坂小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 ⼾坂城山小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 尾⻑小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 上温品小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 東浄小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 中山小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 福木小学校 体育館 1台
広島県 広島市東区 矢賀小学校 正面玄関 1台
広島県 広島市南区 ⼤河小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 南区スポーツセンター宇品体育館 ロビー奥 1台
広島県 広島市南区 広島市⽴宇品小学校 体育館 2台
広島県 広島市南区 広島県⽴広島⼤学広島キャンパス 教育研究棟2階段 2台
広島県 広島市南区 広島市⽴宇品中学校 体育館 2台
広島県 広島市南区 広島市⽴宇品東小学校 体育館 2台
広島県 広島市南区 段原中学校 体育館 2台
広島県 広島市南区 広島市⽴皆実小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 元宇品小学校 食品庫MDF内 1台
広島県 広島市南区 向洋新町小学校 正面玄関 1台
広島県 広島市南区 似島小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 広島県⽴広島工業高等学校 本館1階外通路 2台
広島県 広島市南区 広島県⽴広島皆実高等学校 本館正面玄関 2台
広島県 広島市南区 比治山小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 仁保中学校 校舎MDF内 1台
広島県 広島市南区 広島市⽴仁保小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 広島⼤学附属小･中･高等学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 広島市⽴翠町小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 翠町中学校 体育館 2台
広島県 広島市南区 荒神町小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 ⻘崎小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 広島市⽴⼤州小学校 体育館 2台
広島県 広島市南区 広島市⽴⼤州中学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 段原小学校 校舎正面玄関 1台
広島県 広島市南区 広島⼤学附属東雲小中学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 広島市⽴広島工業高等学校 体育館 2台
広島県 広島市南区 楠那中学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 広島市⽴楠那小学校 体育館 1台
広島県 広島市南区 南区スポーツセンター 防災室MDF内 2台
広島県 広島市南区 南区⺠文化センター 会議室 1台
広島県 広島市南区 ⻩金山小学校 玄関 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴三高小学校 ロビー 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴三高中学校 玄関ホール 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴沖体育館 体育館 1台
広島県 江田島市 宮ノ原交流プラザ（旧宮ノ原体育館） 体育館 1台
広島県 江田島市 秋月体育館(旧 江田島市⽴秋月体育館) 体育館 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴江田島中学校 玄関ホール 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴切串小学校 玄関ホール 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴江田島小学校 事務室 1台
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広島県 江田島市 江田島市⽴津久茂児童館 事務室 1台
広島県 江田島市 柿浦体育館(旧 江田島市⽴柿浦小学校体育館) 体育館 1台
広島県 江田島市 ⼤君体育館（旧⼤君小学校） 事務室 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴⼤古小学校 玄関ホール 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴⼤柿中学校 事務室 1台
広島県 江田島市 飛渡瀬体育館（旧飛渡瀬小学校） 体育館 1台
広島県 江田島市 高田交流プラザ（高田体育館（旧高田小学校）） 玄関ホール 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴⿅川小学校 玄関ホール 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴中町小学校 体育館 1台
広島県 江田島市 江田島市⽴能美中学校 体育館 1台
広島県 三原市 本郷中学校 体育館 2台
広島県 三原市 三原小学校 体育館 1台
広島県 三原市 旧三原市羽和泉小学校 体育館 1台
広島県 三原市 久井コミュニティセンター(旧三原市久井小学校（) 体育館 1台
広島県 三原市 旧三原市久井南小学校 体育館 1台
広島県 三原市 久井南コミュニティセンター 体育館 1台
広島県 三原市 三原市⽴宮浦中学校 体育館 2台
広島県 三原市 旧三原市⽴南小学校（第三中学校） 体育館 1台
広島県 三原市 第三中学校 体育館 2台
広島県 三原市 地域学習センター（さざなみ学校） 体育館 1台
広島県 三原市 幸崎中学校 体育館 1台
広島県 三原市 幸崎小学校 体育館 1台
広島県 三原市 高坂町コミュニティホーム(旧三原市高坂小学校) 体育館 1台
広島県 三原市 旧向田小学校 体育館 1台
広島県 三原市 さぎしま⻘年の家 体育館 1台
広島県 三原市 鷺浦小学校 体育館 1台
広島県 三原市 三原市⽴糸崎小学校 体育館 1台
広島県 三原市 三原市⽴第一中学校 体育館 2台
広島県 三原市 田野浦小学校 体育館 1台
広島県 三原市 三原市沼北小学校（旧小坂小学校） 体育館 1台
広島県 三原市 小泉小学校 体育館 1台
広島県 三原市 沼田小学校 体育館 1台
広島県 三原市 沼田⻄小学校 体育館 1台
広島県 三原市 三原市⽴沼田東小学校 体育館 1台
広島県 三原市 第五中学校 体育館 2台
広島県 三原市 深小学校 体育館 1台
広島県 三原市 須波小学校 体育館 1台
広島県 三原市 三原市⽴第四中学校 体育館 1台
広島県 三原市 ⻄小学校 体育館 1台
広島県 三原市 旧三原市神田東小学校 体育館 1台
広島県 三原市 ⼤和中学校 体育館 2台
広島県 三原市 くわなし皆来館（旧三原市椹梨小学校） 体育館 1台
広島県 三原市 和木地域ふれあい交流センター(旧三原市和木小学校) 体育館 1台
広島県 三原市 三原市⽴第⼆中学校 体育館 2台
広島県 三原市 中之町小学校 体育館 1台
広島県 三原市 八幡町コミュニティホーム(旧三原市八幡小学校（) 体育館 1台
広島県 三原市 旧三原市北方小学校 体育館 1台
広島県 三原市 旧三原市船木小学校 体育館 1台
広島県 三原市 本郷⻄小学校（旧南方小学校） 体育館 1台
広島県 三原市 本郷小学校 体育館 1台
広島県 三原市 木原小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴川地中学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴川地小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴安田小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴八幡小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴吉舎小学校 体育館 1台
広島県 三次市 吉舎徳市自治交流センター 体育館 2台
広島県 三次市 三次市⽴君田小学校 体育館 1台
広島県 三次市 君田体験交流施設 体育館 2台
広島県 三次市 三次市⽴和田小学校 体育館 1台
広島県 三次市 宇賀交流拠点施設・宇賀の里 玄関ホール 2台
広島県 三次市 三次市⽴甲奴小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴甲奴中学校 体育館 2台
広島県 三次市 小童コミュニティセンター(三次市⽴小童小学校) 体育館 1台
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広島県 三次市 三次市⽴神杉小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴作木中学校 体育館 1台
広島県 三次市 文化センターさくぎ(三次市⽴作木小学校) 体育館 2台
広島県 三次市 三次市⽴三次中学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴三次小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴川⻄小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三良坂保育所（旧三次市⽴灰塚小学校） 体育館 1台
広島県 三次市 三良坂体育館 玄関ホール 2台
広島県 三次市 旧三次市⽴仁賀小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴三和中学校 体育館 2台
広島県 三次市 三次市⽴三和小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴十日市小学校 体育館 2台
広島県 三次市 十日市コミュニティセンター ホール前 2台
広島県 三次市 三次市⽴河内小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴酒河小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴⻘河小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴塩町中学校 体育館 2台
広島県 三次市 三次市⽴田幸小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次⻄健康づくりｾﾝﾀｰディサービス施設 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴八次小学校 体育館 1台
広島県 三次市 三次市⽴八次中学校 体育館 1台
広島県 三次市 横⾕ふるさとセンター 体育館 3台
広島県 三次市 三次市⽴布野小学校 体育館 2台
広島県 三次市 三次市粟屋町2346番地2 体育館 1台
広島県 三次市 三次市十日市中四丁目2番2号 体育館 2台
広島県 山県郡安芸太田町 安芸太田町⽴加計小学校 体育館 1台
広島県 山県郡安芸太田町 安芸太田町加計体育館 体育館 3台
広島県 山県郡安芸太田町 川・森・文化・交流センター ホール 3台
広島県 山県郡安芸太田町 修道活性化センター体育館 体育館 2台
広島県 山県郡安芸太田町 安芸太田町⽴⼾河内小学校 体育館 1台
広島県 山県郡安芸太田町 ⼾河内ふれあいセンター体育館 体育館 2台
広島県 山県郡安芸太田町 安芸太田町⽴安芸太田中学校（旧筒賀中学校） 校舎 2台
広島県 山県郡安芸太田町 安芸太田町⽴筒賀小学校 体育館 1台
広島県 山県郡安芸太田町 筒賀福祉センター 事務所 1台
広島県 山県郡北広島町 吉木福祉センター 玄関入口 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴千代田中学校 体育館装具室内 1台
広島県 山県郡北広島町 豊平ふれあい健康館 豊平地域づくりセンター（旧豊平中央公⺠館）玄関入口 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴八重小学校 体育館 1台
広島県 山県郡北広島町 八重地区総合センター ホール 1台
広島県 山県郡北広島町 芸北Ｂ＆Ｇ海洋センター（芸北運動公園） 体育館 2台
広島県 山県郡北広島町 原東⽣活改善センター 玄関入口 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町図書館 ホール 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴新庄小学校 体育館 1台
広島県 山県郡北広島町 千代田運動公園総合体育館 体育館 2台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴壬⽣小学校 体育館 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴川迫小学校（旧） 体育館 1台
広島県 山県郡北広島町 芸北文化ホール ホール 2台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴芸北小学校 体育館 1台
広島県 山県郡北広島町 ⼤朝Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 2台
広島県 山県郡北広島町 ⼤朝地域づくりセンター(旧⼤朝保健センター) ホール 1台
広島県 山県郡北広島町 ⼤朝福祉センター ホール 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴⼤朝中学校 体育館 2台
広島県 山県郡北広島町 ⼤塚ふれあいセンター 体育館 1台
広島県 山県郡北広島町 雲月ふれあいセンター 建物廊下 1台
広島県 山県郡北広島町 交流館天狗の里 玄関入口 1台
広島県 山県郡北広島町 併設型小中一貫校豊平学園（北広島町⽴豊平中学校） 体育館 2台
広島県 山県郡北広島町 豊平総合運動公園 体育館 2台
広島県 山県郡北広島町 八幡高原センター 事務所入口 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴旧南方小学校 旧校舎 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴本地小学校 体育館 1台
広島県 山県郡北広島町 舞ロードＩＣ千代田 電話BOX 1台
広島県 山県郡北広島町 北広島町⽴八重東小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴口和小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 旧庄原市⽴口北小学校 体育館 1台
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広島県 庄原市 庄原市⽴口和中学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市口和自治振興センター ホール 1台
広島県 庄原市 庄原市高自治振興センター ホール 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴高小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市下高自治振興センター 旧校舎事務室 1台
広島県 庄原市 庄原市上高自治振興センター 旧校舎玄関 1台
広島県 庄原市 庄原市高野山村開発センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴高野中学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴高野小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴山内小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市山内自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市東自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 旧庄原市⽴実留小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴峰田小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴東小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市⻄城総合運動公園（H28） 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市八鉾自治振興センター 旧校舎玄関 2台
広島県 庄原市 庄原市⻄城自治振興センター ホール 2台
広島県 庄原市 庄原市⽴⻄城中学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市総合体育館 体育館 2台
広島県 庄原市 庄原市⽴庄原小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 旧庄原市⽴川北小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市北自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴総領中学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市総領自治振興センター 市⺠ホール内 1台
広島県 庄原市 庄原市里山総領体育館 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市埋蔵文化財センター(旧庄原市⽴田川小学校) 旧校舎玄関 1台
広島県 庄原市 庄原市田森自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市久代自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市新坂自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴小奴可小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市八幡自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市東城自治振興センター 打合せ室 2台
広島県 庄原市 庄原市⽴東城小学校 体育館 2台
広島県 庄原市 庄原市⽴東城中学校 体育館 2台
広島県 庄原市 庄原市帝釈自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市小奴可自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴庄原中学校 校舎出入口 2台
広島県 庄原市 庄原市⽴板橋小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市敷信自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市比和体育館 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市⽴比和小学校 体育館 1台
広島県 庄原市 庄原市比和自治振興センター ホール 2台
広島県 庄原市 庄原市峰田自治振興センター 受付カウンタ 1台
広島県 庄原市 庄原市本村自治振興センター 受付カウンタ 2台
広島県 神⽯郡神⽯高原町 神⽯高原町⽴来見小学校 体育館 1台
広島県 神⽯郡神⽯高原町 多目的体育館 体育館 2台
広島県 神⽯郡神⽯高原町 トレーニングセンター 管理室前カウンター 2台
広島県 神⽯郡神⽯高原町 神⽯高原町⽴三和中学校 体育館 2台
広島県 神⽯郡神⽯高原町 神⽯高原町⽴油木小学校 体育館 1台
広島県 神⽯郡神⽯高原町 油木体育館 体育館 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⼤見自治センター 裏口屋根下 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⼤見体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町伊尾自治センター 1F通路 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町伊尾体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町宇津⼾体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町宇津⼾自治センター 建物入口 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町津田体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町津名自治センター 風除室 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⻄⼤田体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⽴世羅⻄中学校 体育館 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⿊川自治センター 玄関内 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⿊川体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町津久志自治センター 玄関入口 2台
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広島県 世羅郡世羅町 世羅町津久志体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町山福田自治センター 玄関入口 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町山福田体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⽴世羅中学校 体育館 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⻄⼤田自治センター 玄関ホール 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町小国自治センター 事務所カウンター 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⽴せらにし小学校 体育館 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⽴甲山小学校 体育館 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⽴甲山中学校 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町甲山自治センター 1F第4研修室前（EV裏） 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町甲山自治センター 2F第1研修室横ロビー 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⽴せらひがし小学校 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町中央自治センター 事務所カウンター 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町東自治センター 通用口 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町東体育館 体育館 1台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⽴世羅小学校 体育館 2台
広島県 世羅郡世羅町 世羅町⼤田自治センター ホール 1台
広島県 ⼤竹市 阿多田島漁協 ローカ 1台
広島県 ⼤竹市 ⼤竹玖波小学校 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 玖波公⺠館 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 玖波中学校 体育館 1台
広島県 ⼤竹市 栗⾕小学校 体育館 1台
広島県 ⼤竹市 小方学園 ホール 2台
広島県 ⼤竹市 ⼤竹市役所 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 ⼤竹市地域福祉会館(おがたピア) 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 松ケ原集会所 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 栄公⺠館 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 サントピア⼤竹 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 ⼤竹高等学校 体育館 1台
広島県 ⼤竹市 ⼤竹中学校 体育館 1台
広島県 ⼤竹市 ⼤竹小学校 体育館 1台
広島県 ⼤竹市 ⼤竹会館（アゼリアホール） 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 木野集会所 玄関ホール 1台
広島県 ⼤竹市 ⼤竹市総合市⺠会館 ロビー 2台
広島県 竹原市 竹原市⽴竹原中学校 体育館 2台
広島県 竹原市 竹原市⽴中通小学校 体育館 1台
広島県 竹原市 竹原市⽴吉名学園（旧吉名中学校） 体育館 2台
広島県 竹原市 バンブー・ジョイ・ハイランド 1Fホール 3台
広島県 竹原市 竹原市⽴⼤乗小学校 体育館 2台
広島県 竹原市 竹原市⽴仁賀小学校 体育館 1台
広島県 竹原市 竹原市⽴荘野小学校 体育館 2台
広島県 竹原市 竹原市⽴竹原⻄小学校 体育館 2台
広島県 竹原市 竹原市⽴忠海学園 体育館 2台
広島県 竹原市 竹原市⽴竹原小学校 体育館 2台
広島県 竹原市 竹原市⽴賀茂川中学校 体育館 2台
広島県 竹原市 竹原市⽴東野小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 安芸津文化福祉センター 渡り廊下 1台
広島県 東広島市 三津小学校 体育館 2台
広島県 東広島市 安芸津⽣涯学習センター(旧あきつ世代間交流センター) ホール 1台
広島県 東広島市 安芸津中学校 玄関ホール 2台
広島県 東広島市 安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター ミーティングルーム 2台
広島県 東広島市 風早小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 木⾕小学校 家庭科室 1台
広島県 東広島市 宇山地域センター 事務室・管理室 1台
広島県 東広島市 河内農村環境改善センター ホール 1台
広島県 東広島市 河⼾地域センター（旧河内⻄小学校） 体育館 1台
広島県 東広島市 ⼾野地域センター 体育館 1台
広島県 東広島市 小田地域センター 体育館 1台
広島県 東広島市 河内保健福祉センター 事務室・管理室 1台
広島県 東広島市 河内社会福祉会館 物置前 1台
広島県 東広島市 河内中学校 体育館 2台
広島県 東広島市 入野地域センター 玄関ホール 1台
広島県 東広島市 高美が丘中学校 体育館 1台
広島県 東広島市 高美が丘小学校 体育館 2台
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広島県 東広島市 高美が丘地域センター 事務室・管理室 1台
広島県 東広島市 小⾕小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 造賀小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 造賀地域センター ロビー 1台
広島県 東広島市 高屋⻄小学校 体育館 2台
広島県 東広島市 高屋中学校 体育館 2台
広島県 東広島市 高屋東地域センター ロビー 1台
広島県 東広島市 高屋東小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 ⿊瀬保健福祉センター ロビー 2台
広島県 東広島市 ⿊瀬中学校 体育館 3台
広島県 東広島市 上⿊瀬小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 板城⻄小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 ⿊瀬⽣涯学習センター ホール 2台
広島県 東広島市 下⿊瀬小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 中⿊瀬小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 ⿊瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 ロビー 1台
広島県 東広島市 乃美尾小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 志和⽣涯学習センター 玄関ホール 1台
広島県 東広島市 志和中学校 体育館 2台
広島県 東広島市 東志和地域センター 事務室・管理室 1台
広島県 東広島市 東志和小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 志和堀小学校（旧） 体育館 1台
広島県 東広島市 ⻄志和小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 下見福祉会館 ロビー 1台
広島県 東広島市 東広島市勤労福祉センター 研修室 1台
広島県 東広島市 東⻄条小学校 事務室・管理室 1台
広島県 東広島市 ⻄条小学校 事務室・管理室 2台
広島県 東広島市 三ツ城小学校 事務室・管理室 2台
広島県 東広島市 三永地域センター 事務室・管理室 1台
広島県 東広島市 三永小学校 体育館 2台
広島県 東広島市 郷田地域センター 玄関ホール 1台
広島県 東広島市 郷田小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 御薗宇地域センター ホール 1台
広島県 東広島市 御薗宇小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 松賀中学校 体育館 1台
広島県 東広島市 寺⻄地域センター 玄関ホール 1台
広島県 東広島市 平岩地域センター ホール 1台
広島県 東広島市 平岩小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 ⻄条中学校 体育館 2台
広島県 東広島市 寺⻄小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 板城小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 向陽中学校 体育館 1台
広島県 東広島市 東広島運動公園体育館 ホール 3台
広島県 東広島市 東広島市総合福祉センター 玄関ホール 1台
広島県 東広島市 東⻄条地域センター 事務室・管理室 1台
広島県 東広島市 板城地域センター 勝⼿口 1台
広島県 東広島市 入野小学校 体育館 2台
広島県 東広島市 吉川小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 吉川地域センター 玄関ホール 1台
広島県 東広島市 原小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 磯松中学校 体育館 1台
広島県 東広島市 八本松地域センター 玄関ホール 2台
広島県 東広島市 八本松中学校 体育館 2台
広島県 東広島市 川上小学校 体育館 2台
広島県 東広島市 川上地域センター ロビー 1台
広島県 東広島市 福富市⺠体育館（福富中学校・福富小学校） 体育館 2台
広島県 東広島市 竹仁地域センター 玄関ホール 1台
広島県 東広島市 久芳小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 安宿地域センター⼤ホール 体育館 2台
広島県 東広島市 吉原地域センター⼤ホール 体育館 2台
広島県 東広島市 清武⻄地域センターホール ホール 1台
広島県 東広島市 豊栄中学校 体育館 2台
広島県 東広島市 豊栄小学校 体育館 1台
広島県 東広島市 豊栄市⺠体育館 体育館 2台
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広島県 東広島市 豊栄保健福祉センター 玄関ホール 1台
広島県 東広島市 乃美地域センター⼤ホール 体育館 2台
広島県 東広島市 能良地域センター⼤ホール 玄関ホール 2台
広島県 廿日市市 阿品台⻄小学校 配膳室前 2台
広島県 廿日市市 阿品台中学校 体育館通路 2台
広島県 廿日市市 阿品台東小学校 体育館 2台
広島県 廿日市市 廿日市市役所 ロビー 1台
広島県 廿日市市 ⼤野⻄市⺠センター 玄関ホール 1台
広島県 廿日市市 吉和学園（小中一貫校） 玄関横 1台
広島県 廿日市市 吉和福祉センター 作業室 1台
広島県 廿日市市 宮園小学校 玄関横 2台
広島県 廿日市市 宮島学園（小中一貫校） 玄関ホール 2台
広島県 廿日市市 廿日市市⼤野東市⺠センター ホール 1台
広島県 廿日市市 宮島福祉センター 玄関ホール 1台
広島県 廿日市市 宮内小学校 体育館 2台
広島県 廿日市市 旧玖島小学校体育館 校舎出入口 1台
広島県 廿日市市 廿日市市スポーツセンター 事務室・管理室 3台
広島県 廿日市市 原小学校 体育館 1台
広島県 廿日市市 佐方小学校 事務室・管理室 2台
広島県 廿日市市 廿日市中学校 事務室・管理室 3台
広島県 廿日市市 四季が丘中学校 事務室・管理室 3台
広島県 廿日市市 四季が丘小学校 事務室・管理室 2台
広島県 廿日市市 総合健康福祉センター 玄関ホール 1台
広島県 廿日市市 旧浅原小学校体育館 体育館 1台
広島県 廿日市市 ⼤野保健福祉センター 玄関ホール 1台
広島県 廿日市市 ⼤野東中学校 体育館 2台
広島県 廿日市市 ⼤野東小学校 給食室前 1台
広島県 廿日市市 ⼤野学園 体育館 1台
広島県 廿日市市 地御前小学校 体育館 2台
広島県 廿日市市 金剛寺小学校 事務室・管理室 2台
広島県 廿日市市 野坂中学校 職員室前 3台
広島県 廿日市市 津田小学校 事務室・管理室 1台
広島県 廿日市市 津田文化市⺠センター 玄関ホール 1台
広島県 廿日市市 佐伯総合スポーツ公園 玄関ホール 3台
広島県 廿日市市 佐伯中学校 体育館 3台
広島県 廿日市市 中央市⺠センター ホール 1台
広島県 廿日市市 七尾中学校 体育館 2台
広島県 廿日市市 廿日市小学校 事務室・管理室 2台
広島県 廿日市市 友和小学校 体育館 2台
広島県 廿日市市 友和市⺠センター ホール 1台
広島県 廿日市市 平良小学校 保健室前 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴重井小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴重井中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴因北小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴因北中学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴因島南中学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴因島南小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 土⽣市⺠スポーツ広場体育館(旧尾道市⽴土⽣小学校) 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴浦崎中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴浦崎小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴吉和中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴栗原北小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 旧尾道市⽴原田中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴御調⻄小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴御調中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴御調中央小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴三幸小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴向島中学校 体育館 3台
広島県 尾道市 尾道市⽴高見小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴向島中央小学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴向東小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴向東中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴高⻄中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴高須小学校 体育館 1台
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広島県 尾道市 尾道市⽴山波小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴瀬⼾田小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴瀬⼾田中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴栗原小学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴土堂小学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴⻄藤小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴⻑江中学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴⻑江小学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴久保小学校 玄関ロビー 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴吉和小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴栗原中学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴日比崎小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴日比崎中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴三成小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴美木中学校 体育館 2台
広島県 尾道市 尾道市⽴美木原小学校（旧木頃小学校） 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴百島小・中学校 体育館 1台
広島県 尾道市 尾道市⽴久保中学校 体育館 2台
広島県 尾道市 旧尾道市⽴木ノ庄⻄小学校 体育館 1台
広島県 尾道市 木ノ庄東幼稚園(旧尾道市⽴木ノ庄東小学校) 体育館 1台
広島県 府中市 府中市久佐スポーツグラウンド(元久佐小学校体育館） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴栗⽣小学校（体育館・グラウンド） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴府中学園（体育館・グラウンド） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴国府小学校（体育館・グラウンド） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴府中明郷学園（第⼆体育館・グラウンド） 体育館 2台
広島県 府中市 府中市出口スポーツグラウンド（元⻄小学校体育館） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市吉野多目的広場 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴上下北小学校（体育館・グラウンド） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市上下町⺠会館 ホール 1台
広島県 府中市 府中市⽴上下中学校（体育館・グラウンド） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴上下南小学校（体育館・グラウンド） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴旭小学校（体育館・グラウンド） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市Ｂ＆Ｇ海洋センター 玄関入口 1台
広島県 府中市 府中市文化センター 相談室 2台
広島県 府中市 府中市⽣涯学習センター 玄関入口 2台
広島県 府中市 府中市古府の森スポーツグラウンド（元東小学校体育館） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市協和スポーツグラウンド(元北小学校体育館） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴南小学校（体育館・グラウンド） 体育館 1台
広島県 府中市 府中市⽴第一中学校（体育館・グラウンド） 体育館 2台
広島県 福山市 芦田中学校 体育館 1台
広島県 福山市 有磨小学校 体育館 1台
広島県 福山市 福相小学校 体育館 1台
広島県 福山市 伊勢丘小学校 体育館 1台
広島県 福山市 鳳中学校 体育館 1台
広島県 福山市 引野小学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⻑浜小学校 体育館 1台
広島県 福山市 旭丘小学校 体育館 1台
広島県 福山市 駅家⻄小学校 体育館 1台
広島県 福山市 駅家南中学校 体育館 2台
広島県 福山市 宜山小学校 体育館 1台
広島県 福山市 服部小学校 体育館 1台
広島県 福山市 駅家小学校 体育館 1台
広島県 福山市 駅家中学校 体育館 2台
広島県 福山市 駅家北小学校（旧駅家東小学校) 体育館 1台
広島県 福山市 加茂中学校 体育館 1台
広島県 福山市 加茂小学校 体育館 1台
広島県 福山市 広瀬小学校 体育館 1台
広島県 福山市 霞小学校 体育館 1台
広島県 福山市 久松台小学校 体育館 1台
広島県 福山市 郷分幼稚園 遊戯室前廊下 1台
広島県 福山市 精華中学校 体育館 1台
広島県 福山市 金江小学校 体育館 1台
広島県 福山市 熊野小学校 体育館 1台
広島県 福山市 御幸小学校 体育館 1台
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広島県 福山市 幸千中学校 職員室 1台
広島県 福山市 城南中学校 体育館 1台
広島県 福山市 遺芳丘小学校（旧今津小学校） 体育館 1台
広島県 福山市 福山市人権交流センター ロビー 3台
広島県 福山市 東中学校 体育館 1台
広島県 福山市 山⼿小学校 体育館 1台
広島県 福山市 城⻄中学校 体育館 2台
広島県 福山市 泉小学校 体育館 1台
広島県 福山市 旧山野北小学校 体育館 1台
広島県 福山市 山野小学校 体育館 1台
広島県 福山市 山野中学校 体育館 1台
広島県 福山市 培遠中学校 体育館 1台
広島県 福山市 緑丘小学校 体育館 1台
広島県 福山市 春日小学校 体育館 1台
広島県 福山市 曙小学校 体育館 1台
広島県 福山市 松永中学校 体育館 1台
広島県 福山市 松永小学校 体育館 1台
広島県 福山市 ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ ロビー 1台
広島県 福山市 沼隈体育館 ホール 2台
広島県 福山市 至誠中学校 体育館 2台
広島県 福山市 常⽯小学校 体育館 1台
広島県 福山市 沼隈サンパル 玄関ロビー 2台
広島県 福山市 千年中学校 体育館 1台
広島県 福山市 千年小学校 体育館 1台
広島県 福山市 山南小学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⼤門中学校 体育館 1台
広島県 福山市 新涯小学校 体育館 1台
広島県 福山市 誠之中学校 体育館 1台
広島県 福山市 網引小学校 体育館渡り廊下 1台
広島県 福山市 常金丸小学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⼾⼿小学校 体育館 1台
広島県 福山市 新市中央中学校 体育館 1台
広島県 福山市 新市スポーツセンター フロント 2台
広島県 福山市 新市小学校 体育館 2台
広島県 福山市 神村小学校 体育館 1台
広島県 福山市 御野小学校 体育館 1台
広島県 福山市 竹尋小学校 体育館 1台
広島県 福山市 神辺東中学校 体育館 2台
広島県 福山市 旧中条小学校三⾕分校 体育館 1台
広島県 福山市 神辺小学校 体育館 2台
広島県 福山市 湯田小学校 体育館 2台
広島県 福山市 神辺⻄中学校 職員室ロッカー 2台
広島県 福山市 中条小学校 体育館 1台
広島県 福山市 神辺中学校 体育館 2台
広島県 福山市 道上小学校 体育館 1台
広島県 福山市 向丘中学校 体育館 1台
広島県 福山市 水呑小学校 体育館 1台
広島県 福山市 瀬⼾小学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⻄深津小学校 体育館 1台
広島県 福山市 福山市⽴中央中学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⻄小学校 体育館 1台
広島県 福山市 済美中学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⾚坂小学校 体育館 1台
広島県 福山市 福山市⽴福山中・高等学校 ⼤望館 2台
広島県 福山市 福山市総合体育館 体育館 3台
広島県 福山市 千田小学校 体育館 1台
広島県 福山市 川口小学校 体育館 1台
広島県 福山市 光小学校 体育館 1台
広島県 福山市 鷹取中学校 体育館 1台
広島県 福山市 福山市体育館 事務室・管理室 3台
広島県 福山市 旧走島小学校 体育館 1台
広島県 福山市 走島公⺠館(旧走島中学校) 体育館 1台
広島県 福山市 蔵王小学校 体育館 1台
広島県 福山市 多治⽶小学校 体育館 1台
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広島県 福山市 野々浜小学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⼤⾕台小学校 プレイルーム 1台
広島県 福山市 ⼤津野小学校 体育館 1台
広島県 福山市 津之郷小学校 体育館 1台
広島県 福山市 坪⽣小学校 体育館 1台
広島県 福山市 高島小学校 体育館 1台
広島県 福山市 一ツ橋中学校 体育館 1台
広島県 福山市 深津小学校 体育館 1台
広島県 福山市 城東中学校 体育館 1台
広島県 福山市 川口東小学校 体育館 1台
広島県 福山市 東村小学校 玄関奥MDF 1台
広島県 福山市 東小学校 体育館 1台
広島県 福山市 藤江小学校 体育館 1台
広島県 福山市 内海小学校 体育館 1台
広島県 福山市 内浦小学校 体育館 1台
広島県 福山市 内海中学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⼿城小学校 体育館 1台
広島県 福山市 日吉台小学校 体育館 1台
広島県 福山市 旭小学校 体育館 1台
広島県 福山市 ⼤成館中学校 体育館 1台
広島県 福山市 桜丘小学校 体育館 1台
広島県 福山市 本郷小学校 体育館 1台
広島県 福山市 市⺠参画センター ロビー 2台
広島県 福山市 幕山小学校 体育館 1台
広島県 福山市 東朋中学校 体育館 1台
広島県 福山市 箕島小学校 体育館 1台
広島県 福山市 明王台小学校 体育館 1台
広島県 福山市 南小学校 体育館 1台
広島県 福山市 樹徳小学校 体育館 1台
広島県 福山市 城北中学校 体育館 1台
広島県 福山市 柳津小学校 体育館 1台
広島県 福山市 鞆の浦学園（旧鞆小学校） 体育館 1台
広島県 福山市 鞆の浦学園（旧鞆小学校） 体育館 1台
広島県 豊田郡⼤崎上島町 ⼤崎上島町⽴木江小学校 体育館 1台
広島県 豊田郡⼤崎上島町 ⻄野屋内運動場（⻄野小学校体育館） 体育館 1台
広島県 豊田郡⼤崎上島町 ⼤崎上島町⽴⼤崎小学校 体育館 2台
広島県 豊田郡⼤崎上島町 ⼤崎上島町⽴⼤崎上島中学校 体育館 2台
広島県 豊田郡⼤崎上島町 ⼤崎上島町⽴東野小学校 体育館 1台
広島県 豊田郡⼤崎上島町 東野屋内運動場（旧東野中学校体育館） 体育館 1台
広島県 豊田郡⼤崎上島町 東野文化センター 事務室・管理室 2台
広島県 豊田郡⼤崎上島町 木江公⺠館 会議室 1台
山口県 阿武郡阿武町 阿武町ふれあいセンター ロビー 2台
山口県 阿武郡阿武町 阿武町農村センター ロビー 2台
山口県 阿武郡阿武町 阿武町町⺠センター ロビー 5台
山口県 宇部市 俵田翁記念体育館 玄関ホール 1台
山口県 宇部市 宇部市総合福祉会館 ロビー 1台
山口県 宇部市 ⿊⽯小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 恩田小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 鵜ノ島小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 ⻄岐波小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 勤労⻘少年会館 ロビー 1台
山口県 宇部市 岬ふれあいセンター・岬小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 見初小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 上宇部中学校 体育館 1台
山口県 宇部市 藤山小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 神原小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 新川小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 厚東川中学校 体育館 1台
山口県 宇部市 ⻄宇部小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 ⼆俣瀬小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 桃山中学校 体育館 1台
山口県 宇部市 小野小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 常盤小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 川上中学校 体育館 1台
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山口県 宇部市 宇部市⽴万倉小学校 ロビー 1台
山口県 宇部市 船木小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 厚東小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 東岐波小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 宇部市⽴吉部小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 厚南小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 原小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 ⿊⽯中学校 体育館 1台
山口県 宇部市 上宇部小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 神原中学校 体育館 1台
山口県 宇部市 琴芝小学校 体育館 1台
山口県 宇部市 小羽山小学校 体育館 1台
山口県 下関市 安岡小学校 体育館 2台
山口県 下関市 安岡中学校 体育館 2台
山口県 下関市 川中中学校 職員室 3台
山口県 下関市 川中小学校 体育館 2台
山口県 下関市 一の宮小学校 体育館 2台
山口県 下関市 吉見中学校 体育館 2台
山口県 下関市 王喜小学校 体育館 2台
山口県 下関市 王司小学校 体育館 2台
山口県 下関市 関⻄小学校 体育館 2台
山口県 下関市 名陵中学校 体育館 1台
山口県 下関市 豊東小学校 体育館 2台
山口県 下関市 菊川中学校 体育館 3台
山口県 下関市 岡枝小学校 体育館 1台
山口県 下関市 楢崎小学校 体育館 1台
山口県 下関市 吉見小学校 体育館 2台
山口県 下関市 吉田小学校 体育館 1台
山口県 下関市 吉⺟小学校 体育館 1台
山口県 下関市 熊野小学校 体育館 2台
山口県 下関市 川中⻄小学校 体育館 1台
山口県 下関市 向山小学校 体育館 2台
山口県 下関市 向洋中学校 体育館 2台
山口県 下関市 山の田小学校 体育館 1台
山口県 下関市 山の田中学校 体育館 2台
山口県 下関市 勝山中学校 体育館 2台
山口県 下関市 小月小学校 体育館 2台
山口県 下関市 桜山小学校 体育館 1台
山口県 下関市 文洋中学校 体育館 1台
山口県 下関市 文関小学校 体育館 2台
山口県 下関市 日新中学校 体育館 1台
山口県 下関市 垢田小学校 体育館 2台
山口県 下関市 東部中学校 体育館 1台
山口県 下関市 清末小学校 体育館 1台
山口県 下関市 旧神田小学校 体育館 1台
山口県 下関市 蓋井小学校 体育館 2台
山口県 下関市 垢田中学校 体育館 2台
山口県 下関市 勝山小学校 体育館 2台
山口県 下関市 ⻑府中学校 体育館 2台
山口県 下関市 豊浦小学校 体育館 2台
山口県 下関市 ⻑府小学校 体育館 2台
山口県 下関市 ⻑成中学校 体育館 3台
山口県 下関市 内日小学校 体育館 1台
山口県 下関市 内日中学校 体育館 1台
山口県 下関市 王江小学校 体育館 1台
山口県 下関市 ⽣野小学校 体育館 2台
山口県 下関市 角倉小学校 体育館 2台
山口県 下関市 向井小学校 体育館 1台
山口県 下関市 江浦小学校 体育館 2台
山口県 下関市 彦島中学校 体育館 1台
山口県 下関市 ⻄山小学校 体育館 1台
山口県 下関市 本村小学校 体育館 1台
山口県 下関市 小串小学校 体育館 2台
山口県 下関市 宇賀小学校 体育館 2台
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山口県 下関市 誠意小学校 体育館 3台
山口県 下関市 豊洋中学校 体育館 3台
山口県 下関市 室津小学校 体育館 2台
山口県 下関市 川棚小学校 体育館 2台
山口県 下関市 豊田下小学校 体育館 1台
山口県 下関市 旧三豊小学校 体育館 1台
山口県 下関市 旧殿居小学校 体育館 1台
山口県 下関市 豊田中小学校 体育館 1台
山口県 下関市 ⻄市小学校 体育館 1台
山口県 下関市 豊田中学校 体育館 2台
山口県 下関市 角島小学校 体育館 1台
山口県 下関市 阿川小学校 体育館 2台
山口県 下関市 粟野小学校 体育館 1台
山口県 下関市 神田小学校 体育館 2台
山口県 下関市 神玉小学校 体育館 2台
山口県 下関市 豊北小学校 体育館 2台
山口県 下関市 豊北中学校 事務室 4台
山口県 下関市 旧田耕小学校 体育館 2台
山口県 下関市 旧⼆見小学校 体育館 1台
山口県 下関市 玄洋中学校 体育館 2台
山口県 下関市 養治小学校 体育館 1台
山口県 下関市 名陵小学校 体育館 1台
山口県 下関市 木屋川中学校 体育館 2台
山口県 下松市 下松中学校 体育館 1台
山口県 下松市 中村総合福祉センター 玄関ホール 1台
山口県 下松市 中村小学校 体育館 1台
山口県 下松市 下松市市⺠体育館 玄関ホール 1台
山口県 下松市 ⽶川公⺠館 ホール 1台
山口県 下松市 下松スポーツ公園体育館 玄関ホール 2台
山口県 下松市 深浦公⺠館 ホール 1台
山口県 下松市 笠⼾公⺠館 1F窓口 1台
山口県 下松市 笠⼾島公⺠館 玄関ホール 1台
山口県 下松市 下松小学校 体育館 1台
山口県 下松市 花岡公⺠館 1Fロビー 1台
山口県 下松市 花岡小学校 体育館 1台
山口県 下松市 豊井小学校 体育館 1台
山口県 下松市 東陽小学校 体育館 1台
山口県 下松市 末武中学校 体育館 1台
山口県 岩国市 高根21世紀センター ホール 1台
山口県 岩国市 錦ふるさとセンター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 玖珂野口コミュニティセンター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 玖珂総合センター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 玖珂北部コミュニティセンター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 周東川越健康増進センター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 周東体育センター 玄関ホール 2台
山口県 岩国市 美川コミュニティセンター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 美川基幹集落センター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 美和阿賀ふれあいセンター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 ハーモニーみわ 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 美和⻄部ふれあいセンター 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 総合体育館 体育館 3台
山口県 岩国市 本郷ふるさと交流館 玄関ホール 1台
山口県 岩国市 由宇文化会館 玄関ホール 1台
山口県 玖珂郡和木町 公⺠館関ヶ浜分館 ロビー 1台
山口県 玖珂郡和木町 公⺠館瀬田分館 ロビー 1台
山口県 玖珂郡和木町 蜂ヶ峯総合公園管理棟 ロビー 1台
山口県 玖珂郡和木町 和木中学校講堂 ロビー 1台
山口県 熊毛郡上関町 上関町⺠体育館 ロビー 2台
山口県 熊毛郡上関町 祝島地区公⺠館 ロビー 1台
山口県 熊毛郡上関町 ほのぼの活性化センター ロビー 1台
山口県 熊毛郡上関町 八島地区館 ロビー 1台
山口県 熊毛郡田布施町 田布施中学校 体育館 5台
山口県 熊毛郡田布施町 ⻄田布施公⺠館 ホール 1台
山口県 熊毛郡田布施町 城南公⺠館 ホール 1台
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山口県 熊毛郡田布施町 東田布施公⺠館 ホール 1台
山口県 熊毛郡田布施町 田布施スポーツセンター ホール 1台
山口県 熊毛郡田布施町 ⿇郷公⺠館 ホール 1台
山口県 熊毛郡平⽣町 佐賀地域交流センター ロビー 1台
山口県 熊毛郡平⽣町 曽根地域交流センター ロビー 1台
山口県 熊毛郡平⽣町 ⼤野地域交流センター ロビー 1台
山口県 熊毛郡平⽣町 勤労⻘少年ホーム ロビー 1台
山口県 熊毛郡平⽣町 平⽣町体育館 ロビー 1台
山口県 光市 塩田小学校 体育館 1台
山口県 光市 岩田小学校 体育館 1台
山口県 光市 浅江小学校 体育館 1台
山口県 光市 光井小学校 体育館 1台
山口県 光市 三井小学校 体育館 1台
山口県 光市 三輪小学校 体育館 1台
山口県 光市 室積小学校 体育館 1台
山口県 光市 上島田小学校 体育館 1台
山口県 光市 束荷小学校 体育館 1台
山口県 光市 周防小学校 体育館 1台
山口県 光市 地域づくり支援センター 玄関ホール 1台
山口県 光市 周防の森ロッジ 玄関ホール 1台
山口県 山口市 井関小学校 体育館 1台
山口県 山口市 阿知須地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 阿知須体育センター体育館 玄関ホール 1台
山口県 山口市 阿知須小学校 体育館 1台
山口県 山口市 阿知須中学校（体育館、校舎） 体育館 1台
山口県 山口市 阿東地域交流センター⽣雲分館 玄関ホール 1台
山口県 山口市 阿東老人福祉センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 阿東東中学校 体育館 1台
山口県 山口市 阿東地域交流センター 玄関ホール 2台
山口県 山口市 鴻南中学校 体育館 2台
山口県 山口市 嘉川地域交流センター 玄関ホール 2台
山口県 山口市 吉敷地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 良城小学校 体育館 1台
山口県 山口市 宮野小学校 体育館 3台
山口県 山口市 湯田小学校 体育館 1台
山口県 山口市 佐山地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 宮野中学校 体育館 3台
山口県 山口市 ⼤海総合センター 玄関ホール 2台
山口県 山口市 ⼤海小学校 体育館 1台
山口県 山口市 秋穂中学校 体育館 1台
山口県 山口市 秋穂小学校 体育館 1台
山口県 山口市 秋穂地域交流センター 玄関ホール 2台
山口県 山口市 ⼆島小学校 体育館 1台
山口県 山口市 上郷小学校 体育館 3台
山口県 山口市 小郡ふれあいセンター 玄関ホール 2台
山口県 山口市 小郡小学校 体育館 3台
山口県 山口市 小郡保健福祉センター 玄関ホール 2台
山口県 山口市 小郡中学校 体育館 3台
山口県 山口市 小郡南小学校 体育館 3台
山口県 山口市 小鯖小学校 体育館 1台
山口県 山口市 仁保地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 ⼤殿小学校 体育館 1台
山口県 山口市 ⼤内中学校 体育館 1台
山口県 山口市 ⼤内小学校 体育館 2台
山口県 山口市 ⼤内南小学校 体育館 3台
山口県 山口市 ⼤内地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 鋳銭司地域交流センター 1F居室 1台
山口県 山口市 湯田地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 陶小学校 体育館 2台
山口県 山口市 徳地体育館 体育館 2台
山口県 山口市 串小学校 体育館 1台
山口県 山口市 島地小学校 体育館 1台
山口県 山口市 中央小学校 体育館 1台
山口県 山口市 徳地地域交流センター 玄関ホール 2台
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山口県 山口市 徳地中学校 体育館 2台
山口県 山口市 ⽩⽯中学校 体育館 1台
山口県 山口市 平川地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 平川小学校 体育館 1台
山口県 山口市 ⽩⽯地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 山口南総合センター 玄関ホール 3台
山口県 山口市 名田島地域交流センター 玄関ホール 1台
山口県 山口市 ⼤歳小学校 体育館 2台
山口県 山陽小野田市 市⺠館（公⺠館併設） ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 有帆公⺠館（福祉会館併設） ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 高泊公⺠館（福祉会館併設） ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 ⾚崎公⺠館（福祉会館併設） ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 厚狭地区複合施設 ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 厚陽中学校 体育館 1台
山口県 山陽小野田市 出合公⺠館 ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 本山公⺠館（福祉会館併設） ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 埴⽣公⺠館 ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 津布田小学校 体育館 1台
山口県 山陽小野田市 須恵公⺠館（福祉会館併設） ロビー 1台
山口県 山陽小野田市 高千帆福祉会館 ロビー 1台
山口県 周南市 今宿小学校 体育館 1台
山口県 周南市 桜木小学校 体育館 1台
山口県 周南市 福川中学校 体育館 1台
山口県 周南市 周陽小学校 体育館 1台
山口県 周南市 周陽中学校 体育館 1台
山口県 周南市 秋月小学校 体育館 1台
山口県 周南市 秋月中学校 体育館 1台
山口県 周南市 菊川小学校 体育館 1台
山口県 周南市 久⽶小学校 体育館 1台
山口県 周南市 熊毛体育センター 玄関ホール 1台
山口県 周南市 コアプラザ⿅野 ホール 1台
山口県 周南市 ⿅野総合体育館 玄関ホール 1台
山口県 周南市 須々万中学校 体育館 1台
山口県 周南市 サンウイング熊毛 玄関ホール 1台
山口県 周南市 キリンビバレッジ周南スポーツセンター 玄関ホール 5台
山口県 周南市 岐陽中学校 体育館 1台
山口県 周南市 鶴いこいの里交流センター 玄関ホール 1台
山口県 周南市 富田中学校 体育館 1台
山口県 周南市 富田東小学校 体育館 1台
山口県 周南市 富田⻄小学校 体育館 1台
山口県 周南市 福川小学校 体育館 1台
山口県 周南市 徳山小学校 体育館 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 油田農村環境改善センター ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 ⼤島看護専門学校 体育館 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 ⽩木多目的共同利用施設 ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 久賀総合センター ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 沖浦農村環境改善センター ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 しまとぴあスカイセンター ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 橘総合センター ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 周防⼤島町総合体育館 ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 日良居公⺠館 ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 蒲野農村環境改善センター ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 東和総合センター ロビー 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 旧椋野小学校 体育館 1台
山口県 ⼤島郡周防⼤島町 旧和田小学校 体育館 1台
山口県 ⻑門市 三隅勤労者スポーツセンター 玄関ホール 1台
山口県 ⻑門市 三隅農業者トレーニングセンター 玄関ホール 1台
山口県 ⻑門市 ⻑門農業者トレーニングセンター 玄関ホール 1台
山口県 ⻑門市 通小学校 体育館 2台
山口県 ⻑門市 ⻑門市中央公⺠館 玄関ホール 1台
山口県 ⻑門市 神田小学校 体育館 1台
山口県 ⻑門市 日置農村環境改善センター 玄関ホール 1台
山口県 ⻑門市 俵山小学校 体育館 1台
山口県 ⻑門市 油⾕勤労者体育センター 玄関ホール 2台
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山口県 ⻑門市 ラポールゆや 玄関ホール 4台
山口県 萩市 見島体育館 玄関ホール 1台
山口県 萩市 見島ふれあい交流センター 玄関ホール 1台
山口県 萩市 三見小・中学校 体育館 1台
山口県 萩市 川上中学校 体育館 1台
山口県 萩市 相島小・中学校 体育館 1台
山口県 萩市 ⼤井出張所（⼤井公⺠館） ホール 1台
山口県 萩市 山口県漁協⼤井浦支店 玄関ホール 1台
山口県 萩市 山口県漁協⼤井湊支店 玄関ホール 1台
山口県 萩市 むつみＢ＆Ｇ海洋センター 玄関ホール 1台
山口県 萩市 田万川コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
山口県 萩市 むつみコミュニティセンター 玄関ホール 1台
山口県 萩市 旭活性化センター 玄関ホール 1台
山口県 萩市 ⽩水会館 玄関ホール 1台
山口県 萩市 紫福支所 ホール 1台
山口県 萩市 須佐公⺠館 ホール 1台
山口県 萩市 小川交流センター 玄関ホール 1台
山口県 萩市 椿⻄小学校 体育館 1台
山口県 萩市 椿東小学校 体育館 1台
山口県 萩市 山口県漁協山口はぎ統括支店 玄関ホール 1台
山口県 萩市 萩東中学校 体育館 1台
山口県 萩市 ふくえ〜る 2Fホール 1台
山口県 萩市 旭マルチメディアセンター 玄関ホール 1台
山口県 萩市 弥富交流促進センター 玄関ホール 1台
山口県 萩市 ⼤島小中学校体育館 体育館 1台
山口県 美祢市 伊佐公⺠館 ホール 1台
山口県 美祢市 於福公⺠館 ホール 1台
山口県 美祢市 嘉万公⺠館 ホール 1台
山口県 美祢市 岩永公⺠館 ホール 1台
山口県 美祢市 秋吉公⺠館 ホール 1台
山口県 美祢市 別府公⺠館 ホール 1台
山口県 美祢市 厚保公⺠館 ホール 1台
山口県 美祢市 美祢市⺠会館 玄関ホール 3台
山口県 美祢市 綾木ふるさとセンター 玄関ホール 1台
山口県 美祢市 真⻑田定住センター 玄関ホール 1台
山口県 美祢市 ⾚郷交流センター 玄関ホール 1台
山口県 美祢市 美東センター 玄関ホール 2台
山口県 美祢市 豊田前公⺠館 ホール 1台
山口県 防府市 華浦小学校 体育館 1台
山口県 防府市 華城小学校 体育館 1台
山口県 防府市 桑山中学校 体育館 1台
山口県 防府市 勝間小学校 体育館 1台
山口県 防府市 向島小学校 体育館 1台
山口県 防府市 国府中学校 体育館 1台
山口県 防府市 牟礼南小学校 体育館 1台
山口県 防府市 右田中学校 体育館 1台
山口県 防府市 新田小学校 体育館 1台
山口県 防府市 ⻄浦小学校 体育館 1台
山口県 防府市 華⻄中学校 体育館 1台
山口県 防府市 ⼤道中学校 体育館 1台
山口県 防府市 ⼤道小学校 体育館 1台
山口県 防府市 玉祖小学校 体育館 1台
山口県 防府市 華陽中学校 体育館 1台
山口県 防府市 小野中学校 体育館 1台
山口県 防府市 小野小学校 体育館 1台
山口県 防府市 中関小学校 体育館 1台
山口県 防府市 富海中学校 体育館 1台
山口県 防府市 富海小学校 体育館 1台
山口県 防府市 牟礼小学校 体育館 1台
山口県 防府市 野島小・中学校 体育館 1台
山口県 防府市 松崎小学校 体育館 1台
山口県 防府市 佐波中学校 体育館 1台
山口県 防府市 佐波小学校 体育館 1台
山口県 防府市 牟礼中学校 体育館 1台
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山口県 柳井市 阿月公⺠館 玄関ホール 1台
山口県 柳井市 柳井南中学校 体育館 1台
山口県 柳井市 伊陸地区体育館・グランド 体育館 1台
山口県 柳井市 伊陸小学校 体育館 1台
山口県 柳井市 遠崎地区体育館・グランド 体育館 1台
山口県 柳井市 アクアヒルやない 玄関ホール 1台
山口県 柳井市 新庄小学校 体育館 1台
山口県 柳井市 ⼤畠中学校 体育館 1台
山口県 柳井市 ⼤畠小学校 体育館 1台
山口県 柳井市 ふれあいどころ４３７ 会議室 1台
山口県 柳井市 日積小学校 体育館 1台
山口県 柳井市 平郡東小学校体育館 玄関ホール 1台
山口県 柳井市 平郡⻄へき地集会所 玄関ホール 1台
山口県 柳井市 サンビームやない 玄関ホール 2台
山口県 柳井市 柳井小学校 体育館 1台
山口県 柳井市 柳井市文化福祉会館 玄関ホール 1台
山口県 柳井市 柳井中学校 体育館 4台
山口県 柳井市 柳北小学校 体育館 1台
山口県 柳井市 柳東小学校 体育館 2台
山口県 柳井市 余田小学校 体育館 1台
山口県 柳井市 柳井⻄中学校 体育館 2台
徳島県 阿南市 伊島中学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 岩脇小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 羽ノ浦公⺠館 事務室 1台
徳島県 阿南市 羽ノ浦小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 横見小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 ⼤野老人憩いの家 玄関ホール 1台
徳島県 阿南市 ⼤野小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 加茂⾕中学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 加茂⾕総合センター 1階廊下 1台
徳島県 阿南市 吉井小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 橘小学校 校舎玄関 1台
徳島県 阿南市 橘町総合センター 研修室 1台
徳島県 阿南市 桑野小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 見能林小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 阿南中学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 見能林公⺠館 公⺠館 1台
徳島県 阿南市 山口小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 桑野公⺠館 会議室 1台
徳島県 阿南市 阿南市養護学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 中野島小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 新野東小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 新野公⺠館 2階集会室 1台
徳島県 阿南市 新野小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 新野中学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 ⼤井小学校 ロビー 1台
徳島県 阿南市 ⼤野公⺠館 ２F 和室 1台
徳島県 阿南市 ⻑⽣小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 ⻑⽣公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 阿南市 阿南第一中学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 津ノ峰小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 蒲⽣田小学校 ロビー 1台
徳島県 阿南市 椿町中学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 椿小学校 4階 音楽室 1台
徳島県 阿南市 椿会館 2階 放送室 1台
徳島県 阿南市 椿公⺠館椿泊分館 2階 集会室 1台
徳島県 阿南市 椿泊小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 那賀川中学校 校舎3階 1台
徳島県 阿南市 那賀川公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 阿南市 平島小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 那賀川公⺠館平島分館 玄関 1台
徳島県 阿南市 今津小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 阿南第⼆中学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 富岡公⺠館 事務室 1台
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徳島県 阿南市 福井町総合センター 玄関ホール 1台
徳島県 阿南市 福井中学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 福井小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 福井南小学校 温泉受付ロビー 1台
徳島県 阿南市 宝田小学校 体育館 1台
徳島県 阿南市 宝田公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 阿南市 中野島総合センター 玄関ホール 1台
徳島県 阿南市 富岡小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波⻄高等学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波体育館 事務室・管理室 1台
徳島県 阿波市 阿波伊沢北分館 事務室・管理室 1台
徳島県 阿波市 阿波久勝公⺠館 ホール 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴久勝小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波農村環境改善センター 玄関ホール 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴阿波中学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴林小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴伊沢小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波伊沢公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 阿波市 阿波林公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴柿原小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴一条小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 吉野中央ふれあいセンター 事務室・管理室 1台
徳島県 阿波市 吉野コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴吉野中学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 吉野スポーツセンター 事務室・管理室 1台
徳島県 阿波市 市場コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴市場中学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴市場小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴⼤俣小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 ⼤俣公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴⼤影小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 八幡公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 阿波市 市場日開⾕体育館 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴八幡小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴土成中学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴御所小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 土成地域資源活力工房 事務室・管理室 1台
徳島県 阿波市 阿波市⽴土成小学校 体育館 1台
徳島県 阿波市 土成コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 塩深集会所 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 海陽町役場海部庁舎 廊下 2台
徳島県 海部郡海陽町 海部小学校 3階廊下 2台
徳島県 海部郡海陽町 中里農業構造改善センター 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 広岡集会所 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 角坂集会所 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 久尾公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 海陽町役場宍喰庁舎 別棟 1台
徳島県 海部郡海陽町 宍喰小学校 3階ホール 2台
徳島県 海部郡海陽町 宍喰中学校 3階被服室 2台
徳島県 海部郡海陽町 海部文化センター 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 海南小学校 体育館 2台
徳島県 海部郡海陽町 海南病院 ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 海南文化村 玄関ホール 2台
徳島県 海部郡海陽町 宍喰町⺠センター 3階フロア 1台
徳島県 海部郡海陽町 正梶集会所 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 竹ヶ島改善センター 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 那佐集会所 2階廊下 1台
徳島県 海部郡海陽町 小川集落センター 農事研修室 1台
徳島県 海部郡海陽町 小⾕⻄集会所 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 小⾕集会所 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 旧川上小学校 体育館 1台
徳島県 海部郡海陽町 浅川小学校 体育館 1台
徳島県 海部郡海陽町 まぜのおか体育館 玄関ホール 2台
徳島県 海部郡海陽町 浅川漁村センター 事務室・管理室 1台

208 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

徳島県 海部郡海陽町 船津公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 相川健康管理センター 事務室・管理室 1台
徳島県 海部郡海陽町 ⼤内⽣活改善センター 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 海部高等学校 小体育館 2台
徳島県 海部郡海陽町 海陽中学校 体育館 2台
徳島県 海部郡海陽町 海陽町役場海南庁舎 2階休憩室 1台
徳島県 海部郡海陽町 日山会館 事務室・管理室 1台
徳島県 海部郡海陽町 馳馬集会所 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 日比原センター 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 八山集会所 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡海陽町 平井集落センター 農事研修室 1台
徳島県 海部郡海陽町 野江老人憩いの家 事務室・管理室 1台
徳島県 海部郡海陽町 野江町⺠体育館 体育館 1台
徳島県 海部郡海陽町 鞆浦福祉会館 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡美波町 にぎわいの館 廊下 1台
徳島県 海部郡美波町 総合体育館 2階ホール 2台
徳島県 海部郡美波町 日和佐公⺠館 3階会議室 1台
徳島県 海部郡美波町 美波町役場水道課 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡美波町 美波町役場 2階廊下 1台
徳島県 海部郡美波町 日和佐小学校 体育館 1台
徳島県 海部郡美波町 由岐支所 2階廊下 1台
徳島県 海部郡美波町 日和佐中学校 体育館 2台
徳島県 海部郡美波町 海洋センター 事務室・管理室 1台
徳島県 海部郡美波町 阿南支援学校ひわさ分校 体育館 1台
徳島県 海部郡牟岐町 牟岐町⺠体育館 玄関ホール 1台
徳島県 海部郡牟岐町 出羽島集会所（旧出羽小学校） 体育館 1台
徳島県 吉野川市 吉野川市役所 日直警備室 1台
徳島県 吉野川市 吉野川市⺠プラザ ホール 4台
徳島県 吉野川市 鴨島公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 牛島公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 牛島体育館 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 森山公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 上浦公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 ⻄⿇植公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 知恵島小学校 体育館 1台
徳島県 吉野川市 飯尾敷地コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
徳島県 吉野川市 吉野川市アメニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 川田小学校 体育館 1台
徳島県 吉野川市 山瀬小学校 体育館 1台
徳島県 吉野川市 川田⻄小学校 体育館 1台
徳島県 吉野川市 山川中学校 体育館 1台
徳島県 吉野川市 川田中小学校 ホール 1台
徳島県 吉野川市 川田中小学校 体育館 1台
徳島県 吉野川市 川島老人福祉センター 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 吉野川市交流センター 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 徳島県⽴川島中学校・高等学校 体育館 1台
徳島県 吉野川市 吉野川市ふるさとセンター 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 上⾕集落センター 玄関ホール 1台
徳島県 吉野川市 美郷老人福祉センター 玄関ホール 1台
徳島県 三好郡東みよし町 加茂小学校 体育館 2台
徳島県 三好郡東みよし町 東みよし町役場三加茂庁舎 ロビー 1台
徳島県 三好郡東みよし町 農業者トレーニングセンター 事務室・管理室 2台
徳島県 三好郡東みよし町 ⾜代小学校 体育館 1台
徳島県 三好郡東みよし町 三庄小学校 体育館 2台
徳島県 三好郡東みよし町 昼間小学校 体育館 2台
徳島県 三好郡東みよし町 ふれアリーナみよし 事務室・管理室 3台
徳島県 三好郡東みよし町 東みよし町役場三好庁舎 ロビー 1台
徳島県 三好市 井川中学校 体育館 1台
徳島県 三好市 井内小学校 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 ⻄井川保育所 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 王地小学校 体育館 1台
徳島県 三好市 三野中学校 体育館 1台
徳島県 三好市 東⾕地域多目的施設 展示室 1台
徳島県 三好市 下名分館 1階公⺠館 1台
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徳島県 三好市 河内分館 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 山城公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 檪⽣小学校 廊下 1台
徳島県 三好市 吾橋小学校 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 ⻄祖⾕中学校 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 三好市池田総合体育館 ホール 2台
徳島県 三好市 箸蔵小学校 体育館 1台
徳島県 三好市 三縄小学校 体育館 1台
徳島県 三好市 ⽩地公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 東祖⾕中学校 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 祖⾕の歴史館ホール 玄関ホール 1台
徳島県 三好市 いやしの温泉郷 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 久国集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 坂本集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 与川内集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 中山集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 横瀬集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 沼江コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 今山ふれあい交流館 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 ⽯原集会所 廊下 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 山⻄集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 掛⾕集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 星⾕集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 ⽣名コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 ⽴川集会所 廊下 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 棚野集会所 廊下 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 玉の木集会所 廊下 1台
徳島県 勝浦郡勝浦町 中角集会所・舞台 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡上勝町 上勝町旭基幹集落センター 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡上勝町 高鉾公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡上勝町 上勝町コミュニティセンター 広間 1台
徳島県 勝浦郡上勝町 上勝町福原多目的集会所 玄関ホール 1台
徳島県 勝浦郡上勝町 傍示定住センター 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 小松島市総合福祉センター 2階廊下 1台
徳島県 小松島市 小松島市役所 玄関ホール 4台
徳島県 小松島市 櫛渕小学校 廊下 1台
徳島県 小松島市 坂野中学校 踊場 1台
徳島県 小松島市 坂野小学校 廊下 1台
徳島県 小松島市 目佐厚⽣福祉解放センター 2階廊下 1台
徳島県 小松島市 坂野公⺠館 温泉受付ロビー 1台
徳島県 小松島市 南小松島小学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 ⽣涯学習センター・市⽴図書館 3階廊下 1台
徳島県 小松島市 保健センター・サウンドハウスホール（ミリカホール） 2階廊下 1台
徳島県 小松島市 南小松島公⺠館 １F 事務室 1台
徳島県 小松島市 中央会館 2階会議室 1台
徳島県 小松島市 小松島小学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 新開小学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 小松島厚⽣福祉解放センター 2階廊下 1台
徳島県 小松島市 泰地総合センター（千代公⺠館） 2階廊下 1台
徳島県 小松島市 千代小学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 北小松島小学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 児安小学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 芝田小学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 （旧）勤労⻘少年ホーム 2階廊下 1台
徳島県 小松島市 小松島中学校 事務室・管理室 1台
徳島県 小松島市 ふれあいセンター⽴江 廊下 1台
徳島県 小松島市 ⽴江小学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 小松島市⽴体育館 玄関ホール 3台
徳島県 小松島市 ⽴江中学校 玄関ホール 1台
徳島県 小松島市 ⽴江公⺠館 温泉受付ロビー 1台
徳島県 小松島市 小松島南中学校 体育館 2台
徳島県 小松島市 和田島小学校 体育館 1台
徳島県 小松島市 芝田公⺠館（小松島老人憩いの家） １F事務室 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴城⻄高等学校 体育館 2台
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徳島県 徳島市 加茂名南小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 城東中学校 ステージ横 1台
徳島県 徳島市 一宮小学校 ステージ横 1台
徳島県 徳島市 一宮コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 応神小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 応神コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 応神中学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴徳島北高等学校 体育館 2台
徳島県 徳島市 四国⼤学 体育館 1台
徳島県 徳島市 助任小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 上八万中学校 ステージ横 1台
徳島県 徳島市 ⻄富田コミュニティセンター 2階段 1台
徳島県 徳島市 内町コミュニティセンター ラウンジ 1台
徳島県 徳島市 北井上中学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 北井上小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 北井上コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 国府小学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 南井上小学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 南井上コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 国府コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 国府中学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 国府支援学校 体育館 1台
徳島県 徳島市 佐古コミュニティセンター 2階ホール 1台
徳島県 徳島市 城東小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 住吉・城東コミュニティセンター 2階会議室 1台
徳島県 徳島市 渋野小学校 ステージ横 1台
徳島県 徳島市 南部中学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 勝占中部コミュニティセンター 2階ホール 1台
徳島県 徳島市 加茂名中学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 加茂名小学校 アリーナ２F 1台
徳島県 徳島市 加茂名コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 上八万小学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 上八万コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 丈六コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴徳島商業高等学校 体育館 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴城南高等学校 体育館 2台
徳島県 徳島市 八万中学校 アリーナ２F 1台
徳島県 徳島市 八万小学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 川内町⺠会館 1階会議室 1台
徳島県 徳島市 川内南小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 川内北小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 川内中学校 ステージ横 1台
徳島県 徳島市 多家良中央コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 宮井小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 勝占東部コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 ⼤松小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 富田小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 東富田コミュニティセンター 2階廊下 1台
徳島県 徳島市 富田中学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 昭和コミュニティセンター 2階廊下 2台
徳島県 徳島市 昭和小学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴文学書道館 2F通路 1台
徳島県 徳島市 徳島中学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 津田中学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 津田小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 津田コミュニティセンター 2階廊下 1台
徳島県 徳島市 新町小学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴城東高等学校 体育館 2台
徳島県 徳島市 内町小学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴中央武道館 1Fロビー 1台
徳島県 徳島市 沖洲小学校 入口ホール 1台
徳島県 徳島市 佐古小学校 ホール２F 1台
徳島県 徳島市 徳島⼤学 常三島キャンパス 体育館 1台
徳島県 徳島市 千松小学校 玄関ホール 1台
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徳島県 徳島市 城⻄中学校 アリーナ２F 1台
徳島県 徳島市 入田コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 入田小・中学校 ステージ横 1台
徳島県 徳島市 八万南小学校 ステージ横 1台
徳島県 徳島市 八万中央コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 八万コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 飯⾕小学校 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 不動中学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 不動小学校 アリーナ 1台
徳島県 徳島市 不動コミュニティセンター 玄関ホール 1台
徳島県 徳島市 福島小学校 ホール 1台
徳島県 徳島市 渭東コミュニティセンター 2階廊下 1台
徳島県 徳島市 徳島市⽴高校 廊下３F 1台
徳島県 徳島市 沖洲コミュニティセンター 2階研修室 2台
徳島県 徳島市 方上小学校 体育館 1台
徳島県 徳島市 渭北コミュニティセンター 2階廊下 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴城ノ内中等教育学校・高等学校 体育館 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴城北高等学校 体育館 2台
徳島県 徳島市 加茂コミュニティセンター 事務室 1台
徳島県 徳島市 徳島県⽴徳島科学技術高等学校 体育館 1台
徳島県 徳島市 徳島県郷土文化会館（あわぎんホール） 3Fアリーナ 1台
徳島県 徳島市 徳島県郷土文化会館（あわぎんホール） 4Fアリーナ 1台
徳島県 徳島市 論田小学校 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 阿井公⺠館 事務室 1台
徳島県 那賀郡那賀町 海川集会所 1階廊下 1台
徳島県 那賀郡那賀町 （旧）木沢小学校 1階廊下 1台
徳島県 那賀郡那賀町 桜⾕公⺠館 事務室 1台
徳島県 那賀郡那賀町 上那賀公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 もみじ川ふれあい館(旧⻄納小) 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 日野⾕友愛館（旧日野⾕小） 事務室 1台
徳島県 那賀郡那賀町 ひらだにこども園 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 中山公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 ⻑安公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 蔭集会所 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 相⽣雄公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 拝宮公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 市宇公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 平野コミュニティ（旧平野小） 1階会議室 2台
徳島県 那賀郡那賀町 出原集会施設 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 川切集会施設 事務室 1台
徳島県 那賀郡那賀町 折宇集会施設（ゆず振興センター） 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 北川公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 那賀郡那賀町 木頭文化会館 玄関ホール 2台
徳島県 那賀郡那賀町 鷲敷中央公⺠館 玄関ホール 2台
徳島県 板野郡松茂町 子育て支援センター 会議室 2台
徳島県 板野郡松茂町 松茂町総合会館 会議室 2台
徳島県 板野郡松茂町 松茂中学校 体育館 2台
徳島県 板野郡松茂町 松茂小学校 体育館 2台
徳島県 板野郡松茂町 松茂町総合体育館 体育館 2台
徳島県 板野郡松茂町 喜来小学校 体育館 2台
徳島県 板野郡松茂町 松茂町津波防災センター 事務室・管理室 2台
徳島県 板野郡上板町 高志小学校 体育館 2台
徳島県 板野郡上板町 上板町農村環境改善センター 事務室・管理室 2台
徳島県 板野郡上板町 上板町役場（中央公⺠館） ロビー 2台
徳島県 板野郡上板町 神宅小学校 体育館 2台
徳島県 板野郡上板町 上板中学校 体育館 2台
徳島県 板野郡上板町 上板町文化センター 玄関ホール 2台
徳島県 板野郡上板町 上板町馬道会館 玄関ホール 1台
徳島県 板野郡上板町 東光小学校 体育館 2台
徳島県 板野郡上板町 松島小学校 体育館 2台
徳島県 板野郡板野町 板野町南公会堂 体育館 2台
徳島県 板野郡板野町 板野南小学校北側分 体育館 1台
徳島県 板野郡板野町 健康の館(板野町田園パーク) 玄関ホール 5台
徳島県 板野郡板野町 文化の館(板野町歴史文化公園) 事務室・管理室 3台
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徳島県 板野郡板野町 板野東小学校 体育館 2台
徳島県 板野郡板野町 川端老人憩の家(川端ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ) 玄関ホール 1台
徳島県 板野郡板野町 道の駅 いたの 防災ステーション 2台
徳島県 板野郡板野町 板野東小学校⼤坂分校 体育館 2台
徳島県 板野郡板野町 板野町町⺠センター ホール 2台
徳島県 板野郡板野町 板野町東公会堂 事務室・管理室 1台
徳島県 板野郡板野町 板野中学校柔剣道場 武道場 2台
徳島県 板野郡板野町 板野町町⺠ふれあいプラザ 玄関ホール 2台
徳島県 板野郡北島町 北島南小学校 体育館 3台
徳島県 板野郡北島町 北島町武道館 武道場 2台
徳島県 板野郡北島町 北島中学校 体育館 3台
徳島県 板野郡北島町 図書館・創世ホール 玄関ホール 1台
徳島県 板野郡北島町 北島北公園総合体育館 体育館 3台
徳島県 板野郡北島町 町⺠体育センター 体育館 2台
徳島県 板野郡北島町 北島小学校 体育館 3台
徳島県 板野郡北島町 北島北小学校 体育館 3台
徳島県 板野郡藍住町 藍住町⺠体育館 事務室・管理室 3台
徳島県 板野郡藍住町 藍住中学校 体育館 3台
徳島県 板野郡藍住町 藍住南小学校 体育館 4台
徳島県 板野郡藍住町 藍住北小学校 玄関ホール 4台
徳島県 板野郡藍住町 藍住東中学校 体育館 3台
徳島県 板野郡藍住町 藍住東小学校 体育館 4台
徳島県 板野郡藍住町 藍住⻄小学校 体育館 4台
徳島県 美馬郡つるぎ町 錦⾕小学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 一宇中学校 体育館 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 明⾕小学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 皆瀬小学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 端山小学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 柴内小学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 日浦小学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 高清小学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 坂根小学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 紙屋幼稚園 玄関ホール 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 八千代中学校 廊下 1台
徳島県 美馬郡つるぎ町 ⽩⽯集会所 玄関ホール 1台
徳島県 美馬市 穴吹農村環境改善センター 1F多目的ホール 1台
徳島県 美馬市 穴吹中学校 玄関ホール 1台
徳島県 美馬市 穴吹小学校 体育館 1台
徳島県 美馬市 穴吹スポーツセンター 1Fロビー 1台
徳島県 美馬市 穴吹スポーツセンター 玄関ホール 1台
徳島県 美馬市 古宮⽣活改善センター 1Fロビー 1台
徳島県 美馬市 宮内交流の里 トレーニングルーム 1台
徳島県 美馬市 初草ふれあい館 1Fロビー 1台
徳島県 美馬市 ⻄渕ふれあいの里 1Fロビー 1台
徳島県 美馬市 穴吹林業総合センター 玄関ホール 1台
徳島県 美馬市 三島中学校 体育館 1台
徳島県 美馬市 三島小学校 体育館 1台
徳島県 美馬市 郡里地域活動センター 廊下 1台
徳島県 美馬市 寺町防災交流センター 玄関ホール 1台
徳島県 美馬市 重清北交流館 1F放送室 1台
徳島県 美馬市 美馬小・中学校 廊下 1台
徳島県 美馬市 美馬中学校 1Fロビー 1台
徳島県 美馬市 美馬町市⺠サービスセンター 1Fロビー 1台
徳島県 美馬市 喜来地域活動センター 体育館 1台
徳島県 美馬市 芝坂地域活動センター 体育館 1台
徳島県 美馬市 美馬⻯王の郷 1Fロビー 1台
徳島県 美馬市 重清東地域活動センター 体育館 1台
徳島県 美馬市 重清⻄地域活動センター 体育館 1台
徳島県 美馬市 三ツ木集会所 玄関ホール 1台
徳島県 美馬市 木屋平複合施設（川井集会所、木屋平中学校体育館含む） 体育館 1台
徳島県 美馬市 ⾕口公⺠館 ホール 1台
徳島県 美馬市 木屋平小学校 体育館 1台
徳島県 美馬市 岩倉小学校 廊下 1台
徳島県 美馬市 地域共⽣交流施設 小星ベース 1Fロビー 1台
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徳島県 美馬市 江原北小学校 体育館 1台
徳島県 美馬市 ⼤⾕せせらぎの里 玄関ホール 1台
徳島県 美馬市 清水地域活動センター 廊下 1台
徳島県 美馬市 中ノ⾕ふれあいの里 1F廊下 1台
徳島県 美馬市 江原中学校 廊下 1台
徳島県 美馬市 東俣ふれあいの里 玄関ホール 1台
徳島県 美馬市 江原南小学校 体育館 1台
徳島県 美馬市 うだつアリーナ 1Fロビー 1台
徳島県 美馬市 うだつアリーナ 廊下 1台
徳島県 美馬市 脇町小学校 体育館 1台
徳島県 美馬市 脇町中学校 体育館 1台
徳島県 美馬市 地域交流センター ミライズ 総合事務室 1台
徳島県 美馬市 岩倉中学校 体育館 1台
徳島県 名⻄郡神山町 広野公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 名⻄郡神山町 阿川公⺠館 事務室・管理室 1台
徳島県 名⻄郡神山町 下分公⺠館 事務室・管理室 1台
徳島県 名⻄郡神山町 ⻤籠野公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 名⻄郡神山町 上分公⺠館 事務室・管理室 1台
徳島県 名⻄郡神山町 神山町農村環境改善センター 事務室・管理室 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 浦庄小学校 玄関ホール 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 高浦中学校 玄関ホール 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 高原小学校 体育館 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 高川原小学校 体育館 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 ⽯井中学校 2階廊下 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 前山公園体育館 玄関ホール 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 ⽯井小学校 廊下 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 ⽯井町地域防災交流センター 事務室・管理室 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 ⽯井町中央公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 名⻄郡⽯井町 藍畑小学校 玄関ホール 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 嵯峨老人憩いの家 玄関ホール 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 嵯峨⽣活改善センター 玄関ホール 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 高樋保健センター 玄関ホール 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 寺⾕⽣活改善センター 玄関ホール 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 村⺠体育館 事務室・管理室 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 小中学校 玄関ホール 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 宮前公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 桜集会所 玄関ホール 1台
徳島県 名東郡佐那河内村 農業総合振興センター 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 島田小学校 職員室 1台
徳島県 鳴門市 瀬⼾公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 瀬⼾中学校 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 瀬⼾小学校 3階廊下 1台
徳島県 鳴門市 明神小学校 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 ⼤津⻄小学校 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 ⼤津中央公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 第一小学校 体育館 1台
徳島県 鳴門市 堀江南小学校 廊下 1台
徳島県 鳴門市 板東南ふれあいセンター（旧川崎幼稚園） 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 堀江北小学校 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 堀江公⺠館 事務室・管理室 1台
徳島県 鳴門市 ⼤⿇中学校 廊下 1台
徳島県 鳴門市 板東公⺠館 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 板東小学校 裏口 1台
徳島県 鳴門市 ⿊崎小学校 4階音楽室 1台
徳島県 鳴門市 ⿊崎集会所 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 鳴門市⽴図書館 ロビー 1台
徳島県 鳴門市 桑島小学校 2階図書室 1台
徳島県 鳴門市 鳴門市役所 裏口ホール 1台
徳島県 鳴門市 老人福祉センター ロビー 1台
徳島県 鳴門市 第一中学校 体育館 1台
徳島県 鳴門市 木津元村集会所 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 第⼆中学校 2階廊下 1台
徳島県 鳴門市 川東公⺠館 事務室・管理室 1台
徳島県 鳴門市 林崎小学校 2階廊下 1台
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徳島県 鳴門市 撫養小学校 2階廊下 1台
徳島県 鳴門市 北灘東小学校 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 北灘公⺠館 事務室・管理室 1台
徳島県 鳴門市 北灘⻄小学校 2階廊下 1台
徳島県 鳴門市 北灘中学校 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 鳴門⻄小学校 裏口 1台
徳島県 鳴門市 鳴門公⺠館 2階廊下 1台
徳島県 鳴門市 鳴門中学校 体育館 1台
徳島県 鳴門市 鳴門東小学校 玄関ホール 1台
徳島県 鳴門市 鳴門東地区コミュニティーセンター ホール 1台
徳島県 鳴門市 里浦公⺠館 2階廊下 1台
徳島県 鳴門市 里浦小学校 図書室 1台
香川県 さぬき市 ⽣涯学習館 玄関受付横 1台
香川県 さぬき市 志度東体育館 ロビー 2台
香川県 さぬき市 志度構造改善センター ロビー 2台
香川県 さぬき市 志度公⺠館鴨部分館 事務所受付下 1台
香川県 さぬき市 鴨部ふれあいプラザ 受付下側 1台
香川県 さぬき市 神前小学校（H31.3.31閉校） ロビー 2台
香川県 さぬき市 寒川ふれあいプラザ 玄関 1台
香川県 さぬき市 寒川幼稚園 ロビー 1台
香川県 さぬき市 寒川農村環境改善センター 玄関 1台
香川県 さぬき市 志度中学校 体育館１Ｆ階段横 2台
香川県 さぬき市 志度高等学校 体育館入口 3台
香川県 さぬき市 志度幼稚園 玄関 2台
香川県 さぬき市 志度南交流センター 玄関 1台
香川県 さぬき市 志度公⺠館末分館 玄関 1台
香川県 さぬき市 小田ふれあいプラザ 事務所受付横 1台
香川県 さぬき市 造田小学校 体育館 4台
香川県 さぬき市 造田ふれあいプラザ ロビー 1台
香川県 さぬき市 多和診療所 玄関 1台
香川県 さぬき市 結願の里（旧多和小学校体育館） 玄関 1台
香川県 さぬき市 旧多和小学校槙川分校 玄関横 1台
香川県 さぬき市 松尾ふれあい会館 1F 階段下 1台
香川県 さぬき市 さぬき南小学校 体育館入口 4台
香川県 さぬき市 さぬき南中学校 体育館 6台
香川県 さぬき市 ⼤川公⺠館 玄関受付横 1台
香川県 さぬき市 ⼤川コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 さぬき市 辛⽴文化センター 玄関受付横 1台
香川県 さぬき市 ⻑尾小学校 体育館入口 4台
香川県 さぬき市 ⻑尾公⺠館 事務室受付下 2台
香川県 さぬき市 さぬき市公⺠館（津田公⺠館） 事務所受付 1台
香川県 さぬき市 津田小学校 体育館入口 4台
香川県 さぬき市 津田高等学校 体育館入口 3台
香川県 さぬき市 津田公⺠館北山分館 玄関横 1台
香川県 さぬき市 津田保健センター 玄関 1台
香川県 さぬき市 津田多目的研修集会施設 玄関 2台
香川県 綾歌郡綾川町 羽床小学校 体育館 2台
香川県 綾歌郡綾川町 羽床公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 綾歌郡綾川町 羽床上公⺠館 玄関ホール 1台
香川県 綾歌郡綾川町 B＆G綾上海洋センタ フロント 3台
香川県 綾歌郡綾川町 綾上中学校 体育館 3台
香川県 綾歌郡綾川町 山田公⺠館 玄関ホール 1台
香川県 綾歌郡綾川町 綾上小学校 体育館 2台
香川県 綾歌郡綾川町 ⻄分公⺠館 フロント 1台
香川県 綾歌郡綾川町 滝宮小学校 体育館 2台
香川県 綾歌郡綾川町 滝宮公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 綾歌郡綾川町 総合運動公園 フロント 3台
香川県 綾歌郡綾川町 陶病院 フロント 2台
香川県 綾歌郡綾川町 綾南中学校 体育館 3台
香川県 綾歌郡綾川町 陶公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 綾歌郡綾川町 陶小学校 体育館 2台
香川県 綾歌郡綾川町 昭和小学校 体育館 2台
香川県 綾歌郡綾川町 昭和公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 綾歌郡綾川町 枌所公⺠館 事務室・管理室 1台
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香川県 綾歌郡宇多津町 保険センタ 踊場 3台
香川県 綾歌郡宇多津町 宇多津中学校 体育館 3台
香川県 綾歌郡宇多津町 宇多津町⺠体育館 体育館 3台
香川県 綾歌郡宇多津町 宇多津北小学校 体育館 3台
香川県 綾歌郡宇多津町 やすらぎプラザ 入口ロビー 1台
香川県 綾歌郡宇多津町 あみのうら交流センター 入口ロビー 2台
香川県 綾歌郡宇多津町 サポートセンター 入口ロビー 1台
香川県 綾歌郡宇多津町 キッズプラザうたづ 入口ロビー 1台
香川県 綾歌郡宇多津町 ユープラザうたづ ロビー 2台
香川県 観音寺市 粟井小学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 粟井公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 伊吹公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 伊吹小中学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 観音寺南公⺠館 フロント 1台
香川県 観音寺市 観音寺競輪場 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 一ノ⾕小学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 一ノ⾕公⺠館 玄関ホール 1台
香川県 観音寺市 高室小学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 高室幼稚園 職員室 1台
香川県 観音寺市 共同福祉施設 体育館 1台
香川県 観音寺市 室本公⺠館 会議室 1台
香川県 観音寺市 観音寺中部保育園 職員室 1台
香川県 観音寺市 常盤小学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 常盤公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 豊田小学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 紀伊小学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 ⼤野原いきいきセンタ 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 ⼤野原農業者トレーニングセンタ 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 ⼤野原中学校 体育館 2台
香川県 観音寺市 ⼤野原会館 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 田野々自治会館 玄関ホール 1台
香川県 観音寺市 ⼤野原福祉会館 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 萩原小学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 総合体育館 体育館 2台
香川県 観音寺市 観音寺東公⺠館 ロビー 1台
香川県 観音寺市 観音寺中学校 体育館 2台
香川県 観音寺市 豊浜公会堂 事務室・管理室 1台
香川県 観音寺市 豊浜⻄部集会場 玄関ホール 1台
香川県 観音寺市 豊浜保育所 玄関ホール 1台
香川県 観音寺市 豊浜コミュニティー消防センタ 玄関ホール 1台
香川県 観音寺市 豊浜福祉会館 玄関ホール 1台
香川県 観音寺市 豊浜中学校 体育館 2台
香川県 観音寺市 豊浜総合体育館 体育館 1台
香川県 観音寺市 木之郷公⺠館 玄関ホール 1台
香川県 観音寺市 コミュニティ防災センタ 会議室 1台
香川県 観音寺市 豊浜南部集会場 玄関ホール 1台
香川県 観音寺市 柞田小学校 体育館 1台
香川県 観音寺市 観音寺中央幼稚園 職員室 1台
香川県 丸⻲市 岡田小学校 体育館 2台
香川県 丸⻲市 岡田コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 栗熊小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 綾歌中学校 体育館 2台
香川県 丸⻲市 富熊コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 富熊小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 城北小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 牛島集会場 ロビー 1台
香川県 丸⻲市 丸⻲市総合運動公園体育館 体育館 3台
香川県 丸⻲市 南中学校 体育館 2台
香川県 丸⻲市 郡家小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 郡家コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 城北コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 広島小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 小⼿島小中学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 城坤小学校 体育館 1台
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香川県 丸⻲市 城南コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 城⻄コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 ⼿島自然教育センタ 会議室 1台
香川県 丸⻲市 垂水コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 垂水小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 土器川体育センタ 事務室・管理室 2台
香川県 丸⻲市 川⻄コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 城辰小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 東中学校 体育館 2台
香川県 丸⻲市 ⻄中学校 体育館 2台
香川県 丸⻲市 城乾小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 城南小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 城東小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 土器コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 城乾コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 飯山南コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 飯山南小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 飯山中学校 体育館 2台
香川県 丸⻲市 飯山北コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 飯山北小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 飯山総合運動公園 事務室・管理室 2台
香川県 丸⻲市 飯野小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 飯野コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 本島小学校 体育館 1台
香川県 丸⻲市 本島コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 丸⻲市 城⻄小学校 体育館 1台
香川県 香川郡直島町 直島中学校 体育館 2台
香川県 香川郡直島町 直島小学校 体育館 1台
香川県 香川郡直島町 直島幼児学園 玄関ホール 1台
香川県 香川郡直島町 直島町総合福祉センター分館 玄関ホール 1台
香川県 香川郡直島町 直島町⻄部公⺠館 ロビー 2台
香川県 香川郡直島町 直島町総合福祉センター本館 玄関ホール 1台
香川県 香川郡直島町 直島町地域づくり人材育成センター ロビー 1台
香川県 香川郡直島町 積浦集会場 玄関ホール 1台
香川県 高松市 庵治中学校 体育館 1台
香川県 高松市 庵治小学校 体育館 1台
香川県 高松市 庵治小学校第⼆体育館 体育館 1台
香川県 高松市 庵治コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 一宮中学校 体育館 1台
香川県 高松市 一宮小学校 体育館 3台
香川県 高松市 一宮コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 円座小学校 体育館 3台
香川県 高松市 香東中学校 体育館 4台
香川県 高松市 円座コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 塩江コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 安原小学校 体育館 1台
香川県 高松市 安原小学校⼾⽯分校 体育館 1台
香川県 高松市 塩江中学校 体育館 2台
香川県 高松市 塩江小学校 体育館 1台
香川県 高松市 上⻄小学校 体育館 1台
香川県 高松市 屋島小学校 体育館 2台
香川県 高松市 屋島⻄小学校 体育館 2台
香川県 高松市 屋島⻄コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 屋島中学校 体育館 2台
香川県 高松市 屋島コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 屋島東コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 屋島東小学校 体育館 1台
香川県 高松市 花園小学校 体育館 1台
香川県 高松市 花園コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 ⻤無コミュニティセンター 会議室 1台
香川県 高松市 ⻤無小学校 体育館 2台
香川県 高松市 ⻲阜小学校 体育館 2台
香川県 高松市 ⻲阜コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 新番丁小学校 体育館 5台
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香川県 高松市 栗林小学校 体育館 5台
香川県 高松市 栗林コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 川添コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 協和中学校 体育館 2台
香川県 高松市 檀紙コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 檀紙小学校 体育館 3台
香川県 高松市 香川⼤学幸町キャンパス第⼆体育館 体育館 1台
香川県 高松市 勝賀中学校 体育館 2台
香川県 高松市 香⻄小学校 体育館 2台
香川県 高松市 香⻄コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 香川総合体育館 玄関ホール 3台
香川県 高松市 川東コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 川東小学校 体育館 3台
香川県 高松市 香川第一中学校 体育館 2台
香川県 高松市 浅野小学校 体育館 3台
香川県 高松市 浅野コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 ⼤野小学校 体育館 3台
香川県 高松市 ⼤野コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 東⾕コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 香南小学校 体育館 2台
香川県 高松市 香南中学校 体育館 3台
香川県 高松市 香南コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 古高松コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 古高松小学校 体育館 4台
香川県 高松市 国分寺中学校第⼆体育館 体育館 1台
香川県 高松市 国分寺中学校 体育館 2台
香川県 高松市 国分寺北部コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 国分寺北部小学校 体育館 3台
香川県 高松市 国分寺南部小学校 体育館 2台
香川県 高松市 国分寺南部コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 桜町中学校 体育館 2台
香川県 高松市 高松第一高等学校 体育館 5台
香川県 高松市 三⾕コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 三渓小学校 体育館 1台
香川県 高松市 紫雲中学校 体育館 2台
香川県 高松市 十河コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 十河小学校 体育館 2台
香川県 高松市 龍雲中学校 体育館 1台
香川県 高松市 古高松南コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 女木コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 女木小学校 体育館 1台
香川県 高松市 高松第一学園（高松第一小・中学校） 体育館 6台
香川県 高松市 太田中央コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 中央小学校 体育館 3台
香川県 高松市 松島コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 鶴尾小学校 体育館 1台
香川県 高松市 鶴尾中学校 体育館 3台
香川県 高松市 玉藻中学校 体育館 2台
香川県 高松市 新塩屋コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 古高松中学校 体育館 3台
香川県 高松市 古高松南小学校 体育館 1台
香川県 高松市 東植田小学校菅沢分校 体育館 1台
香川県 高松市 日新小学校跡施設 体育館 1台
香川県 高松市 日新コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 下笠居小学校 体育館 3台
香川県 高松市 下笠居コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 下笠居中学校 体育館 3台
香川県 高松市 ⻄植田コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 植田小学校 体育館 1台
香川県 高松市 川島小学校 体育館 2台
香川県 高松市 山田中学校 ロビー 4台
香川県 高松市 川島コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 川岡小学校 体育館 2台
香川県 高松市 川岡コミュニティセンター ロビー 1台
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香川県 高松市 ⼆番丁コミュニティセンター フロント 1台
香川県 高松市 前田小学校 体育館 1台
香川県 高松市 前田コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 多肥コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 多肥小学校 体育館 3台
香川県 高松市 太田中学校 体育館 4台
香川県 高松市 太田南小学校 体育館 4台
香川県 高松市 太田南コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 男木小学校 体育館 1台
香川県 高松市 男木コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 築地コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 築地小学校跡施設 体育館 1台
香川県 高松市 弦打コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 弦打小学校 体育館 1台
香川県 高松市 鶴尾コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 川添小学校 体育館 2台
香川県 高松市 東植田コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 東植田小学校 体育館 1台
香川県 高松市 四番丁小学校跡施設 体育館 1台
香川県 高松市 四番丁コミュニティセンター フロント 1台
香川県 高松市 太田コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 太田小学校 体育館 4台
香川県 高松市 高松市総合体育館 玄関ホール 3台
香川県 高松市 仏⽣山交流センター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 仏⽣山コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 仏⽣山小学校 体育館 3台
香川県 高松市 総合教育センター 体育館 1台
香川県 高松市 牟礼中央公園運動センター 事務室窓口 1台
香川県 高松市 牟礼南小学校 体育館 2台
香川県 高松市 ⼤町コミュニティセンター フロント 1台
香川県 高松市 牟礼小学校 体育館 2台
香川県 高松市 牟礼総合体育館 玄関ホール 3台
香川県 高松市 牟礼北小学校 体育館 3台
香川県 高松市 牟礼コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 高松市 牟礼中学校 体育館 2台
香川県 高松市 木太南コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 木太南小学校 体育館 2台
香川県 高松市 木太北部コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 高松市 木太北部小学校 体育館 2台
香川県 高松市 木太小学校 体育館 2台
香川県 高松市 木太コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 高松市 木太中学校 体育館 4台
香川県 高松市 林小学校 体育館 2台
香川県 高松市 香川⼤学林町キャンパス 体育館 1台
香川県 高松市 林コミュニティセンター 玄関ホール 1台
香川県 坂出市 旧王越小学校 体育館 1台
香川県 坂出市 加茂小学校 体育館 1台
香川県 坂出市 岩⿊小・中学校 体育館 1台
香川県 坂出市 東部中学校 体育館 2台
香川県 坂出市 松山小学校 体育館 2台
香川県 坂出市 万葉会館 事務室・管理室 2台
香川県 坂出市 東部小学校 体育館 2台
香川県 坂出市 中央体育館 体育館 1台
香川県 坂出市 坂出中学校 体育館 2台
香川県 坂出市 瀬居小学校 体育館 1台
香川県 坂出市 ⻄庄小学校 体育館 1台
香川県 坂出市 川津ふれあい会館 事務室・管理室 2台
香川県 坂出市 金山小学校 体育館 2台
香川県 坂出市 坂出市⽴体育館 ロビー 6台
香川県 坂出市 坂出小学校 体育館 2台
香川県 坂出市 瀬居中学校 体育館 1台
香川県 坂出市 府中小学校 体育館 1台
香川県 坂出市 市⺠ふれあい会館 事務室・管理室 4台
香川県 坂出市 中央公⺠館与島分館 会議室 1台
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香川県 坂出市 与島総合開発センタ 事務室・管理室 1台
香川県 坂出市 ⽩峰中学校 体育館 2台
香川県 坂出市 林田小学校 体育館 1台
香川県 坂出市 櫃⽯小・中学校 体育館 1台
香川県 三豊市 高瀬町農村環境改善センター 事務室受付窓口 2台
香川県 三豊市 高瀬中学校 体育館 6台
香川県 三豊市 勝間小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 ⼆ノ宮小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 三豊市総合体育館 事務室受付窓口 4台
香川県 三豊市 上高瀬小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 ⿇小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 比地小学校 体育館 3台
香川県 三豊市 B&G高瀬海洋センター 事務室・管理室 3台
香川県 三豊市 財田町中央公⺠館 玄関ロビー 2台
香川県 三豊市 財田町総合運動公園 事務室受付窓口 2台
香川県 三豊市 和光中学校 体育館 3台
香川県 三豊市 財田上小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 財田小学校 体育館 1台
香川県 三豊市 財田中学校 体育館 2台
香川県 三豊市 三野町社会福祉センター 事務室受付窓口 1台
香川県 三豊市 三野津中学校 体育館 2台
香川県 三豊市 下高瀬小学校 体育館 3台
香川県 三豊市 吉津小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 ⼤見小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 河内小学校 体育館 1台
香川県 三豊市 山本町農村環境改善センター 事務室受付窓口 2台
香川県 三豊市 神田小学校 体育館 1台
香川県 三豊市 山本小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 辻小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 三豊中学校 体育館 2台
香川県 三豊市 曽保小学校 体育館 1台
香川県 三豊市 仁尾勤労者体育センター ロビー 2台
香川県 三豊市 仁尾中学校 体育館 3台
香川県 三豊市 仁尾町文化会館 事務室受付窓口 1台
香川県 三豊市 仁尾小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 桑山小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 笠田小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 上高野小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 比地⼤小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 豊中中学校 体育館 4台
香川県 三豊市 本山小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 豊中町農村環境改善センター 事務室受付窓口 2台
香川県 三豊市 粟島小学校 体育館 1台
香川県 三豊市 粟島総合開発センター 事務室受付窓口 1台
香川県 三豊市 志々島老人いこい家 事務室受付窓口 1台
香川県 三豊市 松崎小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 荘内自然休養村センター ロビー 1台
香川県 三豊市 箱浦小学校 体育館 1台
香川県 三豊市 詫間小学校 体育館 2台
香川県 三豊市 詫間中学校 体育館 4台
香川県 小豆郡小豆島町 小豆島町役場内海庁舎 踊場 1台
香川県 小豆郡小豆島町 福祉会館 玄関ホール 2台
香川県 小豆郡小豆島町 安田小学校 体育館 2台
香川県 小豆郡小豆島町 安田幼稚園 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 蒲⽣公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 小豆郡小豆島町 三都ふれあいセンタ 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 ⾕尻公営住宅集会所 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 岩⾕公営住宅集会所 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 吉田児童館 事務室・管理室 1台
香川県 小豆郡小豆島町 橘会館 フロント 1台
香川県 小豆郡小豆島町 改良住宅Ｅ棟集会所 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 坂⼿公⺠館 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 旧坂⼿幼稚園 ロビー 1台
香川県 小豆郡小豆島町 ⻄村公⺠館 玄関ホール 1台
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香川県 小豆郡小豆島町 オリーブナビ小豆島 ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 サンオリーブ ロビー 2台
香川県 小豆郡小豆島町 ⻄村公営住宅集会所 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 草壁会館 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 草壁公⺠館 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 草壁公営住宅集会所 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 星城小学校 体育館 2台
香川県 小豆郡小豆島町 城山会館 ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 池田小学校 体育館 3台
香川県 小豆郡小豆島町 旧池田中学校体育館 体育館 3台
香川県 小豆郡小豆島町 イマージュセンタ 玄関ホール 2台
香川県 小豆郡小豆島町 当浜公営住宅集会所 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡小豆島町 ⼆⽣公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 小豆郡小豆島町 苗羽小学校 体育館 2台
香川県 小豆郡小豆島町 福田公⺠館 事務室・管理室 1台
香川県 小豆郡小豆島町 小豆島中学校体育館 体育館 2台
香川県 小豆郡小豆島町 小豆島中学校武道館 武道場 1台
香川県 小豆郡小豆島町 公営住宅集会所 玄関ホール 1台
香川県 小豆郡土庄町 四海小学校 体育館 1台
香川県 小豆郡土庄町 豊島小学校 体育館 1台
香川県 小豆郡土庄町 北浦小学校 体育館 1台
香川県 小豆郡土庄町 土庄町総合会館 玄関ホール 5台
香川県 小豆郡土庄町 旧⼾形小学校 体育館 1台
香川県 小豆郡土庄町 土庄町役場 ロビー 1台
香川県 小豆郡土庄町 旧土庄小学校 体育館 1台
香川県 小豆郡土庄町 旧⼤部小学校 体育館 1台
香川県 小豆郡土庄町 ⼤鐸小学校 体育館 1台
香川県 小豆郡土庄町 渕崎小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 東部公⺠館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 東部小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 吉原公⺠館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 吉原小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 市⺠体育館 玄関ホール 2台
香川県 善通寺市 消防団第六分団屯所 玄関ホール 1台
香川県 善通寺市 ⻯川公⺠館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 ⻯川小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 筆岡公⺠館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 本郷通分館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 ⽣野分館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 南部幼稚園 玄関ホール 1台
香川県 善通寺市 南部小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 ⻄部公⺠館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 ⻄部小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 中央公⺠館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 南部公⺠館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 高橋会館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 筆岡小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 子ども・家庭支援センター ロビー 1台
香川県 善通寺市 中央小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 中央小学校分館 体育館 1台
香川県 善通寺市 ⻄中学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 与北小学校 体育館 1台
香川県 善通寺市 与北公⺠館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 善通寺隣保館 ロビー 1台
香川県 善通寺市 東原教育集会場 ロビー 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 吉野体育館 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 満濃南小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 旧仲南北小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 四条小学校 体育館 2台
香川県 仲多度郡まんのう町 旧仲南東小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 旧琴南東小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 琴南小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 ⻑炭小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 琴南中学校 体育館 1台
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香川県 仲多度郡まんのう町 旧仲南⻄小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 高篠小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡まんのう町 仲南小学校 体育館 1台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町⽴南幼稚園 玄関ホール 1台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町⽴南保育所 事務室 2台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町⽴琴平小学校 体育館 3台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町文化会館 玄関ホール 1台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町総合センター 事務室 2台
香川県 仲多度郡琴平町 榎井公⺠館 事務室 1台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町社会福祉センター 事務室 1台
香川県 仲多度郡琴平町 いこいの里公園 ロビー 6台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町象郷小学校 ロビー 2台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町北幼稚園 玄関 1台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町デイ・サービスセンター ロビー 1台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町⽴教育集会所 ロビー 1台
香川県 仲多度郡琴平町 象郷農業構造改善センター ロビー 1台
香川県 仲多度郡琴平町 琴平町⽴北保育所 事務室 2台
香川県 仲多度郡琴平町  琴平町⽴苗田児童館（ふれあい交流館） 事務室 1台
香川県 仲多度郡多度津町 福祉センター 踊場 1台
香川県 仲多度郡多度津町 多度津小学校 体育館 3台
香川県 仲多度郡多度津町 ⽩方小学校 体育館 2台
香川県 仲多度郡多度津町 四箇小学校 体育館 2台
香川県 仲多度郡多度津町 豊原小学校 体育館 3台
香川県 仲多度郡多度津町 多度津中学校 ロビー 3台
香川県 東かがわ市 引田幼稚園 職員室前の廊下 1台
香川県 東かがわ市 引田幼稚園 体育館部室 1台
香川県 東かがわ市 引田飛翔体育館 職員室前の廊下 2台
香川県 東かがわ市 引田公⺠館 職員室前の廊下 1台
香川県 東かがわ市 引田公⺠館 体育館 2台
香川県 東かがわ市 引田武道館 体育館部室 1台
香川県 東かがわ市 引田児童館 体育館部室 1台
香川県 東かがわ市 人権センター⼤内交流館 受付事務所内 1台
香川県 東かがわ市 ⽩鳥中央公園体育館 受付窓口 2台
香川県 東かがわ市 ⽩鳥中央公園体育館 入口ロビー 1台
香川県 東かがわ市 五名活性化センター ロビー 1台
香川県 東かがわ市 ⼤内公⺠館 ロビー 2台
香川県 東かがわ市 ⼤内公⺠館 ロビー受付 1台
香川県 東かがわ市 三本松小学校 ロビー 1台
香川県 東かがわ市 三本松コミュニティセンター ロビー 1台
香川県 東かがわ市 小海体育館 職員室前の廊下 1台
香川県 東かがわ市 小海公⺠館 職員室前の廊下 1台
香川県 東かがわ市 本町小学校 入口ロビー 2台
香川県 東かがわ市 水主交流センター 受付事務所内 1台
香川県 東かがわ市 とらまるてぶくろ体育館 ロビー 3台
香川県 東かがわ市 とらまるてぶくろ体育館 体育館ロビー 2台
香川県 東かがわ市 とらまる公園キャンプ場 体育館ロビー 1台
香川県 東かがわ市 ⼤内小・⼤川中学校 ロビー 2台
香川県 東かがわ市 ⼤内小・⼤川中学校 受付事務所内 2台
香川県 東かがわ市 ⼤内小・⼤川中学校 体育館内アリ-ナ入口 1台
香川県 東かがわ市 誉水公⺠館 体育館ロビー 1台
香川県 東かがわ市 丹⽣こども園 受付事務所内 2台
香川県 東かがわ市 丹⽣コミュニティセンター 体育館ロビー 2台
香川県 東かがわ市 相⽣コミュニティセンター 入口ロビー 2台
香川県 東かがわ市 ベッセルおおち ロビー 1台
香川県 東かがわ市 ベッセルおおち 受付事務所内 3台
香川県 東かがわ市 ベッセルおおち 受付前廊下 5台
香川県 東かがわ市 ⽩鳥コミュニティセンター ロビー受付 1台
香川県 東かがわ市 ⽩鳥小中学校体育館 ロビー受付 1台
香川県 東かがわ市 ⽩鳥小中学校体育館 体育館内アリ-ナ入口 1台
香川県 東かがわ市 ⽩鳥小中学校体育館 体育館入口 3台
香川県 東かがわ市 東かがわ市交流プラザ 事務室内 1台
香川県 東かがわ市 東かがわ市交流プラザ 受付窓口 1台
香川県 東かがわ市 東かがわ市交流プラザ 入口ロビー 2台
香川県 東かがわ市 社会福祉協議会本所 受付窓口 1台
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香川県 東かがわ市 社会福祉協議会本所 入口ロビー 1台
香川県 東かがわ市 福栄小学校 ロビー受付 1台
香川県 東かがわ市 福栄コミュニティセンター ロビー受付 1台
香川県 木田郡三木町 井⼾教育集会所 玄関ホール 1台
香川県 木田郡三木町 井⼾公⺠館 玄関ホール 1台
香川県 木田郡三木町 老人福祉施設あけぼの荘 事務室・管理室 1台
香川県 木田郡三木町 津柳地区コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 木田郡三木町 旧神山小中学校 体育館 1台
香川県 木田郡三木町 ウォーキングセンター 事務室・管理室 1台
香川県 木田郡三木町 ⽩山教育集会所 玄関ホール 1台
香川県 木田郡三木町 ⽩山文化センター 玄関ホール 1台
香川県 木田郡三木町 ⽩山小学校 体育館 2台
香川県 木田郡三木町 神山公⺠館 ロビー 1台
香川県 木田郡三木町 ⿅庭コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
香川県 木田郡三木町 平木文化センター 玄関ホール 1台
香川県 木田郡三木町 文化交流プラザ 玄関ホール 3台
香川県 木田郡三木町 旧小蓑小中学校 踊場 1台
香川県 木田郡三木町 共同福祉施設 会議室 1台
香川県 木田郡三木町 Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務室・管理室 5台
香川県 木田郡三木町 ｽﾊﾟｰｸ三木屋内ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 クラブハウス 2台
香川県 木田郡三木町 三木町防災センター 玄関ホール 2台
香川県 木田郡三木町 保健センター 事務室・管理室 1台
香川県 木田郡三木町 池⼾商工センター 玄関ホール 1台
香川県 木田郡三木町 農業者トレーニングセンター 事務室・管理室 1台
香川県 木田郡三木町 田中公⺠館 玄関ホール 1台
香川県 木田郡三木町 田中小学校 体育館 2台
香川県 木田郡三木町 氷上小学校 体育館 3台
香川県 木田郡三木町 地域交流センター 事務室・管理室 1台
香川県 木田郡三木町 三木中学校 体育館 5台
香川県 木田郡三木町 三木町農村環境改善センター ロビー 2台
香川県 木田郡三木町 平井小学校 体育館 3台
愛媛県 伊予郡松前町 北伊予中学校 体育館事務室 2台
愛媛県 伊予郡松前町 岡田中学校 職員室 2台
愛媛県 伊予郡松前町 松前公園体育館 玄関ホール 3台
愛媛県 伊予郡砥部町 旧玉⾕小学校 体育館 3台
愛媛県 伊予郡砥部町 ひろた交流センター 事務室・管理室 2台
愛媛県 伊予市 郡中小学校 職員室前ホーム 3台
愛媛県 伊予市 伊予小学校 職員室の廊下 3台
愛媛県 伊予市 下灘小学校 職員室入口 3台
愛媛県 伊予市 由並小学校 職員室 3台
愛媛県 伊予市 翠小学校 職員室入口 3台
愛媛県 伊予市 双海中学校 職員室の廊下 3台
愛媛県 伊予市 南山崎小学校 職員室 3台
愛媛県 伊予市 佐礼⾕小学校 職員室入口 3台
愛媛県 伊予市 中山小学校 職員室入口 3台
愛媛県 伊予市 北山崎小学校 体育館 3台
愛媛県 伊予市 港南中学校 職員室 3台
愛媛県 宇和島市 宇和島市役所宇和海支所 公衆電話置場 1台
愛媛県 宇和島市 旧宇和海中学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 結出小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 天神小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 奥南小学校 体育館 2台
愛媛県 宇和島市 吉田公⺠館 事務室・管理室 3台
愛媛県 宇和島市 玉津小学校 体育館 2台
愛媛県 宇和島市 吉田小学校 体育館 2台
愛媛県 宇和島市 番城小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 嘉島小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 高光小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 三浦小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 三間小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 成妙小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 ⼆名小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 三間保険福祉センター 玄関ホール 3台
愛媛県 宇和島市 総合福祉センター ホール 3台
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愛媛県 宇和島市 住吉小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 宇和島市役所 ホール 3台
愛媛県 宇和島市 旧小池小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 蒋淵公⺠館 公衆電話置場 1台
愛媛県 宇和島市 蒋渕小学校 体育館 2台
愛媛県 宇和島市 城東中学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 旧⽯応小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 旧浦知小学校 体育館 2台
愛媛県 宇和島市 岩松小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 清満小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 旧由良小学校須下分校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 旧由良小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 北灘小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 御槙小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 旧曽根小学校 体育館 2台
愛媛県 宇和島市 下灘小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 日振島公⺠館 避難場所 1台
愛媛県 宇和島市 日振島小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 鶴島小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 総合体育館 ホール 3台
愛媛県 宇和島市 中央公⺠館 ホール 3台
愛媛県 宇和島市 宇和津小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 遊子小学校 体育館 3台
愛媛県 宇和島市 城北中学校 体育館 3台
愛媛県 越智郡上島町 岩城中学校 体育館2Fホール 3台
愛媛県 越智郡上島町 岩城開発総合センター 1Fホール 2台
愛媛県 越智郡上島町 岩城高齢者交流会館 入口 1台
愛媛県 越智郡上島町 岩城高齢者⽣活福祉センター 2Fロビー 2台
愛媛県 越智郡上島町 岩城保健センター 入口 1台
愛媛県 越智郡上島町 岩城北集会所 入口 1台
愛媛県 越智郡上島町 知新館 事務室・管理室 1台
愛媛県 越智郡上島町 弓削小学校 職員室 2台
愛媛県 越智郡上島町 弓削中央公⺠館 2Fロビー 1台
愛媛県 越智郡上島町 上島町佐島体育館（上島町教育委員会） 入口 1台
愛媛県 越智郡上島町 弓削老人福祉センター 2Fロビー 2台
愛媛県 越智郡上島町 弓削高等学校・武道場 武道場 2台
愛媛県 越智郡上島町 魚島開発総合センター 1Fホール 1台
愛媛県 越智郡上島町 魚島小・中学校 家庭科室廊下 1台
愛媛県 越智郡上島町 高井神集会所 小部屋 1台
愛媛県 越智郡上島町 高井神公⺠館 2F講義室 1台
愛媛県 越智郡上島町 ⼆分団集会所 廊下 1台
愛媛県 越智郡上島町 ⻄浦集会所 玄関 1台
愛媛県 越智郡上島町 いきなスポレク公園体育館 ラウンジ 3台
愛媛県 越智郡上島町 蛙⽯荘 1F入口 2台
愛媛県 越智郡上島町 稲浦集会所 廊下 1台
愛媛県 喜多郡内子町 内子スポーツセンター 事務室・管理室 2台
愛媛県 喜多郡内子町 寺村自治会館 事務室・管理室 1台
愛媛県 喜多郡内子町 小田自治センター 玄関ホール 1台
愛媛県 喜多郡内子町 城の台公園体育館 ロビー 1台
愛媛県 喜多郡内子町 ⼤瀬小学校 体育館 1台
愛媛県 喜多郡内子町 程内自治会館 事務室・管理室 1台
愛媛県 喜多郡内子町 参川地区体育館 玄関ホール 1台
愛媛県 喜多郡内子町 六日市自治会館 事務室・管理室 1台
愛媛県 喜多郡内子町 内子中学校 体育館 2台
愛媛県 喜多郡内子町 内子高等学校 玄関ホール 2台
愛媛県 喜多郡内子町 内子自治センター 玄関ホール 2台
愛媛県 喜多郡内子町 五十崎自治センター 玄関ホール 1台
愛媛県 喜多郡内子町 五十崎体育館 玄関ホール 3台
愛媛県 今治市 乃万小学校 ⻄校舎側壁面 3台
愛媛県 今治市 岡村小学校 職員室(PCﾗｯｸ上) 1台
愛媛県 今治市 小⼤下地区住⺠センター 小部屋 1台
愛媛県 今治市 ⼤下地区農産物加工場 1F事務所入口 1台
愛媛県 今治市 ⻲岡小学校 2Fエレベーター付近 1台
愛媛県 今治市 菊間小学校 2F廊下壁面 2台
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愛媛県 今治市 菊間中学校 1F相談室前 3台
愛媛県 今治市 ⼤島中学校 東校舎2F職員室前 2台
愛媛県 今治市 吉海小学校 2F職員室前BOX 2台
愛媛県 今治市 宮窪小学校 職員室内BOX 2台
愛媛県 今治市 桜井小学校 1F階段前BOX 3台
愛媛県 今治市 桜井中学校 2F廊下壁面 3台
愛媛県 今治市 玉川中学校 1F事務室BOX 2台
愛媛県 今治市 近見小学校 玄関ホール 3台
愛媛県 今治市 国分小学校 児童ｸﾗﾌﾞ前壁面 2台
愛媛県 今治市 清水小学校 職員室入口 2台
愛媛県 今治市 ⻄中学校 職員室隣外壁 3台
愛媛県 今治市 南中学校 職員室内 2台
愛媛県 今治市 ⼤三島中学校 正面入口付近 2台
愛媛県 今治市 富田小学校 ホール 3台
愛媛県 今治市 ⼤三島小学校 ホール 2台
愛媛県 今治市 ⼤⻄中学校 玄関ホール 2台
愛媛県 今治市 ⼤⻄小学校 職員室隣ｺﾋﾟｰ室 2台
愛媛県 今治市 波止浜小学校 南校舎入口 1台
愛媛県 今治市 日吉中学校 保健室前 2台
愛媛県 今治市 朝倉中学校 職員室内 2台
愛媛県 今治市 中央公⺠館 ホール 1台
愛媛県 今治市 伯方小学校 玄関ホール 2台
愛媛県 今治市 別宮小学校 さわやか相談室 3台
愛媛県 今治市 日高小学校 職員室内 3台
愛媛県 今治市 ⽴花中学校 1F外壁BOX 1台
愛媛県 今治市 ⽴花小学校 給食室前（ﾄｲﾚ付近） 3台
愛媛県 四国中央市 下川集会所 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 上小川集会所 厨房 1台
愛媛県 四国中央市 金⽣第一小学校 体育館 2台
愛媛県 四国中央市 切山集会所 玄関 1台
愛媛県 四国中央市 妻鳥小学校 体育館 2台
愛媛県 四国中央市 三島公⺠館 2F畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 川之江南中学校 体育館 2台
愛媛県 四国中央市 中上集会所 玄関 1台
愛媛県 四国中央市 ジョイフル八窪 玄関 1台
愛媛県 四国中央市 旧⻄庄小学校 講堂 1台
愛媛県 四国中央市 金山集会所 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 少年自然の家 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 久保ヶ内集会所 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 新成堂成集会所 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 総野集会所 玄関 1台
愛媛県 四国中央市 古野集会所 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 ⻑瀬⽣活改善センタ 玄関 1台
愛媛県 四国中央市 川之江小学校 職員室 2台
愛媛県 四国中央市 川之江北中学校 体育館 2台
愛媛県 四国中央市 川之江⻄老人つどいの家 小会議室 1台
愛媛県 四国中央市 川之江ふれあい交流センター 事務所入口付近 1台
愛媛県 四国中央市 中之庄公⺠館 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 小富士公⺠館 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 天満公⺠館 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 土居公⺠館 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 農村環境改善センタ 玄関 2台
愛媛県 四国中央市 蕪崎公⺠館 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 野田中央会館 畳部屋 1台
愛媛県 四国中央市 寒川山集会所 玄関 1台
愛媛県 四国中央市 藤原集会所 玄関 1台
愛媛県 松山市 久枝小学校 体育館入口 3台
愛媛県 松山市 ⽯井東小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 ⽴岩小学校 体育館玄関ホール 3台
愛媛県 松山市 旭中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 伊台小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 日浦中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 日浦小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 北条南中学校 体育館 3台
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愛媛県 松山市 鴨川中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 潮見小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 坂本小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 窪田小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 味酒小学校 多目的ホール 3台
愛媛県 松山市 河野小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 桑原小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 怒和小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 湯山中学校 体育館入口 3台
愛媛県 松山市 ⻄中学校 体育館用具室 3台
愛媛県 松山市 ⽣⽯小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 姫山小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 椿中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 拓南中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 三津浜中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 素鵞小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 道後中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 粟井小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 久⾕中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 湯山小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 浮穴小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 南第⼆中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 たちばな小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 五明小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 勝山中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 清水小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 垣⽣中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 垣⽣小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 みどり小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 道後小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 新玉小学校 体育館入口 3台
愛媛県 松山市 浅海小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 北中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 和気小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 久⽶小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 城⻄中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 難波小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 中島小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 中島中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 津和地小学校 玄関ホール 3台
愛媛県 松山市 双葉小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 雄新中学校 体育館会議室 3台
愛媛県 松山市 雄郡小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 ⽯井小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 南中学校 体育館教官室 3台
愛媛県 松山市 荏原小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 八坂小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 湯築小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 内宮中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 ⼆神小学校 体育館 2台
愛媛県 松山市 番町小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 高浜小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 高浜中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 三津浜小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 興居島小学校釣島分校 事務室・管理室 1台
愛媛県 松山市 興居島小・中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 桑原中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 正岡小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 福音小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 北久⽶小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 堀江小学校 玄関ホール 3台
愛媛県 松山市 東雲小学校 体育館 2台
愛媛県 松山市 東中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 小野小学校 体育館 3台
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愛媛県 松山市 小野中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 味⽣小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 味⽣第⼆小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 余土中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 津田中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 北条北中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 北条小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 睦月小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 野忽那小学校 体育館 2台
愛媛県 松山市 さくら小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 余土小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 久⽶中学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 ⽯井北小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 椿小学校 体育館 3台
愛媛県 松山市 宮前小学校 体育館 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 美川中学校 体育館 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 久万中学校 体育館 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 面河小学校 体育館 2台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 久万小学校 体育館 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 下四組集会所 玄関 1台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 古味多目的集会所 管理人室 1台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 美川小学校 体育館 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 直瀬小学校 校舎廊下 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 仕七川小学校 放送室 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 明神小学校 体育館 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 ⼆名体育館 玄関ホール 1台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 ほたる交流館 玄関ホール 1台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 美川南分館 玄関ホール 2台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 久万高原町防災センター 事務室・管理室 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 柳⾕小学校 体育館 3台
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 父⼆峰小学校 校舎廊下 3台
愛媛県 新居浜市 高津小学校 事務室・管理室 3台
愛媛県 新居浜市 懇開小学校 職員室 2台
愛媛県 新居浜市 惣開小学校 職員室 1台
愛媛県 新居浜市 角野中学校 体育館 3台
愛媛県 新居浜市 宮⻄小学校 職員室 3台
愛媛県 新居浜市 北中学校 体育館 3台
愛媛県 新居浜市 ⻄中学校 体育館 3台
愛媛県 新居浜市 新居浜小学校 玄関ホール 3台
愛媛県 新居浜市 ワクリエ新居浜 玄関ホール 3台
愛媛県 新居浜市 神郷小学校 事務室・管理室 3台
愛媛県 新居浜市 多喜浜小学校 職員室 3台
愛媛県 新居浜市 ⼤⽣院小学校 職員室 3台
愛媛県 新居浜市 角野小学校 職員室 3台
愛媛県 新居浜市 中萩中学校 体育館 3台
愛媛県 新居浜市 東中学校 職員室 2台
愛媛県 新居浜市 浮島小学校 職員室 3台
愛媛県 新居浜市 別子山小・中学校 体育館 3台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条市地域創⽣センター 2F和室 1台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条市総合体育館 事務所の出口付近 3台
愛媛県 ⻄条市 ひうち体育館 事務所の出口付近 1台
愛媛県 ⻄条市 本⾕温泉館 本館事務室 1台
愛媛県 ⻄条市 神拝公⺠館 事務所前公衆電話台 1台
愛媛県 ⻄条市 河北中学校 職員室横会議室 3台
愛媛県 ⻄条市 玉津小学校 職員室入り口付近 3台
愛媛県 ⻄条市 吉井小学校 1F放送室（MDF内) 2台
愛媛県 ⻄条市 国安小学校 職員室（IDF内） 3台
愛媛県 ⻄条市 加茂地区公⺠館 事務所前廊下 1台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条北中学校 フロア出口付近 3台
愛媛県 ⻄条市 三芳小学校 職員室入口付近 2台
愛媛県 ⻄条市 東予北地域交流センター 1F公衆電話ｺｰﾅ- 1台
愛媛県 ⻄条市 周布公⺠館 職員室入口付近 2台
愛媛県 ⻄条市 周布小学校 職員室入口付近 2台
愛媛県 ⻄条市 東予東中学校 職員室入口（廊下） 3台
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愛媛県 ⻄条市 東予体育館 談話コーナー 2台
愛媛県 ⻄条市 東予総合福祉センター  1F正面入り口付近2F階段付近 2カ所 2台
愛媛県 ⻄条市 神⼾小学校 職員室前廊下BOX内 2台
愛媛県 ⻄条市 小松地域福祉センター 事務所 1台
愛媛県 ⻄条市 小松小学校 児童クラブ横1F倉庫 3台
愛媛県 ⻄条市 小松公⺠館 ⼤会議室 1台
愛媛県 ⻄条市 ⽯根公⺠館 正面入り口付近 1台
愛媛県 ⻄条市 ⽯根小学校 保健室壁面MDF 1台
愛媛県 ⻄条市 小松中学校 職員室内MDF 2台
愛媛県 ⻄条市 小松体育館 体育館 1台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条市⻄条公⺠館 フロア出口付近 1台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条小学校 事務所出口付近 3台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条市総合福祉センター 公衆電話機横 3台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条市総合文化会館 エントランスホール 3台
愛媛県 ⻄条市 壬⽣川公⺠館 事務室入口付近 1台
愛媛県 ⻄条市 北星会館 事務室内 1台
愛媛県 ⻄条市 橘小学校 事務所入口付近 1台
愛媛県 ⻄条市 橘小学校 職員室前廊下 1台
愛媛県 ⻄条市 東予南地域交流センター 職員室教頭先⽣ﾃﾞｽｸ付近 1台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条南中学校 調理室入口BOX内 2台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条⼤町公⺠館 事務所前公衆電話台 1台
愛媛県 ⻄条市 東部ウイングサポートセンター 事務所 1台
愛媛県 ⻄条市 ⼤町小学校 校舎の廊下⻄ 3台
愛媛県 ⻄条市 桜樹公⺠館 学習室 1台
愛媛県 ⻄条市 丹原体育館 正面入口付近 1台
愛媛県 ⻄条市 徳田小学校 体育館 2台
愛媛県 ⻄条市 田滝小学校 児童クラブ 1台
愛媛県 ⻄条市 丹原東中学校 職員室 3台
愛媛県 ⻄条市 丹原B&G海洋センター 事務所 1台
愛媛県 ⻄条市 中川公⺠館 事務所 1台
愛媛県 ⻄条市 丹原公⺠館 正面入口付近 1台
愛媛県 ⻄条市 丹原小学校 印刷室 3台
愛媛県 ⻄条市 田野小学校 保健室 2台
愛媛県 ⻄条市 丹原文化会館 正面入口付近 3台
愛媛県 ⻄条市 庄内公⺠館 正面玄関事務室 1台
愛媛県 ⻄条市 庄内小学校 校⻑室前廊下壁面 2台
愛媛県 ⻄条市 ⽯鎚ふれあいの里 受付室内壁面 1台
愛媛県 ⻄条市 ⼤保木地区公⺠館 事務所南側壁面 1台
愛媛県 ⻄条市 神⼾公⺠館 職員室前廊下 1台
愛媛県 ⻄条市 禎瑞小学校 事務所入口付近 2台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条市⽣涯学習の館 ホール入り口TEL台 1台
愛媛県 ⻄条市 橘公⺠館 職員室前廊下 1台
愛媛県 ⻄条市 河北会館 ⽣活改善室 1台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条市東部地域交流センター 事務所出口付近 1台
愛媛県 ⻄条市 氷見小学校 事務所前廊下 1台
愛媛県 ⻄条市 氷見小学校 職員室前廊下 1台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条⻄中学校 校⻑室前廊下 3台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条⻄部体育館 事務所BOX内 1台
愛媛県 ⻄条市 ⻄条⻄部地域交流センター 公衆電話機横 1台
愛媛県 ⻄条市 北条新田会館 事務所（受付） 1台
愛媛県 ⻄条市 多賀小学校 職員室教頭先⽣ﾃﾞｽｸ付近 2台
愛媛県 ⻄条市 多賀公⺠館 事務所（机の下） 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴宇和中学校 事務室・管理室 2台
愛媛県 ⻄予市 市⽴多田小学校 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴皆田小学校 体育館 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴田之筋小学校 体育館 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴⽯城小学校 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴中川小学校 体育館 1台
愛媛県 ⻄予市 旧明間小学校 体育館 1台
愛媛県 ⻄予市 三瓶下泊地区体育館 玄関ホール 1台
愛媛県 ⻄予市 三瓶周木地区体育館 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 三瓶蔵貫地区体育館 グラウンド 1台
愛媛県 ⻄予市 三瓶文化会館 事務室・管理室 2台
愛媛県 ⻄予市 三瓶体育館 事務室・管理室 3台
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愛媛県 ⻄予市 三瓶⼆及地区体育館 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴城川中学校 事務室・管理室 1台
愛媛県 ⻄予市 城川小学校 体育館 1台
愛媛県 ⻄予市 旧高川小学校 玄関ホール 1台
愛媛県 ⻄予市 旧土居小学校 体育館 1台
愛媛県 ⻄予市 旧遊子川小学校 体育館 1台
愛媛県 ⻄予市 高山地区体育館（明浜支所） 1Ｆ事務所 1台
愛媛県 ⻄予市 旧狩江小学校（かりえ笑学校） 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 旧田之浜小学校 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 明浜小学校 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴明浜中学校 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 旧⼤和田小学校 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴野村中学校 事務室・管理室 2台
愛媛県 ⻄予市 旧中筋小学校 事務室・管理室 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴惣川小学校 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 旧渓筋小学校 体育館 1台
愛媛県 ⻄予市 市⽴野村小学校 職員室 1台
愛媛県 ⻄予市 乙亥の里 ホール 2台
愛媛県 ⼤洲市 久⽶小学校 体育館下駄箱の上 1台
愛媛県 ⼤洲市 旧河辺中学校 体育館ステージ横 2台
愛媛県 ⼤洲市 河辺小学校 体育館入口付近 1台
愛媛県 ⼤洲市 肱川中学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 肱川小学校 体育館2F 1台
愛媛県 ⼤洲市 旧正山小学校 職員室 1台
愛媛県 ⼤洲市 喜多小学校 事務室・管理室 3台
愛媛県 ⼤洲市 総合体育館 ホール 3台
愛媛県 ⼤洲市 三善小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 上須戒体育館 体育館入口 1台
愛媛県 ⼤洲市 新⾕小学校 事務室・管理室 2台
愛媛県 ⼤洲市 帝京第五高等学校 事務室・管理室 3台
愛媛県 ⼤洲市 新⾕中学校 事務室・管理室 2台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤成体育館 体育館入口 1台
愛媛県 ⼤洲市 肱東中学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 菅田小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 蔵川体育館 体育館入口 1台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤洲南中学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤洲小学校 職員室 3台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤洲高等学校 事務室・管理室 3台
愛媛県 ⼤洲市 ⻑浜小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 ⻑浜中学校 1F事務室 2台
愛媛県 ⼤洲市 ⻑浜高等学校 事務室・管理室 1台
愛媛県 ⼤洲市 ⻑浜体育館 会議室 1台
愛媛県 ⼤洲市 ⻑浜保健センター 事務室・管理室 1台
愛媛県 ⼤洲市 ⻑浜ふれあい会館 ホール 1台
愛媛県 ⼤洲市 沖浦公⺠館 事務室・管理室 1台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤和公⺠館 事務所 1台
愛媛県 ⼤洲市 旧櫛⽣小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 喜多灘体育館 体育館入口付近 1台
愛媛県 ⼤洲市 ⻑浜しおさい館 事務室・管理室 1台
愛媛県 ⼤洲市 旧出海小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 ⻘島コミュニティセンター ホール 1台
愛媛県 ⼤洲市 農村活性化センター 事務室・管理室 1台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤洲農業高等学校 事務室・管理室 2台
愛媛県 ⼤洲市 総合福祉センター ロビー 2台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤洲北中学校 職員室 3台
愛媛県 ⼤洲市 平小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 旧⽩滝小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 粟津小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤洲東中学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 平野小学校 体育館下駄箱の上 1台
愛媛県 ⼤洲市 平野中学校 玄関ホール 1台
愛媛県 ⼤洲市 ⼤洲市体育センター 事務室・管理室 1台
愛媛県 ⼤洲市 旧豊茂小学校 職員室 2台
愛媛県 ⼤洲市 国⽴⼤洲⻘少年交流の家 事務室・管理室 3台
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愛媛県 ⼤洲市 南久⽶体育館 体育館入口付近 2台
愛媛県 ⼤洲市 旧柳沢小学校 職員室 1台
愛媛県 東温市 拝志小学校 体育館 3台
愛媛県 東温市 土⾕公⺠館 正面入り口付近 1台
愛媛県 東温市 東温市滑川⽣活改善センター 正面入り口付近 1台
愛媛県 東温市 山之内集会所 会議室 1台
愛媛県 東温市 北吉井小学校 体育館 3台
愛媛県 東温市 重信中学校 体育館 3台
愛媛県 東温市 奥松瀬川公⺠館 正面入り口付近 1台
愛媛県 東温市 上林小学校 職員室 2台
愛媛県 東温市 ツインドーム重信 管理事務所の前 3台
愛媛県 東温市 ⻄⾕小学校 体育館 2台
愛媛県 東温市 東⾕小学校 体育館 2台
愛媛県 東温市 南吉井小学校 体育館 3台
愛媛県 東温市 川内中学校 体育館 3台
愛媛県 東温市 ふるさと交流館さくらの湯 事務室の前 2台
愛媛県 東温市 川内体育センター 事務所内 2台
愛媛県 東温市 川上小学校 体育館 3台
愛媛県 南宇和郡愛南町 一本松ふるさと⽣活館 玄関ホール 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 一本松山村開発センター（一本松公⺠館） 事務室・管理室 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 一本松保健センター 事務室・管理室 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 一本松小学校 体育館 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 ⻄海保健福祉センター ホール 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 久良小学校（体育館） 玄関ホール 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 菊川小学校 体育館 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘農村研究センター 玄関ホール 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 ⻑月小学校 玄関ホール 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 平城小学校 体育館 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 旧御荘学校給食センター 玄関ホール 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 広見コミュニティセンター 玄関ホール 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 旧満倉小学校 体育館 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 城の辺学習館 玄関ホール 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 城辺小学校 体育館 3台
愛媛県 南宇和郡愛南町 ⼤森文化会館 玄関ホール 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 篠山小中学校 体育館 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 船越小学校 体育館 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 旧⻄海中学校（体育館） 玄関ホール 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 僧都小学校 体育館 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 僧都ふれあい交流館（僧都公⺠館） 玄関ホール 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 増田コミュニティセンター 玄関ホール 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 一本松交流促進センター 事務室 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 一本松あけぼの荘 ホール 2台
愛媛県 南宇和郡愛南町 中川コミュニティセンター 玄関ホール 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 緑基幹集落センター（緑公⺠館） 事務室・管理室 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 緑小学校 体育館 1台
愛媛県 南宇和郡愛南町 山出憩いの里温泉 玄関ホール 1台
愛媛県 八幡浜市 千丈小学校 体育館入口 3台
愛媛県 八幡浜市 真穴地区公⺠館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 神山地区公⺠館 正面入り口 1台
愛媛県 八幡浜市 総合福祉文化センタ 正面入り口 3台
愛媛県 八幡浜市 江⼾岡地区公⺠館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 千丈地区公⺠館高野地分館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 舌田地区公⺠館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 旧双岩中学校（廃校） 体育館入口 3台
愛媛県 八幡浜市 千丈地区公⺠館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 真穴小・中学校 体育館入口 3台
愛媛県 八幡浜市 川上小学校 体育館入口 3台
愛媛県 八幡浜市 古藪集会所 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 川之内地区公⺠館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 ⼤島地区公⺠館 1Ｆ事務所 1台
愛媛県 八幡浜市 ⼤島産業振興センター 4Ｆドアホン付近 2台
愛媛県 八幡浜市 松蔭地区公⺠館 正面入り口 1台
愛媛県 八幡浜市 旧⻘⽯中学校 正面入口 2台
愛媛県 八幡浜市 旧⻘⽯中学校 体育館入口 1台
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愛媛県 八幡浜市 日土東地区公⺠館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 磯津地区公⺠館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 喜須来小学校 体育館入口 2台
愛媛県 八幡浜市 喜木津体育館 体育館入口 1台
愛媛県 八幡浜市 宮内地区公⺠館 正面入口付近 1台
愛媛県 八幡浜市 喜須来公⺠館 事務所出口付近 2台
愛媛県 八幡浜市 楠町自治公⺠館 正面入口 1台
愛媛県 八幡浜市 川之⽯小学校 体育館入口 3台
愛媛県 八幡浜市 ⽩浜地区公⺠館 正面入り口 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 ⻤北総合公園体育館 体育館ホール 3台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 日吉保健センター ホール 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 日吉住⺠センター ホール 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 農林業者トレーニングセンター ホール 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 泉小学校 職員室 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 泉公⺠館 玄関ホール 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 三島公⺠館 ホール 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 愛治公⺠館 事務室・管理室 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 愛治小学校 職員室 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 三島小学校 職員室 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 近永小学校 校舎玄関 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 好藤公⺠館 ホール 1台
愛媛県 北宇和郡⻤北町 好藤小学校 玄関 1台
愛媛県 北宇和郡松野町 松野中学校 職員室前 2台
愛媛県 北宇和郡松野町 吉野⽣交流促進センター 事務室 1台
愛媛県 北宇和郡松野町 松野⻄小学校 職員室 2台
愛媛県 北宇和郡松野町 松野町コミュニティセンター 1階ロビー 1台
愛媛県 北宇和郡松野町 松野町多目的広場（森の国ドーム） 1階ロビー 1台
愛媛県 北宇和郡松野町 目⿊基幹集落センター 事務室 1台
高知県 安芸郡安田町 間下集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 せせらぎの郷小川 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 瀬切集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 日浦集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 和田集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 ⻄ノ川集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 船倉集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 中ノ川集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 中里集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 安田津波避難タワー 2F 1台
高知県 安芸郡安田町 内京坊集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 別所集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡安田町 与床集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡芸⻄村 村⺠会館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡芸⻄村 芸⻄中学校 体育館 1台
高知県 安芸郡芸⻄村 芸⻄村⺠体育館 玄関ホール 2台
高知県 安芸郡田野町 高知県⽴中芸高等学校 体育館 1台
高知県 安芸郡田野町 千福集会所 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 保健センター 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 ふれあいセンター 事務室 2台
高知県 安芸郡田野町 田野町役場 3F 1台
高知県 安芸郡田野町 老人福祉センター 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 淌涛集会所 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 浜田集会所 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 開集会所 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 田野中学校 玄関 2台
高知県 安芸郡田野町 中野集会所 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 北張集会所 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 ⼤野集会所 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 上地集会所 ホール 1台
高知県 安芸郡田野町 田野町体育センター 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 芝・北町集会所 玄関 1台
高知県 安芸郡田野町 田野小学校 ステージ 1台
高知県 安芸郡東洋町 甲浦小学校 玄関ホール 2台
高知県 安芸郡東洋町 杉本宮田建設甲浦事務所 事務室・管理室 1台
高知県 安芸郡東洋町 東洋町⺠会館 玄関ホール 1台
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高知県 安芸郡東洋町 旧名留川小学校 体育館 1台
高知県 安芸郡東洋町 野根地区公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡東洋町 東洋町文化会館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡奈半利町 奈半利町防災センター 2F 1台
高知県 安芸郡馬路村 朝日出会館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡馬路村 東川会館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡馬路村 中ノ川会館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡馬路村 相名会館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡馬路村 日浦会館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡北川村 小島集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡北川村 北部集会所 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡北川村 北川中体育館 玄関ホール 1台
高知県 安芸郡北川村 村⺠会館 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 伊尾木保育所 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 井ノ口小学校 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 下山小学校 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 穴内小学校 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 ⿊鳥公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 安芸市多目的体育館 ロビー 5台
高知県 安芸市 安芸中学校 玄関ホール 2台
高知県 安芸市 ⾚野小学校 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 江川公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 津久茂公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 土居小学校 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 栃ノ木公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 奈比賀公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 東川公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 安芸市 畑山公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 吾川郡いの町 すこやかセンター伊野 玄関ホール 3台
高知県 吾川郡いの町 伊野公⺠館・体育館 玄関ホール 2台
高知県 吾川郡いの町 越裏門公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 吾川郡いの町 旧下八川小学校 体育館 2台
高知県 吾川郡いの町 川内小学校 体育館 2台
高知県 吾川郡いの町 枝川小学校 体育館 3台
高知県 吾川郡いの町 枝川コミュニティセンター 2Fロビー 2台
高知県 吾川郡いの町 吾北小学校 体育館 2台
高知県 吾川郡いの町 吾北体育館 体育館 2台
高知県 吾川郡いの町 神⾕小・中学校 体育館 2台
高知県 吾川郡いの町 清水第一小学校 職員室 1台
高知県 吾川郡いの町 本川プラチナ交流センター 玄関ホール 2台
高知県 吾川郡いの町 保健福祉センター 事務室 1台
高知県 吾川郡いの町 天王コミュニティセンター 1Fロビー 2台
高知県 吾川郡いの町 八田コミュニティセンター 1Fロビー 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 下名野川地域集会所 玄関 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 秋葉の宿 1F 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 秋葉の宿 宿泊施設 2F 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 寺村地域集会所 ホール 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 仁淀多目的研修集会施設 2F 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 森山地域集会所 玄関 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 川渡コミュニティセンター 玄関 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 旧吾川中学校体育館 2F 2台
高知県 吾川郡仁淀川町 池川中学校 1F 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 ⻑者小学校 玄関 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 ⻑者小学校体育館 玄関 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 安居地区多目的集会施設 玄関 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 池川体育館 事務室 2台
高知県 吾川郡仁淀川町 池川コミュニティセンター 3F 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 沢渡多目的集会施設 玄関 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 旧名野川小学校 事務所南窓の左 1台
高知県 吾川郡仁淀川町 高齢者総合福祉施設「用居集いの館」 玄関 1台
高知県 香南市 吉川総合センター 玄関ホール 1台
高知県 香南市 吉川小学校 体育館 1台
高知県 香南市 岸本防災コミュニティーセンター 2Fホール 1台
高知県 香南市 旧岸本小学校 2F廊下 1台
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高知県 香南市 ⻄川公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 香南市 香我美市⺠館 玄関ホール 2台
高知県 香南市 ⾚岡中学校 玄関ホール 1台
高知県 香南市 ⾚岡市⺠館 ホール 1台
高知県 香南市 ⾚岡小学校 体育館 1台
高知県 香南市 夜須小学校 体育館 1台
高知県 香南市 夜須中学校 体育館 1台
高知県 香南市 夜須運動場管理棟 事務室・管理室 1台
高知県 香南市 夜須中央公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 香南市 北部会館 玄関ホール 1台
高知県 香南市 野市小学校 体育館 1台
高知県 香南市 野市総合体育館 玄関ホール 1台
高知県 香南市 野市東小学校 体育館 1台
高知県 香南市 富家防災コミュニティーセンター 2Fホール 1台
高知県 香南市 野市中学校 体育館 1台
高知県 香南市 佐古小学校 体育館 1台
高知県 香南市 佐古防災コミュニティーセンター 2Fホール 1台
高知県 香美市 保健福祉センター香北 玄関ホール 1台
高知県 香美市 ⼤宮小学校 体育館 1台
高知県 香美市 香北中学校 体育館 1台
高知県 香美市 鏡野中学校 体育館 2台
高知県 香美市 ⼤栃小学校 校舎外壁MDF内 1台
高知県 香美市 奥物部ふれあいプラザ 1F廊下 1台
高知県 香美市  地域福祉センター土佐山田（プラザ八王子） 玄関ホール 1台
高知県 香美市 高知工科⼤学 玄関ホール 1台
高知県 香美市 片地小学校 体育館 1台
高知県 香美市 舟入小学校 体育館 1台
高知県 香美市  秦山公園野球場（土佐山田スタジアム） 玄関ホール 3台
高知県 香美市 香⻑小学校 体育館 1台
高知県 香美市 山田小学校 体育館 2台
高知県 香美市 楠目小学校 体育館 1台
高知県 香美市 繁藤地区コミュニティセンター 玄関 1台
高知県 香美市 佐岡小学校（休校中） 体育館 1台
高知県 香美市 岡ノ内公会堂 部屋奥勝⼿口横 1台
高知県 香美市 ⼤栃中学校 体育館 1台
高知県 高岡郡越知町 桐見川２区集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 遊行寺集会所 台所 1台
高知県 高岡郡越知町 越知幼稚園 職員室 1台
高知県 高岡郡越知町 越知中学校(体育館) 教官室前 2台
高知県 高岡郡越知町 越知保育園 2F職員室 1台
高知県 高岡郡越知町 越知小学校(体育館) 玄関 2台
高知県 高岡郡越知町 東町集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 越知町⺠会館 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 デイサービスセンターコスモス荘 職員休憩室前 1台
高知県 高岡郡越知町 横畠⻄部公⺠館(校舎) 職員室 1台
高知県 高岡郡越知町 栗ノ木集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 清水集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 袖野集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 柚ノ木集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 筏津集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 深瀬集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 日ノ浦集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 鎌井田老人里の家 和室 1台
高知県 高岡郡越知町 明治⻄部公⺠館(体育館) 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 宮地集会所 台所 1台
高知県 高岡郡越知町 桐見川公⺠館(体育館) 管理室 1台
高知県 高岡郡越知町 宮ｹ奈路集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 ⿊瀬集会所 居室 1台
高知県 高岡郡越知町 今成集会所 階段踊場 1台
高知県 高岡郡越知町 柴尾集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 浅尾集会所 居室 1台
高知県 高岡郡越知町 中⼤平公⺠館 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 南ノ川集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 片岡集会所 居室 1台
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高知県 高岡郡越知町 明治東部公⺠館(校舎) 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 ⾕ノ内ふれあい荘 玄関 1台
高知県 高岡郡越知町 熊秋集会所 和室 1台
高知県 高岡郡越知町 野老山本村集会所 台所 1台
高知県 高岡郡越知町 野老山公⺠館(体育館) 管理室 1台
高知県 高岡郡越知町 中村集会所 居室 1台
高知県 高岡郡越知町 八ケ窪集会所 居室 1台
高知県 高岡郡佐川町 遊学館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡佐川町 佐川小学校 職員室前 1台
高知県 高岡郡佐川町 健康福祉センター「かわせみ」 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡佐川町 佐川中学校 職員室 1台
高知県 高岡郡佐川町 桜座 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡佐川町 総合文化センター 玄関ホール奥 2台
高知県 高岡郡佐川町 ⿊岩中学校 体育館 1台
高知県 高岡郡佐川町 ⿊岩小学校 体育館 1台
高知県 高岡郡佐川町 ⽃賀野小学校 体育館 1台
高知県 高岡郡佐川町 尾川小・中学校 体育館 1台
高知県 高岡郡四万十町 十和東部地区交流センター 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 影野小学校体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 旧下津井小学校体育館 ステージ横 1台
高知県 高岡郡四万十町 旧家地川小学校体育館 ステージ横 1台
高知県 高岡郡四万十町 十和体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 興津保育所（デイサービス） 廊下壁 1台
高知県 高岡郡四万十町 防災活動拠点施設(興津) 2Fフロア 1台
高知県 高岡郡四万十町 窪川小学校体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 古城体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 旧口神ノ川小学校体育館 体育館ステージ横 1台
高知県 高岡郡四万十町 旧広井小学校体育館 玄関階段上り口 1台
高知県 高岡郡四万十町 ウェル花夢 売店入口 1台
高知県 高岡郡四万十町 窪川中学校体育館 玄関 1台
高知県 高岡郡四万十町 東又小学校体育館 ステージ横MDF 1台
高知県 高岡郡四万十町 農村環境改善センター 玄関MDF BOX 1台
高知県 高岡郡四万十町 七里小学校体育館 ステージ横 1台
高知県 高岡郡四万十町 旧若井川小学校体育館 体育館ステージ横 1台
高知県 高岡郡四万十町 十和地域振興局 2FMDF BOX横 1台
高知県 高岡郡四万十町 十川小中学校体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 昭和小学校体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 仁井田小学校体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 十和隣保館 事務室 1台
高知県 高岡郡四万十町 きらら⼤正（ホール） 旧喫茶店内 1台
高知県 高岡郡四万十町 ⼤正体育館 ミーティングルーム 2台
高知県 高岡郡四万十町 ⼤正地域振興局 2FMDF BOX 1台
高知県 高岡郡四万十町 田野々小学校体育館 倉庫 1台
高知県 高岡郡四万十町 旧⼤奈路小学校体育館 職員室 1台
高知県 高岡郡四万十町 北ノ川小中学校体育館 倉庫 1台
高知県 高岡郡四万十町 旧丸山小学校体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 川口小学校体育館 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡四万十町 ⽶奥小学校体育館 ステージ横 1台
高知県 高岡郡四万十町 B&G海洋センター（体育館） 事務所 2台
高知県 高岡郡中土佐町 久礼中学校 職員室 2台
高知県 高岡郡中土佐町 久礼小学校 体育館 2台
高知県 高岡郡中土佐町 笹場小学校 体育館 1台
高知県 高岡郡中土佐町 上ノ加江小学校 体育館 2台
高知県 高岡郡中土佐町 村⺠体育館 管理室 2台
高知県 高岡郡中土佐町 北体育館 玄関 1台
高知県 高岡郡中土佐町 南体育館 体育館 1台
高知県 高岡郡津野町 津野町葉山運動公園総合センター 事務室 2台
高知県 高岡郡津野町 農村交流施設森の巣箱 事務室・管理室 1台
高知県 高岡郡津野町 津野町勤労者体育センター 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡津野町 新土居健康管理施設 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡津野町 旧船⼾小学校 踊場 1台
高知県 高岡郡津野町 津野町⽴精華小学校 体育館 1台
高知県 高岡郡津野町 旧⽩⽯小学校 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡津野町 津野町高齢者コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
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高知県 高岡郡津野町 津野町⽴葉山中学校 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡津野町 津野町総合保健福祉センター 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡津野町 津野町⽴葉山小学校 体育館 1台
高知県 高岡郡津野町 奥四万十の郷 事務室 1台
高知県 高岡郡津野町 津野町⽴中央小学校 体育館 2台
高知県 高岡郡津野町 津野町東津野B＆Gセンター 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡津野町 高野地区高齢者交流センター 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡津野町 津野町⽴東津野中学校 体育館 2台
高知県 高岡郡日高村 加茂中学校 体育館 1台
高知県 高岡郡日高村 加茂小学校 体育館 1台
高知県 高岡郡日高村 沖名集会所 玄関 1台
高知県 高岡郡日高村 下分ふれあいプラザ 研修室 1台
高知県 高岡郡日高村 岩目地ふれあいプラザ 和室 1台
高知県 高岡郡日高村 本郷ふれあいプラザ 玄関 1台
高知県 高岡郡日高村 日高中学校（体育館） ステージ 1台
高知県 高岡郡日高村 日下小学校（体育館） ステージ 1台
高知県 高岡郡日高村 能津公⺠館 玄関 1台
高知県 高岡郡日高村 能津小学校（体育館） ステージ 1台
高知県 高岡郡檮原町 鷹取の家 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡檮原町 ⻄区⽣涯学習館 事務室 1台
高知県 高岡郡檮原町 松原ふれあいセンター 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡檮原町 構造改善ｾﾝﾀｰ(和田城) 更衣室 1台
高知県 高岡郡檮原町 越知面交流センター 玄関ホール 1台
高知県 高岡郡檮原町 ゆすはら・夢・未来館 事務室 1台
高知県 高岡郡檮原町 四万川交流センター 玄関ホール 1台
高知県 高知市 高知市一宮ふれあいセンター 玄関ホール 1台
高知県 高知市 一宮東小学校 2F廊下 1台
高知県 高知市 横内小学校 体育館 1台
高知県 高知市 横浜中学校 体育館 3台
高知県 高知市 横浜新町小学校 体育館 1台
高知県 高知市 高知市介良ふれあいセンター 玄関ホール 1台
高知県 高知市 介良小学校 職員室前 1台
高知県 高知市 鴨田小学校 体育館 2台
高知県 高知市 ⻄部中学校 ⻄部中学校 1台
高知県 高知市 鏡中学校 鏡中学校 2台
高知県 高知市 鏡小学校 鏡小学校 2台
高知県 高知市 中山間地域鏡村構造改善センター 2Ｆホール 1台
高知県 高知市 かるぽーと高知市文化プラザ 9Ｆエレベータホール 1台
高知県 高知市 旭中学校 体育館 1台
高知県 高知市 行川小・中学校 体育館 1台
高知県 高知市 小高坂市⺠会館 玄関 1台
高知県 高知市 朝倉第⼆小学校 朝倉第⼆小学校 1台
高知県 高知市 春野あじさい会館 玄関ホール 1台
高知県 高知市 春野中学校 体育館 1台
高知県 高知市 春野文化ホールピアステージ 入口ホール 3台
高知県 高知市 高知市朝倉ふれあいセンター 玄関ホール 1台
高知県 高知市 龍馬の⽣まれたまち記念館 図書コーナー 1台
高知県 高知市 神田小学校 神田小学校 2台
高知県 高知市 高知商業高等学校 1F廊下 3台
高知県 高知市 朝倉中学校 体育館 1台
高知県 高知市 朝倉小学校 朝倉小学校 1台
高知県 高知市 介良潮見台小学校 体育館 1台
高知県 高知市 介良潮見台小学校 入口ホール 2台
高知県 高知市 高知市⻑浜ふれあいセンター 玄関ホール 1台
高知県 高知市 高知市⺠図書館 オーテピア 4F 4台
高知県 高知市 土佐山公⺠館 2Ｆ和室 1台
高知県 高知市 土佐山学舎 土佐山学舎 1台
高知県 高知市 土佐山健康福祉センター 玄関 1台
高知県 高知市 土佐山夢産地パーク交流館 ホール 1台
高知県 高知市 高知市工⽯山⻘少年の家【⼤】 2Ｆホール 1台
高知県 高知市 高知市工⽯山⻘少年の家【⼤】 事務所前 1台
高知県 高知市 泉野小学校 泉野小学校 1台
高知県 高知市 初月ふれあいセンター 2Ｆ会議室 1台
高知県 高知市 初月小学校 体育館 1台
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高知県 高知市 昭和小学校 北校舎3Ｆ廊下 1台
高知県 高知市 布師田ふれあいセンター 玄関ホール 1台
高知県 高知市 布師田小学校 1Ｆ廊下 1台
高知県 高知市 旭東小学校 旭東小学校 1台
高知県 高知市 高知特別支援学校 1F廊下 3台
高知県 高知市 旭小学校 旭小学校 1台
高知県 四万十市 市⺠ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 1FMDF BOX 2台
高知県 四万十市 武道館 玄関ホール 2台
高知県 四万十市 井沢防災コミュニティセンター ホール内 1台
高知県 四万十市 下田中学校 職員室前廊下 2台
高知県 四万十市 四万十CCクラブハウス 受付横の廊下 2台
高知県 四万十市 具同小学校 1F北舎MDF 3台
高知県 四万十市 具同小学校 2F図書室 1台
高知県 四万十市 東中筋中学校 2F校舎 2台
高知県 四万十市 東中筋小学校 2F校舎 1台
高知県 四万十市 東山小学校 職員室 3台
高知県 四万十市 山路地区防災コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 四万十市 八束中学校 3F校舎 2台
高知県 四万十市 （旧）勝間小学校（校舎） 2階教室の前 1台
高知県 四万十市 (旧)常六小学校 理科室前廊下 1台
高知県 四万十市 深木防災コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 四万十市 (旧)奥屋内小学校 職員室 1台
高知県 四万十市 (旧)下家地小学校 1階教室内 1台
高知県 四万十市 (旧)口屋内小学校 職員室 2台
高知県 四万十市 権⾕せせらぎ交流館へきち集会所 職員室前 1台
高知県 四万十市 (旧)本村小学校 玄関ホール 1台
高知県 四万十市 (旧)本村小学校 職員室 1台
高知県 四万十市 (旧)須崎小学校 1FMDF BOX 2台
高知県 四万十市 (旧)⻄ヶ方小学校 1FMDF BOX 2台
高知県 四万十市 (旧)⼤宮小学校 印刷室 1台
高知県 四万十市 中半体育館 ステージの横 1台
高知県 四万十市 (旧)津野川小学校 1FMDF BOX 1台
高知県 四万十市 (旧)藤ノ川小学校 職員室 1台
高知県 四万十市 ⻄土佐小学校 玄関ホール 3台
高知県 四万十市 ⻄土佐中学校 美術準備室前IDF 2台
高知県 四万十市 ⼤川筋中学校 音楽室横の階段前 1台
高知県 四万十市 双海防災コミュニティセンター ホール内 1台
高知県 四万十市 ⼤用中学校 職員室前廊下 1台
高知県 四万十市 ⼤用小学校 玄関ホール 1台
高知県 四万十市 (旧)竹屋敷小中学校 2F1年⽣教室 1台
高知県 四万十市 竹島小学校 3Fコンピューター室 2台
高知県 四万十市 竹島防災コミュニティセンター ホール内 1台
高知県 四万十市 中村小学校 1FMDF BOX 5台
高知県 四万十市 中村中学校 玄関ホール 4台
高知県 四万十市 （旧）田野川小学校 2F教室 1台
高知県 四万十市 （旧）田野川小学校体育館 放送室 1台
高知県 四万十市 中村南小学校 放送室 3台
高知県 四万十市 （旧）片魚中学校 保健室 1台
高知県 四万十市 (旧)片魚小学校 保健室 1台
高知県 四万十市 名⿅集会所 玄関ホール 1台
高知県 四万十市 中筋中学校 1FMDF BOX 2台
高知県 四万十市 中筋小学校 職員室前廊下 2台
高知県 四万十市 後川中学校 1FMDF BOX 2台
高知県 四万十市 利岡小学校 玄関ホール 1台
高知県 四万十市 蕨岡小学校 職員室前 2台
高知県 四万十市 蕨岡保育所（園舎） 事務室内 1台
高知県 四万十市 蕨岡中学校 1FMDF BOX 2台
高知県 室⼾市 羽根公⺠館 事務室カウンター 2台
高知県 室⼾市 羽根市⺠館 2F倉庫前廊下 1台
高知県 室⼾市 羽根小学校 体育館倉庫 1台
高知県 室⼾市 羽根中学校 体育館倉庫 1台
高知県 室⼾市 中川内小・中学校 玄関ホール 1台
高知県 室⼾市 吉良川中学校 体育館男子更衣室 1台
高知県 室⼾市 吉良川市⺠館 玄関ホール 1台
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高知県 室⼾市 旧日南小学校 玄関ホール 1台
高知県 室⼾市 吉良川公⺠館 玄関ホール 2台
高知県 室⼾市 吉良川小学校 体育館ステージ 1台
高知県 室⼾市 元小学校 購買室 1台
高知県 室⼾市 行当市⺠館 受付ロビー 1台
高知県 室⼾市 佐喜浜町都呂津波避難シエルター 階段上り口 1台
高知県 室⼾市 佐喜浜保育所 渡り廊下 1台
高知県 室⼾市 佐喜浜⽣活改善センター 1F事務室 1台
高知県 室⼾市 佐喜浜⽣活改善センター 2F会議室前 1台
高知県 室⼾市 佐喜浜中学校 玄関ホール 1台
高知県 室⼾市 佐喜浜市⺠館 2F 1台
高知県 室⼾市 室⼾岬公⺠館 1階廊下 2台
高知県 室⼾市 菜⽣市⺠館 事務所 1台
高知県 室⼾市 室⼾小学校 2F階段 1台
高知県 室⼾市 室⼾小学校 体育館ステージ 1台
高知県 室⼾市 ⼤⾕保育所 事務室カウンター 1台
高知県 室⼾市 ⼤⾕市⺠館 1F事務室 1台
高知県 室⼾市 室⼾中学校 2F階段 1台
高知県 室⼾市 防災公園(神の前公園) 防災公園内倉庫 1台
高知県 室⼾市 室⼾市保健福祉センター 玄関ホール公衆電話横 2台
高知県 室⼾市 （旧）室⼾岬小学校 体育館倉庫 1台
高知県 宿毛市 押ノ川老人憩の家 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 弘瀬老人憩の家 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 沖の島開発総合センター（沖の島支所） 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 沖の島小中学校 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 宿毛市役所 玄関 2台
高知県 宿毛市 橋上中学校 裏玄関 2台
高知県 宿毛市 奥奈路老人憩の家 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 橋上保育園 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 橋上小学校 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 坂本多目的集会所 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 神有多目的集会所 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 楠山多目的集会所 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 山里の家 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 山奈小学校 会議室前 1台
高知県 宿毛市 山奈小学校 体育館内入口 1台
高知県 宿毛市 山田保育園 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 ⼿代岡隣保館 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 芳奈老人憩の家 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 高知県⽴幡多看護専門学校 職員室 1台
高知県 宿毛市 ⽯原集会所 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 旧みなみ保育園 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 小筑紫保育園 職員室付近 1台
高知県 宿毛市 ⻄町地域振興住宅集会所 玄関 1台
高知県 宿毛市 ⻄地区防災コミュニティセンター 玄関 1台
高知県 宿毛市 東中学校 体育館ステージ 2台
高知県 宿毛市 東部支所 2Fホール 1台
高知県 宿毛市 高知県⽴宿毛工業高等学校 校舎１Ｆ廊下 1台
高知県 宿毛市 高知県⽴宿毛工業高等学校 食堂との渡り廊下 2台
高知県 宿毛市 高知県⽴宿毛工業高等学校 体育館２Ｆ事務所 4台
高知県 宿毛市 東部農村環境改善センター 受付室前 1台
高知県 宿毛市 平田保育園 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 平田小学校 受付室前 3台
高知県 宿毛市 貝礎隣保館 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 松田川小学校 玄関ホール 2台
高知県 宿毛市 すみれ保育園 玄関ホール 1台
高知県 宿毛市 正和老人憩の家 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 デイ・サービスどんぐりの里 事務室 1台
高知県 須崎市 安和小学校 玄関ホール 2台
高知県 須崎市 須崎市老人デイサービスセンター「山ももの家」 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 浦ノ内東部コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 浦ノ内小学校 2FのMDF内 1台
高知県 須崎市 浦ノ内市⺠交流会館 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 須崎市⽴スポーツセンター 玄関ホール 3台
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高知県 須崎市 人権交流センター 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 新荘小学校 玄関ホール 2台
高知県 須崎市 須崎市老人デイサービスセンター「ばんだ湯の香荘」 事務室 1台
高知県 須崎市 桑田山消防コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 朝ケ丘中学校 2F階段前 2台
高知県 須崎市 多ノ郷小学校 職員室前の廊下 3台
高知県 須崎市 デイサービスどんぐりの里Ⅱ 事務室 1台
高知県 須崎市 吾桑小学校 体育館 1台
高知県 須崎市 吾桑公⺠館 玄関 1台
高知県 須崎市 市役所 2FのMDF内 2台
高知県 須崎市 笹野消防コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 上分小中学校 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 須崎市老人デイサービスセンター「清流の家」 1F公衆電話コーナー 1台
高知県 須崎市 上分公⺠館 事務所 1台
高知県 須崎市 市⺠文化会館 玄関ホール 2台
高知県 須崎市 須崎公⺠館 事務所 1台
高知県 須崎市 多ノ郷公⺠館 事務所 1台
高知県 須崎市 南公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 須崎市 妙見山交流会館 玄関ホール 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 国際サロン粟⽣（粟⽣集会所） 玄関ホール 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 安野々集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⻄梶ヶ内集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 久寿軒集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 穴内会館 2F 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 旧穴内小学校屋内運動場 1F 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼾⼿野交流庵 台所 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼾⼿野集会所 玄関ホール 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 天坪地区複合集会所 1F 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤豊町農工センター 2F 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤豊町農工センター 3F 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤豊町総合ふれあいセンター 1F窓口 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤豊町総合ふれあいセンター 3Fエレベータ前 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤田口小学校屋内運動場 ステージ 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 東寺内集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⻄寺内集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤杉老人憩の家 玄関ホール 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 愛郷館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 川井集会所 和室 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 川口南公会堂 玄関ホール 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 川口屋内運動場 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 船⼾集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤久保集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤久保消防屯所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 東豊永⽣涯学習センター 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤王上集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤豊町役場 総務課入口 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 津家集会所 和室 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ふるさと館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ゆとりすと交流センター 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⼤豊小学校屋内運動場 1F 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 上桃原集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 八川公⺠館 台所 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 岩原消防屯所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 ⽴川⽣活改善センター 1F 1台
高知県 ⻑岡郡⼤豊町 目付集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 三寄集会所 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 瓜⽣野公⺠館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 屋所集会所 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 上関集会所 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 下関公⺠館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 吉延集会所 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 吉野小学校体育館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 吉野公⺠館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 東部コミュニティセンター 1F 1台
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高知県 ⻑岡郡本山町 寺家公⺠館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 南部複合集会所 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 汗見川ふれあいの郷集会所、清流館 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 上奈路複合集会所 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 北山⻄集会所 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 本山町社会福祉会館 2F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 一区コミュニティセンター 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 帰全の森体育館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 ⼆区コミュニティセンター 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 三区コミュニティセンター 1F 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 本山小学校体育館 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 本山町プラチナセンター 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 四区コミュニティセンター 玄関 1台
高知県 ⻑岡郡本山町 古田集会所 玄関 1台
高知県 土佐郡⼤川村 旧川口小学校 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡⼤川村 ⼤藪コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡⼤川村 ⼤川小・中学校 体育館 1台
高知県 土佐郡⼤川村 自然教育センター⽩滝 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 土佐町小学校 体育館 1台
高知県 土佐郡土佐町 相川コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 瀬⼾コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 ⽯原コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 役場地蔵寺支所 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 平⽯コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 田井多目的集会所 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 農村環境改善センター 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 上野多目的集会所 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 道の駅土佐さめうら 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 中島集会所 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 老人憩いの家 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 中央基幹集落センター 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 南川中村集会所 玄関ホール 1台
高知県 土佐郡土佐町 和田町⺠体育館 玄関ホール 1台
高知県 土佐市 ⼾波中学校 玄関ホール 1台
高知県 土佐市 ⼾波総合市⺠センター 玄関ホール 1台
高知県 土佐市 ⼾波小学校 職員室前の廊下 2台
高知県 土佐市 高岡第⼆小学校 教職員出入口 1台
高知県 土佐市 高岡第一小学校 工具室前の廊下 4台
高知県 土佐市 高岡市⺠館 玄関 1台
高知県 土佐市 土佐市高齢者総合福祉センター 2Fホール 1台
高知県 土佐市 高岡中学校 職員室前の廊下 6台
高知県 土佐市 市⺠体育館 玄関ホール 4台
高知県 土佐市 ⾕地公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 土佐市 高⽯小学校 職員室 2台
高知県 土佐市 波介小学校 玄関ホール 1台
高知県 土佐市 波介コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 土佐市 北原小学校 体育館 1台
高知県 土佐市 北原公⺠館 会議室 1台
高知県 土佐市 蓮池コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 土佐市 蓮池小学校 職員室前の廊下 2台
高知県 土佐清水市 下浦⻘年会館 玄関ホール 1台
高知県 土佐清水市 下の加江小学校 体育館 1台
高知県 土佐清水市 下川口小学校 体育館 1台
高知県 土佐清水市 旧養老小学校 体育館 1台
高知県 土佐清水市 窪津小学校 職員室前の廊下 2台
高知県 土佐清水市 三崎小学校 体育館 2台
高知県 土佐清水市 宗呂小学校 職員室前の廊下 3台
高知県 土佐清水市 旧松尾小学校 体育館 1台
高知県 土佐清水市 市⺠体育館 玄関ホール 2台
高知県 土佐清水市 清水中学校 事務室 3台
高知県 土佐清水市 ⾜摺岬小学校 体育館 1台
高知県 土佐清水市 中浜小学校 職員室前の廊下 1台
高知県 土佐清水市 布小学校 玄関ホール 1台
高知県 土佐清水市 旧⽴⽯小学校 職員室 1台
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高知県 南国市 稲⽣ふれあい館 玄関ホール 1台
高知県 南国市 稲⽣小学校 体育館管理室 2台
高知県 南国市 北陵中学校 2F体育館倉庫 3台
高知県 南国市 岡豊小学校 体育館 2台
高知県 南国市 岡豊保育園 支援室 1台
高知県 南国市 岡豊ふれあい館 玄関ホール 1台
高知県 南国市 SUNSUNながおか 玄関ホール 1台
高知県 南国市 ⻑岡東部保育園 玄関 1台
高知県 南国市 ⻑岡小学校 体育館入口 2台
高知県 南国市 野田公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 南国市 後免野田小学校 体育館入口 2台
高知県 南国市 瓶岩体育館 玄関ホール 1台
高知県 南国市 久礼田小学校 玄関 2台
高知県 南国市 久礼田体育館 玄関ホール 1台
高知県 南国市 久礼田保育所 玄関 1台
高知県 南国市 ⻑岡⻄部体育館 玄関ホール 1台
高知県 南国市 後免町防災ＣＣ 玄関 1台
高知県 南国市 ⻑岡⻄部保育所 玄関 1台
高知県 南国市 国府保育所 玄関 1台
高知県 南国市 国分公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 南国市 国府小学校 倉庫 2台
高知県 南国市 ⿊滝自然館せいらん 玄関ホール 1台
高知県 南国市 たちばな幼稚園 玄関 1台
高知県 南国市 市⽴図書館 2F図書室 1台
高知県 南国市 高齢者多世代交流プラザ 玄関ホール 1台
高知県 南国市 十市保育園 玄関 1台
高知県 南国市 十市農業協同組合本所 事務所 1台
高知県 南国市 後免野田保育園 MDF内 1台
高知県 南国市 南国市⽴ＳＣ 事務所前 5台
高知県 南国市 前浜防災ＣＣ 玄関 1台
高知県 南国市 ⼤湊小学校 体育館入口 2台
高知県 南国市 ⼤篠公⺠館 玄関ホール 1台
高知県 南国市 香⻑中学校 体育館入口 2台
高知県 南国市 香⻑中学校 武道館入口 2台
高知県 南国市 ⼤篠小学校 体育館入口 3台
高知県 南国市 ⼤篠保育園 職員室 1台
高知県 南国市 日章福祉交流センター 玄関ホール 1台
高知県 南国市 あけぼの保育所 玄関 1台
高知県 南国市 日章小学校 体育館入口 2台
高知県 南国市 鳶ヶ池中学校 多目的ホール 3台
高知県 南国市 奈路防災コミュニティセンター 玄関ホール 1台
高知県 南国市 奈路小学校 体育館倉庫 1台
高知県 南国市 ⽩木⾕小学校 2F 1台
高知県 南国市 岩村ふれあいセンター 玄関ホール 1台
高知県 南国市 三和スポーツ交流センター 玄関ホール 2台
高知県 南国市 明見保育所 玄関 1台
高知県 南国市 里保育所 玄関 1台
高知県 南国市 三和小学校 体育館入口 1台
高知県 南国市 三和防災ＣＣ 玄関 1台
高知県 南国市 香南中学校 体育館入口 3台
高知県 南国市 十市小学校北舎 体育館入口 2台
高知県 幡多郡⿊潮町 佐賀保育所 受付ロビー 1台
高知県 幡多郡⿊潮町 湊川ふれあいセンター 調理実習室 2台
高知県 幡多郡⿊潮町 旧北郷小学校 玄関 2台
高知県 幡多郡⿊潮町 健康福祉支援センターこぶし 玄関 2台
高知県 幡多郡⿊潮町 旧上田の口保育園 1F廊下 1台
高知県 幡多郡⿊潮町 ⿊潮町役場 1F 2台
高知県 幡多郡⿊潮町 旧馬荷小学校 1F廊下 2台
高知県 幡多郡⿊潮町 蜷川健康支援センター 職員室 2台
高知県 幡多郡三原村 下切集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 皆尾集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 ⻲ノ川集会所 玄関 1台
高知県 幡多郡三原村 三原中学校（体育館） 体育館 1台
高知県 幡多郡三原村 三原村農業構造改善センター ホール 1台
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高知県 幡多郡三原村 星ヶ丘集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 宮の川公会堂 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 広野集会所 玄関右の部屋 1台
高知県 幡多郡三原村 上下⻑⾕集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 上⻑⾕集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 成山集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 芳井集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 柚ノ木多目的集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 三原小学校（体育館） 体育館 1台
高知県 幡多郡三原村 来栖野集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡三原村 狼内集会所 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡⼤月町 安満地地区防災活動センター 玄関 1台
高知県 幡多郡⼤月町 一切体育館（旧一切小体育館） 放送室 1台
高知県 幡多郡⼤月町 弘見体育館 体育館 2台
高知県 幡多郡⼤月町 ⼤月町農村環境改善センター 事務室 1台
高知県 幡多郡⼤月町 ⼤月町役場 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡⼤月町 ⼤月中学校 玄関 3台
高知県 幡多郡⼤月町 ⼤月中学校体育館 玄関 2台
高知県 幡多郡⼤月町 ⼤月小学校 職員室 3台
高知県 幡多郡⼤月町 ⼤月小学校体育館 放送室 2台
高知県 幡多郡⼤月町 樫⻄地区防災活動センター 玄関ホール 1台
高知県 幡多郡⼤月町 東部体育館 体育館 2台
高知県 幡多郡⼤月町 姫ノ井体育館 体育館 1台
福岡県 うきは市 江南コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 うきは市 千年コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 うきは市 吉井中学校 体育館 2台
福岡県 うきは市 福富コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 うきは市 ⼤⽯コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 うきは市 山春コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 うきは市 小塩コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 うきは市 新川コミュニティセンター 事務室 1台
福岡県 うきは市 田篭コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 うきは市 浮羽中学校 体育館 2台
福岡県 うきは市 尼ヶ瀬公⺠館 玄関 1台
福岡県 みやま市 旧竹海小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 高田中学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 高田体育館 体育館 1台
福岡県 みやま市 岩田小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 江浦小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 開小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 まいピア高田 玄関ホール 1台
福岡県 みやま市 桜舞館小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 旧山川南部小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 山川中学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 山川市⺠センター 体育館 1台
福岡県 みやま市 山川体育センター 体育館 1台
福岡県 みやま市 旧山川東部小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 山川総合保健福祉センターげんきかん 体育館 1台
福岡県 みやま市 瀬高小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 瀬高中学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 上庄小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 南小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 ⼤江小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 清水小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 水上小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 東山中学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 みやま市 本郷小学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 鞍⼿郡鞍⼿町 鞍⼿町中央公⺠館 1Fロビー 階段横 2台
福岡県 鞍⼿郡鞍⼿町 鞍⼿町⽴体育館 入口左 下駄箱横 2台
福岡県 鞍⼿郡小竹町 小竹町中央公⺠館 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡芦屋町 芦屋総合体育館 1F ホール公衆電話跡 2台
福岡県 遠賀郡芦屋町 芦屋町中央公⺠館 1F ホールピンク電話横 2台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀町ふれあいの里 1Fエントランスホール 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 浅木小学校 体育館内倉庫2前 1台
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福岡県 遠賀郡遠賀町 障害者支援センターさくら 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 島門小学校 校舎事務室受付前 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 広渡小学校 体育館内 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀コミュニティーセンター 事務室MDF内 2台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀町中央公⺠館 事務室前ロビー 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀町⽴図書館 1F休憩コーナーピンク電話横 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀南中学校 校舎事務室受付前 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀霊園管理事務所 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀川漕艇場 1F階段前通路 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀町食育交流防災センター 事務室MDF内 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀中学校第１体育館 校舎事務室内 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀中学校第１体育館 体育館管理人室前 1台
福岡県 遠賀郡遠賀町 遠賀町⺠体育館 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 海老津小学校 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣町地域交流センター 2Fボランティアセンター 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣町情報プラザ人の駅 4F施設案内窓口内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 吉木小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣町中央公⺠館 1Fロビーイベント展示コーナー 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣東中学校 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 内浦小学校 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 ⼾切小学校 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 おかがき総合福祉保健センターいこいの里（ふれあい館） ふれあい館1Fロビー 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 おかがき総合福祉保健センターいこいの里（福祉保健館） 保険福祉館1Fロビー 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣町⻄部公⺠館 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 山田小学校 事務室内 電話MDF内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣町東部公⺠館 1F ホール階段下 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 町⺠体育館 2F 体育館道具室内ボックス 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣町役場（1F） 役場本庁舎1Fホールピンク電話横 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣サンリーアイ（ふれあい広場） 喫茶コーナー（自販機コーナー） 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣サンリーアイ（文化施設・スポーツ施設） 事務室横公衆電話付近 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣中学校 事務室内 1台
福岡県 遠賀郡岡垣町 岡垣町⺠武道館 1Fホール ピンク電話横 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 えぶり小学校 体育館 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 水巻町⺠体育館 体育館 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 伊左座小学校 体育館 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 水巻南中学校 体育館 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 南部公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 水巻町武道館 玄関ホール 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 障害者福祉センター 玄関ホール 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 高齢者福祉センター 玄関ホール 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 吉田小学校 体育館 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 水巻町第⼆保育所 玄関ホール 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 いきいきほーる 玄関ホール 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 中央公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 頃末小学校 体育館 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 水巻中学校 体育館 1台
福岡県 遠賀郡水巻町 猪熊小学校 体育館 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 桂川町総合体育館 1Fロビー ピンク電話横 2台
福岡県 嘉穂郡桂川町 桂川町人権センター 1Fロビー ピンク電話横 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 桂川町総合福祉センター（ひまわりの里） 事務室内 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 桂川町住⺠センター 1Fロビー 公衆電話横 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 桂川町いきいきセンター「桂寿苑」 事務室内 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 桂川中学校 職員棟 事務室内 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 桂川小学校 職員棟 公衆電話横 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 桂川東小学校 職員棟 玄関右 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 中屋区公⺠館 1Fロビー 自販機横 1台
福岡県 嘉穂郡桂川町 内山田区公⺠館 事務室内 1台
福岡県 嘉⿇市 うすい人権啓発ｾﾝﾀｰあかつき 1Fホールピンク電話横 1台
福岡県 嘉⿇市 ふるさと交流館「なつきの湯」 1Fロビーピンク電話横 1台
福岡県 嘉⿇市 なつき文化ホール 1Fロビーピンク電話横 1台
福岡県 嘉⿇市 碓井住⺠センター 庁舎1Fホールピンク電話横 1台
福岡県 嘉⿇市 山田市⺠センター 事務室内 1台
福岡県 嘉⿇市 山田ふれあいハウス 1Fホールピンク電話横 1台
福岡県 嘉⿇市 嘉穂総合体育館 事務室内MDF 2台
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福岡県 宮若市 光陵小学校 エントランス前（東玄関） 1台
福岡県 宮若市 宮若市文化財肖像展示交流センター ロビー 1台
福岡県 宮若市 Ｂ＆Ｇ海洋センター ロビー 1台
福岡県 宮若市 市⺠体育館 ロビー 1台
福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町豊津Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 １Ｆホール 1台
福岡県 京都郡みやこ町 伊良原コミュニティセンター 1Ｆホール 1台
福岡県 京都郡みやこ町 「いこいの里」コミュニティセンター 1Ｆロビー電話コーナー 1台
福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町犀川体育館 １Ｆホール自販機前 1台
福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町中央公⺠館 1Ｆホール 1台
福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町諫山地区活性化センター １Ｆ事務所受付前 1台
福岡県 京都郡みやこ町 サングレートみやこ 1Ｆホール 1台
福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町役場本庁 1Ｆ電話コーナー 1台
福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町役場本庁別館 上下水道課ボックス内 1台
福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町豊津公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町豊津福祉センター「すどりの里」 １Ｆホール 1台
福岡県 京都郡苅田町 中央公⺠館 1F ロビー 2台
福岡県 京都郡苅田町 北公⺠館 1F ホール 1台
福岡県 京都郡苅田町 小波瀬コミュニティセンター 1F エントランスホール 1台
福岡県 京都郡苅田町 新津中学校 事務室内 1台
福岡県 京都郡苅田町 苅田小学校 事務室前 1台
福岡県 京都郡苅田町 ⽩川小学校 事務室内 1台
福岡県 京都郡苅田町 ⻄部公⺠館 1F ホール 1台
福岡県 京都郡苅田町 片島小学校 校⻑室前 1台
福岡県 京都郡苅田町 馬場小学校 配膳室前 1台
福岡県 京都郡苅田町 総合福祉会館 1F ロビー 1台
福岡県 京都郡苅田町 南原小学校 職員室前 1台
福岡県 京都郡苅田町 与原小学校 職員室前 1台
福岡県 古賀市 花見小学校 体育館 1台
福岡県 古賀市 花鶴小学校 体育館 1台
福岡県 古賀市 保健福祉総合センター 玄関ホール 1台
福岡県 古賀市 古賀東小学校 体育館 1台
福岡県 古賀市 古賀市隣保館「ひだまり館」 玄関ホール 1台
福岡県 古賀市 ⻘柳小学校 体育館 1台
福岡県 古賀市 古賀北中学校 体育館 1台
福岡県 古賀市 古賀⻄小学校 体育館 1台
福岡県 古賀市 舞の里小学校 体育館 1台
福岡県 古賀市 小野小学校 体育館 1台
福岡県 行橋市 仲津中学校 体育館前 1台
福岡県 行橋市 行橋北公⺠館 1Fロビー 1台
福岡県 行橋市 行橋北小学校 事務室前 1台
福岡県 行橋市 行橋公⺠館 1Fホール 1台
福岡県 行橋市 泉公⺠館 玄関左 1台
福岡県 行橋市 泉中学校 事務室前 1台
福岡県 行橋市 泉小学校 事務所内 1台
福岡県 行橋市 行橋中学校 校舎玄関左 1台
福岡県 行橋市 行橋市中央公⺠館 1Fホール 1台
福岡県 行橋市 行橋小学校 東玄関入口左 1台
福岡県 行橋市 ⻑峡中学校 事務室内 1台
福岡県 行橋市 稗田小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 行橋市 地域ケア複合センター 事務室内 1台
福岡県 行橋市 今元小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 行橋市 今元公⺠館 1Fホール 1台
福岡県 行橋市 サンワーク行橋 多目的トイレ横 1台
福岡県 行橋市 行橋市研修センターゆくトピア 1Fラウンジ 1台
福岡県 行橋市 行橋市⺠体育館 玄関ホール左 1台
福岡県 行橋市 今元中学校 事務室前 1台
福岡県 行橋市 今川公⺠館 1Fホール 1台
福岡県 行橋市 延永小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 行橋市 延永公⺠館 事務所前窓口 1台
福岡県 行橋市 稗田公⺠館 事務室前窓口 1台
福岡県 行橋市 椿市地域交流センター（椿の里） 事務所MDF内 1台
福岡県 行橋市 椿市小学校 保健室前 1台
福岡県 行橋市 中京中学校 校舎玄関右 1台
福岡県 行橋市 仲津小学校 校舎玄関右 1台
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福岡県 行橋市 仲津公⺠館 1Fホール自販機横 1台
福岡県 行橋市 今川小学校 事務室内 1台
福岡県 行橋市 簑島公⺠館 1Fホール 1台
福岡県 行橋市 簑島小学校 校舎玄関左 1台
福岡県 行橋市 椿市交流センター 事務室前 1台
福岡県 行橋市 行橋南公⺠館 1Fホール 1台
福岡県 行橋市 行橋南小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 菊池小学校体育館 体育館 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 太刀洗町就業改善センター 玄関ホール 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 ⼤堰小学校体育館 体育館 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 ⼤刀洗町憩いの園⼤堰交流センター 玄関ホール 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 南部コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 ⼤刀洗小学校体育館 体育館 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 ⼤刀洗中央公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 ⼤刀洗ふれあいセンター 玄関ホール 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 本郷小学校体育館 体育館 1台
福岡県 三井郡⼤刀洗町 ⼤刀洗中学校体育館 体育館 1台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤莞小学校体育館 体育館 2台
福岡県 三潴郡⼤木町 くるるん（バイオマスセンター） 事務室・管理室 1台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤木中学校体育館 体育館 2台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤木町柔剣道場 武道場 1台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤木町給食センター 事務室・管理室 1台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤溝小学校体育館 体育館 2台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤溝保育園 事務室・管理室 1台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤木町健康福祉センター 玄関ホール 1台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤木町総合体育館 体育館 2台
福岡県 三潴郡⼤木町 木佐木小学校体育館 体育館 2台
福岡県 三潴郡⼤木町 ⼤木町子育て交流センター 玄関ホール 1台
福岡県 糸島市 福吉コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 一貴山コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 怡土コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 前原東中学校体育館 体育館 2台
福岡県 糸島市 前原⻄中学校体育館 体育館 2台
福岡県 糸島市 怡土小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 旧芥屋公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 糸島市 引津小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 糸島市 引津コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 桜野小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 桜野コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 可也コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 可也小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 健康福祉センターふれあい ホール 1台
福岡県 糸島市 志摩体育館 フロント 1台
福岡県 糸島市 志摩中学校体育館 玄関ホール 2台
福岡県 糸島市 姫島小・中学校姫島分校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 前原中学校体育館 玄関ホール 2台
福岡県 糸島市 健康福祉センターあごら ホール 2台
福岡県 糸島市 東風小学校体育館 体育館 2台
福岡県 糸島市 東風コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 男女共同参画センターラポール ホール 1台
福岡県 糸島市 加布里コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 加布里小学校体育館 体育館 2台
福岡県 糸島市 ⻑糸小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 ⻑糸コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 人権センター ホール 1台
福岡県 糸島市 前原コニュニティーセンター 玄関ホール 1台
福岡県 糸島市 前原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 糸島市 伊都文化会館 ホール 1台
福岡県 糸島市 前原南コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 糸島市 前原南小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 曽根体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 雷山小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 雷山コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 波多江コニュニティーセンター ロビー 1台
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福岡県 糸島市 南風小学校体育館 体育館 2台
福岡県 糸島市 南風コニュニティーセンター ホール 1台
福岡県 糸島市 福吉小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 ⼆丈中学校体育館 体育館 2台
福岡県 糸島市 深江コニュニティーセンター 玄関 1台
福岡県 糸島市 深江小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 一貴山小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糸島市 福吉中学校体育館 体育館 2台
福岡県 糸島市 波多江小学校 玄関 2台
福岡県 宗像市 市⺠体育館 フロント 1台
福岡県 宗像市 吉武地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 メイトム宗像 ホール 1台
福岡県 宗像市 宗像ユリックス ホール 3台
福岡県 宗像市 ⾚間⻄地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 自由ヶ丘地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 岬地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 河東地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 勤労者体育センター フロント 1台
福岡県 宗像市 ⾚間地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 ⼤島地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 池野地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 東郷地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 玄海地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 宗像市 南郷地区コミュニティ・センター 玄関ホール 1台
福岡県 春日市 春日⻄中学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日北小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日⻄小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日北中学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日東中学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日東小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日南小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日原小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日野小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日野中学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日中学校 体育館 1台
福岡県 春日市 須玖小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 ⼤⾕小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 春日市総合スポーツセンター ホール 4台
福岡県 春日市 春日南中学校 体育館 1台
福岡県 春日市 天神山小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 日の出小学校 体育館 1台
福岡県 春日市 ⽩水小学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 のぞみが丘小学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 小郡中学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 東野小学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 ⼤原中学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 小郡小学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 ⽴⽯中学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 ⽴⽯小学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 小郡市⽣涯学習センター（福祉） 玄関ホール 1台
福岡県 小郡市 ⼤原小学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 御原小学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 小郡市総合保健福祉センター（福祉） 玄関ホール 1台
福岡県 小郡市 宝城中学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 味坂小学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 三国中学校 体育館 1台
福岡県 小郡市 三国小学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 宇美南町⺠センター 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 宇美小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 宇美中学校体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 武道館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 宇美東小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 まなびや・うみ 玄関ホール 1台
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福岡県 糟屋郡宇美町 うみハピネス 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 桜原小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 宇美東中学校体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 宇美町勤労者体育センター 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 井野小学校体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 住⺠福祉センター 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡宇美町 働く婦人の家しーず・うみ 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡久山町 久山町高齢者交流センター 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡久山町 久山Ｃ＆Ｃセンター 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡久山町 久山町勤労⻘少年ホーム 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 南里三公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 王子八幡共同利用施設 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 吉原公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免南小学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡志免町 水鉛公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免南保育園 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 御⼿洗共同利用施設 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 向ヶ丘団地公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 新坂瀬団地集会所 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 桜丘一公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 桜丘共同利用施設 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 南校区ボランティアセンター（桜丘中央公⺠館） 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 桜丘南公⺠館・桜寿荘 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 桜丘五集会所 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免⼆コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 東校区ボランティアセンター（志免四公⺠館） 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免第三公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 シーメイト（志免町総合福祉施設） 玄関ホール 2台
福岡県 糟屋郡志免町 志免町⺠体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免町⺠センター 玄関ホール 2台
福岡県 糟屋郡志免町 志免町⺠ふれあいセンター 玄関ホール 2台
福岡県 糟屋郡志免町 志免中央小学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免東小学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免東保育園 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 成和公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免東中学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡志免町 松ヶ丘集会所 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 ⽯橋台公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 田富共同利用施設 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 東区社会会館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 南里一コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 南里ニ公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 ⻄校区ボランティアセンター（別府一公⺠館） 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免町⽴⻲山保育園 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免⻄小学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡志免町 ⻄区社会体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡志免町 別府文化センター 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 別府⼆公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 別府三公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 鏡共同利用施設 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 アネシス公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免町⽴老人福祉センター望山荘 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免中学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 志免五公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡志免町 中央校区ボランティアセンター（志免六公⺠館） 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡篠栗町 合併50周年記念体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡篠栗町 社会体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡篠栗町 オアシス篠栗 事務室・管理室 1台
福岡県 糟屋郡篠栗町 萩尾分校 事務室・管理室 1台
福岡県 糟屋郡篠栗町 クリエイト篠栗 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡篠栗町 篠栗町⺠体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡新宮町 シーオーレ新宮 事務室 3台
福岡県 糟屋郡新宮町 そぴあしんぐう 事務室 5台
福岡県 糟屋郡新宮町 相島きずな館 事務室・管理室 2台
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福岡県 糟屋郡新宮町 相島小学校体育館 体育館 2台
福岡県 糟屋郡新宮町 新宮町社会福祉センター 事務室 3台
福岡県 糟屋郡須恵町 佐⾕集落センター 事務室・管理室 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 あおば会館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 町⽴須恵中学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 須恵町地域活性化センター（オイコス） 事務室・管理室 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 アザレアホール須恵 ホール 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 川子地区公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 上須恵クラフト館 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 町⽴須恵第一小学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 乙植木コミュニティセンター ホール 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 町⽴須恵第⼆小学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 新原区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 一番田区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 城山区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 旭ヶ丘区公⺠館 ホール 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 ⻄体育館 体育館 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 山の神区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 県⽴須恵高校 玄関 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 ⻄部地域防災センター（旅⽯公⺠館） 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡須恵町 須恵第三小学校 体育館 1台
福岡県 糟屋郡粕屋町 サンレイクかすや 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡粕屋町 かすやドーム 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡粕屋町 粕屋フォーラム 玄関ホール 1台
福岡県 糟屋郡粕屋町 福祉センター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 川口小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤川市 川口コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 ⼤川桐薫中学校 体育館 2台
福岡県 ⼤川市 ⼤川桐英中学校 体育館 1台
福岡県 ⼤川市 ⼤川小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤川市 ⼤川コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 宮前小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤川市 田口小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤川市 田口コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 ⼤川市老人福祉センター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 勤労⻘少年ホーム 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 ⼤川市⺠体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 ⼤川市保健センター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 ⼤野島小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤川市 ⼤野島コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 ふれあいの家 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 三又小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤川市 三又コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 木室コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤川市 木室小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤川市 道海島小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 宅峰中学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 ⼤牟田市総合福祉センター ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 橘中学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 第⼆清掃事務所 事務所 1台
福岡県 ⼤牟田市 中央地区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 ⼤牟田市 天の原小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 ⼤牟田中央小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 三川地区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 ⼤牟田市 みなと小学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 えるる ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 勝⽴地区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 ⼤牟田市 甘木中学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 三池地区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 ⼤牟田市 リフレスおおむた ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 ⼿鎌地区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 ⼤牟田市 上内小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 三池小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 倉永小学校 体育館 1台

247 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

福岡県 ⼤牟田市 羽山台小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 銀水小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 田隈中学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 ⼿鎌小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 吉野地区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 ⼤牟田市 歴木中学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 松原中学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 ⼤正小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 ⽩川小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 中友小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 ⽩光中学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 ⼤牟田特別支援学校 玄関 1台
福岡県 ⼤牟田市 天領小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 駛馬地区公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 ⼤牟田市 駛馬小学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 吉野小学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 平原小学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 宮原中学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 ⼤牟田市 明治小学校 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 高取小学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤牟田市 玉川小学校体育館 体育館 1台
福岡県 ⼤野城市 つつじケ丘公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 栄町公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 乙金公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 乙金台公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 乙金東公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 下⼤利公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 下⼤利団地公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 瓦田公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 月の浦公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 ⼤野城市北コミュニティセンター 玄関 2台
福岡県 ⼤野城市 雑餉隈町公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 山田公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 若草公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 上⼤利公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 瑞穂町集会所 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 中公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 まどかパーク総合体育館 玄関ホール 3台
福岡県 ⼤野城市 牛頸公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 井の口公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 釜蓋公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 ⼤野城市東コミュニティセンター 玄関 2台
福岡県 ⼤野城市 ⼤野城市⼤池公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 中集会所 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 上⼤利集会所 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 ⼤野城市中央コミュニティセンター 玄関 2台
福岡県 ⼤野城市 畑詰公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 仲島公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 東⼤利公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 下筒井公⺠館 公⺠館 1台
福岡県 ⼤野城市 上筒井公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 南ケ丘1区公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 南ケ丘2区公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 南コミュニティセンター 玄関 2台
福岡県 ⼤野城市 ⽩木原公⺠館 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 ⽩木原集会所 玄関 1台
福岡県 ⼤野城市 平野台公⺠館 玄関 1台
福岡県 築上郡吉富町 ⻄光寺 玄関入口 1台
福岡県 築上郡吉富町 吉富あいあいセンター 玄関ホール 1台
福岡県 築上郡吉富町 吉富町武道館 武道館 1台
福岡県 築上郡吉富町 吉富フォーユー会館 玄関ホール 2台
福岡県 築上郡吉富町 吉富町体育館 体育館 2台
福岡県 築上郡吉富町 吉富町子育て支援センター 玄関ホール 1台
福岡県 築上郡吉富町 吉富町老人福祉センター 玄関ホール 1台
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福岡県 築上郡吉富町 吉富小学校 体育館 2台
福岡県 築上郡吉富町 吉富保育園(こどもの森) 玄関ホール 1台
福岡県 築上郡吉富町 宝福寺 玄関入口 1台
福岡県 築上郡吉富町 八幡古表神社 玄関入口 1台
福岡県 築上郡吉富町 吉富中学校 体育館 2台
福岡県 築上郡上毛町 唐原コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 築上郡上毛町 たいへいの里(⼤平支所) 玄関ホール 2台
福岡県 築上郡上毛町 げんきの杜 玄関ホール 2台
福岡県 築上郡築上町 築上町コミュニティセンター（ソピア） 事務室・管理室 2台
福岡県 築上郡築上町 自愛の家 ロビー 2台
福岡県 筑後市 羽犬塚小学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 羽犬塚中学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 筑後市 下妻小学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 水田コミュニティセンター 体育館 1台
福岡県 筑後市 水田小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 筑後市 古川小学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 熊野公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 筑後市 松原小学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 古島小学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 中央公⺠館(サンコア) 玄関ホール 1台
福岡県 筑後市 水洗小学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 ⼆川小学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 筑後中学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 ⻄牟田小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 筑後市 寛元寺公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 筑後市 筑後北小学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 筑後市 筑後市北部交流センター（チクロス） 玄関 1台
福岡県 筑後市 筑後北中学校体育館 玄関ホール 1台
福岡県 筑後市 筑後小学校体育館 体育館 1台
福岡県 筑後市 総合福祉センター 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 総合保健福祉センター「カミーリヤ」 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 御笠コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 筑紫南コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 山口コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 山家コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 筑紫野市農業者トレーニングセンター 体育館 1台
福岡県 筑紫野市 ⼆日市東コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 筑紫コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 ⼆日市コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 筑紫野市 ⽣涯学習センター 玄関ホール 1台
福岡県 中間市 地域交流センター 玄関右 1台
福岡県 中間市 中間北小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 中間市 中間北中学校 事務室内 1台
福岡県 中間市 中間東中学校 事務室内 1台
福岡県 中間市 中間中学校 事務室内 1台
福岡県 中間市 底井野小学校 校舎玄関内右 1台
福岡県 中間市 中間東小学校 校舎玄関左 1台
福岡県 中間市 中間南中学校 校舎玄関左 1台
福岡県 中間市 中間小学校 校舎玄関左 1台
福岡県 中間市 ハピネスなかま 1Fエントランスホール 2台
福岡県 中間市 中間南小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 中間市 中間⻄小学校 校舎2F玄関左 1台
福岡県 中間市 体育文化センター 事務室内 2台
福岡県 朝倉郡筑前町 三輪中学校 体育館 1台
福岡県 朝倉郡筑前町 めくばーる「めくばり館」 ホール 1台
福岡県 朝倉郡筑前町 三並小学校 体育館 1台
福岡県 朝倉郡筑前町 コスモスプラザ「敬老館」 ホール 1台
福岡県 朝倉郡筑前町 三輪小学校 体育館 1台
福岡県 朝倉郡筑前町 中牟田小学校 体育館 1台
福岡県 朝倉郡筑前町 夜須中学校体育館 体育館 1台
福岡県 朝倉郡筑前町 東小田小学校 体育館 1台
福岡県 朝倉郡東峰村 小⽯原公⺠館 事務室・管理室 1台
福岡県 朝倉郡東峰村 せせらぎ⿎ 玄関ホール 1台
福岡県 朝倉郡東峰村 村⺠センター 玄関ホール 1台
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福岡県 朝倉郡東峰村 保健福祉センター「いずみ館」 玄関ホール 1台
福岡県 朝倉郡東峰村 保健福祉センター「いずみ館」 事務室・管理室 1台
福岡県 朝倉市 朝倉市総合市⺠センター（ピーポート甘木） 玄関ホール 3台
福岡県 朝倉市 甘木地域センター（フレアス甘木） 玄関ホール 1台
福岡県 朝倉市 朝倉地域⽣涯学習センター 玄関ホール 1台
福岡県 朝倉市 杷木地域⽣涯学習センター（らくゆう館） 玄関ホール 2台
福岡県 直方市 福地小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 下境小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 直方第一中学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 感田小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 直方市⺠体育センター 体育館 1台
福岡県 直方市 直方⻄小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 新入小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 上頓野小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 植木中学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 植木小学校(屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 直方南小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 中泉小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 直方第三中学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 直方市体育館 体育館 2台
福岡県 直方市 直方市男女共同参画センター 玄関ホール 1台
福岡県 直方市 直方市中央公⺠館 玄関ホール 2台
福岡県 直方市 直方東小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 直方第⼆中学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 直方市 直方北小学校（屋内運動場） 体育館 1台
福岡県 田川郡香春町 香春中学校 事務室内 1台
福岡県 田川郡香春町 香春小学校 校舎 1F廊下 1台
福岡県 田川郡香春町 香春町中央隣保館 事務室内 1台
福岡県 田川郡香春町 勾金中学校 事務室内 1台
福岡県 田川郡香春町 香泉荘 事務室内 1台
福岡県 田川郡香春町 勾金小学校 職員棟玄関左 1台
福岡県 田川郡香春町 フレッシュワークかわら 1F⼤広間 ⿊板下 1台
福岡県 田川郡香春町 香春町体育センター 事務室内 1台
福岡県 田川郡香春町 香春町町⺠センター 1Fフロア 1台
福岡県 田川郡香春町 採銅所小学校 事務室内 1台
福岡県 田川郡香春町 中津原小学校 職員棟玄関左 1台
福岡県 田川郡糸田町 糸田町東部避難所 事務室内 1台
福岡県 田川郡⾚村 ⾚村住⺠センター ホール 1台
福岡県 田川郡川崎町 川崎町⽴真崎小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 田川郡川崎町 川崎町⽴川崎東小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 田川郡川崎町 川崎町⽴池尻小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 田川郡川崎町 川崎町⽴川崎小学校 校舎玄関右 1台
福岡県 田川郡川崎町 川崎町コミュニティセンター 1Fエントランスホール 1台
福岡県 田川郡⼤任町 島台隣保館 1F事務室内 1台
福岡県 田川郡⼤任町 ⼤任中学校 1F職員室前 現用公衆電話付近 1台
福岡県 田川郡⼤任町 今任小学校 ランチルーム 1台
福岡県 田川郡⼤任町 ⼤任小学校 1F玄関左公衆電話跡 1台
福岡県 田川郡⼤任町 ⼤任町役場（⼤任町コミュニティセンター） 1F多目的ホール横 1台
福岡県 田川郡⼤任町 ⼤任町レインボーホール ⼤任町総合福祉センター 1F ロビー 1台
福岡県 田川郡⼤任町 ⼤任町公⺠館 1F受付横 公衆電話跡 1台
福岡県 田川郡添田町 津野公⺠館 事務室前フロア 1台
福岡県 田川郡添田町 彦山地区総合センター 事務室内 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町町⽴方城中学校 事務室内 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町町⽴伊方小学校 職員棟玄関左 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町地域交流センター TEL/自販機コーナー 2台
福岡県 田川郡福智町 福智町金田体育館 管理室受付付近 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町公⺠館金田分館 事務所内受付窓口付近 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町金田保健センタ- ホール（入口右） 1台
福岡県 田川郡福智町 金田義務教育学校 職員室前 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町町⽴市場小学校 事務所内 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町町⽴⾚池中学校 職員室MDF内 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町町⽴上野小学校 職員室MDF内 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町金田体育センタ- 事務室受付窓口 1台
福岡県 田川郡福智町 福智町コスモス保健センタ- 相談室（旧電話コーナー） 1台
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福岡県 田川郡福智町 福智町町⽴弁城小学校 職員棟玄関左 1台
福岡県 田川市 鎮⻄小学校 校⻑室前 1台
福岡県 田川市 鎮⻄中学校 事務室前 1台
福岡県 田川市 田川市総合体育館 1Fホール中央 1台
福岡県 田川市 中央保育所 せんせいのへやMDF内 1台
福岡県 田川市 上伊田隣保館 事務室内 1台
福岡県 田川市 伊田小学校 事務室内 1台
福岡県 田川市 中央隣保館 1F事務室前 1台
福岡県 田川市 猪位金学園 校舎玄関事務室前 1台
福岡県 田川市 田川小学校 来客用玄関左 1台
福岡県 田川市 伊田中学校 校舎事務室内 1台
福岡県 田川市 後藤寺小学校 事務室内 1台
福岡県 田川市 弓削田中学校 事務室前 1台
福岡県 田川市 弓削田小学校 事務室内 1台
福岡県 田川市 弓削田隣保館 事務室内 1台
福岡県 田川市 ⼤藪小学校 玄関右 1台
福岡県 田川市 ⻄保育所 事務室内 1台
福岡県 田川市 後藤寺中学校 体育館内ミーティングルーム 1台
福岡県 田川市 田川市役所 玄関右 2台
福岡県 田川市 中央中学校 玄関（右側下駄箱上） 1台
福岡県 田川市 旧猪位金小学校 事務室内 1台
福岡県 田川市 ⼤浦小学校 校舎玄関 1台
福岡県 田川市 金川小学校 事務室内 1台
福岡県 田川市 田川中学校 2F事務室内 1台
福岡県 田川市 北保育所 事務室内 1台
福岡県 田川市 金川中学校 事務室内 1台
福岡県 田川市 児童センター 事務室内 1台
福岡県 那珂川市 岩⼾北小学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 恵子教育集会所 玄関ホール 1台
福岡県 那珂川市 市⺠体育館 玄関ホール 1台
福岡県 那珂川市 安徳北小学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 東地区公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 那珂川市 中央公⺠館 玄関 1台
福岡県 那珂川市 安徳小学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 安徳南小学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 那珂川南中学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 南畑小学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 ミリカローデン 玄関ホール 1台
福岡県 那珂川市 ふれあいこども館 玄関ホール 1台
福岡県 那珂川市 那珂川中学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 北地区公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 那珂川市 那珂川北中学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 片縄小学校 体育館 1台
福岡県 那珂川市 福岡女子商業高校 体育館 1台
福岡県 八女郡広川町 広川町古墳公園資料館 事務室・管理室 1台
福岡県 八女郡広川町 広川中学校（体育館） 体育館 1台
福岡県 八女郡広川町 広川中学校（武道場） 武道場 1台
福岡県 八女郡広川町 下広川小学校体育館 体育館 1台
福岡県 八女郡広川町 中広川小学校 体育館 1台
福岡県 八女郡広川町 広川町役場新庁舎 2F執務室 1台
福岡県 八女郡広川町 広川町役場 ⻄庁舎 ホール 1台
福岡県 八女郡広川町 広川町町⺠交流センター 事務室・管理室 1台
福岡県 八女郡広川町 広川町町⺠交流センター（武徳館） 事務室・管理室 1台
福岡県 八女郡広川町 広川町保健福祉センター 事務室・管理室 1台
福岡県 八女郡広川町 上広川小学校 体育館 1台
福岡県 八女郡広川町 広川町産業展示会館 ホール 1台
福岡県 八女市 岡山小学校屋内運動場 ミーティングルーム 1台
福岡県 八女市 ⻑峰小学校屋内運動場 ミーティングルーム 1台
福岡県 八女市 多世代交流館 共⽣の森 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 旧笠原小学校屋内運動場 ミーティングルーム 1台
福岡県 八女市 ⿊木お茶の里記念館 受付カウンター 1台
福岡県 八女市 笠原東交流センター 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 八女⿊木体育館 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 ⿊木小学校屋内運動場 体育館 1台
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福岡県 八女市 ⿅子⽣集落センタ 玄関 1台
福岡県 八女市 げんき館おおぶち 会議室 1台
福岡県 八女市 ⼤淵小学校屋内運動場 ミーティングルーム 1台
福岡県 八女市 田代農村活性化センター 玄関先通路 1台
福岡県 八女市 串毛コミュニティセンター 玄関 1台
福岡県 八女市 平野ふれあいセンター 玄関先通路 1台
福岡県 八女市 ⿊木中学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 豊岡コミュニティセンター 玄関 1台
福岡県 八女市 ⿊木⻄小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 グリーンピア八女 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 旧木屋小学校屋内運動場 ミーティングルーム 1台
福岡県 八女市 東公⺠館 事務所窓口 1台
福岡県 八女市 川崎小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 三河小学校屋内運動場 ミーティングルーム 1台
福岡県 八女市 農村婦人の家 ロビー 1台
福岡県 八女市 八女市研修センター ロビー 1台
福岡県 八女市 八女市地域福祉センター 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 八女市農業活性化センター 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 八女市上陽公⺠館 ロビー 1台
福岡県 八女市 八幡小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 ⻄公⺠館 事務所窓口 1台
福岡県 八女市 八女市総合保健福祉センターそよかぜ 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 星野小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 星野行政福祉センター（星野支所） ロビー 1台
福岡県 八女市 上郷地域交流センター講堂 玄関 1台
福岡県 八女市 椋⾕（ムクダニ）地域交流センター 玄関 1台
福岡県 八女市 星野総合体育館 事務所窓口 1台
福岡県 八女市 ⻄中学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 見崎中学校屋内運動場 ミーティングルーム 1台
福岡県 八女市 忠見小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 上妻小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 八女市総合体育館 事務所窓口 2台
福岡県 八女市 南中学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 福島中学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 福島小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 旧矢部小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 八女市矢部公⺠館 ロビー 1台
福岡県 八女市 八女市矢部高齢者⽣活福祉センターゆいのもり ロビー 1台
福岡県 八女市 八女市⽴花市⺠センター ロビー 1台
福岡県 八女市 八女市上辺春体育館（旧上辺春小学校） 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 八女市辺春コミュニティセンター 玄関 1台
福岡県 八女市 八女市⽴花体育館 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 総合福祉センターかがやき 事務室・管理室 1台
福岡県 八女市 八女市⽩木コミュニティセンター 玄関 1台
福岡県 八女市 筑南中学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 八女市 八女市北山コミュニティセンター 玄関 1台
福岡県 八女市 筑南小学校屋内運動場 体育館 1台
福岡県 飯塚市 ⼆瀬交流センター ホール 1台
福岡県 飯塚市 飯塚東交流センター ホール 1台
福岡県 飯塚市 菰田交流センター 玄関ホール 1台
福岡県 飯塚市 幸袋交流センター 玄関ホール 1台
福岡県 飯塚市 穂波福祉総合センター 事務室・管理室 2台
福岡県 飯塚市 頴田交流センター 事務室・管理室 2台
福岡県 飯塚市 穂波交流センター ホール 2台
福岡県 飯塚市 ⽴岩交流センター 玄関ホール 2台
福岡県 飯塚市 鎮⻄交流センター 事務室 1台
福岡県 飯塚市 忠隈住⺠センター 玄関ホール 1台
福岡県 飯塚市 筑穂交流センター 玄関ホール 2台
福岡県 飯塚市 中央公⺠館（コミュニティセンター） 玄関ホール 3台
福岡県 飯塚市 片島小学校 体育館 1台
福岡県 飯塚市 飯塚交流センター ホール 1台
福岡県 飯塚市 庄内交流センター ホール 2台
福岡県 飯塚市 庄内交流センター ホール 2台
福岡県 飯塚市 鯰田交流センター 玄関ホール 1台
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福岡県 福岡市城南区 七隈小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 七隈公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 金山小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 城南小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 ⻑尾公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 ⻑尾小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 鳥飼小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 堤丘小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 堤丘公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 田島小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 田島公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 南片江公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 南片江小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 堤小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 堤公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 別府公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 別府小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 片江小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市城南区 片江公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 金山公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市城南区 百道小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 愛宕公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 愛宕小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 愛宕浜公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 愛宕浜小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 玄洋公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 下山門公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 下山門小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 壱岐東小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 壱岐東公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 壱岐南小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 壱岐南公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 玄洋小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 今宿公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 今宿小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 今津公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 今津小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 周船寺小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 壱岐小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 壱岐公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 ⻄都公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 ⻄都小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 内浜公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 城原公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 城原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 ⻄陵公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 ⻄陵小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 ⽯丸公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 ⽯丸小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 元岡小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 元岡公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 北崎公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 金武小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 金武公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 玄界小学校・中学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 北崎小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 小呂小学校・中学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 小呂公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 周船寺公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 能古小学校・中学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 能古公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 福重小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 福重公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 姪浜公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
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福岡県 福岡市⻄区 姪浜小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 姪北小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市⻄区 姪北公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市⻄区 内浜小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 賀茂小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 賀茂公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 内野公⺠館曲渕分館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 原公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 ⼤原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 ⼤原公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 原⻄公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 原⻄小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 飯原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 飯原公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 高取公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 四箇田公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 四箇田小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 有田公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 室見公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 室見小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 有住公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 小田部小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 小田部公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 高取小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 ⻄新公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 ⻄新小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 早良小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 早良公⺠館 事務室 1台
福岡県 福岡市早良区 曲渕小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 脇山公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 脇山小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 田隈小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 田村公⺠館・老人いこいの家 公⺠館 1台
福岡県 福岡市早良区 市⽴田村小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 入部公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 入部小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 内野公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 内野小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 原北公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 原北小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 飯倉中央公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 飯倉中央小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 飯倉公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 飯倉小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 百道公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 百道浜公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 百道浜小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 田隈公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 野芥小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 野芥公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市早良区 有住小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 有田小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市早良区 簀子公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 警固小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 警固公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 南当仁公⺠館 事務所付近 1台
福岡県 福岡市中央区 笹丘公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 笹丘小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 春吉公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 春吉小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 ⾚坂公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 ⾚坂小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 草ヶ江小学校体育館 体育館 2台
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福岡県 福岡市中央区 高宮公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 ⼤名公⺠館 玄関入口 1台
福岡県 福岡市中央区 南当仁小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 当仁公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 当仁小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 高宮小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 舞鶴公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 舞鶴小学校・中学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 福浜小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 福浜公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 平尾小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 平尾公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 小笹小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市中央区 小笹公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市中央区 草ヶ江公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 城南公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 鳥飼公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 和⽩小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 香椎下原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 香椎下原公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 筥松小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 筥松会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 香住丘公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 香住丘小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 香椎公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 香椎小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区  照葉小学校 ・中学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 照葉公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 照葉北公⺠館・老人いこいの家 公⺠館 1台
福岡県 福岡市東区 照葉北小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 香椎東公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 香椎東小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区  福岡市⽴千早⻄小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 香陵公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区  福岡市⽴香椎浜小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 香椎浜公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 香陵小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 和⽩東公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 和⽩東小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 三苫公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 三苫小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 若宮小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 若宮公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 志賀公⺠館勝馬分館（勝馬公⺠館） 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 松島会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 松島小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 松島公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 城浜小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 城浜公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 舞松原公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 ⻄⼾崎公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 ⻄⼾崎小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 ⻘葉公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区  福岡市⽴⻘葉小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区  福岡市⽴千早小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 千早⻄公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 千早公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 多々良小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 多々良公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 志賀島小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 志賀公⺠館・老人いこいの家 公⺠館 1台
福岡県 福岡市東区 奈多公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 奈多小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 馬出小学校体育館 体育館 2台
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福岡県 福岡市東区 馬出公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 馬出会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 箱崎公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 箱崎会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 箱崎小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 東箱崎小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 東箱崎公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 東箱崎会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 八田小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 八田公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 美和台公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 美和台小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 舞松原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 名島公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区  福岡市⽴名島小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市東区 和⽩公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市東区 筥松公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 宮竹小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 宮竹公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 塩原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 塩原公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 曰佐小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 横⼿小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 横⼿公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 東花畑小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 東花畑公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 花畑小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 花畑公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 ⻄花畑公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 玉川公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 玉川小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 高木小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 高木公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 三宅小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 三宅公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 ⼤池公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 若久公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 若久小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 東若久小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 東若久公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 ⻄⻑住公⺠館・老人いこいの家 公⺠館 1台
福岡県 福岡市南区 ⻄⻑住小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 ⻑住公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 ⼤池小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 ⼤楠公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 ⼤楠小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 筑紫丘公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 ⻑丘公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 ⻑丘小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 ⻑住小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 鶴田小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 鶴田公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 曰佐公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 筑紫丘小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 柏原公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 柏原小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 ⻄花畑小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 ⻄高宮小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 ⻄高宮公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 野多目小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 野多目公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 弥永⻄小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市南区 弥永⻄公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 弥永小学校体育館 体育館 2台
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福岡県 福岡市南区 弥永公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 老司公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市南区 老司小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 東月隈会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 ⼤浜公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 吉塚公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 吉塚小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 吉塚会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 東吉塚公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 東吉塚小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 東吉塚会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 席田公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 席田小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 月隈公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 月隈小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 月隈会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 那珂南小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 那珂南公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 那珂南会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 三筑小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 三筑公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 住吉公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 弥⽣会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 三筑会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 御供所公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 冷泉公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 千代公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 東月隈小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 東月隈公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 東光会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 千代小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 那珂会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 東光小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 東光公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 席田会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 博多小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 奈良屋公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 那珂小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 那珂公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 弥⽣小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 弥⽣公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 東住吉公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 堅粕小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 堅粕公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 東住吉小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 春住公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 春住小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 板付会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 板付公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 板付小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 板付北会館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 板付北公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 板付北小学校体育館 体育館 2台
福岡県 福岡市博多区 美野島公⺠館・老人いこいの家 玄関ホール 1台
福岡県 福岡市博多区 住吉小中学校体育館 体育館 2台
福岡県 豊前市 合河公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 ⿊土公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 三毛門公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 山田公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 宇島公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 千束公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 岩屋活性化センター 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 ⼤村公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 角田公⺠館 玄関ホール 1台
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福岡県 豊前市 八屋公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 中央公⺠館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 豊前市市⺠会館 玄関ホール 1台
福岡県 豊前市 横武コミュニティセンター 玄関ホール 1台
福岡県 北九州市⼾畑区 牧山小学校 玄関左 1台
福岡県 北九州市若松区 北九州学術研究都市 ⽣協横 2台
福岡県 北九州市若松区 若松体育館 ホール 2台
福岡県 北九州市若松区 藤木小学校 事務室前 1台
福岡県 北九州市若松区 修多羅小学校 玄関ホール 1台
福岡県 北九州市若松区 ボートレース若松 景品交換所横 2台
福岡県 北九州市若松区 ⼆島小学校 玄関ホール 1台
福岡県 北九州市小倉南区 沼小学校 玄関左 1台
福岡県 北九州市小倉南区 沼中学校 職員室前廊下 1台
福岡県 北九州市小倉南区 南曽根中学校 職員室 1台
福岡県 北九州市小倉南区 広徳小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉南区 吉田小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉南区 曽根東小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉南区 曽根中学校 職員室 1台
福岡県 北九州市小倉南区 ⻑行小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉南区 徳力小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉南区 小倉南体育館 ホール右 2台
福岡県 北九州市小倉南区 城野小学校 職員室 1台
福岡県 北九州市小倉南区 公⽴⼤学法人北九州市⽴⼤学 新館1F公衆横 2台
福岡県 北九州市小倉南区 北方小学校 保険室前 1台
福岡県 北九州市小倉北区 小倉北特別支援学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉北区 霧丘中学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉北区 北九州メディアドーム アリーナ北側公衆跡 4台
福岡県 北九州市小倉北区 小倉北体育館 ホール 2台
福岡県 北九州市小倉北区 南小倉小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉北区 日明小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市小倉北区 貴船小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市八幡⻄区 香月中学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市八幡⻄区 折尾スポーツセンター 受付ホール横 2台
福岡県 北九州市八幡⻄区 木屋瀬中学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市八幡⻄区 八児小学校 玄関 1台
福岡県 北九州市八幡⻄区 的場池体育館 ホール左端 2台
福岡県 北九州市八幡⻄区 ⿊崎中央小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市八幡東区 高見中学校 事務室前 1台
福岡県 北九州市八幡東区 枝光台中学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市八幡東区 祝町小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市八幡東区 八幡東体育館 ホール 2台
福岡県 北九州市八幡東区 総合体育館 ロビー 3台
福岡県 北九州市八幡東区 皿倉小学校 玄関ホール 1台
福岡県 北九州市八幡東区 学校法人 九州国際⼤学 平野会館2F体育館入口右 2台
福岡県 北九州市門司区 松ヶ江南小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市門司区 門司体育館 ホール 2台
福岡県 北九州市門司区 松ヶ江中学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市門司区 柄杓田小学校 職員室前 1台
福岡県 北九州市門司区 門司中央小学校 職員室 1台
福岡県 北九州市門司区 ⽩野江小学校 職員室前 1台
福岡県 柳川市 柳川農村環境改善センター ロビー 1台
福岡県 柳川市 就業改善センター ホール 1台
福岡県 柳川市 藤吉コミュニティセンター フロント 1台
福岡県 柳川市 垂見コミュニティセンター フロント 1台
福岡県 柳川市 柳川市三橋⽣涯学習センター ホール 1台
福岡県 柳川市 中山コミュニティセンター ホール 1台
福岡県 柳川市 ⼆ツ河コミュニティセンター フロント 1台
福岡県 柳川市 矢ケ部コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
福岡県 柳川市 柳川市⺠文化会館 事務室・管理室 1台
福岡県 柳川市 柳河ふれあいセンター ホール 1台
福岡県 柳川市 皿垣コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
福岡県 柳川市 柳川市⼤和⽣涯学習センター フロント 1台
福岡県 柳川市 有明コミュニティセンター フロント 1台
福岡県 柳川市 ⼤和漁村センター（中島コミュニティセンター） フロント 1台
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福岡県 柳川市 豊原コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
福岡県 柳川市 ⼤和コミュニティセンター フロント 1台
福岡県 柳川市 六合コミュニティセンター フロント 1台
福岡県 柳川市 城内コミュニティ防災センター ホール 1台
福岡県 柳川市 蒲池農村環境改善センター ロビー 1台
福岡県 柳川市 矢留うぶすな館 ホール 1台
福岡県 柳川市 有明まほろばセンター ホール 1台
佐賀県 伊万里市 ⿊川コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 ⻘嶺中学校  校舎１Ｆ踊場 2台
佐賀県 伊万里市 山代コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 山代中学校  校舎１Ｆ正面玄関 2台
佐賀県 伊万里市 山代⻄小学校 体育館 1台
佐賀県 伊万里市 松浦コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 東陵中学校 体育館指導室 2台
佐賀県 伊万里市 伊万里コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 ⼤川小学校 体育館 1台
佐賀県 伊万里市 ⼤川町コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 ⼤川内小学校 体育館 1台
佐賀県 伊万里市 ⼤川内コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 ⼤坪コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 滝野小学校 校舎玄関 1台
佐賀県 伊万里市 国見中学校 体育館 2台
佐賀県 伊万里市 東山代コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 南波多コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 南波多郷学館 体育館指導室 2台
佐賀県 伊万里市 ⼆里小学校 体育館 1台
佐賀県 伊万里市 ⼆里コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 波多津町コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 波多津小学校 購買部 1台
佐賀県 伊万里市 啓成中学校 体育館 2台
佐賀県 伊万里市 牧島コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 ⽴花コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 伊万里市 伊万里中学校 体育館 2台
佐賀県 嬉野市 久間小学校 ホール 1台
佐賀県 嬉野市 佐賀県⽴うれしの特別支援学校 体育館 1台
佐賀県 嬉野市 嬉野市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ(楠風館) 玄関ホール 1台
佐賀県 嬉野市 五町田小学校 体育館 1台
佐賀県 嬉野市 済荘園特別養護老人ホーム清涼館 ホール 2台
佐賀県 嬉野市 嬉野市中央体育館  研修室前カウンター 3台
佐賀県 嬉野市 嬉野中学校 体育館 2台
佐賀県 嬉野市 道の駅うれしのまるく １Fカウンタ 2台
佐賀県 嬉野市 佐賀県⽴嬉野高等学校（嬉野校舎） 体育館 2台
佐賀県 嬉野市 嬉野市老人福祉センター 1Fロビー 3台
佐賀県 嬉野市 轟小学校 体育館玄関 1台
佐賀県 嬉野市 ⼤野原小・中学校 体育館 1台
佐賀県 嬉野市 吉田小学校 体育館 2台
佐賀県 嬉野市 吉田公⺠館 ホール 1台
佐賀県 嬉野市 吉田中学校 体育館玄関 1台
佐賀県 嬉野市 ⼤草野小学校 体育館 1台
佐賀県 嬉野市 不動ふれあい体育館 体育館 1台
佐賀県 杵島郡江北町 江北町幼児教育センター 東玄関 1台
佐賀県 杵島郡江北町 江北町こどもセンター「うるる」 事務室 1台
佐賀県 杵島郡江北町 ふれあい交流センター「ネイブル」 事務室前カウンター 3台
佐賀県 杵島郡江北町 江北町保健センター ホール 1台
佐賀県 杵島郡江北町 江北町公⺠館 ３Ｆ⼤ホール 1台
佐賀県 杵島郡江北町 老人福祉センター別館 ホール 1台
佐賀県 杵島郡江北町 江北町Ｂ＆Ｇ体育館 事務所前カウンター 2台
佐賀県 杵島郡⼤町町 ⼤町町総合福祉保健センター（美郷） ホール 1台
佐賀県 杵島郡⼤町町 ⼤町ひじり学園中学部体育館 体育館 2台
佐賀県 杵島郡⼤町町 ⼤町ひりじ学園小学部体育館 体育館（ミーティングルーム） 1台
佐賀県 杵島郡⼤町町 ⼤町町スポーツセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 杵島郡⼤町町 ⼤町町公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 ⽩⽯中学校 体育館 2台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 ⽩⽯社会体育館 事務室 2台
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佐賀県 杵島郡⽩⽯町 有明スカイパークふれあい郷 ホール 2台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 県⽴⽩⽯高等学校 体育館 1台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 有明公⺠館 ホール 1台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 有明中学校 体育館 3台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 三近堂コミュニティーセンター 玄関 1台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 ⽩⽯町健康センター ホール 1台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 ⽩⽯町総合センター ホール 1台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 県⽴佐賀農業高等学校 体育館 1台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 福富中学校 体育館 2台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 福富社会体育館 ホール 2台
佐賀県 杵島郡⽩⽯町 福富ゆうあい館 ホール 1台
佐賀県 佐賀市 嘉瀬小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 嘉瀬公⺠館 玄関ホール 2台
佐賀県 佐賀市 久保泉小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 久保泉公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 小中一貫校思⻫館(中学校)  体育館２Ｆ指導員室 2台
佐賀県 佐賀市 久保田農村高齢者交流施設 事務所 1台
佐賀県 佐賀市 久保田老人福祉センター  事務所前カウンター 1台
佐賀県 佐賀市 久保田保健センター 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 佐賀市久保田支所 １Fフロア 3台
佐賀県 佐賀市 巨勢小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 巨勢公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 金⽴公⺠館 ホール 2台
佐賀県 佐賀市 高木瀬公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 高木瀬小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 循誘小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 三瀬公⺠館 ホール 3台
佐賀県 佐賀市 三瀬保健センター ホール 1台
佐賀県 佐賀市 若楠小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 若楠公⺠館 ホール 3台
佐賀県 佐賀市 諸富文化体育館  1Fホール電話コーナー 3台
佐賀県 佐賀市 諸富南小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 諸富町公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 諸富北小学校 体育館 3台
佐賀県 佐賀市 諸富中学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 神野公⺠館 ホール 3台
佐賀県 佐賀市 神野小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 勧興公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 勧興小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 ⻄与賀公⺠館 玄関ホール 2台
佐賀県 佐賀市 ⻄与賀小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 川副児童館 玄関ロビー 1台
佐賀県 佐賀市 川副保健センター 玄関ロビー 1台
佐賀県 佐賀市 南川副小学校 体育館２Ｆ 2台
佐賀県 佐賀市 スポーツパーク川副体育センター 事務室 2台
佐賀県 佐賀市 スポーツパーク川副武道館  事務室カウンター 3台
佐賀県 佐賀市 ⻄川副小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 南川副公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 ⻄川副公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 中川副公⺠館 玄関ホール 2台
佐賀県 佐賀市 ⼤詫間公⺠館 玄関ホール 2台
佐賀県 佐賀市 ⼤詫間小学校 体育館 1台
佐賀県 佐賀市 中川副小学校 体育館 1台
佐賀県 佐賀市 春日北公⺠館 玄関事務室前 1台
佐賀県 佐賀市 松梅公⺠館 玄関ロビー 1台
佐賀県 佐賀市 春日北小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 小中一貫校松梅校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 ⼤和勤労者体育センター 休憩コーナー 3台
佐賀県 佐賀市 川上小学校 体育館 3台
佐賀県 佐賀市 春日公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 ⾚松小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 ⾚松公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 日新公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 循誘公⺠館 玄関ホール 2台
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佐賀県 佐賀市 東与賀中学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 東与賀文化ホール  １Ｆホール電話コーナー 1台
佐賀県 佐賀市 東与賀保健福祉センター 2階会議室前廊下 3台
佐賀県 佐賀市 東与賀農村環境改善センター  玄関ホールカウンター下 1台
佐賀県 佐賀市 東与賀小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 鍋島公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 鍋島小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 開成小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 開成公⺠館 玄関ホール 2台
佐賀県 佐賀市 新栄公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 富士公⺠館 ホール 3台
佐賀県 佐賀市 小中一貫校富士校小学部 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 北山東部小学校 体育館 1台
佐賀県 佐賀市 富士北部コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 佐賀市 富士南部コミュニティセンター 玄関ホール 1台
佐賀県 佐賀市 小中一貫校北山校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 兵庫公⺠館 ホール 3台
佐賀県 佐賀市 兵庫小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 本庄小学校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 本庄公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 北川副小学校 体育館 1台
佐賀県 佐賀市 北川副公⺠館 玄関ホール 3台
佐賀県 佐賀市 小中一貫校芙蓉校 体育館 2台
佐賀県 佐賀市 蓮池公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 三養基郡みやき町 中原庁舎 ホール 1台
佐賀県 三養基郡みやき町 三根庁舎 ホール 1台
佐賀県 三養基郡みやき町 みやき町コミュニティーセンター ホール 1台
佐賀県 三養基郡みやき町 みやき町庁舎防災センター ホール 1台
佐賀県 三養基郡基山町 若基小学校 体育館 2F踊場 1台
佐賀県 三養基郡基山町 多世代交流センター憩の家 玄関ホール 1台
佐賀県 三養基郡基山町 基山小学校 体育館２Ｆフロアー 1台
佐賀県 三養基郡基山町 基山町総合体育館 事務所受付ホール 1台
佐賀県 三養基郡基山町 基山町⺠会館 事務所受付ホール 1台
佐賀県 三養基郡基山町 基山町役場保健センター 事務所受付ホール 1台
佐賀県 三養基郡上峰町 江迎多目的研修集会施設 休憩室 1台
佐賀県 三養基郡上峰町 上峰町老人福祉センターおたっしゃ館 事務所受付ホール 1台
佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田地区学習等共用施設 玄関フロアー 1台
佐賀県 三養基郡上峰町 農村婦人の家 事務室 1台
佐賀県 三養基郡上峰町 上峰中学校 体育館2階教官室 1台
佐賀県 三養基郡上峰町 上峰町体育センター 用具室 2台
佐賀県 三養基郡上峰町 上峰町⺠センター 受付事務室 2台
佐賀県 三養基郡上峰町 上峰町⽴上峰小学校体育館 体育館2F 休憩室 2台
佐賀県 ⿅島市 林業センター 玄関ホール 1台
佐賀県 ⿅島市 林業体育館 玄関ロビー 1台
佐賀県 ⿅島市 北⿅島体育館 玄関ロビー 2台
佐賀県 ⿅島市 七浦海浜スポーツ公園体育館 玄関ロビー 1台
佐賀県 ⿅島市 漁村センター ホール 1台
佐賀県 ⿅島市 市⺠交流プラザ 3F事務室 3台
佐賀県 ⿅島市 市⺠体育館 事務所受付 2台
佐賀県 ⿅島市 市⺠武道館 事務所受付 1台
佐賀県 ⿅島市 のごみふれあい楽習館 玄関ホール 1台
佐賀県 ⿅島市 能古見小学校 体育館 体育館 1台
佐賀県 ⿅島市 北⿅島公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 ⿅島市 ⽣涯学習センター 玄関ホール 1台
佐賀県 ⿅島市 浜小学校 体育館 体育館 1台
佐賀県 ⿅島市 臥⻯ヶ岡体育館 事務所受付ホール 1台
佐賀県 小城市 芦刈観瀾校 体育館玄関ホール 3台
佐賀県 小城市 芦刈保健福祉センター 玄関ホール 3台
佐賀県 小城市 芦刈文化体育館 玄関ホール 3台
佐賀県 小城市 芦刈地域交流センター 交流ホール 3台
佐賀県 小城市 牛津公⺠館 ロビー 1台
佐賀県 小城市 牛津体育センター 玄関ホール 2台
佐賀県 小城市 牛津小学校 校舎職員用玄関 1台
佐賀県 小城市 牛津中学校 体育館ロビー 2台
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佐賀県 小城市 牛津公⺠館別館 玄関ホール 1台
佐賀県 小城市 砥川小学校 体育館 3台
佐賀県 小城市 三日月中学校 体育館ロビー 2台
佐賀県 小城市 三日月小学校 体育館 2台
佐賀県 小城市 小城市⽣涯学習センター 玄関ホール 3台
佐賀県 小城市 三日月体育館 玄関ホール 3台
佐賀県 小城市 三日月保健福祉センター 玄関ホール 3台
佐賀県 小城市 桜岡小学校 体育館 1台
佐賀県 小城市  まちなか市⺠交流プラザ（ゆめぷらっと小城） 1F事務室前 2台
佐賀県 小城市 岩松小学校 体育館 1台
佐賀県 小城市 三里小学校 体育館 3台
佐賀県 小城市 小城中学校 体育館ロビー 2台
佐賀県 小城市 晴田小学校 体育館 1台
佐賀県 小城市 小城保健福祉センター ホール 3台
佐賀県 小城市 小城体育センター 玄関ホール 2台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 三田川武道館 玄関ホール 1台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 三田川中学校 体育館 3台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 中央公⺠館 1Fホール 1台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 三田川児童館 事務室 1台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 三田川小学校体育館 体育館 2台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター 玄関ホール 1台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 東脊振農村環境改善センター ホール 1台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 東脊振中学校 体育館 3台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 さざんか武道館 電話コーナー 1台
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 吉野ヶ里町三田川健康福祉センター 玄関ホール 1台
佐賀県 神埼市 ⻄郷小学校 体育館 1台
佐賀県 神埼市 仁比山小学校 体育館 1台
佐賀県 神埼市 神埼市中央公⺠館 ホール 1台
佐賀県 神埼市 神埼中央公園体育館 事務室 2台
佐賀県 神埼市 神埼市B&G海洋センター 事務室前カウンター 1台
佐賀県 神埼市 倉⾕避難所 集会所 1台
佐賀県 神埼市 神埼市脊振交流センター ２F和室 1台
佐賀県 神埼市 脊振小学校 体育館 1台
佐賀県 神埼市 脊振中学校（武道館） 体育館事務室 1台
佐賀県 神埼市 脊振勤労者体育館 電話コーナー 1台
佐賀県 神埼市 鳥羽院山荘 玄関ホール 1台
佐賀県 神埼市  久保山消防詰所 玄関 1台
佐賀県 神埼市 千代田中部小学校 体育館 1台
佐賀県 神埼市 次郎体育館 事務室 2台
佐賀県 神埼市 千代田町保健センター 玄関ホール 1台
佐賀県 神埼市 千代田東部小学校 体育館 1台
佐賀県 神埼市 千代田⻄部小学校 体育館 1台
佐賀県 ⻄松浦郡有田町 境野公⺠館 玄関 1台
佐賀県 ⻄松浦郡有田町 福祉保健センター ホール 2台
佐賀県 ⻄松浦郡有田町 ⽣涯学習センター ホール 2台
佐賀県 多久市 ⻄多久町社会体育館 放送室 1台
佐賀県 多久市 多久市⽴東原庠舎⻄渓校⻄体育館 体育館 2台
佐賀県 多久市 納所社会体育館 放送室 1台
佐賀県 多久市 納所交流センター 玄関ホール 1台
佐賀県 多久市 ⼤字納所会館 玄関ホール 1台
佐賀県 多久市 東部校体育館 玄関ホール 1台
佐賀県 多久市 多久市⽴東原庠舎中央校前期体育館 体育館 2台
佐賀県 多久市 南多久社会体育館 玄関電話コーナー 2台
佐賀県 多久市 緑ヶ丘社会体育館 管理室 2台
佐賀県 多久市 多久市⽴体育センター 体育館事務室 2台
佐賀県 多久市 多久市児童センター ロビー 2台
佐賀県 多久市 北多久社会体育館 ミーティング室 1台
佐賀県 鳥栖市 若葉まちづくり推進センター 玄関ホール 1台
佐賀県 鳥栖市 旭まちづくり推進センター 玄関ホール 1台
佐賀県 鳥栖市 鳥栖小学校 体育館 1台
佐賀県 鳥栖市 基里中学校 体育館控室 2台
佐賀県 鳥栖市 基里まちづくり推進センター分館 玄関 1台
佐賀県 鳥栖市 若葉小学校 体育館 1台
佐賀県 鳥栖市 鳥栖北まちづくり推進センター 玄関ホール 1台
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佐賀県 鳥栖市 鳥栖まちづくり推進センター 玄関ホール 1台
佐賀県 鳥栖市 麓まちづくり推進センター 玄関ホール 1台
佐賀県 鳥栖市 麓小学校 体育館 1台
佐賀県 鳥栖市 市⺠体育館 受付横 3台
佐賀県 鳥栖市 鳥栖まちづくり推進センター分館 玄関 1台
佐賀県 鳥栖市 鳥栖市⺠体育センター 電話コーナー 1台
佐賀県 鳥栖市 基里まちづくり推進センター 玄関ホール 1台
佐賀県 鳥栖市 基里小学校 体育館 1台
佐賀県 鳥栖市 鳥栖⻄中学校 体育館 2台
佐賀県 鳥栖市 旭小学校 体育館 1台
佐賀県 鳥栖市 田代中学校 体育館 2台
佐賀県 鳥栖市 田代小学校 体育館 2台
佐賀県 鳥栖市 田代まちづくり推進センター 玄関ホール 1台
佐賀県 鳥栖市 田代まちづくり推進センター分館 玄関 1台
佐賀県 鳥栖市 鳥栖中学校 体育館 2台
佐賀県 鳥栖市 鳥栖北小学校 体育館控室 2台
佐賀県 鳥栖市 中央老人福祉センター 2階事務室前 1台
佐賀県 鳥栖市 サンメッセ鳥栖  1Fホール電話コーナー 1台
佐賀県 鳥栖市 弥⽣が丘まちづくり推進センター 玄関ホール 1台
佐賀県 鳥栖市 弥⽣が丘小学校 体育館 1台
佐賀県 唐津市 久里公⺠館 事務所前カウンター 1台
佐賀県 唐津市 古代の森会館 1F受付横 2台
佐賀県 唐津市 厳木市⺠センター 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 旧加部島小学校 旧教室（１０８号室） 1台
佐賀県 唐津市 呼子支所 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 小川小学校・中学校 体育館 1台
佐賀県 唐津市 高島公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 佐志公⺠館 受付カウンター 1台
佐賀県 唐津市 ⻤塚中学校 体育館 1台
佐賀県 唐津市 ⻤塚公⺠館 受付カウンター 1台
佐賀県 唐津市 七山市⺠センター 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 神集島公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 ⻑松公⺠館 受付カウンター 2台
佐賀県 唐津市 唐津市役所 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 唐津工業高等学校 購買部 2台
佐賀県 唐津市 相知支所 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 ⼤良公⺠館 受付カウンター 1台
佐賀県 唐津市 竹木場公⺠館 受付カウンター 1台
佐賀県 唐津市 第一中学校 体育館 2台
佐賀県 唐津市 加唐小中学校 体育館 1台
佐賀県 唐津市 加唐小学校松島分校 玄関左側教室 1台
佐賀県 唐津市 馬渡小中学校 体育館 1台
佐賀県 唐津市 鎮⻄支所 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 東唐津公⺠館 事務室 1台
佐賀県 唐津市 高齢者ふれあい会館(りふれ) 1F公衆電話コーナー 2台
佐賀県 唐津市 入野小学校向島分校 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 肥前支所 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 浜玉支所 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 唐津市ひれふりランド  1Fロビー公衆電話コーナー 3台
佐賀県 唐津市 ⼤成公⺠館 受付カウンター 1台
佐賀県 唐津市 北波多市⺠センター 玄関ホール 1台
佐賀県 唐津市 湊公⺠館 受付カウンター 1台
佐賀県 唐津市 都市コミュニティセンター 玄関ホール端子（BOX内） 3台
佐賀県 唐津市 唐津市文化体育館  1Fロビー公衆電話コーナー 3台
佐賀県 唐津市 成和公⺠館 受付カウンター 1台
佐賀県 東松浦郡玄海町 玄海町町⺠会館 玄関ホール 1台
佐賀県 藤津郡太良町 太良町自然休養村管理センター ホール 1台
佐賀県 藤津郡太良町 多良中学校体育館 体育館防災倉庫 2台
佐賀県 藤津郡太良町 ⼤浦公⺠館 ホール 1台
佐賀県 藤津郡太良町 町⺠体育センター ホール 1台
佐賀県 藤津郡太良町 ⼤浦中体育館 体育館 2台
佐賀県 武雄市 橘公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 武雄市 橘小学校 体育館玄関 電話コーナー 2台
佐賀県 武雄市 山内公⺠館（山内支所庁舎） 玄関ロビー 1台
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佐賀県 武雄市 山内中学校 玄関ホール 2台
佐賀県 武雄市 山内⻄小学校 体育館（倉庫） 2台
佐賀県 武雄市 山内農村環境改善センター ホール 1台
佐賀県 武雄市 山内東小学校 体育館 2台
佐賀県 武雄市 若木公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 武雄市 若木小学校 体育館玄関 2台
佐賀県 武雄市 ⻄川登公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 武雄市 ⻄川登小学校 体育館玄関 2台
佐賀県 武雄市 朝日公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 武雄市 朝日小学校 体育館玄関 2台
佐賀県 武雄市 東川登小学校 体育館 2台
佐賀県 武雄市 東川登公⺠館 玄関ホール 1台
佐賀県 武雄市 川登中学校 体育館 2台
佐賀県 武雄市 武内公⺠館 ホール 1台
佐賀県 武雄市 武内小学校 体育館玄関 2台
佐賀県 武雄市 武雄中学校 体育館 3台
佐賀県 武雄市 武雄小学校 体育館 2台
佐賀県 武雄市 御船が丘小学校 体育館 2台
佐賀県 武雄市 武雄市文化会館 ホール 1台
佐賀県 武雄市 北方小学校 体育館 2台
佐賀県 武雄市 北方中学校 玄関ホール 3台
佐賀県 武雄市 北方公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 壱岐市 芦辺地区公⺠館 ホール 2台
⻑崎県 壱岐市 壱岐島開発総合センター ホール 3台
⻑崎県 壱岐市 芦辺町クオリティライフセンターつばさ 玄関ホール 3台
⻑崎県 壱岐市 初山小学校 体育館 2台
⻑崎県 壱岐市 ⼤⾕公園体育館 玄関ホール 2台
⻑崎県 壱岐市 渡良小学校 体育館 2台
⻑崎県 壱岐市 渡良地区公⺠館 玄関付近 2台
⻑崎県 壱岐市 壱岐の島ホール 事務室・管理室 3台
⻑崎県 壱岐市 勝本Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 フロント 2台
⻑崎県 壱岐市 壱岐⻄部開発総合センター ホール 2台
⻑崎県 壱岐市 かざはや ホール 3台
⻑崎県 壱岐市 湯本地区公⺠館 ホール 2台
⻑崎県 壱岐市 ⽯田スポーツセンター 玄関付近 2台
⻑崎県 壱岐市 ⽯田農村環境改善センター 玄関ホール 3台
⻑崎県 壱岐市 筒城地区公⺠館 ホール 2台
⻑崎県 雲仙市 愛野中学校 玄関 2台
⻑崎県 雲仙市 愛野農業者トレーニングセンター 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 愛野町保健福祉センター 事務室前廊下 2台
⻑崎県 雲仙市 愛野武道館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 愛野小学校 体育館倉庫 2台
⻑崎県 雲仙市 愛野農業者研修センター 事務所受付下 1台
⻑崎県 雲仙市 ⼤塚小学校 体育館玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 ふるさと会館 ロビー 5台
⻑崎県 雲仙市 鶴田小学校 体育館玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 川床小学校 体育館玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 吾妻体育館 事務室 8台
⻑崎県 雲仙市 吾妻中学校 体育館玄関 2台
⻑崎県 雲仙市 遊学の館くにみ ロビー 2台
⻑崎県 雲仙市 神代小学校 体育館倉庫 1台
⻑崎県 雲仙市 国見武道館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 神代地区多目的研修集会施設 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 県⽴国見高校体育館 玄関 2台
⻑崎県 雲仙市 多比良地区馬場集落センター 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 多比良小学校 倉庫 1台
⻑崎県 雲仙市 土⿊小学校 倉庫 1台
⻑崎県 雲仙市 国見中学校 卓球室 2台
⻑崎県 雲仙市 国見体育館 玄関 2台
⻑崎県 雲仙市 八⽃木小学校 体育館倉庫 1台
⻑崎県 雲仙市 国見総合福祉センター 懇談スペース 1台
⻑崎県 雲仙市 国見町文化会館（まほろば） １Fフロア販売機横 4台
⻑崎県 雲仙市 小浜体育館 倉庫 2台
⻑崎県 雲仙市 やまびこ会館 事務室受付台 1台
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⻑崎県 雲仙市 雲仙メモリアルホール ホール奥会議室 3台
⻑崎県 雲仙市 雲仙小学校 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 金浜公⺠館 演台横 1台
⻑崎県 雲仙市 北串住⺠センター 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 北串小学校 体育館玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 小浜中学校 玄関 2台
⻑崎県 雲仙市 南本町公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 小山田公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 飛子公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 富津漁⺠集会所 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 富津小学校 ２Fキャットヲーク 1台
⻑崎県 雲仙市 木津漁⺠集会所 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 旧木津保育園 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 小浜老人福祉センター ロビー 1台
⻑崎県 雲仙市 小浜小学校 体育館入口 1台
⻑崎県 雲仙市 小浜町文化館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 小浜公会堂 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 木指小学校 体育館玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 木指公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 山領公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 県⽴小浜高等学校 倉庫 2台
⻑崎県 雲仙市 北野公⺠館 談話室 1台
⻑崎県 雲仙市 ⼤正小学校 体育館倉庫 1台
⻑崎県 雲仙市 ⻄郷小学校 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 瑞穂体育館 玄関 2台
⻑崎県 雲仙市 瑞穂中学校 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 瑞穂農業者健康管理施設 倉庫 2台
⻑崎県 雲仙市 瑞穂町公⺠館 事務室 2台
⻑崎県 雲仙市 ふれあい会館 事務室前 1台
⻑崎県 雲仙市 ヘルシー会館 ロビー 2台
⻑崎県 雲仙市 岩⼾小学校 体育館玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 千々⽯中学校 体育館倉庫 1台
⻑崎県 雲仙市 千々⽯第⼆小学校 倉庫 1台
⻑崎県 雲仙市 下岳公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 木場ふれあいセンター 事務所受付下 1台
⻑崎県 雲仙市 下峰多目的集会所・下峰児童館 倉庫前 1台
⻑崎県 雲仙市 千々⽯第一小学校 体育館倉庫 1台
⻑崎県 雲仙市 千々⽯町公⺠館 事務室 2台
⻑崎県 雲仙市 千々⽯保健センター 事務室前廊下 1台
⻑崎県 雲仙市 千々⽯老人福祉センター橘荘 玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 ハマユリックスホール １階廊下 5台
⻑崎県 雲仙市 南串山保健福祉センター 事務室 3台
⻑崎県 雲仙市 南串第一小学校 体育館玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 南串山総合支所別館 ２階廊下 1台
⻑崎県 雲仙市 南串第⼆小学校 体育館玄関 1台
⻑崎県 雲仙市 南串山コミュニティセンター 談話室 1台
⻑崎県 雲仙市 南串中学校 体育館玄関 2台
⻑崎県 五島市 奥浦小学校 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 崎山中学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 岐宿小中学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 玉之浦小中学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 福江小学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 岐宿町公⺠館岐宿分館 入口 1台
⻑崎県 五島市 山内地区公⺠館 廊下 1台
⻑崎県 五島市 五島海陽高等学校体育館 体育館ステージ 1台
⻑崎県 五島市 三井楽町公⺠館 事務所 1台
⻑崎県 五島市 多目的研修集会施設 管理人室 1台
⻑崎県 五島市 中央公園市⺠体育館 事務所内操作盤 1台
⻑崎県 五島市 ⼤浜地区公⺠館 図書室前 1台
⻑崎県 五島市 松山住⺠センタ 和室入口左 1台
⻑崎県 五島市 五島高等学校体育館 体育館３階ステージ 1台
⻑崎県 五島市 勤労福祉センタ ２階端子盤 1台
⻑崎県 五島市 ⻑⼿スポーツセンタ センタ入口 1台
⻑崎県 五島市 木山地区公⺠館 事務所受付 1台
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⻑崎県 五島市 奈留高等学校体育館 ステージ横器具庫２ 1台
⻑崎県 五島市 宮の森総合公園 受付横 1台
⻑崎県 五島市 盈進小学校体育館 ステージ横倉庫 1台
⻑崎県 五島市 富江町地域福祉センタ 廊下端子盤 1台
⻑崎県 五島市 富江中学校体育館 事務所前 1台
⻑崎県 五島市 緑丘地区公⺠館 事務所受付 1台
⻑崎県 五島市 三井楽町小学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 三井楽町中学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 福江中学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 翁頭中学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 奈留小中学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 富江小学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 五島市 緑丘小学校体育館 (空⽩) 1台
⻑崎県 佐世保市 南地区公⺠館 事務室前 1台
⻑崎県 佐世保市 宇久地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 九十九地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 吉井地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 ⻄地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 中部地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 江迎地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 ⿊島地区公⺠館 廊下 1台
⻑崎県 佐世保市 三川内地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 江上地区公⺠館 事務室前 1台
⻑崎県 佐世保市 ⿅町地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 崎辺地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 広田地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 北地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 小佐々地区公⺠館 ２Ｆ 1台
⻑崎県 佐世保市 中里皆瀬地区公⺠館 図書室 1台
⻑崎県 佐世保市 宮地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 針尾地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 世知原地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 愛宕地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 相浦地区公⺠館 事務室前 1台
⻑崎県 佐世保市  早岐地区公⺠館（東部住⺠センタ） 廊下 1台
⻑崎県 佐世保市 山澄地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 ⼤野地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 日宇地区公⺠館 事務室 1台
⻑崎県 佐世保市 清水地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 佐世保市 柚木地区公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与町⺠体育館 ロビー 5台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与北部多目的研修施設 事務室前 1台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与中学校体育館 階段横 2台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与町武道館 道場奥 2台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与町役場 和室 1台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与小学校体育館 装具倉庫 4台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与南交流センター 廊下 2台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与第⼆中学校体育館 装具倉庫 2台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与南小学校体育館 装具倉庫 2台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 高田中学校体育館 ミーティング室 2台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ふれあいセンター体育館 装具倉庫 1台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 高田小学校体育館 装具倉庫 1台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 ⻑与北小学校体育館 装具倉庫 2台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 洗切小学校体育館 装具倉庫 2台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 上⻑与公⺠館 事務室前 1台
⻑崎県 ⻄彼杵郡⻑与町 上⻑与体育館 体育館入口 1台
⻑崎県 対馬市 金田小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 対馬市役所 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 厳原市交流センター（厳原地区公⺠館） 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 厳原町体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 対馬市佐須窓口センター 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 対馬市豆酘住⺠センター 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 豆酘小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 仁田小学校体育館 体育館 1台
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⻑崎県 対馬市 対馬市仁田窓口センター 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 仁田中学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 上県町ふれあいプラザ 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 上県行政サービスセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 上県体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 比田勝小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 上対馬総合センター 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 豊小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 美津島北部小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 湯多里ランドつしま温泉保養施設 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 美津島体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 浅海中学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 ⼤船越小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 ⼤船越中学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 東部中学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 東小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 中対馬開発総合センター 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 シャインドームみね 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 峰地区公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 小綱小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 豊玉小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 対馬市公会堂 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 豊玉町文化会館 玄関ホール 1台
⻑崎県 対馬市 豊玉中学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 乙宮小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 対馬市 南小学校体育館 体育館 1台
⻑崎県 ⼤村市 郡中学校体育館 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 郡中学校武道場 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 福重住⺠センタ（福重出張所） 受付前 1台
⻑崎県 ⼤村市 ⻄⼤村小学校体育館 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 玖島中学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 玖島中学校武道場 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 竹松小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 萱瀬小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 ⼤村小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 こどもセンタ ⼆階廊下 1台
⻑崎県 ⼤村市 放⻁原小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 中地区公⺠館 受付前 1台
⻑崎県 ⼤村市 シーハット⼤村 ロビー 5台
⻑崎県 ⼤村市 ⿊木小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 桜が原中学校体育館 倉庫 2台
⻑崎県 ⼤村市 桜が原中学校武道場 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 松原住⺠センタ（松原出張所） 受付前 1台
⻑崎県 ⼤村市 松原小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 ⻄⼤村中学校体育館 倉庫 2台
⻑崎県 ⼤村市 ⻄⼤村中学校武道場 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 中央小学校体育館 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 ⻄⼤村地区コミュニティセンター 事務室 1台
⻑崎県 ⼤村市 武道館 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 ⼤村中学校体育館 倉庫 2台
⻑崎県 ⼤村市 ⼤村中学校武道場 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 竹松住⺠センタ（竹松出張所） 受付前 1台
⻑崎県 ⼤村市 鈴田小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 鈴田住⺠センタ（鈴田出張所） 受付前 1台
⻑崎県 ⼤村市 萱瀬住⺠センタ（萱瀬出張所） 管理人室フロア 1台
⻑崎県 ⼤村市 萱瀬中学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 三城小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 東⼤村小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 野岳コミュニティセンター 事務室 1台
⻑崎県 ⼤村市 三浦小学校体育館 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 三浦住⺠センタ（三浦出張所） 受付前 1台
⻑崎県 ⼤村市 富の原小学校体育館 玄関 1台
⻑崎県 ⼤村市 郡コミュニティセンター（郡地区公⺠館） 倉庫 1台
⻑崎県 ⼤村市 福重小学校体育館 倉庫 1台
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⻑崎県 ⼤村市 市⺠交流プラザ コミュニティーホール 1台
⻑崎県 ⼤村市 総合福祉センタ ６階端子盤室 1台
⻑崎県 ⼤村市 旭が丘小学校体育館 倉庫 1台
⻑崎県 ⻑崎市 かき道公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 橘地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 橘中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 小ヶ倉中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ･小ヶ倉ふれあいセンター フロント 1台
⻑崎県 ⻑崎市 南⻑崎小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 つつじが丘公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小榊小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻑崎玉成高等学校体育館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小島小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 小島地区ふれあいセンター ２Ｆ控室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 開発総合センター 事務室MDF内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 馬込⽣活館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 塩町集会所 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 伊良林小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 三和中学校武道場 武道場 1台
⻑崎県 ⻑崎市 磯道町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 稲佐小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 仁田・佐古地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 消防団第26分団3部 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 横尾地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 横尾小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 横尾中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 南山小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 外海行政ｾﾝﾀｰ⿊崎事務所 1F事務所 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⿊崎地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 上⻑崎小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤浦地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄城山校区⻄部自治会公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 蚊焼地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 岳路自治公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 日見地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 日見中学校武道場 武道場 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小江原中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 柿泊町⽴公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄樫山公⺠館 入口右 1台
⻑崎県 ⻑崎市 東樫山公⺠館 入口右 1台
⻑崎県 ⻑崎市 滑⽯公⺠館 2F事務室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 滑⽯小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 滑⽯4丁目⻄部自治会公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 北陽小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 滑⽯地区ふれあいセンター 玄関ホール 2台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤園小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 南陽小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 岩屋中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 県⽴⻑崎工業高等学校 体育館 3台
⻑崎県 ⻑崎市 岩瀬道町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 江平地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 総合地域施設 2F 1台
⻑崎県 ⻑崎市 木場老人集会所 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 宮摺公⺠館 和室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 中央公⺠館 食堂 1台
⻑崎県 ⻑崎市 畝刈小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 京泊公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 ⻑崎市 山里小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 新興善メモリアル 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 琴海さざなみ会館 図書室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 琴海南部総合センター（村松事務所） 玄関ホール 3台
⻑崎県 ⻑崎市 琴海北部研修センター 事務所カウンタ 1台
⻑崎県 ⻑崎市 尾⼾小学校 体育館 2台
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⻑崎県 ⻑崎市 ⻄城山小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 畦別当町⽴公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 現川公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 正念公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 古賀地区市⺠センター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 たちばな漁業協同組合 2F IDF内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼾⽯地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻑崎東公園コミュニティー体育館 玄関ホール 2台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼆本松住宅集会室 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼾町小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 御船蔵町上自治会公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄坂小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 土井首中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 江平公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 江平中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 香焼ひまわり 2F廊下 1台
⻑崎県 ⻑崎市 香焼小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 香焼公⺠館 玄関ホール 2台
⻑崎県 ⻑崎市 香焼中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤浦中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 高城台小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 しまの宿五平太 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 山里地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 高尾小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 高浜地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 坂本小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 桜馬場地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 桜馬場中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 犬継公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三重中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 三原町自治会公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三原小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三重支所 2F階段横 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三重小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三重地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 東上公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三重田公⺠館 入口右 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三川中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 三川地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三川町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 式見中学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 式見地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 式見小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 聖マリア学院 ホール 2台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼿熊地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼿熊小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼿熊町公⺠館 入口左 1台
⻑崎県 ⻑崎市 日見やすらぎ荘 2Fカウンター前 1台
⻑崎県 ⻑崎市 春日町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 稲佐地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ消防センター ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 女の都小学校 ランチルーム 1台
⻑崎県 ⻑崎市 桜町小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 極楽寺 2F廊下 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小ヶ倉小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小ヶ倉地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 県⽴⻑崎北高等学校 ホール 3台
⻑崎県 ⻑崎市 小江原小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 桜ヶ丘小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 小江原地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小江小浦公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小江町集会所 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小菅町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 小榊会館 2F MDF室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 古賀小学校 体育館 2台
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⻑崎県 ⻑崎市 上⼾⽯町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻑崎女子高等学校 体育館 3台
⻑崎県 ⻑崎市 県⽴⻑崎南高等学校第２体育館 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 小島中学校武道場 武道場 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤浦小学校 ホール 2台
⻑崎県 ⻑崎市 城山台集会所 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 城山小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼾町中学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 新⼾町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 深堀中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 深堀地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 深堀体育館 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 神ノ島公⺠館 ロビー 1台
⻑崎県 ⻑崎市 神ノ島3丁目公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 外海公⺠館 2F IDF内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 外海行政センター 男子更衣室内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 （旧）扇山分校 玄関 1台
⻑崎県 ⻑崎市 諏訪小学校地域交流センター 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三重地区市⺠センター 2Fホール内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 星取町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 晴海台地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 琴海南部しらさぎ会館 事務所カウンタ 1台
⻑崎県 ⻑崎市 琴海ニュータウン公⺠館 事務所カウンタ 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄海コミュニティセンター 事務所カウンタ 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄山3丁目公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 仁田木場集会所 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄山台小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 出津地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 仁田佐古小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄町小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄泊町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄北・岩屋ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 （旧）⽴神小学校 1F 事務室内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 北公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 （旧）千々簡易郵便局 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 南小中学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 川原老人憩いの家 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 上川自治公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 川平小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 市⽴⻑崎商業高等学校 体育館 3台
⻑崎県 ⻑崎市 船⽯公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 銭座小学校 校舎内多目的室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 妙行寺 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 多以良町公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 ⻑崎市 梅香崎中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 滑⽯中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤橋地域コミュニュティー消防センター ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤崎びわ集出荷所 倉庫内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤山公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄浦上小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 みのりが丘幼稚園 ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 丸尾中学校 カウンセリング室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤浜町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 池島中央会館 玄関ホール 3台
⻑崎県 ⻑崎市 池島荘 事務所カウンタ 1台
⻑崎県 ⻑崎市 県⽴⻑崎⻄高等学校 体育館 6台
⻑崎県 ⻑崎市 中里中央公⺠館 食堂 1台
⻑崎県 ⻑崎市 潮見町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 社会福祉センター 事務所カウンタ 1台
⻑崎県 ⻑崎市 琴海活性化センター（四季彩館） 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 椿が丘自治公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 田⼿原公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 田上町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 東望荘 玄関ホール 1台
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⻑崎県 ⻑崎市 中尾中央公⺠館 食堂 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⼤浦保育園 ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 海星高等学校 体育館 3台
⻑崎県 ⻑崎市 ⽴神町⽴⽴神公会堂 2F 廊下 1台
⻑崎県 ⻑崎市 藤田尾自治公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 虹ヶ丘町⽴公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 緑ヶ丘地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 つつじ荘 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 愛宕小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 日吉小中学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 浜平町第1自治会公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 淵地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 布巻自治公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 三和行政センター 男子更衣室内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 風頭公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 福田中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 福田小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 淵町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻄浦上中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 間ノ瀬公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 平間公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 朝日小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 平山台集会所 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 平山町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 上⻑崎地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 片淵3丁目公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 片淵中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 片淵4･5丁目公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 飽浦小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 茂木中学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 北浦公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 北陽自治会公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻑崎市水産センター 2F IDF内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 本河内1丁目公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 聖⺟の騎士教会 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 本河内3丁目公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 本尾町公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 南部市⺠センター 2Fホール内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 鳴見台小学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 県⽴鳴滝高等学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 （財）⻑崎県体育協会スポーツ合宿所 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 茂木小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 茂木地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 毛井首町公⺠館 和室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 養国寺 廊下 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻑崎総合科学⼤学体育館 体育館 5台
⻑崎県 ⻑崎市 木鉢1丁目公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 木鉢地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 野⺟崎樺島地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 野⺟崎行政センター 男子更衣室内 1台
⻑崎県 ⻑崎市 野⺟地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 野⺟崎文化センター 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 矢の平四丁目公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 矢上小学校避難所 集会室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 東公⺠館 フロント 1台
⻑崎県 ⻑崎市 教宗寺 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 東⻑崎中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 土井首小学校 体育館 1台
⻑崎県 ⻑崎市 土井首地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻑崎県⽴総合体育館 ロビー 3台
⻑崎県 ⻑崎市 葉山公⺠館 2F 廊下 1台
⻑崎県 ⻑崎市 ⻑崎中学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 県⽴⻑崎東高等学校 体育館 2台
⻑崎県 ⻑崎市 淵中学校 体育館 1台
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⻑崎県 ⻑崎市 緑ヶ丘中学校武道場 武道場 2台
⻑崎県 ⻑崎市 南公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 脇岬地区公⺠館 事務室・管理室 1台
⻑崎県 ⻑崎市 芒塚公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 ⻑崎市 坂下公⺠館 玄関ホール 1台
⻑崎県 平⼾市 中津良小学校 校⻑室前端子盤内 2台
⻑崎県 平⼾市 平⼾文化センタ 玄関ロビー 3台
⻑崎県 平⼾市 平⼾中学校 玄関ホール 6台
⻑崎県 平⼾市 根獅子小学校 玄関端子盤内 2台
⻑崎県 平⼾市 志々伎小学校 職員室 3台
⻑崎県 平⼾市 志々伎ふれあい会館 既設公衆電話横 1台
⻑崎県 平⼾市 獅子ふれあい会館 既設公衆電話横 1台
⻑崎県 平⼾市 平⼾市多目的集会施設 玄関ロビー 1台
⻑崎県 平⼾市 ⽣月町中央公⺠館 非常口横端子盤内 2台
⻑崎県 平⼾市 ⽣月町御崎コミュニテイーセンタ 玄関ロビー 1台
⻑崎県 平⼾市 ⽣月中学校 職員室前端子盤内 3台
⻑崎県 平⼾市 山田小学校 玄関ホール 5台
⻑崎県 平⼾市 山田地区活性化センタ 玄関ホール 1台
⻑崎県 平⼾市 ⽣月町元触地域交流センター 玄関ロビー 1台
⻑崎県 平⼾市 ⽣月町開発総合センター 玄関ロビー 1台
⻑崎県 平⼾市 平⼾市田助ハイヤ節伝承館 厨房入口 1台
⻑崎県 平⼾市 ⻄神浦公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 平⼾市 ⻄宇⼾公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 平⼾市 東神浦公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 平⼾市 前平公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 平⼾市 ⼤島中学校 トイレ横端子盤内 2台
⻑崎県 平⼾市 ⼤島小学校 事務室 4台
⻑崎県 平⼾市 ⼤根坂公⺠館 玄関 1台
⻑崎県 平⼾市 板の浦集会所 玄関 1台
⻑崎県 平⼾市 ⼤島地区活性化センター 玄関ロビー 1台
⻑崎県 平⼾市 中野中学校 職員室 2台
⻑崎県 平⼾市 中野ふれあい会館 既設公衆電話横 1台
⻑崎県 平⼾市 南部中学校 職員室 2台
⻑崎県 平⼾市 平⼾市多目的研修センター 事務室 1台
⻑崎県 平⼾市 堤小学校 職員室 2台
⻑崎県 平⼾市 津吉小学校 職員室 2台
⻑崎県 平⼾市 田平東小学校 職員室 4台
⻑崎県 平⼾市 田平町東地区交流センター 玄関ロビー 1台
⻑崎県 平⼾市 田平南小学校 事務室 4台
⻑崎県 平⼾市 田平町⺠センター 玄関ロビー 3台
⻑崎県 平⼾市 田平北小学校 職員室 6台
⻑崎県 平⼾市 田平町南地区交流センター 玄関ロビー 1台
⻑崎県 平⼾市 たびら活性化施設 事務室 1台
⻑崎県 平⼾市 田平町福祉保健センター 玄関ロビー 2台
⻑崎県 平⼾市 田平町体育館 管理室 2台
⻑崎県 平⼾市 度島小中学校 用務員室 3台
⻑崎県 平⼾市 中部中学校 職員室 3台
⻑崎県 平⼾市 紐差小学校 職員室 4台
⻑崎県 平⼾市 平⼾市ふれあいセンタ 玄関ホール 1台
⻑崎県 平⼾市 野子小中学校 職員室横階段横端子盤内 2台
⻑崎県 諫早市 森山スポーツ交流館 (空⽩) 3台
⻑崎県 諫早市 上山荘南館 ロビー 1台
⻑崎県 諫早市 高来ふれあい会館 (空⽩) 2台
⻑崎県 諫早市 高来会館（高来支所２・３階） ロビー 2台
⻑崎県 諫早市 高来⻄ゆめ会館 (空⽩) 1台
⻑崎県 諫早市 小野体育館 事務所前 3台
⻑崎県 諫早市 ⻄諫早公⺠館 ロビー 4台
⻑崎県 諫早市 小栗ふれあい会館 ロビー 1台
⻑崎県 諫早市 小⻑井田原体育館 体育館入口 1台
⻑崎県 諫早市 小⻑井文化ホール ロビー 1台
⻑崎県 諫早市 本野ふれあい会館 ロビーMDF内 1台
⻑崎県 諫早市 諫早市社会福祉会館 (空⽩) 1台
⻑崎県 諫早市 新道福祉交流センター (空⽩) 1台
⻑崎県 諫早市 森山公⺠館 ２Ｆ廊下ＩＤＦ内 1台
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⻑崎県 諫早市 ⻄諫早公⺠館ふれあい会館 (空⽩) 1台
⻑崎県 諫早市 多良見体育センター ２Ｆ・ＩＤＦ横 3台
⻑崎県 諫早市 多良見多目的研修館 廊下保安器BOX内 1台
⻑崎県 諫早市 のぞみ会館 (空⽩) 1台
⻑崎県 諫早市 多良見⼤草集落センター (空⽩) 1台
⻑崎県 諫早市 ⻑田いこいの広場みのり会館 ロビー 1台
⻑崎県 諫早市 市⺠センター (空⽩) 3台
⻑崎県 諫早市 飯盛ふれあい会館 事務室前 1台
⻑崎県 諫早市 飯盛体育館 体育館入口 6台
⻑崎県 諫早市 田結公⺠館 (空⽩) 1台
⻑崎県 諫早市 諫早中央保育所・諫早幼稚園 (空⽩) 2台
⻑崎県 諫早市 有喜ふれあい会館 ロビー 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 河原総合センター 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 高森中央小学校 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 高森中学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 芙蓉館（高森町社会福祉協議会） 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 高森総合センター 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 上色身総合センター 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 高森町⺠体育館 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 色見総合センター 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 草部総合センター 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 高森朋遊館（野尻出張所） 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 尾下体育館 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 高森東小学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡高森町 高森自然学校 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡産山村 山⿅地区公⺠館 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡産山村 日向消防詰所 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡産山村 山⿅体育館 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡産山村 南部地区公⺠館 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡産山村 田尻地区公⺠館 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 旧下城小学校体育館 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 杖⽴温泉会館  ⇒ 杖⽴防災ｾﾝﾀｰ 玄関 ⇒ 避難室内 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 町⽴体育館小国ドーム ホール 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 旧万成小学校体育館 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 ⻄里多目的集会所 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 旧⻄里小学校 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 旧蓬菜小学校体育館 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 旧北里小学校体育館 玄関 1台
熊本県 阿蘇郡小国町 木魂館 ホール 1台
熊本県 阿蘇郡⻄原村 河原小学校体育館 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡⻄原村 山⻄小学校体育館 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡⻄原村 ⻄原村総合体育館 玄関 2台
熊本県 阿蘇郡⻄原村 構造改善センター 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 下野公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 旧久木野庁舎 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 多目的総合センター 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 ⻑陽体育館 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 ⻑陽中央公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 旧⻄部小体育館 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 ⽩水体育館 ロビー 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 ⽩水小体育館 玄関ホール 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 ⽩水中体育館 体育館 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 総合福祉センター（社協） ロビー 1台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 旧⽴野小体育館 体育館 2台
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 両併小体育館 踊場 1台
熊本県 阿蘇郡南小国町 南小国町公⺠館 波居原分館 事務所内 1台
熊本県 阿蘇市 一の宮中学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 一の宮体育館 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 坂梨小学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 旧中道小学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 古城小学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 旧乙姫小学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 碧水（阿蘇）小学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 尾ケ⽯東部小学校 体育館 1台
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熊本県 阿蘇市 山田小学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 阿蘇⻄小学校 体育館 1台
熊本県 阿蘇市 波野小学校 体育館 1台
熊本県 葦北郡芦北町 下井牟田地区ふれあいセンター 玄関 1台
熊本県 葦北郡芦北町 丸⽶地区⽣涯学習センター 事務所内 1台
熊本県 葦北郡芦北町 女島活力推進センターゆめもやい 玄関ホール 1台
熊本県 葦北郡芦北町 小田浦地区⽣涯学習センター 玄関 1台
熊本県 葦北郡芦北町 宮浦地区ふれあいセンター 玄関 1台
熊本県 葦北郡芦北町 ⼤岩公⺠館 玄関 1台
熊本県 葦北郡芦北町 東部保健福祉センター（吉尾出張所） 事務所内 1台
熊本県 葦北郡芦北町 町⽴公⺠館⼤野分館（⼤野出張所） 玄関 1台
熊本県 葦北郡芦北町 きずなの里 玄関ホール 1台
熊本県 葦北郡芦北町 内野小学校 玄関 1台
熊本県 葦北郡芦北町 ⼤尼田地区⽣涯学習センター 玄関 1台
熊本県 葦北郡芦北町 県⽴あしきた⻘少年の家（文化ホール） 文化ﾎｰﾙｽﾃｰｼﾞ 1台
熊本県 葦北郡芦北町 芦北町地域活資源活用総合交流促進施設 玄関ホール 1台
熊本県 葦北郡津奈木町 つなぎ文化センター 玄関 2台
熊本県 葦北郡津奈木町 農業就業改善センター 玄関 2台
熊本県 葦北郡津奈木町 平国小学校体育館 玄関 3台
熊本県 葦北郡津奈木町 ⾚崎漁村センター 玄関 1台
熊本県 宇城市 三角防災拠点センター (空⽩) 2台
熊本県 宇城市 小川防災拠点センター 玄関ホール 2台
熊本県 宇城市 松橋⻄防災拠点センター 玄関ホール 2台
熊本県 宇城市 松橋東防災拠点センター 玄関ホール 2台
熊本県 宇城市 不知火防災拠点センター (空⽩) 2台
熊本県 宇城市 豊野防災拠点センター (空⽩) 2台
熊本県 宇土市 花園コミュニティセンター 玄関 1台
熊本県 宇土市 宇土市⽴走潟小学校体育館 玄関 1台
熊本県 宇土市 網津防災センター 玄関 1台
熊本県 下益城郡美里町 美里町老人福祉センター 玄関 1台
熊本県 下益城郡美里町 美里町総合体育館 体育館玄関ホール 1台
熊本県 下益城郡美里町 砥用中学校体育館 玄関 1台
熊本県 下益城郡美里町 美里町福祉保健センター湯の香苑 玄関 2台
熊本県 下益城郡美里町 美里町役場砥用庁舎会議棟 玄関 1台
熊本県 下益城郡美里町 美里町⽴励徳小学校体育館 体育館玄関ホール 1台
熊本県 下益城郡美里町 美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 玄関ホール 2台
熊本県 下益城郡美里町 美里町役場中央庁舎 玄関 1台
熊本県 菊池郡菊陽町 光の森町⺠センタ ホール 2台
熊本県 菊池郡菊陽町 東部町⺠センタ 事務所入口付近 1台
熊本県 菊池郡菊陽町 南部町⺠センタ 玄関 1台
熊本県 菊池市 旭志体育館 玄関事務所 2台
熊本県 菊池市 旭志小学校体育館 体育館ステージ 1台
熊本県 菊池市 菊池市老人福祉センター 玄関 1台
熊本県 菊池市 隈府小学校体育館 体育館玄関ホール 1台
熊本県 菊池市 菊池市⽣涯学習センタ 玄関 1台
熊本県 菊池市 きくちふるさと水源交流館 玄関 1台
熊本県 菊池市 七城公⺠館 玄関 1台
熊本県 菊池市 老人福祉センター 玄関 1台
熊本県 菊池市 迫龍ふれあいセンター 玄関 1台
熊本県 菊池市 花房小学校体育館 事務所 1台
熊本県 菊池市 ⻄部市⺠センター 玄関 1台
熊本県 菊池市 ⼾崎小学校体育館 体育館ステージ 1台
熊本県 菊池市 やまびこ体育館 玄関 1台
熊本県 菊池市 旧龍門小学校校舎 玄関 1台
熊本県 菊池市 菊池市総合体育館 玄関 1台
熊本県 菊池市 菊池市総合体育館 体育館玄関ホール 2台
熊本県 菊池市 泗水東小学校体育館 玄関入口 1台
熊本県 菊池市 泗水⻄小学校体育館 体育館ステージ 1台
熊本県 菊池市 泗水公⺠館 玄関 1台
熊本県 球磨郡あさぎり町 福留コミュニィティー消防センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡あさぎり町 もみじ館 玄関 1台
熊本県 球磨郡あさぎり町 上総合運動公園体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡あさぎり町 上支所・ヘルシーランド 玄関 1台
熊本県 球磨郡あさぎり町 深田支所・せきれい館 玄関 1台
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熊本県 球磨郡あさぎり町 高山総合運動公園体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡あさぎり町 須恵支所・須恵文化ホール 玄関 1台
熊本県 球磨郡あさぎり町 ポッポー館 玄関 1台
熊本県 球磨郡あさぎり町 ⽣涯学習センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡球磨村 福祉センター「せせらぎ」 玄関 1台
熊本県 球磨郡球磨村 田舎の体験交流館「さんがうら」 玄関 1台
熊本県 球磨郡球磨村 神瀬保育園 玄関 1台
熊本県 球磨郡球磨村 渡多目的集会施設 玄関 1台
熊本県 球磨郡球磨村 球磨村コミュニティセンター「清流館」 玄関 1台
熊本県 球磨郡錦町 錦町役場 玄関ホール 1台
熊本県 球磨郡錦町 福祉センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡錦町 錦勤労者体育センター 玄関 2台
熊本県 球磨郡錦町 ⻄コミュニティーセンター 玄関 1台
熊本県 球磨郡錦町 木上コミュニティーセンター 玄関 1台
熊本県 球磨郡五木村 宮園交流館 ３階⼤研修室 1台
熊本県 球磨郡五木村 伝統文化伝承館 玄関 1台
熊本県 球磨郡五木村 三浦地区集会室 玄関入って左の和室 1台
熊本県 球磨郡山江村 秋丸地区農業構造改善センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡山江村 合戦峰公⺠館 玄関 1台
熊本県 球磨郡山江村 山江村体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡山江村 山江村農村環境改善センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡山江村 山江老人保健施設 玄関 1台
熊本県 球磨郡山江村 ⻄川内公⺠館 玄関 1台
熊本県 球磨郡山江村 第９区公⺠館 玄関 1台
熊本県 球磨郡山江村 山江温泉ほたる 玄関ホール 1台
熊本県 球磨郡水上村 岩野公⺠館 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 水上村保健センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 水上村⽴村⺠体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 水上村⽴岩野小学校 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 水上村役場 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 江代地域防災拠点施設 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 江代地区集会施設 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 水上村⽴水上中学校体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 水上村⽴湯山小学校体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡水上村 水上村⽴湯山小学校地域交流センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡相良村 上四浦集落センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡相良村 林業総合センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡相良村 相良村総合体育館 ２階体育館前 1台
熊本県 球磨郡相良村 川辺構造改善センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡相良村 柳瀬構造改善センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡多良木町 多良木町研修センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡多良木町 ⿊肥地小学校体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡多良木町 多良木町⺠体育館 玄関 2台
熊本県 球磨郡多良木町 多良木町武道館 玄関 1台
熊本県 球磨郡多良木町 多良木町保健センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡多良木町 多良木町役場 会議室和室（3F） 1台
熊本県 球磨郡多良木町 多良木町役場 玄関（1F） 1台
熊本県 球磨郡多良木町 多良木小学校体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡多良木町 元下槻木小学校 玄関 1台
熊本県 球磨郡多良木町 槻木小学校体育館 玄関 1台
熊本県 球磨郡湯前町 湯前町福祉センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡湯前町 湯前町農村環境改善センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡湯前町 湯前町保健センター 玄関 1台
熊本県 球磨郡湯前町 特別養護老人ホーム福寿荘 玄関 1台
熊本県 球磨郡湯前町 湯前町Ｂ＆Ｇ海洋センター 玄関 1台
熊本県 玉名郡和水町 菊水東小学校 体育館 1台
熊本県 玉名郡和水町 菊水中央小学校 体育館 1台
熊本県 玉名郡和水町 和水町中央公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 玉名郡和水町 菊水中学校 体育館 1台
熊本県 玉名郡和水町 和水町体育館 玄関ホール 1台
熊本県 玉名郡和水町 和水町ふれあい会館 玄関ホール 1台
熊本県 玉名郡和水町 旧神尾小学校 体育館 1台
熊本県 玉名郡和水町 スカイドーム２０００ 玄関ホール 2台
熊本県 玉名郡和水町 菊水⻄小学校 体育館 1台
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熊本県 玉名郡和水町 和水町老人福祉センター 玄関ホール 1台
熊本県 玉名郡和水町 三加和小学校 体育館 1台
熊本県 玉名郡和水町 旧緑小学校 体育館 1台
熊本県 玉名郡和水町 和水町三加和公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 玉名郡和水町 菊水南小学校 体育館 1台
熊本県 玉名郡和水町 旧春富小学校 体育館 1台
熊本県 玉名市 玉南中学校体育館 玄関 1台
熊本県 玉名市 横島公⺠館 ホール 1台
熊本県 玉名市 玉名市福祉センター ホール 1台
熊本県 玉名市 玉陵中学校体育館 玄関 1台
熊本県 玉名市 岱明ふれあい健康センター ホール 1台
熊本県 玉名市 桃田運動公園体育館 玄関 1台
熊本県 玉名市 有明中学校体育館 玄関 1台
熊本県 玉名市 玉名中学校体育館 玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 河内中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 河内小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 河内交流室・公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市⻄区 旧河内小学校⽩浜分校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 芳野小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 花園まちづくりセンター・公⺠館 玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 高橋小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 くまもと森都心プラザ 2F玄関ホール 1台
熊本県 熊本市⻄区 春日小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 ⻄部公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市⻄区 ⻄部交流センター 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市⻄区 小島小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 旧松尾東小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 旧松尾⻄小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 旧松尾北小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 井芹中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 三和中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 城山小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 中島小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 市⽴千原台高校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 城⻄小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 古町小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 花陵中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市⻄区 ⽩坪小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 碩台小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 京陵中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 春竹小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 江原中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 ⿊髪小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 サンライフ熊本 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市中央区 桜山中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 五福小学校 2F体育館放送室内 1台
熊本県 熊本市中央区 五福交流室・公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市中央区 慶徳小学校 体育館指導員室 1台
熊本県 熊本市中央区 出水小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 熊本市総合体育館・⻘年会館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市中央区 出水南小学校 体育館ステージ 1台
熊本県 熊本市中央区 出水中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 出水南中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 ⽩川小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 一新小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 砂取小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 水前寺競技場 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市中央区 ⽩山小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 城東小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 藤園中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 中央公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市中央区 帯山⻄小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 帯山中学校 体育館入口 1台
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熊本県 熊本市中央区 帯山小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 ⽩川中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 ⼤江小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 ⼤江交流室・公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市中央区 ⻯南中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 託⿇原小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 向山小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 江南中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 本荘小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市中央区 壼川小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 画図小学校 体育館入口壁 1台
熊本県 熊本市東区 桜木小学校 体育館入口壁 1台
熊本県 熊本市東区 環境総合センター 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市東区 東部公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市東区 錦ケ丘中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 月出小学校 体育館入口壁 1台
熊本県 熊本市東区 健軍小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 託⿇東小学校 体育館倉庫内 1台
熊本県 熊本市東区 湖東中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 託⿇⻄小学校 体育館入口壁 1台
熊本県 熊本市東区 桜木中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 桜木東小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 山ノ内小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 健軍文化ホール 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市東区 若葉小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 秋津まちづくりセンター・公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市東区 秋津小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 東部中学校 体育館入口壁 1台
熊本県 熊本市東区 託⿇スポーツセンター 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市東区 託⿇北小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 泉ヶ丘小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 託⿇南小学校 体育館入口壁 1台
熊本県 熊本市東区 託⿇まちづくりセンター・公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市東区 ⻑嶺中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 ⻑嶺小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 東町小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 東町中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 健軍東小学校 体育館入口壁 1台
熊本県 熊本市東区 東野中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市東区 尾ノ上小学校 体育館入口壁 1台
熊本県 熊本市東区 ⻄原中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 天明体育館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市南区 天明まちづくりセンター・公⺠館 玄関 1台
熊本県 熊本市南区 天明中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 奥古閑小学校 体育館玄関 2台
熊本県 熊本市南区 飽田まちづくりセンター・公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市南区 力合小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 日吉小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 日吉東小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 日吉中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 御幸小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 飽田南小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 幸田まちづくりセンター・公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市南区 力合⻄小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 アクアドームくまもと 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市南区 飽田東小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 託⿇中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 田迎小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 杉上小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 下益城城南中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 城南福祉センター 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市南区 隈庄小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 豊田小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 城南総合スポーツセンター 玄関ホール 1台
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熊本県 熊本市南区 火の君文化センター 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市南区 川口小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 川尻小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 銭塘小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 飽田中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 田迎南小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 力合中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 城南小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 南部まちづくりセンター・公⺠館 玄関 1台
熊本県 熊本市南区 田迎⻄小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 城南中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 中緑小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 アスパル富合（富合公⺠館） 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市南区 雁回館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市南区 富合小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 富合中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 飽田⻄小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市南区 浜線健康パーク（田迎公園運動施設） 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市北区 ⻄里小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 熊本市食品交流会館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市北区 高平台小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 北部中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 北部まちづくりセンター・公⺠館 玄関 1台
熊本県 熊本市北区 五霊中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 菱形小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 植木文化センター 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市北区 植木小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 植木北中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 ⼤和地域コミュニティセンター 玄関 1台
熊本県 熊本市北区 ⿅南中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 桜井小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 山本小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 田原小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 吉松小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 清水まちづくりセンター・公⺠館 玄関 1台
熊本県 熊本市北区 城北小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 清水中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 清水小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 清水スポーツセンター 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市北区 川上小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 勤労⻘少年ホーム 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市北区 北部東小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 楠中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 楠小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 武蔵小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 武蔵中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 ⿇⽣田小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 龍田小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 龍田中学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 武蔵塚武道場 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市北区 龍田まちづくりセンター・公⺠館 玄関 1台
熊本県 熊本市北区 龍田体育館 玄関ホール 1台
熊本県 熊本市北区 弓削小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 龍田⻄小学校 体育館玄関 1台
熊本県 熊本市北区 楡木小学校 体育館玄関 1台
熊本県 合志市 栄体育館 玄関事務所前 1台
熊本県 合志市 栄市⺠センター「みどり館」 玄関ピンク電話横 1台
熊本県 合志市 楓の森小学校・中学校 体育館入口横 1台
熊本県 合志市 南ヶ丘小学校 体育館 体育館入口 1台
熊本県 合志市 泉ヶ丘市⺠センター 玄関 1台
熊本県 合志市 泉ヶ丘体育館 玄関ホール 1台
熊本県 合志市 御代志市⺠センター 玄関ピンク電話横 1台
熊本県 合志市 ⻄合志第一小学校 体育館 体育館入口横 1台
熊本県 合志市 合⽣文化会館 玄関 1台
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熊本県 合志市 合志小学校 体育館 体育館入口 1台
熊本県 合志市 須屋市⺠センター 玄関案内所内 1台
熊本県 合志市 ⻄合志南小学校 体育館 体育館入口 1台
熊本県 合志市 妙泉寺体育館 玄関事務所内 1台
熊本県 合志市 保険福祉センター「ふれあい館」 玄関ピンク電話横 1台
熊本県 合志市 老人憩いの家 玄関受付前 1台
熊本県 合志市 ⿊⽯防災拠点センター 玄関ホール 1台
熊本県 合志市 ⻄合志東小学校 体育館 体育館入口 1台
熊本県 合志市 ⻄合志南中学校 体育館 体育館入口 1台
熊本県 合志市 合志市防災拠点センター 1Ｆ案内所 1台
熊本県 合志市 総合センター「ヴィーブル」 玄関ホール 2台
熊本県 合志市 合志南小学校 体育館 体育館入口 1台
熊本県 合志市 合志中学校 体育館 体育館入口 1台
熊本県 合志市 ユーパレス弁天 玄関 1台
熊本県 合志市 ⻄合志中学校・⻄合志体育館 体育館内部室6前 1台
熊本県 合志市 ⻄合志中央小学校 体育館 体育館公衆ＢＯＸ内 1台
熊本県 合志市 野々島防災拠点センター 災害情報ｺｰﾅｰ内 1台
熊本県 山⿅市 あんずの丘多目的体育館 玄関 1台
熊本県 山⿅市 菊⿅多目的研修集会施設 玄関 1台
熊本県 山⿅市 菊⿅市⺠センター 玄関ホール 1台
熊本県 山⿅市 城北体育館 玄関 1台
熊本県 山⿅市 内田構造改善センター 玄関 1台
熊本県 山⿅市 三玉地区公⺠館 玄関ﾛﾋﾞｰ 1台
熊本県 山⿅市 八幡地区公⺠館 玄関 1台
熊本県 山⿅市 山⿅市総合体育館 玄関ﾛﾋﾞｰ 2台
熊本県 山⿅市 山⿅老人福祉センター 玄関事務所前 1台
熊本県 山⿅市 山⿅市⺠交流センター 玄関事務所 1台
熊本県 山⿅市 ⿅央体育館 玄関ﾛﾋﾞｰ 1台
熊本県 山⿅市 ⿅央市⺠センター 玄関ｶｳﾝﾀｰ横 1台
熊本県 山⿅市 ⿅央多目的研修センター 玄関 1台
熊本県 山⿅市 ふれあい塾 旧事務所内 1台
熊本県 山⿅市 ⿅北体育センター 玄関事務所前 1台
熊本県 山⿅市 ⿅北市⺠センター 玄関 1台
熊本県 山⿅市 岳間研修センター 玄関 1台
熊本県 山⿅市 ⿅本市⺠センター 玄関ﾎｰﾙ 1台
熊本県 山⿅市 ⿅本ふれあいセンター 事務所ｶｳﾝﾀｰ横 1台
熊本県 山⿅市 山⿅健康福祉センター 玄関ﾛﾋﾞｰ 1台
熊本県 山⿅市 平小城地区公⺠館 玄関 1台
熊本県 山⿅市 川辺小学校（体育館） 事務所前 1台
熊本県 山⿅市 ⼤道地区公⺠館 玄関 1台
熊本県 上益城郡嘉島町 嘉島町⺠体育館 事務所内 1台
熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐町町⺠センター 玄関 1台
熊本県 上益城郡甲佐町 龍野福祉ふれあいセンター 玄関 1台
熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐町宮内地区防災センター 玄関 1台
熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐中学校体育館 玄関 1台
熊本県 上益城郡甲佐町 ⽩旗福祉ふれあいセンター 玄関 1台
熊本県 上益城郡甲佐町 ⽩旗小学校体育館 玄関 1台
熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐町総合保健福祉センター 玄関 1台
熊本県 上益城郡山都町 下矢部⻄部改善センター 玄関 1台
熊本県 上益城郡山都町 下名連⽯老人憩いの家 玄関受付台 1台
熊本県 上益城郡山都町 ＪＡかみましき旧名連川支所 玄関 1台
熊本県 上益城郡山都町 蘇陽支所 玄関ホール 1台
熊本県 上益城郡山都町 ⽩糸第一体育館 玄関 1台
熊本県 上益城郡山都町 ⽩糸第⼆体育館 旧校舎内職員室の窓口 1台
熊本県 上益城郡山都町 保健福祉センター千寿苑 玄関ホール 1台
熊本県 上益城郡山都町 清和体育館 玄関ホール 1台
熊本県 上益城郡山都町 清和支所 玄関ホール 1台
熊本県 上益城郡山都町 皆和 玄関 1台
熊本県 上益城郡山都町 馬見原公⺠館 玄関事務所内 1台
熊本県 上益城郡山都町 下矢部東部体育館 玄関 1台
熊本県 上益城郡山都町 中島体育館 玄関事務所内 1台
熊本県 上益城郡山都町 ⽩糸第三体育館 旧校舎内職員室の窓口 1台
熊本県 上天草市 教良木河内交流センター 玄関 1台
熊本県 上天草市 市役所松島庁舎 玄関 1台
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熊本県 上天草市 保健センター（⺟子専用） 玄関 1台
熊本県 上天草市 ⼤矢野老人福祉センター 玄関 1台
熊本県 上天草市 姫⼾地域振興センター 玄関ｴﾝﾄﾗﾝｽ 1台
熊本県 上天草市 市役所龍ヶ岳統括支所 玄関 1台
熊本県 上天草市 ⼤道老人福祉センター 玄関 1台
熊本県 上天草市 樋島老人福祉センター 玄関 1台
熊本県 人吉市 人吉市⽴⻄瀬小学校 体育館 玄関 1台
熊本県 人吉市 人吉スポーツパレス 玄関ロビー階段下 2台
熊本県 人吉市 東間コミュニティセンター 玄関 1台
熊本県 人吉市 人吉市⽴人吉東小学校 体育館 2F 1台
熊本県 人吉市 人吉市⽴人吉⻄小学校 体育館 玄関 1台
熊本県 人吉市 ⼤畑コミュニティセンター 玄関 2台
熊本県 人吉市 人吉市⽴中原小学校 体育館 玄関 1台
熊本県 人吉市 人吉市⽴第一中学校 体育館 玄関 1台
熊本県 水俣市 水俣芦北広域行政事務組合消防本部 １階ホール 1台
熊本県 水俣市 第⼆中学校体育館 玄関 1台
熊本県 水俣市 葛彩館 玄関 1台
熊本県 水俣市 愛林館 １階ホール 1台
熊本県 水俣市 おれんじ館 １階ホール 1台
熊本県 水俣市 総合体育館（本館） ２階ホール 4台
熊本県 水俣市 もやい館 ３階ホール 1台
熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川小学校 体育館出入口右側 1台
熊本県 天草郡苓北町 苓北町町⺠総合センター ・玄関ロビー（公衆電話横） 1台
熊本県 天草郡苓北町 苓北中学校 体育館 1台
熊本県 天草郡苓北町 苓北町役場 ・玄関ロビー（公衆電話横） 1台
熊本県 天草郡苓北町 上津深江集会所 玄関右側ゲタ箱横 1台
熊本県 天草郡苓北町 都呂々公⺠館 玄関ホール 1台
熊本県 天草郡苓北町 都呂々小学校 体育館出入口右側 1台
熊本県 天草郡苓北町 富岡小学校 体育館出入口右側 1台
熊本県 天草郡苓北町 富岡公⺠館 ・玄関ロビー（公衆電話横） 1台
熊本県 天草市 下浦地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 天草市河浦支所 1F 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 天草市河浦支所 2F ⼤会議室入口 1台
熊本県 天草市 宮野河内地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 今田地域交流施設 玄関 1台
熊本県 天草市 今富地域交流施設 玄関ホール 1台
熊本県 天草市 新合体育館  体育館入口壁 1台
熊本県 天草市 河浦中央体育館 玄関ホール 2台
熊本県 天草市 天草⻄保険福祉ｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 わくわく本渡児童館 玄関 1台
熊本県 天草市 綾南中学校体育館 体育館玄関 2台
熊本県 天草市 牛深総合体育館 玄関自動販売機付近 1台
熊本県 天草市 宮地岳地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 牛深老人福祉ｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 ⻤池地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 天草市五和支所 玄関 1台
熊本県 天草市 五和町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 2台
熊本県 天草市 ⼤島地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 裏口玄関 1台
熊本県 天草市 地域交流ｾﾝﾀｰおおくす 多目的ホール 1台
熊本県 天草市 ⼿野地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 城河原地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 五和漁村ｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 御所浦北地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ- 玄関ホール 1台
熊本県 天草市 御所浦交流ｾﾝﾀー 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 牧島地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関 1台
熊本県 天草市 本渡南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 本渡北地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 佐伊津地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 志柿地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 本渡東中学校体育館 体育館玄関 1台
熊本県 天草市 宮南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 新和町⺠ｾﾝﾀー 玄関ホール 2台
熊本県 天草市 新和保健福祉総合ｾﾝﾀｰ 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 ⼤宮地地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
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熊本県 天草市 ⼤多尾地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 中田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 碇⽯地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 深海地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 栖本体育館 玄関ホール 1台
熊本県 天草市 栖本福祉会館 玄関ホール 1台
熊本県 天草市 倉岳漁村ｾﾝﾀー 玄関ホール 1台
熊本県 天草市 棚底地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 倉岳老人福祉ｾﾝﾀー 玄関ホール 1台
熊本県 天草市 下田南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 下田北地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 天草小学校体育館 体育館入口壁 1台
熊本県 天草市 高浜地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 ⼤江ｼﾙﾊﾞｰｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 ⼤江地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 福連木地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 楠浦地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 天草市 本町地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 本渡中学校体育館 体育館入口 1台
熊本県 天草市 本渡児童センター 玄関 1台
熊本県 天草市 下津浦地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 上津浦地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 須子地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー （⼤会議室） 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 ⾚崎地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 有明町⺠ｾﾝﾀ（有明支所内） 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 ⼤浦地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関ロビー 1台
熊本県 天草市 島子地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 楠甫地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 玄関事務所内 1台
熊本県 天草市 枦宇土地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 玄関 1台
熊本県 八代市 太田郷コミュニティセンター（太田郷公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 松高コミュニティセンター（松高公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 宮地コミュニティセンター（宮地公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 龍峯コミュニティセンター（龍峯農業研修所（龍峯出張所） 玄関 1台
熊本県 八代市 鏡コミュニティセンター（鏡農事研修センター） 玄関 1台
熊本県 八代市 鏡支所 玄関 1台
熊本県 八代市 鏡体育館 玄関 2台
熊本県 八代市 郡築コミュニティセンター（郡築公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 ⻨島コミュニティセンター（⻨島公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 金剛コミュニティセンター（金剛公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 坂本コミュニティセンター（坂本公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 深水⽣活改善センター 玄関 1台
熊本県 八代市 ⻄部多目的集会施設 玄関 1台
熊本県 八代市 さかもと⻘少年センター 玄関 1台
熊本県 八代市 田上社会教育センター 玄関 1台
熊本県 八代市 久多良木多目的集会施設 玄関 1台
熊本県 八代市 昭和コミュニティセンター（農村婦人の家(昭和出張所)） 玄関 1台
熊本県 八代市 八千把コミュニティセンター（八千肥公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 植柳コミュニティセンター（植柳公⺠館） 玄関 2台
熊本県 八代市 八代コミュニティセンター（八代公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 ハーモニーホール 玄関 3台
熊本県 八代市 代陽コミュニティセンター（代陽公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 千丁コミュニティセンター（千丁公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 千丁支所 玄関 1台
熊本県 八代市 八代市憩いの家 玄関 1台
熊本県 八代市 泉支所 玄関 1台
熊本県 八代市 板木・保口地区集会所 玄関 1台
熊本県 八代市 久連子古代の里 建物中央の事務室前 1台
熊本県 八代市 泉コミュニティセンター（旧泉第２小） 玄関 1台
熊本県 八代市 五家荘自然塾 玄関 1台
熊本県 八代市 振興センター五家荘 事務所内 1台
熊本県 八代市 泉第八小学校（旧泉第８小） 玄関 1台
熊本県 八代市 ⼤島⽯灰事務所 玄関 1台
熊本県 八代市 東陽定住センター 玄関 1台
熊本県 八代市 東陽支所 玄関 1台
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熊本県 八代市 ⼆見コミュニティセンター（⼆見公⺠館） 玄関 1台
熊本県 八代市 サンライフ八代 玄関 1台
熊本県 八代市 日奈久コミュニティセンター（南部市⺠センター） 玄関 1台
熊本県 八代市 旧金剛小敷川内分校 玄関 1台
熊本県 八代市 総合体育館 玄関 3台
⼤分県 宇佐市 安心院中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 安心院津房小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 佐田小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 安心院小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 深見小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 南院内小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 院内北部小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 院内中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 院内中部小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 高並体育館 玄関ホール 1台
⼤分県 宇佐市 北馬城小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 宇佐中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 柳ヶ浦小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 駅川中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 ⻑峰小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 四日市北小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 四日市南小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 八幡小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 ⻄馬城小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 天津小学校 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 封⼾小学校 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 ⻄部中学校 体育館 2台
⼤分県 宇佐市 和間小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 横山小学校 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 糸口小学校 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 駅館小学校 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 ⻑洲小学校 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 高家小学校 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 四日市公⺠館⿇⽣分館 事務室・管理室 1台
⼤分県 宇佐市 ⿇⽣地区活性化センター 事務室・管理室 1台
⼤分県 宇佐市 豊川小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 ⻑洲中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 宇佐市 宇佐小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 臼杵市 臼杵支援学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 下北小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 臼杵市中央公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 臼杵市 社会福祉センター 電話台 2台
⼤分県 臼杵市 臼杵小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 東中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 臼杵市⺠会館 共用部分 2台
⼤分県 臼杵市 臼杵高校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 松ヶ岳公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 臼杵市 旧中臼杵小学校 (臼杵市文化財研究室） 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 久木小野多目的研修集会施設 広間 2台
⼤分県 臼杵市 市浜小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 ⻄中学校 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 北中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 佐志⽣小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 旧深江小中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 臼杵市 海洋科学高校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 臼杵市諏訪山体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター 玄関ホール 2台
⼤分県 臼杵市 臼杵南小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 南中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 旧上浦小学校（緑の園） ２Ｆ 2台
⼤分県 臼杵市 海辺小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 下ノ江小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 旧宮本小・中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 臼杵市 中臼杵農村環境改善センター 玄関 2台
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⼤分県 臼杵市 福良ヶ丘小学校 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 下南小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 上北小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 田野地区公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 臼杵市 旧田野小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 南野津地区公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 臼杵市 野津小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 川登小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 旧⼾上小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 旧⻄神野小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 臼杵市 南野津小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 旧都松小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 臼杵市 野津中央公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 臼杵市 野津中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 杵築市 風の郷 入口 1台
⼤分県 杵築市 上村の郷 玄関ホール 1台
⼤分県 杵築市 上小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 上地区公⺠館 事務所 1台
⼤分県 杵築市 旧向野小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 東山香地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 杵築市 旧東山香小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 旧山浦小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 山香小学校 体育館 2台
⼤分県 杵築市 山香児童館 職員室 1台
⼤分県 杵築市 杵築市役所山香庁舎 ロビー 2台
⼤分県 杵築市 山香体育館（旧山香小） 体育館 2台
⼤分県 杵築市 山香中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 杵築市 広寿苑 地域交流センター内 1台
⼤分県 杵築市 ⽴⽯小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 ⽴⽯体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 ⽴⽯地区公⺠館 事務所 1台
⼤分県 杵築市 杵築中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 杵築市 きつき⽣涯学習館 入口 2台
⼤分県 杵築市 勤労者体育館 体育館 2台
⼤分県 杵築市 杵築小学校 体育館 2台
⼤分県 杵築市 杵築児童館 玄関ホール 1台
⼤分県 杵築市 心助園（一心会） 入口 1台
⼤分県 杵築市 北杵築小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 北杵築地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 杵築市 ㈱デンケン 第３棟２Ｆ食堂 1台
⼤分県 杵築市 護江小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 松栄保育園 玄関ホール 1台
⼤分県 杵築市 奈狩江地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 杵築市 ⼤内小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 ⼤内地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 杵築市 JAいこいの村 玄関ホール 1台
⼤分県 杵築市 杵築市社会福祉協議会 事務室 1台
⼤分県 杵築市 健康推進館 エントランスホール 1台
⼤分県 杵築市 豊洋小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 きつき城下町資料館 ロビー 1台
⼤分県 杵築市 宗近中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 杵築市 杵築十王会館 玄関ホール 1台
⼤分県 杵築市 商工会館 入口 1台
⼤分県 杵築市 隣保館 入口 1台
⼤分県 杵築市 菩提樹（特養） 入口 1台
⼤分県 杵築市 八坂地区公⺠館 ホール 1台
⼤分県 杵築市 八坂小学校 体育館 1台
⼤分県 杵築市 東小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 杵築市 東地区公⺠館 事務室 1台
⼤分県 杵築市 杵築市文化体育館 体育館 2台
⼤分県 杵築市 杵築高校体育館 体育館 2台
⼤分県 杵築市 旧田原小学校 体育館 1台
⼤分県 杵築市 ⼤田庁舎 ロビー 1台
⼤分県 杵築市 旧朝田小学校体育館 体育館 1台
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⼤分県 玖珠郡九重町 隣保館 玄関ホール 1台
⼤分県 玖珠郡九重町 保健福祉センター 玄関ホール 1台
⼤分県 玖珠郡九重町 九重町役場 玄関ホール 1台
⼤分県 玖珠郡九重町 九重町⽴淮園小学校 体育館 1台
⼤分県 玖珠郡九重町 九重町⽴南山田小学校 体育館 1台
⼤分県 玖珠郡九重町 飯田公⺠館 事務室 1台
⼤分県 玖珠郡九重町 泉水コミュニティセンター 事務室 1台
⼤分県 玖珠郡九重町 九重町⽴野矢小学校 体育館 1台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 森中中央小学校相の迫分校 職員室 1台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 メルサンホール 事務室・管理室 3台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 古後小学校 体育館 2台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 北山田小学校 体育館 2台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 山浦小学校 職員室 1台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 わらべ館 玄関ホール 2台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 八幡中学校 講堂 2台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 塚脇小学校 体育館 3台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 玖珠自治会館 ロビー 2台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 日出⽣台南部コミニテｲセンタ 会議室 1台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 日出⽣台北部コミニテｲセンタ 会議室 1台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 春日小学校校舎 職員室 2台
⼤分県 玖珠郡玖珠町 春日小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 国東市 安岐小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 市営安岐体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 安岐児童館 事務室 3台
⼤分県 国東市 安岐老人憩いの家 事務室 1台
⼤分県 国東市 南安岐地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 国東市 安岐中央公⺠館体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 市役所安岐総合支所 教育委員会 安岐分室 3台
⼤分県 国東市 安岐中央小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 安岐中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 旧朝来小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 朝来地区公⺠館（旧あさぎりの郷） 入口 1台
⼤分県 国東市 ⻄武蔵地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 国東市 国見保健福祉センター ホール横 1台
⼤分県 国東市 国見Ｂ＆Ｇ海洋センター 入口 3台
⼤分県 国東市 熊毛地区公⺠館（旧熊毛改善センター） ロビー 1台
⼤分県 国東市 湯の里渓泉 ロビー 1台
⼤分県 国東市 竹田津地区公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 国東市 伊美小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 国東市 国東小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 旧豊崎小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 国東市 上国崎地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 国東市 小原小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 国東市 旭日小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 国東市 旧⼤恩寺小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 国東市 国東高等学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 国東中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 来浦活性化センター 研修室 1台
⼤分県 国東市 市営国東体育館 体育館 2台
⼤分県 国東市 富来小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 旧来浦中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 国東市 丸小野上公⺠館 和室 1台
⼤分県 国東市 丸小野下公⺠館 入口 1台
⼤分県 国東市 武蔵保健福祉センター ラウンジ 1台
⼤分県 国東市 武蔵中央公⺠館 入口 1台
⼤分県 国東市 糸原第⼆公⺠館 入口 1台
⼤分県 国東市 糸原第一公⺠館 入口 1台
⼤分県 国東市 小城公⺠館 入口 1台
⼤分県 国東市 武蔵中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 国東市 武蔵Ｂ＆Ｇ海洋センター 玄関ホール 1台
⼤分県 国東市 武蔵⻄小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 佐伯市 旧灘小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 佐伯市 宇目Ｂ＆G海洋センター 玄関ホール 2台
⼤分県 佐伯市 花木公⺠館 入口 1台
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⼤分県 佐伯市 上⽖⽣活改善センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 小野公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 重岡集会センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 市園公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 釘⼾公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 小野市集会センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ふれあいセンター宇目 ロビー 2台
⼤分県 佐伯市 楢野木公⺠館 和室 1台
⼤分県 佐伯市 中津留公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 越野構造改善センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 岩崎集会センター 室内 1台
⼤分県 佐伯市 柿木公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 河尻集会センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⼤原公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 田原公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 駅前区⺠会館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯東地区公⺠館（2階集会室） 2F集会室 1台
⼤分県 佐伯市 葛港公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 深島集会所 入口 1台
⼤分県 佐伯市 蒲江地区公⺠館 ホール入口 3台
⼤分県 佐伯市 旧名護屋小学校 2F 2台
⼤分県 佐伯市 森崎地区公⺠館 室内 1台
⼤分県 佐伯市 越田尾集会所 玄関 1台
⼤分県 佐伯市 元猿集会所 入口 1台
⼤分県 佐伯市 里の駅たかひら展望公園 入口 1台
⼤分県 佐伯市 高山集会所 玄関 1台
⼤分県 佐伯市 河内地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 旧波当津小学校 2F 1台
⼤分県 佐伯市 蒲江B＆G海洋センター 入口 3台
⼤分県 佐伯市 畑野浦地区公⺠館 ロビー 2台
⼤分県 佐伯市 野々河内集会所 入口 1台
⼤分県 佐伯市 向島地区老人の家 入口 1台
⼤分県 佐伯市 蒲⼾地区公⺠館 放送室 1台
⼤分県 佐伯市 ⻑田公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 上浦地区公⺠館 ロビー 2台
⼤分県 佐伯市 東雲中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 東雲小学校（体育館） 体育館 1台
⼤分県 佐伯市 浪太公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 浅海井公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市上浦地域福祉センター 入口 2台
⼤分県 佐伯市 佐伯市上浦活性化センター 事務室横 1台
⼤分県 佐伯市 津井地区公⺠館 事務室横 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯鶴城高等学校（多目的競技場） 入口 3台
⼤分県 佐伯市 佐伯鶴城高等学校（体育館） 体育館 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯城南中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 城南町公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 常盤公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 新女島区⺠会館 2F 1台
⼤分県 佐伯市 片山公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 海崎駅前地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 マリンハウス海人夏館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 波越公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴下堅田小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 佐伯市 下堅田地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 年の神公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 折⼾区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 新越公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 宇⼾区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⼤宮公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴八幡小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 八幡地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 河内区公⺠館 室内 1台
⼤分県 佐伯市 宮の内公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 風無区公⺠館 入口 1台
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⼤分県 佐伯市 ⻄上浦地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 車区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 狩⽣区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 城⻄地区集会所 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⾕川地区林業集会センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⻘山小学校（校舎） 校舎 2台
⼤分県 佐伯市 ⿊沢⽣活改善センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⻘山地区コミュニティセンタ 入口 1台
⼤分県 佐伯市 蛇崎公⺠館 室内 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市総合体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 グリーンピア⼤越 入口 1台
⼤分県 佐伯市 上堅田小学校（管理教室棟） 監理教室棟 3台
⼤分県 佐伯市 上堅田地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴佐伯南中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 津志河内公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 汐月公⺠館 室内 1台
⼤分県 佐伯市 宇山区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⻄の平⽣活改善センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴木⽴小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 木⽴地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 内町クラブ 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯地区公⺠館 2F入口 1台
⼤分県 佐伯市 中村クラブ 入口 1台
⼤分県 佐伯市 鶴⾕中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴渡町台小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 ⻑島区公⺠館 2F 1台
⼤分県 佐伯市 直川地区公⺠館横川分館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 直川地区公⺠館下直見分館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 竹の下老人憩の家 入口 1台
⼤分県 佐伯市 直川地区公⺠館上直見分館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 直川地区公⺠館仁田原分館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 直川地域福祉センター 入口 2台
⼤分県 佐伯市 鉱泉センター直川 入口 1台
⼤分県 佐伯市 直川憩の森公園 入口 1台
⼤分県 佐伯市 直川地区公⺠館 入口 2台
⼤分県 佐伯市 直川体育館 体育館 2台
⼤分県 佐伯市 脇区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 つるおか子どもの家 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⼤東区集会所 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴鶴岡小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 鶴見中学校（体育館） 体育館 2台
⼤分県 佐伯市 鶴見地区公⺠館吹分館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 田の浦区⺠会館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 日の出クラブ 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⽶水津地区公⺠館 入口 2台
⼤分県 佐伯市 海辺の村活性化センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 宮野浦採⽯場跡地 室内 1台
⼤分県 佐伯市 井ノ上公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 樫峯地区集会所 入口 1台
⼤分県 佐伯市 小半公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 本匠体育館 体育館 2台
⼤分県 佐伯市 本匠⻄地区公⺠館 2F 1台
⼤分県 佐伯市 堂ノ間地区ふれあいセンター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 波寄⽣活改善センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 渡町台地区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⽯丸第３区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⽯丸第２区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⽯丸第１区公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 木ノ瀬住宅集会施設 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴昭和中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 久保公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 上切畑地区体育館 体育館 1台
⼤分県 佐伯市 祇園公⺠館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 細田公⺠館 入口 1台
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⼤分県 佐伯市 山梨子研修施設 入口 1台
⼤分県 佐伯市 宇藤木地区集会施設 入口 1台
⼤分県 佐伯市 尺間地区体育館 体育館 1台
⼤分県 佐伯市 尺間第１集会施設 入口 1台
⼤分県 佐伯市 小田公⺠館 和室 1台
⼤分県 佐伯市 床木２地区活動促進施設 入口 1台
⼤分県 佐伯市 床木第４⽣活改善センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 弥⽣文化会館 ホール 2台
⼤分県 佐伯市 弥⽣老人デイサービスセンター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 武道場（弥⽣スポーツ公園） 入口 1台
⼤分県 佐伯市 弥⽣児童館 入口 1台
⼤分県 佐伯市 上野小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 佐伯市 道の駅やよい やよいの湯 2台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴明治小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 佐伯市 竹峯切水高齢者活動促進センター 入口 1台
⼤分県 佐伯市 ⼤坂本地区避難施設 入口 1台
⼤分県 佐伯市 佐伯市⽴切畑小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 速見郡日出町 中央公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 速見郡日出町 日出小学校 体育館 1台
⼤分県 速見郡日出町 日出中学校 体育館 1台
⼤分県 速見郡日出町 川崎小学校 体育館 1台
⼤分県 速見郡日出町 川崎体育館 体育館 1台
⼤分県 速見郡日出町 ⼤神中学校 玄関ホール 1台
⼤分県 速見郡日出町 ⼤神小学校 体育館 1台
⼤分県 速見郡日出町 保健福祉センター 玄関ホール 1台
⼤分県 速見郡日出町 南端小学校 体育館 1台
⼤分県 速見郡日出町 南端地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 速見郡日出町 豊岡小学校 体育館 1台
⼤分県 速見郡日出町 ⼤神地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 速見郡日出町 藤原地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 速見郡日出町 藤原小学校 体育館 1台
⼤分県 速見郡日出町 豊岡地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 ⻄の台小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ひばりヶ丘公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 横瀬小学校体育館 体育館入口 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤在小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤分⻄部公⺠館 2F 2台
⼤分県 ⼤分市 ⽣⽯保育所 保育所内 2台
⼤分県 ⼤分市 下郡小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 （旧）荷揚町小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤在⻄小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 金池小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ホルトホール⼤分 福祉交流ひろば内 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤分⻄中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 坂ノ市公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 坂ノ市小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 坂ノ市中学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 三佐小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 桃園小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 原川中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 小中島公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 宗方小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤分上野丘高等学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 上野ヶ丘中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤分⻄高等学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 浜町保育所 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 ⼤在公⺠館 玄関ホール 3台
⼤分県 ⼤分市 春日町小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 舞鶴小学校体育館 体育館入口 3台
⼤分県 ⼤分市 碩田学園体育館 体育館 2台
⼤分県 ⼤分市 ⼤在浜公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 (旧)一尺屋小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 田ノ浦⽣活改善センター 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 豊府小学校体育館 体育館 3台
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⼤分県 ⼤分市 滝尾小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 滝尾校区公⺠館 ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 城南中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 城南小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 鴛野小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 南⼤分小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 横瀬⻄小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤東中学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 岡原公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 ⼤分東高等学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 下宗方公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 高田小学校 体育館 1台
⼤分県 ⼤分市 家島公⺠館 ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 河原内くすのきホール 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 賀来中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 胡⿇鶴公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 鶴崎中学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 稙田東中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 寒田小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 久土公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 宮河内ハイランド公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 川添小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤分南部公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 稙田公⺠館 玄関ホール 3台
⼤分県 ⼤分市 広内公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 今市健康増進センター 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 佐賀関小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 佐賀関公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 佐賀関中学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 関崎海星館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 田中体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 丹⽣小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 細公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 (旧)⼤志⽣木小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 明治北小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 松岡小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 野津原⻄部小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 ⼤分市 ⼤塔公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 上宗方公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 判田⽶良公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 学校法人上東学園もりまち幼稚園 ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 別保小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 神崎小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤在中学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 八幡小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 延命寺公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 上⼾次小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 ⼤分市 竹中小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 竹中中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 野津原中部小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 ⼤分市 ⼤南公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 判田小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 判田中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤分南高等学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 賀来公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 明治小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 森岡校区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 吉野小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 吉野中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 田尻小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 東稙田小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⽩木体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 陽光台公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 ⼤分市 南⼤分体育館 体育館 3台
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⼤分県 ⼤分市 こうざき小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 稙田小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 (旧)木佐上小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 野津原東部小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 野津原公⺠館 玄関ホール 3台
⼤分県 ⼤分市 野津原中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤道小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 （旧）中島小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⻑浜小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 津留小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 王子中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 鶴崎小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 日岡小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 ⼤分東部公⺠館 玄関ホール 3台
⼤分県 ⼤分市 東⼤分小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 コンパルホール 4F 3台
⼤分県 ⼤分市 敷⼾小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 南⼤分公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 城東中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 明野東小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 明野⻄小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 明野中学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 明野北小学校 体育館 3台
⼤分県 ⼤分市 明治明野公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 ⼤分市 和光保育園 ホール 1台
⼤分県 竹田市 柏原公⺠館 入口 1台
⼤分県 竹田市 荻小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 緑ヶ丘中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 都野小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 都野公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 都野中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 久住小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 久住公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 久住中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 ⽩丹小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 ⽩丹公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 竹田小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 竹田中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 南部小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 竹田南部中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 福祉施設はくすい 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 城原小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 城原地区館 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 あ祖⺟学舎 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 菅⽣分館 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 菅⽣小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 宮城台小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 宮城分館 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 入田分館 入口 1台
⼤分県 竹田市 祖峰小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 山村交流センター 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 直入小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 竹田市 直入公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 竹田市 直入中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 中津市 沖代公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 南部公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 真坂小学校 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 深水小学校 校舎 1台
⼤分県 中津市 三光福祉保健センター 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 秣小学校 校舎 1台
⼤分県 中津市 三郷小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 中津市 コアやまくに 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 山国中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 中津市 槻木交流センター 玄関ホール 1台
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⼤分県 中津市 コロナ体育館 体育館 1台
⼤分県 中津市 城北中学校 体育館 1台
⼤分県 中津市 小楠コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 北部公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 鶴居文化センター 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 如水コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 豊田公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 今津コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 中津東体育館 体育館入口 2台
⼤分県 中津市 鶴居コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 ⼤幡コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 中津市総合体育館 体育館入口 3台
⼤分県 中津市 和田コミュニティセンタ 集会場入口 1台
⼤分県 中津市 三保交流センター 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 ⻄⾕地区公⺠館 集会場入口 1台
⼤分県 中津市 上津地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 禅海スポーツセンタ 体育館入口 2台
⼤分県 中津市 本耶馬渓公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 やかた田舎の学校 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 東⾕地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 樋田地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 旧山移診療所医師住宅 左側和室 1台
⼤分県 中津市 深耶馬渓温泉 ロビー奥 1台
⼤分県 中津市 山移地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 下郷公⺠館 事務所 1台
⼤分県 中津市 下郷小学校体育館 校⻑室 1台
⼤分県 中津市 津⺠地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 中津市 城井地区公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 津久見市 堅徳小学校体育館                                体育館 1台
⼤分県 津久見市 第⼆中学校（校舎） 校舎 1台
⼤分県 津久見市 津久見市⺠体育館      体育館 3台
⼤分県 津久見市 堅徳小学校（校舎） 職員室 1台
⼤分県 津久見市 高浜臨海休養施設 玄関 1台
⼤分県 津久見市 畑地区集会所 玄関 1台
⼤分県 津久見市 ⻘江小学校（校舎） 玄関 2台
⼤分県 津久見市 ⻘江小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 津久見市 千怒小学校（校舎） 玄関 1台
⼤分県 津久見市 千怒小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 津久見市 ⻑目公⺠館 玄関 1台
⼤分県 津久見市 旧⻑目小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 津久見市 楠屋集会所 玄関 1台
⼤分県 津久見市 無垢島小中学校（校舎） 音楽室 1台
⼤分県 津久見市 ⻄の内公⺠館 玄関 1台
⼤分県 津久見市 保⼾島小中学校（校舎） 職員室 2台
⼤分県 津久見市 保⼾島小中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 津久見市 江ノ浦公⺠館 玄関 1台
⼤分県 津久見市 ⾚崎公⺠館 玄関 1台
⼤分県 津久見市 ⼤分県⽴津久見高校体育館                                体育館 3台
⼤分県 津久見市 第一中学校（校舎） 玄関 1台
⼤分県 津久見市 第一中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 津久見市 第⼆中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 津久見市 津久見小学校（校舎） 玄関 1台
⼤分県 津久見市 津久見小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 東国東郡姫島村 離島センタ「やはず」 2階会議室 2台
⼤分県 東国東郡姫島村 教育委員会庁舎・軽スポーツセンター 事務室・管理室 2台
⼤分県 日田市 三芳公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 月出山多目的交流館 玄関 3台
⼤分県 日田市 花月コミュニティセンター 玄関 3台
⼤分県 日田市 若宮小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 有田小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 東有田中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 桂林公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 中央公⺠館 事務室外壁 3台
⼤分県 日田市 上津江第５分団消防詰所 避難所 3台
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⼤分県 日田市 上津江体育館 体育館 2台
⼤分県 日田市 三和小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 三花公⺠館 玄関 3台
⼤分県 日田市 高瀬小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 高瀬公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 ⻄有田公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 前津江中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 前津江小学校 体育館 3台
⼤分県 日田市 旧⼤山中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 旧鎌⼿小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 小野公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 五和公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 ⼤鶴公⺠館 エントランスホール 3台
⼤分県 日田市 東有田公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 咸宜公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 若宮公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 鯛⽣スポーツセンター 玄関 3台
⼤分県 日田市 中津江振興局 玄関ホール 3台
⼤分県 日田市 朝日公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 天瀬公⺠館五馬分館 入口 3台
⼤分県 日田市 丸山コミュニティセンター 玄関 3台
⼤分県 日田市 Ｂ＆Ｇ天瀬海洋センター 玄関 3台
⼤分県 日田市 出口コミュニティセンタ 玄関ホール 3台
⼤分県 日田市 東部中学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 日隈公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 日隈小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 日田市 羽田多目的交流館 玄関 3台
⼤分県 日田市 伏木多目的交流館 玄関 3台
⼤分県 日田市 光岡公⺠館 入口 3台
⼤分県 日田市 小野小学校体育館 体育館 3台
⼤分県 別府市 別府市朝日⼤平山地区公⺠館 エントランス 2台
⼤分県 別府市 別府中央小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 すきっぷパーク 事務室 1台
⼤分県 別府市 山の⼿中学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 北部地区公⺠館 1F待合室 2台
⼤分県 別府市 社会福祉会館 事務室 1台
⼤分県 別府市 中央公⺠館 1F事務所横 2台
⼤分県 別府市 別府市コミュニティセンター 事務所前 2台
⼤分県 別府市 山の⼿小学校体育館 体育館入口 2台
⼤分県 別府市 べっぷアリーナ 公衆電話横 3台
⼤分県 別府市 境川小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 ⽯垣小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 ふれあい広場サザンクロス 4F事務所前 2台
⼤分県 別府市 ほっぺパーク  2F事務室 1台
⼤分県 別府市 北部中学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 ⼤平山小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 朝日小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 鶴見台中学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 緑丘小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 鶴見小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 中部中学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 朝日中学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 ⻲川小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 南⽴⽯小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 浜脇中学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 ⻘山中学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 東山小中学校 体育館 1台
⼤分県 別府市 少年自然の家おじか エントランス 2台
⼤分県 別府市 春木川小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 上人小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 別府⼤学体育館 体育館 2台
⼤分県 別府市 不老泉 2F集会室 1台
⼤分県 別府市 別府市⻄部地区公⺠館 エントランス 2台
⼤分県 別府市 中部地区公⺠館 1F公衆電話横 2台
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⼤分県 別府市 別府市南部地区公⺠館 事務所横 2台
⼤分県 別府市 南小学校 体育館 2台
⼤分県 別府市 別府市北部コミュニティーセンタあすなろ館 教室内 1台
⼤分県 別府市 南部児童館 2F通路 1台
⼤分県 別府市 野口ふれあい交流センター 体育館 2台
⼤分県 豊後高田市 臼野小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 豊後高田市 中央公⺠館 玄関ホール 3台
⼤分県 豊後高田市 香々地公⺠館 玄関ホール 2台
⼤分県 豊後高田市 河内小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 豊後高田市 載星学園小中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 豊後高田市 高田庁舎 2F 3台
⼤分県 豊後高田市 草地小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 豊後高田市 真玉公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 豊後高田市 田染小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 豊後⼤野市 犬飼小学校(体育館) 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 新田小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 三重農村環境改善センター 入口 2台
⼤分県 豊後⼤野市 三重東小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 百枝小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 菅尾小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 三重中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 ⼤原総合体育館 体育館 3台
⼤分県 豊後⼤野市 緒方中学校(体育館) 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 ⻑⾕川集会所 事務所 2台
⼤分県 豊後⼤野市 緒方小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 清川小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 清川中学校(体育館) 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 神楽会館 玄関ホール 2台
⼤分県 豊後⼤野市 千歳農村環境改善センター 玄関ホール 2台
⼤分県 豊後⼤野市 千歳小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 千歳中学校(体育館) 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 千歳ふれあい児童館 入口 2台
⼤分県 豊後⼤野市 ⼤野中学校(体育館) 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 ⼤野小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 隣保館 玄関ホール 2台
⼤分県 豊後⼤野市 朝地中学校(体育館) 体育館 2台
⼤分県 豊後⼤野市 朝地公⺠館 玄関ホール 1台
⼤分県 由布市 由布川地域交流センター 事務所 2台
⼤分県 由布市 挟間体育センター 事務所 2台
⼤分県 由布市 挟間中学校体育館 体育館 1台
⼤分県 由布市 ⾕小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 由布市 阿蘇野小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 由布市 庄内庁舎 玄関ホール 1台
⼤分県 由布市 ほのぼの温泉館 入口 1台
⼤分県 由布市 由布支援学校体育館 体育館 1台
⼤分県 由布市 ⼤分県⽴庄内屋内競技場 事務所 2台
⼤分県 由布市 庄内公⺠館 団体交流スペース 1台
⼤分県 由布市 庄内体育センター 体育館 1台
⼤分県 由布市 旧⼤津留小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 由布市 阿南小学校体育館 体育館 2台
⼤分県 由布市 由布市交流体験施設・庄内ゆうゆう館 入口 1台
⼤分県 由布市 湯平地区公⺠館(旧湯平小学校) 事務所前 1台
⼤分県 由布市 ゆふいん健康温泉館 エントランス入口 1台
⼤分県 由布市 湯布院福祉センター 事務室前 1台
⼤分県 由布市 由布院小学校 体育館 1台
⼤分県 由布市 川⻄小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 由布市 湯布院中学校体育館 体育館 2台
⼤分県 由布市 湯布院Ｂ＆Ｇ海洋センター 玄関ホール 1台
⼤分県 由布市 川⻄農村交流センター 事務室前 1台
⼤分県 由布市 塚原小学校体育館（地区集会所） 体育館 1台
⼤分県 由布市 由布川小学校 体育館 1台
⼤分県 由布市 由布市役所挟間庁舎 2F 1台
⼤分県 由布市 挾間小学校体育館 体育館 1台
⼤分県 由布市 ⽯城小学校体育館 体育館入口 1台
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⼤分県 由布市 はさま未来館 玄関ホール 1台
宮崎県 えびの市 岡元小学校 体育館 1台
宮崎県 えびの市 えびの市国際交流センター ロビー 1台
宮崎県 えびの市 加久藤地区体育館 事務室・管理室 2台
宮崎県 えびの市 加久藤中学校 体育館 1台
宮崎県 えびの市 加久藤小学校 体育館 1台
宮崎県 えびの市 加久藤地区コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
宮崎県 えびの市 飯野小学校 体育館 1台
宮崎県 えびの市 高齢者交流プラザ 事務室・管理室 1台
宮崎県 えびの市 飯野地区コミュニティセンター 事務室・管理室 2台
宮崎県 えびの市 飯野中学校 体育館 1台
宮崎県 えびの市 飯野駅前地区体育館 事務室・管理室 2台
宮崎県 えびの市 えびの市⺠体育館 玄関ホール 1台
宮崎県 えびの市 真幸地区体育館 事務室・管理室 2台
宮崎県 えびの市 えびの市老人福祉センター 事務室・管理室 2台
宮崎県 えびの市 高野コミュニティーセンター 会議室 1台
宮崎県 えびの市 上江小中学校 体育館 体育館 1台
宮崎県 えびの市 （旧）上江中学校 体育館 体育館 1台
宮崎県 えびの市 上江地区体育館 事務室・管理室 2台
宮崎県 えびの市 真幸地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
宮崎県 えびの市 （旧）⼤河平小学校 体育館 体育館 1台
宮崎県 えびの市 えびの市文化センター 体育館 2台
宮崎県 延岡市 市⽴伊形小学校 体育館 1台
宮崎県 延岡市 市⽴東海小学校 体育館 1台
宮崎県 延岡市 みのり園 事務室・管理室 2台
宮崎県 延岡市 下三輪多目的営農集会場 事務室・管理室 1台
宮崎県 延岡市 県⽴延岡高校第２教室棟 事務室・管理室 2台
宮崎県 延岡市 延岡市⽴恒富中学校体育館(武道場含) 体育館 2台
宮崎県 延岡市 古川自治公⺠館 事務室・管理室 1台
宮崎県 延岡市 市⽴岡富小学校 体育館 1台
宮崎県 延岡市 市⽴上南方小学校 体育館 1台
宮崎県 延岡市 県⽴延岡商業高校体育館 体育館 2台
宮崎県 延岡市 延岡市社会福祉センター 事務室・管理室 2台
宮崎県 延岡市 小峰農業集落多目的集会所 事務室・管理室 1台
宮崎県 延岡市 本東寺 事務室・管理室 1台
宮崎県 延岡市 ⻄階陸上競技場 事務室・管理室 3台
宮崎県 延岡市 祐国寺 事務室・管理室 2台
宮崎県 延岡市 延岡市⺠体育館 体育館 2台
宮崎県 延岡市 市⽴延岡小学校 体育館 1台
宮崎県 延岡市 ⿊岩小中学校体育館 体育館 2台
宮崎県 延岡市 市⽴旭小学校 体育館 1台
宮崎県 延岡市 延岡市公営住宅土々呂団地集会室 事務室・管理室 1台
宮崎県 延岡市 港小学校体育館 体育館 2台
宮崎県 延岡市 市⽴旭中学校 体育館 2台
宮崎県 延岡市 県⽴延岡⻘朋高校体育館 体育館 2台
宮崎県 延岡市 北方勤労者体育センター(北方教育課) 事務室・管理室 3台
宮崎県 延岡市 旧北方小学校(北方教育課) 事務室・管理室 1台
宮崎県 延岡市 延岡市社会教育センター 事務室・管理室 2台
宮崎県 延岡市 県⽴延岡しろやま支援学校 体育館 2台
宮崎県 延岡市 市⽴南方小学校 体育館 2台
宮崎県 延岡市 ポリテクセンター延岡研修⽣ホール 玄関ホール 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市総合福祉保健センタ（変更前：宮崎市社会福祉協議会） 保険センタ内 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市宮崎地区交流センター 玄関ホール 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市総合体育館 ロビー 3台
宮崎県 宮崎市 宮崎市⼤淀公⺠館 体育館玄関 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市南部記念体育館 2F事務室 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市天ヶ城公園体育館 事務室 1台
宮崎県 宮崎市 宮崎市高岡地区農村環境改善センター 体育館玄関 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市佐土原総合文化センター 玄関ホール 1台
宮崎県 宮崎市 宮崎市佐土原体育館 事務室 1台
宮崎県 宮崎市 宮崎市加納スポーツセンター 玄関ホール 1台
宮崎県 宮崎市 宮崎市清武体育館 玄関ホール 1台
宮崎県 宮崎市 宮崎市東⼤宮地区コミュニティーセンター 体育館玄関 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市⻄部地区農村環境改善センター 体育館玄関 2台
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宮崎県 宮崎市 宮崎市木花公⺠館 事務室 2台
宮崎県 宮崎市 ⽣目の杜運動公園体育館 ロビー 3台
宮崎県 宮崎市 ⽣目地区交流センタ 玄関ホール 1台
宮崎県 宮崎市 宮崎市⼤塚公⺠館 玄関 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市田野文化会館 会館内 1台
宮崎県 宮崎市 宮崎市住吉公⺠館 玄関 2台
宮崎県 宮崎市 宮崎市木花中学校 体育館内 2台
宮崎県 串間市 福島小学校 体育館 1台
宮崎県 串間市 串間市中央公⺠館 ロビー 1台
宮崎県 串間市 市木中学校 体育館 2台
宮崎県 串間市 ⼤束中学校 体育館 1台
宮崎県 串間市 都井基幹集落センタ（旧支所） 2F研修室 1台
宮崎県 串間市 ⼤束公⺠館（旧支所） 玄関ホール 1台
宮崎県 串間市 北方中学校 体育館 2台
宮崎県 串間市 本城小学校 事務室・管理室 2台
宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋町体育館 体育館 2台
宮崎県 児湯郡高鍋町 蚊口地区学習等供用施設 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋⻄中学校（体育館） 体育館 2台
宮崎県 児湯郡高鍋町 南薩食鳥宮崎工場 ２階事務室廊下壁 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 持田地区高齢者福祉センタ 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋⻄小学校（体育館） 体育館 2台
宮崎県 児湯郡高鍋町 東児湯消防本部 １階廊下 ホール前 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 めいりんの湯 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋町スポーツセンタ 玄関ホール 3台
宮崎県 児湯郡高鍋町 中央公⺠館 玄関ホール 2台
宮崎県 児湯郡高鍋町 防災センタ 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋町美術館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 総合福祉センタ 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋東中学校 体育館 2台
宮崎県 児湯郡高鍋町 勤労者体育センター 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋東小学校 体育館 2台
宮崎県 児湯郡高鍋町 健康づくりセンタ 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡新富町 新富町文化会館 玄関ホール 3台
宮崎県 児湯郡新富町 福祉学習等供用施設（旧）中央公⺠館 玄関ホール 3台
宮崎県 児湯郡新富町 新富町体育館 体育館 2台
宮崎県 児湯郡新富町 （旧）上新田小学校 体育館 1台
宮崎県 児湯郡新富町 新富勤労者体育センター 玄関ホール 2台
宮崎県 児湯郡新富町 上新田公⺠館 玄関ホール 2台
宮崎県 児湯郡新富町 上新田学園 体育館 2台
宮崎県 児湯郡新富町 ⻄体育館 玄関ホール 2台
宮崎県 児湯郡新富町 新田公⺠館 玄関ホール 2台
宮崎県 児湯郡新富町 新田学園小学/中学校 体育館 3台
宮崎県 児湯郡新富町 富田中学校 体育館 2台
宮崎県 児湯郡新富町 富田小学校 体育館 2台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 越野尾活性化センター 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 横野活性化センター 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 小川多目的集会施設 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 上⽶良多目的集会施設 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 ⻄⽶良村基幹集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 柔剣道場及び管理等（⽶良錬心館） 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 菊池記念館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 村所小へき地集会室 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 松之本地区集会所 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 特別養護老人ホーム天包荘 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡⻄⽶良村 板⾕多目的集会施設 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡川南町 川南町農村環境改善センター 玄関ホール 2台
宮崎県 児湯郡川南町 唐瀬原中学校 体育館 1台
宮崎県 児湯郡川南町 国光原中学校 体育館 1台
宮崎県 児湯郡都農町 中町福祉避難所 玄関ホール 2台
宮崎県 児湯郡都農町 都農南小学校 体育館 2台
宮崎県 児湯郡都農町 都農中学校 体育館 3台
宮崎県 児湯郡都農町 都農小学校 体育館 1台
宮崎県 児湯郡都農町 都農東小学校 体育館 1台
宮崎県 児湯郡都農町 内野々分校 体育館 1台
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宮崎県 児湯郡都農町 福原尾公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡都農町 都農高等学校 体育館 2台
宮崎県 児湯郡都農町 町⺠体育館 体育館 3台
宮崎県 児湯郡木城町 御池（ミイケ）公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 木城町役場 玄関ホール 2台
宮崎県 児湯郡木城町 町公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 地域ふれあい館 「輝らら」 管理室カウンタ 1台
宮崎県 児湯郡木城町 特別養護老人ホーム新納荘 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 高城児童館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 ⽯河内基幹集落センター（公⺠館） 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 川原公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 中之又総合福祉センター 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 比木公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 木城小学校 体育館 2台
宮崎県 児湯郡木城町 木城中学校 体育館 2台
宮崎県 児湯郡木城町 複合型福祉施設仁の里 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 中椎木公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 出店コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 世代間交流多機能型福祉館 かしの実 ２階事務室 1台
宮崎県 児湯郡木城町 めばえ保育園 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 ふれあいプラザ 玄関ホール 1台
宮崎県 児湯郡木城町 中原公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 小林市 中河間⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 小林市 夏木地区多目的研修集会施設 夏木館 玄関ホール 1台
宮崎県 小林市 堂屋敷公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 小林市 下九瀬公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 小林市 上九瀬公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 小林市 奈佐木地区多目的研修集会施設 玄関ホール 1台
宮崎県 小林市 内山地域福祉センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 鞍岡小学校・体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 １２区集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 １１区集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 １３区⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 鞍岡地区公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 鞍岡地区複合型交流施設  体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 ９区⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 共⽣型福祉施設「ぬくもり」 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 桑野内交流センター 玄関ホール 2台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 下組⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 桑野内⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 上組小学校・体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 上組⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 室野集会センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 五ヶ瀬町町⺠センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 三ヶ所小学校・体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 五ヶ瀬町福祉センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 五ヶ瀬中学校・体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 五ヶ瀬町役場 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 荒踊の館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 坂本小学校・体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 ⻑迫地区集会施設 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 牧集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 内の口⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 坂狩地区集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 宮之原⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 五ヶ瀬町Ｇパーク（ドーム） 体育館 3台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 五ヶ瀬町子育て支援施設 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 五ヶ瀬中等教育学校・体育館 体育館 2台
宮崎県 ⻄臼杵郡五ヶ瀬町 廻渕⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡高千穂町 押方体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡高千穂町 岩⼾小学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡高千穂町 旧向山南小学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡高千穂町 高千穂町自然休養村管理センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡高千穂町 上野出張所 (公⺠館) 玄関ホール 1台
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宮崎県 ⻄臼杵郡高千穂町 （旧） 田原中学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 歌舞伎の館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 田植え踊り館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 見⽴せせらぎの里 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 仲組小跡集会室 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 高齢者等活性化センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 平底コミュニティセンター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 高巣野研修センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 清流園 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 日之影活性化センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 ⿅川地区交流センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 さくら館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 ⽯垣茶屋 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 天神荘 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 保健センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄臼杵郡日之影町 小川の郷 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 北狭野神武ふるさと館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 蒲牟田活性化センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 小塚公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 湯之元集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 中平公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 狭野小学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 花堂むらおこしセンター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 南狭野活性化センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 祓川神楽殿 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 後川内中学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 後川内小学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 上後川内地区多目的活動施設 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 下後川内多目的集会施設 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 川平多目的研修集会施設 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 広原小学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 上広原地区多目的活動施設 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 下広原構造改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 常盤台活性化センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 ⻄広原活性化センタ 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 高原町教育集会所 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 出口農業構造改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 高原小学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 高原町総合保健福祉センターほほえみ館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 ⿅児山農業構造改善センタ 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 高原中学校体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄諸県郡高原町 高原町役場 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 銀鏡小学校跡 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 宮崎医療福祉専門学校 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 コミュニティセンター 玄関ホール 2台
宮崎県 ⻄都市 妻高等学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 妻中学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 勤労⻘少年ホーム 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 ⻄都市公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 妻北小学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 ⻄都市児童館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 三財地区館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 三財地区体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 三財小中学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 三財中学校跡 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 都於郡中学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 銀上小・銀鏡中学校 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 銀鏡集会所 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 都於郡地区南体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 ⻄都市⺠体育館 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 妻南小学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 ⻄都原運動公園屋内練習場 玄関ホール 2台
宮崎県 ⻄都市 三納地区体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 三納小中学校 体育館 2台
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宮崎県 ⻄都市 三納中学校跡 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 三納地区館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 都於郡小学校山田分校 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 都於郡地区体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 都於郡地区館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 都於郡小学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 ⻄都市⺠会館 玄関ホール 2台
宮崎県 ⻄都市 茶臼原地区体育館 体育館 1台
宮崎県 ⻄都市 東⽶良診療所 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 穂北中学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 穂北小学校 体育館 2台
宮崎県 ⻄都市 穂北地区館 玄関ホール 1台
宮崎県 ⻄都市 茶臼原小学校 体育館 1台
宮崎県 都城市 中郷地区市⺠交流センター 体育館玄関 1台
宮崎県 都城市 乙房小学校 体育館玄関 1台
宮崎県 都城市 水道局 1F事務室 1台
宮崎県 都城市 夏尾中学校 体育館ミーティングルーム 1台
宮崎県 都城市 吉之元小学校 体育館 1台
宮崎県 都城市 祝吉地区公⺠館 テラスロビー 1台
宮崎県 都城市 五十市地区公⺠館 事務室 1台
宮崎県 都城市 高崎福祉保健センター 事務室 1台
宮崎県 都城市 笛水小中学校クラブハウス 事務室 1台
宮崎県 都城市 縄瀬地区活性化センター 玄関 1台
宮崎県 都城市 第１８公⺠館（四家） 玄関 1台
宮崎県 都城市 高城地区公⺠館四家分館 事務所窓口 1台
宮崎県 都城市 ⽣涯学習センター 玄関 1台
宮崎県 都城市 高城農村環境改善センター 玄関 1台
宮崎県 都城市 山田総合福祉センタ ホール 1台
宮崎県 都城市 山田体育館 トイレ外ロビー 1台
宮崎県 都城市 山之口シルバーヤングふれあいの館 玄関ホール 1台
宮崎県 都城市 花木地区体育館 体育館玄関 1台
宮崎県 都城市 山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館（人形の館） 事務所外ﾛﾋﾞｰ 1台
宮崎県 都城市 祝吉小学校 体育館ミーティングルーム 1台
宮崎県 都城市 庄内小学校 体育館倉庫内 1台
宮崎県 都城市 庄内地区公⺠館 事務所外ﾛﾋﾞｰ 1台
宮崎県 都城市 総合社会福祉センター 玄関 1台
宮崎県 都城市 志和池地区公⺠館 事務所外ﾛﾋﾞｰ 1台
宮崎県 都城市 志和池中学校 体育館教官室 1台
宮崎県 都城市 東小学校 体育館玄関 1台
宮崎県 都城市 早水公園体育文化センター 事務室 1台
宮崎県 都城市 沖水地区公⺠館 事務所外ﾛﾋﾞｰ 1台
宮崎県 都城市 沖水小学校 体育館玄関 1台
宮崎県 都城市 ⼤王小学校 体育館玄関 1台
宮崎県 都城市 ⻑寿館 管理人室 1台
宮崎県 都城市 勤労身体障害者教養文化体育施設 事務室 1台
宮崎県 都城市 沖水中学校体育館 体育館内壁面 1台
宮崎県 都城市 ⻄小学校 体育館倉庫内 1台
宮崎県 都城市 今町地区多目的研修集会施設 事務所窓口 1台
宮崎県 都城市 梅北小学校 体育館玄関 1台
宮崎県 都城市 明道小学校体育館 倉庫付近 1台
宮崎県 都城市 ⻄岳小学校体育館・クラブハウス 体育館玄関 1台
宮崎県 都城市 都城市コミュニティセンター 集会所玄関 1台
宮崎県 都城市 南九州⼤学都城キャンパス 体育館玄関 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸塚村老人福祉館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 塚原伝統芸能伝習館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 川の口公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸塚村中央公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 合宿所「六峰館」 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸塚村⺠体育館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 家代公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 南川⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 荒⾕公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 ⿊葛原公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 穂⽩尾公⺠館 玄関ホール 1台
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宮崎県 東臼杵郡諸塚村 七ツ山公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 川内公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 松の平公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 小原井公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 八重の平⽣活改善センタ 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 ⽴岩公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 飯⼲公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 只⽯⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 仲塔 「渓⾕の館」 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 ⿅野遊ふれあいセンター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 開発センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 尾八重集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 松尾⼤いちょうふれあいセンター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 矢⽴高原キャンプ場 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 旧 小崎小学校 体育館 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 栂尾の館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 不土野小学校 体育館 1台
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 尾向小学校 体育館 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 ⻄郷農村環境改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 峰集会センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 和田若宮地区体育館 体育館 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 ⻤神野基幹集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 渡川中央公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 美郷南学園 体育館 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 水清⾕集落センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 北郷総合交流センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 ⿊木小体育館 体育館 1台
宮崎県 東臼杵郡美郷町 入下地区多目的研修集会施設 玄関ホール 1台
宮崎県 東臼杵郡門川町 門川町総合福祉センター ロビー 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 草川小学校 体育館 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 門川中学校 体育館 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 かどがわ温泉心の杜 会議室 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 三ヶ瀬集落センター 玄関ホール 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 ⻄門川活性化センター 玄関ホール 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 門川小学校 体育館 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 中央公⺠館 玄関ホール 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 五十鈴小学校 体育館 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 門川高等学校 2F資材庫 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 クリエイティブセンター ロビー 2台
宮崎県 東臼杵郡門川町 平城保育所 事務室・管理室 2台
宮崎県 東諸県郡綾町 てるはドーム 体育館内 3台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町農業者トレーニングセンター 玄関ホール 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町⽴森永小学校 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町深年体育館 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 須志田地区農業構造改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町⽴八代中学校 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町⽴八代小学校 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町籾木体育館 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町北俣体育館 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町中央コミュニティーセンタ （ｱﾘｰﾅくにとみ） 玄関ホール 2台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町⽴本庄小学校 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町武道館 玄関ホール 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町農村環境改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町⽴本庄中学校 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町⽴木脇中学校 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町⽴木脇小学校 体育館 1台
宮崎県 東諸県郡国富町 国富町川南地区健康増進センター 玄関ホール 1台
宮崎県 日向市 ⼤王⾕学園初等部 体育館 3台
宮崎県 日向市 ⼤王⾕学園中等部 体育館 3台
宮崎県 日向市 塩見小学校 体育館 3台
宮崎県 日向市 （旧）幸脇小学校 体育館 2台
宮崎県 日向市 財光寺中学校 体育館 3台
宮崎県 日向市 日向高等学校 体育館 3台
宮崎県 日向市 富高小学校 体育館 3台
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宮崎県 日向市 日向中学校 体育館 3台
宮崎県 日向市 平岩小中学校 体育館 3台
宮崎県 日向市 旧平岩小学校鵜毛分校 玄関ホール 1台
宮崎県 日向市 南日向コミュニティセンタ 玄関ホール 2台
宮崎県 日向市 寺迫小学校 体育館 1台
宮崎県 日向市 美々津小学校 体育館 2台
宮崎県 日南市 都市農村交流センター 和室 1台
宮崎県 日南市 酒⾕⽣活改善センター 玄関ホール 1台
宮崎県 日南市 東郷公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 日南市 ふれあい健やかセンター ロビー 2台
宮崎県 日南市 榎原地区公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 日南市 ⻄町体育館 玄関ホール 2台
宮崎県 日南市 南郷ハートフルセンター 2F和室 2台
宮崎県 日南市 さくらアリーナ 事務所 1台
宮崎県 日南市 ⽣涯学習ｾﾝﾀまなびピア ホール 2台
宮崎県 日南市 飫肥公⺠館 玄関ホール 1台
宮崎県 北諸県郡三股町 三股町武道体育館 玄関ホール 2台
宮崎県 北諸県郡三股町 三股町多目的スポーツセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 羽島交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 羽島小学校 玄関ホール 4台
⿅児島県 いちき串木野市 土川交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 冠岳小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 冠岳交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 芹ヶ野公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 旭小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 旭交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 ドリームセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 荒川小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 荒川交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 市⺠文化センター（中央公⺠館） 玄関ホール 3台
⿅児島県 いちき串木野市 照島小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 勤労⻘少年ホーム 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 串木野高齢者福祉センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 働く女性の家 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館 玄関ホール 3台
⿅児島県 いちき串木野市 ⽣冠中学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 ⽣福小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 本浦交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 川上小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 市来川上郵便局 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 川上⽣活改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 川上交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 川南交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 市来小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 市来中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 市来体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 川北交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 串木野体育センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 串木野小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 串木野中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 串木野養護学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 ※串木野高等学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 串木野⻄中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 いちき串木野市 いちきアクアホール 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 市来高齢者福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 市来保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 市来保育園 玄関ホール 1台
⿅児島県 いちき串木野市 野元公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 阿久根小学校 体育館内、舞台裏 2台
⿅児島県 阿久根市 風テラス阿久根 玄関ホール 3台
⿅児島県 阿久根市 尾崎小学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 阿久根市 山下小学校 体育館内、舞台裏 2台
⿅児島県 阿久根市 ⻄目小学校 体育館内、舞台裏 2台
⿅児島県 阿久根市 みなみ保育園 事務室・管理室 1台
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⿅児島県 阿久根市 ⻄目地区集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 農村環境改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 Ｂ＆Ｇ体育館 事務室・管理室 1台
⿅児島県 阿久根市 総合体育館 事務室・管理室 5台
⿅児島県 阿久根市 折多小学校 体育館玄関ホール 2台
⿅児島県 阿久根市 牛之浜区集落センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 ⼤川地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 旧⼤川中学校・⼤川小学校屋内運動場 体育館玄関ホール 2台
⿅児島県 阿久根市 中央公⺠館鶴見分館 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 鶴川内中学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 阿久根市 鶴川内地区集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 山村開発センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 田代小学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 阿久根市 田代下地区集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 阿久根中学校 体育館玄関ホール 2台
⿅児島県 阿久根市 脇本地区公⺠館隼人分館 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 ⿊之浜漁村の家 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 脇本地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 阿久根市 三笠中学校 体育館玄関ホール 2台
⿅児島県 阿久根市 脇本保育園 事務室・管理室 1台
⿅児島県 阿久根市 脇本小学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 姶良郡湧水町 吉松中央公⺠館 入口エントランス 2台
⿅児島県 姶良郡湧水町 吉松保健センター 入口エントランス 1台
⿅児島県 姶良郡湧水町 吉松体育館 1階ロビー 3台
⿅児島県 姶良郡湧水町 ⽣き⽣きセンターくりの郷 エントランスの公衆電話横 1台
⿅児島県 姶良郡湧水町 栗野中央公⺠館 入口エントランス 3台
⿅児島県 姶良郡湧水町 栗野保健センター 事務室 1台
⿅児島県 姶良郡湧水町 栗野中学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 姶良郡湧水町 栗野小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 姶良市 山田小学校 体育館 1台
⿅児島県 姶良市 山田地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 山田中学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 柁城小学校 事務室・管理室 2台
⿅児島県 姶良市 錦江小学校 体育館 1台
⿅児島県 姶良市 ⻯門小学校 体育館 1台
⿅児島県 姶良市 龍門陶芸・健康の里「陶夢ランド」 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 加治木工業高等学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 姶良市 永原小校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 永原小学校 体育館 1台
⿅児島県 姶良市 中野地区集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 加治木中学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 加治木小学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 辺川地区多目的集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 加治木保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 加治木福祉センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 姶良市 加治木養護学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 姶良市消防本部庁舍 玄関ホール 2台
⿅児島県 姶良市 木田自興館 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 文化会館「加音ホール」 玄関ホール 5台
⿅児島県 姶良市 下久徳地区いきいき交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 迫地区いきいき交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 久末地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 漆の里万来館 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 漆小学校 体育館 1台
⿅児島県 姶良市 蒲⽣小学校 体育館 1台
⿅児島県 姶良市 中央A地区いきいき交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 川東地区いきいき交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 小川内地区いきいき交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 ⻄浦小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 姶良市 姶良市温泉センター「くすの湯」 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 新留地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 ⼤楠運動公園多目的屋内運動場 屋内施設内 1台
⿅児島県 姶良市 蒲⽣高齢者福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 旧⼤山小学校 体育館 1台
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⿅児島県 姶良市 結の郷「⼤山館」 結の郷 1台
⿅児島県 姶良市 ⽶丸地区いきいき交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 蒲⽣中学校 事務室・管理室 2台
⿅児島県 姶良市 蒲⽣体育館 体育館 5台
⿅児島県 姶良市 三叉コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 松原地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 松原なぎさ小学校 体育館 3台
⿅児島県 姶良市 上名地区農村振興センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 ⻄姶良小学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 県⽴姶良高等技術専門校 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 帖佐中学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 姶良小学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 中央図書館 玄関ホール 4台
⿅児島県 姶良市 姶良高齢者福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 働く女性の家 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 姶良公⺠館 玄関ホール 2台
⿅児島県 姶良市 三船小学校 事務室・管理室 2台
⿅児島県 姶良市 建昌小学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 帖佐小学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 姶良市総合運動公園 玄関ホール 5台
⿅児島県 姶良市 重富地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 重富中学校 体育館 2台
⿅児島県 姶良市 旧堂山小学校 公⺠館入口 1台
⿅児島県 姶良市 北山小学校 体育館 1台
⿅児島県 姶良市 姶良⽣活改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 郷土芸能等伝承館 玄関ホール 2台
⿅児島県 姶良市 木津志出張所 玄関ホール 1台
⿅児島県 姶良市 脇元地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 伊佐市 伊佐市役所⼤口庁舎（総務課） 玄関ホール 2台
⿅児島県 伊佐市 ⼤口元気こころ館 玄関ホール 1台
⿅児島県 伊佐市 伊佐市役所菱刈庁舎（建設課） 玄関ホール 2台
⿅児島県 伊佐市 総合福祉センターまごし館 玄関ホール 1台
⿅児島県 奄美市 太陽が丘総合運動公園笠利町総合体育館 事務室・管理室 3台
⿅児島県 奄美市 奄美体験交流館 事務室・管理室 3台
⿅児島県 奄美市 名瀬総合運動公園 事務室・管理室 3台
⿅児島県 奄美市 AiAiひろば ホール 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 船間地区研修センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 旧⼤浦小中学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 岸良出張所 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 宮富地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 国見中学校 体育館 2台
⿅児島県 肝属郡肝付町 川上小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 新富地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 高山やぶさめ館 玄関ホール 3台
⿅児島県 肝属郡肝付町 町コミュニティセンター 玄関ホール 2台
⿅児島県 肝属郡肝付町 町⺠集会所（いこいの家） 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 前田地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡肝付町 内之浦総合支所 玄関ホール 3台
⿅児島県 肝属郡肝付町 波野中学校 体育館 2台
⿅児島県 肝属郡肝付町 旧有明小学校 体育館 2台
⿅児島県 肝属郡肝付町 富山地区集落センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡錦江町 池田小学校体育館 体育館舞台裏 1台
⿅児島県 肝属郡錦江町 錦江町中央公⺠館 事務所内 3台
⿅児島県 肝属郡錦江町 神川小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡錦江町 宿利原小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡錦江町 花瀬でんしろう館 玄関ホール 2台
⿅児島県 肝属郡錦江町 ⼤原小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡錦江町 田代保健福祉センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 肝属郡錦江町 ⼤根占小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡東串良町 総合体育館 体育館 5台
⿅児島県 肝属郡東串良町 役場保健センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 肝属郡東串良町 柏原小学校 体育館 2台
⿅児島県 肝属郡東串良町 柏原小学校体育館 体育館 2台
⿅児島県 肝属郡東串良町 防災センタ 事務室 2台

301 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

⿅児島県 肝属郡東串良町 池之原小学校 体育館 2台
⿅児島県 肝属郡東串良町 東串良町総合センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 横ビュー高原ふれあい館 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 旧宮田小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 川南地区集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 老人福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 神山小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 南⼤隅町体育館 体育館 4台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 根占保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 南⼤隅町武道館 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 農村集落多目的共同利用施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 旧登尾小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 ⼤川公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 旧辺田別府分校 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 島泊体育館 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 第一佐多中学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 佐多山村交流施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 佐多小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 旧⼤中尾小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 旧郡小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 旧竹之浦小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 旧⼤泊小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 ⼤泊公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 旧辺塚小学校 体育館 1台
⿅児島県 肝属郡南⼤隅町 中郷公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 松峯⽣活館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 安房地区公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 春牧へき地保健福祉館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 平野公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 安房体育館 体育館 3台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 一湊公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 吉田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰふれあい館 倉庫前 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 宮之浦公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 宮之浦体育館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 栗⽣⽣活館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 原公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 番屋ヶ峰避難所 玄関ホール 2台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 志⼾子公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 小瀬田公⺠館 事務室カウンター 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 ⻑峰⽣活館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 小島観光農林漁業経営管理施設 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 永久保⽣活館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 船行公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 中間公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 湯泊⽣活館 事務室 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 椨川⽣活館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 楠川公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 高平公⺠館 ⼤広間 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 ⻨⽣観光農林漁業経営管理施設 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 自然休養村管理ｾﾝﾀｰ 1階フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡屋久島町 平内⽣活館 玄関フロア 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 南界小学校 体育館 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 岩岡小学校 小学校体育館 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 旧増田中学校 体育館 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 増田小学校 体育館 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 ベニーハウス 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 納官小学校 体育館 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 星原小学校 体育館 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 中種子町⽴中央公⺠館 玄関ホール 2台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 老人福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡中種子町 油久小学校 体育館 1台
⿅児島県 熊毛郡南種子町 茎永地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡南種子町 ⻄之地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡南種子町 下中地区公⺠館 玄関ホール 1台
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⿅児島県 熊毛郡南種子町 ⻑⾕地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡南種子町 南種子町福祉センター(⽣きがい活動室) 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡南種子町 ⻄海地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡南種子町 仲之町公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 熊毛郡南種子町 南種子町自然の家 玄関ホール 2台
⿅児島県 熊毛郡南種子町 平山地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 永野鉄道記念館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 久富木地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 宮之城鉄道記念館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 屋地楽習館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館） 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 Ｂ＆Ｇ海洋センター（武道館） 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 薩摩農村環境改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 求名交流館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 宮之城伝統工芸センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 県営若草団地集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 佐志地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 山崎地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 時吉ほたる館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 鶴田保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 神子地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 鶴田体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 ⻁居地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 宮之城総合体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 船木農業構造改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 中津川交流館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 鶴田地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 湯田いきいき研修館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 ⼆渡営農研修館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 ⽩男川紫陽館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 柊野区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩郡さつま町 平川営農研修センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 サンアリーナせんだい 玄関ホール 8台
⿅児島県 薩摩川内市 サン・アビリティーズ川内 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 ⼿打小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 ⼿打地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 へき地保健福祉館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 住⺠⽣活センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 下甑高齢者⽣活福祉センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻄山地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 内川内地区緊急避難施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧⻄山小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 瀬々野浦地区緊急避難施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 瀬尾地区緊急避難施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧⻘瀬小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻘瀬地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻑浜地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 芦浜地区緊急避難施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻑浜小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻑浜地区緊急避難施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧子岳小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 子岳地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 片野浦地区緊急避難施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 川内北中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 土川集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 寄田地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 池ノ段集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧寄田小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 上野集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧滄浪小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 滄浪地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 宮崎公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻲山小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 宮里体育館 玄関ホール 1台
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⿅児島県 薩摩川内市 宮里集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 純心こどもの森（旧川内純心女子高等学校） 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 隈之城小学校 事務室・管理室 2台
⿅児島県 薩摩川内市 隈之城保育園 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 れいめい高等学校 玄関ホール 7台
⿅児島県 薩摩川内市 祁答院体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 祁答院支所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 祁答院保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 轟悠久館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 轟地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 浦集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 小牧公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⿊木地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 滝聞地区集落農事集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 楠原地区集落農事集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 上門上公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 上⼿小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 藺牟田小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 砂⽯公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 湯之元ふれあい館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 藺牟田地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 薩摩川内地区交通安全協会 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 中央消防署 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻲山地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 久留巣公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 橋口公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 前向公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 永田会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 御陵下公園運動場会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 可愛小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 川内高等学校 玄関ホール 5台
⿅児島県 薩摩川内市 川内小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 岩下公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 船間島集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 星原集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 京泊集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 峰山地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 峰山小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 高江中学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 高来小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 高来地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⿅島支所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⿅島小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 ⿅島公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 小牟田集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 農⺠会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 隈之城集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 県営勝目団地集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 勝目保育園 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 川底集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 小倉公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 住⺠センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 江⽯地区集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 上甑江⽯体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 上甑保健福祉館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 瀬上地区集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧浦内小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 上甑公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 上甑中学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 中津小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 上甑老人福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 中野地区集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 上甑⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧平良小学校 玄関ホール 2台
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⿅児島県 薩摩川内市 城上地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 城上小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 平成中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 吉川地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 北薩地域振興局本庁舎 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 市役所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 浜田集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 水引地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 水引小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 水引中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 勤労⻘少年ホーム 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 すこやかふれあいプラザ 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻄方地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧⻄方小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻘山保育園 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻘山公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 薩摩川内市中央公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 育英地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻑野公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 平佐東地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 平佐東小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 国際交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⿅児島純心女子⼤学 玄関ホール 4台
⿅児島県 薩摩川内市 八幡地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 八幡小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 別府原公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 役田公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 都公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 山田地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 南瀬地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 鳥丸地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 藤川地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 向江原コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 五社上構造改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 東郷学園義務教育学校 事務室・管理室 3台
⿅児島県 薩摩川内市 湯泉寺 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 湯田地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 平島集会所 事務室・管理室 1台
⿅児島県 薩摩川内市 湯ノ浦集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 楠元農業就業改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 蒲⽣原集落センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 朝陽地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 朝陽小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⻑野下公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 入来保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⼤馬越地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 八重地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 きんかんの里ふれあい館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 入来小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 ⼤馬越小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 入来中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 清色地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 副田小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 入来会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 入来総合運動場体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 入来文化ホール 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 ⽩浜公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 杉ノ角会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 市比野五・六区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 温泉区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 市比野四区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 市比野小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 市比野三区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧野下小学校 玄関ホール 2台
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⿅児島県 薩摩川内市 藤本地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧藤本小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 倉野地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 旧倉野小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 樋脇中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 塔之原⼆区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 塔之原四区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 樋脇公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 樋脇小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 塔之原三区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 塔之原五区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 樋脇総合運動場体育館 玄関ホール 3台
⿅児島県 薩摩川内市 永利地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 永利小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 SSプラザせんだい 事務室・管理室 1台
⿅児島県 薩摩川内市 川内商工高等学校 玄関ホール 5台
⿅児島県 薩摩川内市 平佐⻄小学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 川内中央中学校 玄関ホール 4台
⿅児島県 薩摩川内市 川内南中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 網津集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 陽成小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 陽成地区コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 村⻄集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 里公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 里中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 薩摩川内市 里小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 薗下集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 薩摩川内市 冷水会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 志布志市 香月小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 安楽小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 安楽地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 志布志市 志布志運動公園体育館 事務室 3台
⿅児島県 志布志市 志布志運動公園武道館 事務室 1台
⿅児島県 志布志市 夏井地区公⺠館 ⼤広間 1台
⿅児島県 志布志市 志布志市文化会館 事務室 2台
⿅児島県 志布志市 志布志役所 志布志支所 役場支所内 1台
⿅児島県 志布志市 志布志健康ふれあいプラザ 事務室 1台
⿅児島県 志布志市 香月地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 志布志市 潤ケ野小学校 体育館 1台
⿅児島県 志布志市 志布志中学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 帖五区農産加工研修センター ⼤広間 1台
⿅児島県 志布志市 志布志小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 天神地域ふれあいセンター ⼤広間 1台
⿅児島県 志布志市 上田之浦地区山村研修センター ⼤広間 1台
⿅児島県 志布志市 田之浦ふるさと交流館 ⼤広間 1台
⿅児島県 志布志市 森山小学校森山⽣活改善研修センター 公⺠館入口 1台
⿅児島県 志布志市 潤ｹ野地区営農研修センター 玄関フロア 1台
⿅児島県 志布志市 出水中学校跡地 体育館 1台
⿅児島県 志布志市 八野地区農業構造改善センター 玄関フロア 1台
⿅児島県 志布志市 八野小学校 体育館 1台
⿅児島県 志布志市 四浦ふれあいセンター 事務室 1台
⿅児島県 志布志市 松山小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 老人福祉センター 1階⼤広間 1台
⿅児島県 志布志市 やっちくふれあいセンター 玄関フロア 3台
⿅児島県 志布志市 泰野小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 松山中学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 尾野見小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 尾野見地区公⺠館 ⼤広間 1台
⿅児島県 志布志市 伊﨑田中学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 伊﨑田地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 志布志市 宇都中学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 原田小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 山重小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 川⻄地区公⺠館 事務室 1台
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⿅児島県 志布志市 蓬原小学校体育館 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 有明小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 有明中学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 有明地区公⺠館 中廊下 2台
⿅児島県 志布志市 有明総合体育館 事務室 3台
⿅児島県 志布志市 通山小学校 体育館 2台
⿅児島県 志布志市 野神小学校 体育館 2台
⿅児島県 指宿市 開聞総合体育館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 開聞農村環境改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 開聞コミュニティ消防センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 脇浦公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 十町⻄部地区農村研修センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 物袋地区⻘少年研修センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 上野地区営農研修館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 上仙田地区営農研修館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 下仙田地区農村研修センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 川尻ふれあい交流館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 指宿市⽴今和泉校区公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 徳光公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 小川区集落センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 福元公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 山川文化ホール（一次避難所） 玄関ホール 2台
⿅児島県 指宿市 成川区⺠センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 山川図書館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 鰻地区避難施設（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 ⼤山集落センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 浜児ケ水集落センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 尾下公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 利永集落センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 指宿市⽴柳田校区公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 指宿市役所（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 指宿市⽴指宿校区公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 指宿市⽴魚見校区公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 指宿市⽴池田校区公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 指宿市 指宿市⽴丹波校区公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 横山集落センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 高隈地区交流促進センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⼤⿊小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 高隈中武道館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 下堀公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 旧鶴羽小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⿅屋東中体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 笠野原小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 平南校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 市成校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 高尾校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 輝北総合福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 百引校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 串良小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 串良中体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 細山田小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 細山田校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 串良農業農村環境改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 串良平和アリーナ 玄関ホール 5台
⿅児島県 ⿅屋市 花岡地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 花岡学園体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 下名小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 鶴峰東地区ふれあいセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 吾平保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 吾平振興会館 玄関ホール 3台
⿅児島県 ⿅屋市 吾平小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 旧神野小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 消防センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⿅屋市武道館 玄関ホール 3台
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⿅児島県 ⿅屋市 高須中体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⻄原台小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 寿北小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 農業研修センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⿅屋市勤労婦人センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 寿小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 柏木多目的集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 野里小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 東地区学習センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 ⻄原小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⿅屋女子高体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 第一⿅屋中体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 ⻄原地区学習センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 田崎地区学習センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 田崎小体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 ⿅屋中体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 ⼤姶良中体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⿅屋養護学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 市⺠交流センター福祉プラザ 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 旧菅原小校舎 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 上田崎コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⼤姶良小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 東原小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 南集落センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⻄俣小体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅屋市 ⿅屋市中央公⺠館 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⿅屋市 保健相談センター 玄関ホール 3台
⿅児島県 ⿅屋市 野里食品加工センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅児島郡三島村 ⼤里出張所 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡三島村 片泊出張所 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡三島村 片泊ふれあいセンター 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡三島村 ⼤里ふるさとセンター 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡三島村 竹島あいあい会館 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡三島村 老人福祉センター 福祉センタ 1台
⿅児島県 ⿅児島郡三島村 三島開発総合センター 開発センタ 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 悪⽯島地区コミュニティセンター 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 悪⽯島小中学校（体育館） 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 口之島小中学校（体育館） 体育館 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 口之島地区コミュニティセンター 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 小宝島小中学校（体育館） 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 小宝島公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 諏訪之瀬島公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 諏訪之瀬島小中学校（体育館） 体育館 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 中之島小中学校（体育館） 体育館 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 十島開発総合センター 1階フロア 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 中之島地区コミュニティセンター 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 平島小中学校（体育館） 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 平島地区コミュニティセンター 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 宝島小中学校（体育館） 体育館 1台
⿅児島県 ⿅児島郡十島村 宝島高齢者コミュニティセンター 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 伊敷小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 伊敷公⺠館     公⺠館事務室 3台
⿅児島県 ⿅児島市 伊敷台福祉館 事務室カウンター 1台
⿅児島県 ⿅児島市 伊敷台小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 清水中学校        体育館 3台
⿅児島県 ⿅児島市 宇宿福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 宇宿小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 宇宿中間福祉館 管理人室内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島アリーナ 2階廊下 5台
⿅児島県 ⿅児島市 玉江小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 日当平住宅集会室  入口フロア 2台
⿅児島県 ⿅児島市 八幡小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 天保山中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 八幡福祉館 事務室 1台
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⿅児島県 ⿅児島市 福平福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 錫山小中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 たてばば福祉館 事務室カウンター 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島中央高校 体育館3階踊り場 4台
⿅児島県 ⿅児島市 花尾小学校 (空⽩) 2台
⿅児島県 ⿅児島市 丸山公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 花野小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 花野福祉館 入口フロア内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 皆与志小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 鴨池福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 鴨池公⺠館     公⺠館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 一倉校区公⺠館 1階⼤会議室 2台
⿅児島県 ⿅児島市 一倉小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 瀬々串校区公⺠館 校区公⺠館事務室 2台
⿅児島県 ⿅児島市 星和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 入口近辺 1台
⿅児島県 ⿅児島市 森満多目的共同施設 公⺠館放送室内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 田貫えびす館 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 古久川集落センター 公⺠館 1台
⿅児島県 ⿅児島市 前之浜校区公⺠館 校区公⺠館事務室 2台
⿅児島県 ⿅児島市 前之浜小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 中名小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 中名校区公⺠館 校区公⺠館事務室 2台
⿅児島県 ⿅児島市 喜入公⺠館 1階フロアー 1台
⿅児島県 ⿅児島市 喜入中学校 体育館内指導員室 3台
⿅児島県 ⿅児島市 喜入園 老人園事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 福祉ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 事務室カウンター 2台
⿅児島県 ⿅児島市 吉野福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 吉野小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 吉野中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 吉野東福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 吉野東小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 磯ビーチハウス 管理人室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 宮⻄公⺠館（宮⻄集会施設） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅児島市 宮小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 吉水公⺠館 公⺠館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 宮東公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 東⾕山小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 玉里団地福祉館 事務室入口横 1台
⿅児島県 ⿅児島市 坂元中学校        体育館 3台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島女子高校 体育館入口 4台
⿅児島県 ⿅児島市 錦江台小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島⼤学 体育館 4台
⿅児島県 ⿅児島市 中郡小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 本岳ふれあいセンター 玄関フロアー 1台
⿅児島県 ⿅児島市 里岳公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 郡山中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 郡山公⺠館 玄関フロアー 3台
⿅児島県 ⿅児島市 郡山小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 甲突コミュニティセンター 玄関入口のロビー 1台
⿅児島県 ⿅児島市 常盤集落センター 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⼤浦構造改善センター 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 萩別府公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅児島市 都市農業センター 研修ホール 1台
⿅児島県 ⿅児島市 都市農業センター 研修室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 かごしま健康の森公園 フロントカウンター 5台
⿅児島県 ⿅児島市 原良小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 改新交流センター 管理人室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 広木小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 皇徳寺中学校 体育館 3台
⿅児島県 ⿅児島市 宮川小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 皇徳寺福祉館 管理人室内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 皇徳寺小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 荒田小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 甲南中学校 体育館入口 3台
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⿅児島県 ⿅児島市 ⿊神小学校 体育館 3台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿊神中学校      体育館 5台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅銀行友会館体育館 体育館 4台
⿅児島県 ⿅児島市 市⺠体育館     体育館 5台
⿅児島県 ⿅児島市 坂之上福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島国際⼤学    体育館 5台
⿅児島県 ⿅児島市 桜ヶ丘福祉館 管理人室内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 桜ヶ丘⻄小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 桜丘東小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 桜島港フェリーターミナル 事務室カウンター 1台
⿅児島県 ⿅児島市 小池公⺠館 玄関入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 桜洲小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 桜峰小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⾚⽣原公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 桜島中学校 体育館 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⼆俣公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄⽩浜公⺠館 玄関入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 さくらじま⽩浜温泉センター 受付カウンター 1台
⿅児島県 ⿅児島市 東⽩浜公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 武公⺠館 玄関入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 桜島保育園 職員室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 中央公⺠館 1階エントランス 2台
⿅児島県 ⿅児島市 名山小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⾕山北中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 ⾕山北福祉館 管理人室内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄紫原小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄紫原福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 紫原小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 紫原福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 紫原中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 春山地域公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 春山小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 稲村下公⺠館 公⺠館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 蒲ヶ原公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 中ノ甲公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 小山田小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 小松原市⺠館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ラ・サール高校 体育館 4台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻑田中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 小野市⺠館 事務室カウンター 1台
⿅児島県 ⿅児島市 松原福祉館 2階管理人室前 1台
⿅児島県 ⿅児島市 松元地区保健センター 事務所カウンター 1台
⿅児島県 ⿅児島市 松元中学校 体育館ミーティングルーム室 3台
⿅児島県 ⿅児島市 松元平野岡体育館 体育館 4台
⿅児島県 ⿅児島市 松元小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 甲南福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 甲南高等学校 体育館3階フロア 4台
⿅児島県 ⿅児島市 中洲小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 清和小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄⾕山福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄⾕山小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 草牟田小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 城⻄中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 城南小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 甲東福祉館 1階フロアー 1台
⿅児島県 ⿅児島市 桜峰校区公⺠館新島分館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 真砂福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 鴨池中学校 体育館 3台
⿅児島県 ⿅児島市 鴨池小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 星峯東小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 星ヶ峯⻄小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 星ヶ峯福祉館 管理人室内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 上町福祉館        公⺠館2階フロア 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄伊敷福祉館      公⺠館入口 1台
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⿅児島県 ⿅児島市 ⻄伊敷小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 吉田北中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 堤水流公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島商業高校 体育館 4台
⿅児島県 ⿅児島市 坂元台小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄紫原中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 山下小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 武・田上公⺠館   入口フロア 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄有里研修館 事務所カウンター 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄陵小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄陵中学校 体育館 3台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄陵福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⽯⾕小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 桜島⾚水町1166 公⺠館へ設置 1台
⿅児島県 ⿅児島市 千年公⺠館  公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 川上福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 川上小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 南方小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 城⻄公⺠館 事務室 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島工業高校 体育館入口 4台
⿅児島県 ⿅児島市 ⼤明丘小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⼤龍小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⾕山市⺠会館    市⺠会館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⾕山小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⾕山福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島キャリアデザイン専門学校 (空⽩) 3台
⿅児島県 ⿅児島市 ⾕山中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島玉龍高校 体育館 4台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島県医療法人協会看護専門学校 演習室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 中山小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 東昌小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 田上福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 田上小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 田上団地公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 田上台福祉館 管理人室内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 唐湊公⺠館 事務室カウンター 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島純心女子高校 体育館 4台
⿅児島県 ⿅児島市 南小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島東高校 体育館1階入り口 4台
⿅児島県 ⿅児島市 坂元福祉館 事務室カウンター 1台
⿅児島県 ⿅児島市 東桜島小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 東桜島支所     2回エントランス 1台
⿅児島県 ⿅児島市 JA⿅児島みらい⾕山東部支店 3F ロッカ-室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 東⾕山福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 郡山体育館 事務室・管理室 2台
⿅児島県 ⿅児島市 郡山東部研修館 事務所外カウンター 2台
⿅児島県 ⿅児島市 松原小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 入佐営農研修センター 放送室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 甲東中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 武町公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⿅児島市 武小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 武岡福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 武岡中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 武岡小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 武岡台小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 武中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 武福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 松陽高校 体育館 4台
⿅児島県 ⿅児島市 平川福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 平川小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⿅児島医療技術専門学校    体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 福平中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 福平小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 平田地域公⺠館 公⺠館入口 1台
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⿅児島県 ⿅児島市 吉田公⺠館 事務室 2台
⿅児島県 ⿅児島市 ⽯下⾕公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 飯山公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 本名小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 後中本公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 吉田南中学校 体育館 3台
⿅児島県 ⿅児島市 牟礼岡校区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 事務室 2台
⿅児島県 ⿅児島市 牧公⺠館 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⿅児島市 明和福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 明和小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 鶴丸高校 体育館2階 4台
⿅児島県 ⿅児島市 城⻄福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 ⻄田小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⿅児島市 柳町福祉館 入口エントランス 1台
⿅児島県 ⿅児島市 有村退避舎 退避舎内 1台
⿅児島県 ⿅児島市 緑ケ丘中学校 体育館入口 3台
⿅児島県 ⿅児島市 和田福祉館 事務室 1台
⿅児島県 ⿅児島市 和田小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 ⿅児島市 和田中学校 体育館 3台
⿅児島県 出水郡⻑島町 汐見小学校 体育館 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 山門野公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 ⻑島町文化ホール ホール 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 ⻑島中学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 消防団拠点施設 事務室・管理室 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 獅子島小中学校 体育館 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 旧幣串小学校 体育館 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 獅子島もくもく館 玄関ホール 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 旧獅子島小学校 体育館 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 獅子島アイランドセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 本浦小学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 城川内小学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 川床小学校 体育館 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 川床コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 川床中学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 蔵之元小学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 ⻑島町保健福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 鷹巣中学校 体育館 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 ⻑島町開発総合センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 出水郡⻑島町 鷹巣小学校 体育館 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 総合町⺠体育館 体育館 2台
⿅児島県 出水郡⻑島町 伊唐小学校 体育館 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 伊唐アイランドセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 平尾老人憩の家 ホール 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 平尾中学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 出水郡⻑島町 平尾小学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 出水市 ⽶ノ津東小学校 体育館内、舞台裏 2台
⿅児島県 出水市 ⽶ノ津小学校 体育館内、舞台裏 2台
⿅児島県 出水市 切通小学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 出水市 ⽶ノ津農村環境改善センター 入口玄関内 2台
⿅児島県 出水市 下水流小学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 出水市 下水流農業者トレーニングセンター 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 江内カントリーコア 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 野口自治公⺠館 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 江内小学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 出水市 高尾野小学校 体育館男子更衣室 2台
⿅児島県 出水市 高尾野中学校 体育館玄関 2台
⿅児島県 出水市 高尾野農業者健康管理センター 事務室内 1台
⿅児島県 出水市 ＮＴＴ出水ビル 3F避難所内 2台
⿅児島県 出水市 東出水小学校体育館 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 出水市 上場小学校 体育館入口 1台
⿅児島県 出水市 ⼤川内農業者トレーニングセンター 会議室内 1台
⿅児島県 出水市 ⻄出水小学校体育館 体育館内、舞台裏 2台
⿅児島県 出水市 荘小学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 出水市 出水中学校 体育館内、舞台裏 1台
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⿅児島県 出水市 ⻘年の家 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 高齢者ふれあいセンター 研修室 1台
⿅児島県 出水市 出水市⺠交流センター 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 ⽶ノ津中学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 出水市 屋地自治公⺠館 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 餅井自治公⺠館 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 野田女子高等学校 入口ｴﾝﾄﾗﾝｽ 2台
⿅児島県 出水市 ⻘木原自治公⺠館 調理室 1台
⿅児島県 出水市 野田小学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 出水市 岩淵公⺠館 公⺠館内 1台
⿅児島県 出水市 野田保健センター 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 野田農村環境改善センター 談話娯楽室 2台
⿅児島県 出水市 野田体育館 事務室内 2台
⿅児島県 出水市 野田中学校 体育館準備室 2台
⿅児島県 出水市 野田武道館 会議室内 1台
⿅児島県 出水市 出水保健センター 入口玄関内 1台
⿅児島県 出水市 出水小学校 体育館内、舞台裏 1台
⿅児島県 垂水市 垂水市市⺠館 1階エントランス 1台
⿅児島県 垂水市 協和地区公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 垂水市 境小学校体育館 体育館舞台横 1台
⿅児島県 垂水市 道の駅たるみず 休憩室 1台
⿅児島県 垂水市 南地区憩いの家 玄関入口 1台
⿅児島県 垂水市 新城地区公⺠館 体育館玄関入口 1台
⿅児島県 垂水市 新城小学校体育館 体育館舞台横 1台
⿅児島県 垂水市 旧協和中学校体育館 体育館入口 1台
⿅児島県 垂水市 中俣地区公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 垂水市 垂水小学校体育館 体育館舞台横 2台
⿅児島県 垂水市 垂水市体育館 1階エントランス 4台
⿅児島県 垂水市 ⼤野地区公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 垂水市 牛根小学校体育館 体育館玄関入口 1台
⿅児島県 垂水市 消防本部牛根分遣所２階 事務室内 1台
⿅児島県 垂水市 牛根地区公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 垂水市 柊原地区公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 垂水市 柊原小学校体育館 体育館玄関入口 1台
⿅児島県 垂水市 水之上地区公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 垂水市 水之上体育館 休憩室 1台
⿅児島県 垂水市 垂水環境センター 2階休憩室 1台
⿅児島県 垂水市 水之上小学校体育館 玄関入口 1台
⿅児島県 ⻄之表市 安城小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 安城下之町公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 ⽴山公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 ⽣姜山公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 安納小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 伊関本村公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 伊関小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 市⺠体育館 フロント 3台
⿅児島県 ⻄之表市 現和小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 現和区⻑事務所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 古田中央公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 古田小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 国上中央公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 国上小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 老人福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 住吉小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 住吉中央公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 かもめ児童館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 下⻄校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 勤労⻘少年ホーム 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 下⻄小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 美浜児童センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 榕城区⺠会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 種子島中学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 榕城小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 市⺠会館 玄関ホール 3台

313 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

⿅児島県 ⻄之表市 保健センターすこやか 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⻄之表市 (旧)榕城中学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 上⻄小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⻄之表市 上⻄区⻑事務所 玄関ホール 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 ⼤丸小学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 持留地区農業構造改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 ⼤崎町中央公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 保健センター（⼤崎町役場２Ｆ） 事務所内 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 ⼤崎中学校 事務所内 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 老人福祉センター 事務所内 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 ⼤崎小学校 事務所内 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 持留小学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 道の駅「くにの松原おおさき」(広域交流活性化センターあすぱる⼤崎)事務所内 2台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 ⼤崎町総合体育館 事務所内 3台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 菱田小学校 事務所内 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 菱田農村環境改善センター 事務所内 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 ⼤崎町中沖地区公⺠館 事務所内 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 中沖小学校 体育館 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 野方地区活性化センター 和室 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 野方小学校 事務所内 1台
⿅児島県 曽於郡⼤崎町 野方農村環境改善センター 事務所内 1台
⿅児島県 曽於市 財部温泉健康センター 食事処入口付近 1台
⿅児島県 曽於市 中⾕地区公⺠館建屋 玄関入口 1台
⿅児島県 曽於市 中⾕小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 財部北地区⽣活改善センター 1階エントランス 1台
⿅児島県 曽於市 財部中央公⺠館 1階エントランス 1台
⿅児島県 曽於市 財部保健福祉センター 1階エントランス 1台
⿅児島県 曽於市 財部南小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 財部南地区公⺠館 1階エントランス 1台
⿅児島県 曽於市 財部農業者トレーニングセンター 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 財部北小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 ⼤隅農産加工センター (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 菅牟田農村環境改善センター (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 菅牟田小学校体育館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 ⼤隅中学校 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 ⼤隅弥五郎伝説の里 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 岩川小学校体育館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 月野小学校体育館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 月野校区公⺠館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 ⼤隅南地区農業構造改善センター (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 ⼤隅南小学校体育館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 恒吉小学校体育館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 恒吉地区公⺠館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 神牟礼地区集会施設 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 ⼤隅北校区公⺠館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 須田木地区⻘少年館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 ⼤⾕地区⻘少年館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 ⼤隅北小学校体育館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 笠木小学校体育館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 笠木高齢者コミュニティセンター (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 岩川地区農業構造改善センター (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 岩南小学校体育館 (空⽩) 1台
⿅児島県 曽於市 岩北小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 末吉小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 柳迫小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 深川小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 諏訪小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 光神小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 末吉総合体育館 体育館 2台
⿅児島県 曽於市 高岡小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 檍小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 南之郷地区体育館 体育館 1台
⿅児島県 曽於市 末吉中学校体育館 体育館 2台
⿅児島県 曽於市 そお⽣きいき健康センター 事務所カウンター 1台
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⿅児島県 曽於市 メセナ住吉交流センター 1階エントランス 1台
⿅児島県 曽於市 養護老人ホーム清寿園 霊安室 1台
⿅児島県 ⼤島郡伊仙町 中央公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡伊仙町 ほーらい館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡伊仙町 伊仙町総合体育館 事務室・管理室 2台
⿅児島県 ⼤島郡伊仙町 ⻄公⺠館 玄関 1台
⿅児島県 ⼤島郡伊仙町 東公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 阿室公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 芦検公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 宇検公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 屋鈍公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 久志小中学校 事務室・管理室 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 佐念公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 須古公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 ⽣勝公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 田検小学校 事務室・管理室 2台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 湯湾会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 ⽯良公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 部連公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 平田公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡宇検村 名柄公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡喜界町 中央公⺠館 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⼤島郡喜界町 旧滝川小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡喜界町 喜界町コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡喜界町 喜界町体育館 玄関ホール 3台
⿅児島県 ⼤島郡喜界町 自然休養村管理センター 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 伊須集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 佐知克林業研修館 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 嘉徳集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 瀬久井集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 高丘集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 ⼿安集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 清水集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 阿木名集会所 公⺠館 2台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 阿室釜集会所  公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 阿鉄集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 於⻫高齢者コミュニティ−センタ− 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 旧花天公校 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 花冨地区振興センタ− 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 古志集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 実久集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 勝能離島住⺠⽣活センタ− 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 小名瀬集会所  公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 知之浦集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 野見山⻘少年研修センタ− 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 油井集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 与路離島住⺠⽣活センタ− 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 嘉鉄集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 久慈集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 芝集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 秋徳集会所 公⺠館 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 ⽣間集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 蘇刈集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 網野子集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 阿多地集会所 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 押角集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 管鈍集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 久根津集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 薩川集会所 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 三浦集会所 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 篠川地区振興センタ− 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 諸数集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 諸鈍集会所 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 勝浦集会所 玄関ホール 1台

315 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 瀬相集会所 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 瀬武集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 ⻄阿室離島住⺠⽣活センタ− 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 ⻄古見集会所 玄関入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 節子集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 渡連集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 安脚場離島住⺠⽣活センタ−   公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 俵コミュニティ−センタ− 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 武名離島住⺠⽣活センタ− 公⺠館入口 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 木慈集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡瀬⼾内町 徳浜集会所 入口エントランス 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 老人福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼾円公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 国直公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 今里小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 今里公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 志⼾勘公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 思勝コミュニティーセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤和小中学校 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤和村体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤和村中央公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤金久へき地集会室 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤棚公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤棚小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤和村役場 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤和浜公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 津名久公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 ⼤和小学校湯湾釜分校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 湯湾釜公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 名音⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡⼤和村 名音小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 知名⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 知名町防災センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 知名町中央公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 ⾚嶺公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 芦清良公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 屋子⺟公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 屋者構造改善センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 下城集会所（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 下平川小学校（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 下平川⽣活館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 竿津公⺠館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 久志検構造改善センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 ⿊貫公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 住吉小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 住吉地区振興センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 総合グラウンド 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 上城小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 上城へき地福祉館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 上平川へき地福祉館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 新城公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 瀬利覚消防センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 町⺠体育館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 文化ホールあしびの郷・ちな 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 知名町老人福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 正名⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 ⼤津勘構造改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 知名町役場 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 知名小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 包括支援センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 おきえらぶフローラルホテル 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 フローラル館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 自然休養村センター 玄関ホール 1台
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⿅児島県 ⼤島郡知名町 田皆すれあい館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 田皆小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 田皆中学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 田皆へき地福祉館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 田皆コミュニティセンタ 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 徳時公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡知名町 余多コミュニティセンタ 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 岡前⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 岡前小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 前野福祉館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 天城中学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 兼久自治公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 松原上区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 松原⻄区公⺠館 玄関 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 クロスカントリーパーク 事務室 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 兼久小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 農業センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 瀬滝構造改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 ⻄阿木名小学校三京分校講堂 事務室・管理室 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 三京公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 ⻄阿木名小中学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 ⻄阿木名振興センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務室内 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 北中学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 浅間福祉館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 南部保育所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 天城町防災センター 事務室内 2台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 天城町社会福祉協議会（天城町老人福祉センター） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 天城小学校体育館 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 天城自治公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 当部公⺠館（旧当部分校） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 平土野児童館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 与名間⽣涯学習センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡天城町 岡前小学校与名間分校体育館 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 井之川公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 花徳⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 ⽣涯学習センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 地域福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 ⻲徳地区振興センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 轟木公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 山公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 ⼿々福祉会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 諸田公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 健康の森総合運動公園 事務室内 2台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 尾⺟公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 池間福祉会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡徳之島町 みのり館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 防災センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 古里⻘少年センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 保険センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 地域福祉センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 朝⼾児童館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 叶⽣活館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 那間へき地保険福祉館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 東区⻘少年センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 ⻨屋へき地保険福祉館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 城⻘少年センター（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡与論町 ⽴⻑へき地保険福祉館（一次避難所） 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 芦徳公⺠館 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 安木屋場公⺠館 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 安木屋場児童館 事務室・管理室 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 浦⽣活館 事務室・管理室 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 町体育･文化センター 玄関ホール 3台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 龍南中学校 体育館 1台
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⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 円へき地集会場 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 円小学校 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 屋入公⺠館 事務室・管理室 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 嘉渡⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 龍北中学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 医療法人愛郷会老人保健施設秋名の郷 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 秋名コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 秋名小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 久場へき地集会場 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 下⼾口公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 ⼾口地区振興センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 ⼾口小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 中⼾口公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 上⼾口公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 秋名集会所 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 玉里コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 龍瀬小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 瀬留⽣活館 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 町保健福祉センター 会議室 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 ⼿広地区振興センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 ⾚尾木公⺠館 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 ⾚徳小中学校 体育館 2台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 ⼤勝小学校 体育館 2台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 川内へき地集会場 ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 ⼤勝⽣活館 事務室・管理室 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 中勝公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 龍郷保健福祉館 事務室・管理室 1台
⿅児島県 ⼤島郡龍郷町 龍郷小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町伊延公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 永嶺コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 皆川字公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 喜美留字公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町玉城⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町畦布⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町古里⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 後蘭コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 国頭小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 国頭研修会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 越山研修センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 根折字公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町子ども老人の家 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊中学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 えらぶ⻑浜館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 出花字コミュニティセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 仁志⽣活改善センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町瀬名多目的集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 ⻄原字公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 ⼤城研修会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 ⼤城小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町⾕山⽣活館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 城ケ丘中学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 内城小学校 体育館 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 内城集落農事集会施設 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和字公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町⺠体育館 玄関ホール 2台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊町社会福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 やすらぎ館 玄関ホール 1台
⿅児島県 ⼤島郡和泊町 和泊小学校 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 益山地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 小湊地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 南さつま市⺠会館 玄関ホール 4台
⿅児島県 南さつま市 川畑地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 久木野地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 万世地区公⺠館 玄関ホール 1台
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⿅児島県 南さつま市 内山田地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 加世田地区公⺠館 玄関ホール 5台
⿅児島県 南さつま市 ⻑屋地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 ⾚⽣木地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 笠沙保健センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 笠沙地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 阿多地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 ⼤坂地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 金峰老人福祉センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 ⼤田地区公⺠館 1階エントランス 1台
⿅児島県 南さつま市 ⽩川地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 金峰文化センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 ⼤浦地区公⺠館 1階エントランス 1台
⿅児島県 南さつま市 久志地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 今岳集会所 玄関入口 1台
⿅児島県 南さつま市 秋目診療所 玄関入口 1台
⿅児島県 南さつま市 清原地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 栗野地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南さつま市 坊泊地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 郡地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 御領地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 上別府地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 別府地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 ⼤川公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 耳原公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 宮脇地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 粟ケ窪地区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 高田校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 ⼤丸校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 神殿校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 清水校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 田代区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 勝目校区公⺠館 玄関ホール 2台
⿅児島県 南九州市 川辺校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 永里農業研修館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 知覧農業者トレーニングセンター 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 知覧校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 ⼿蓑集落公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 霜出校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 浮辺校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 南九州市 松ケ浦校区公⺠館 玄関ホール 1台
⿅児島県 日置市 伊集院北地区公⺠館（児童館） 事務室カウンター 1台
⿅児島県 日置市 日置市中央公⺠館 事務室カウンタ横 4台
⿅児島県 日置市 土橋小学校体育館 体育館玄関ホール 2台
⿅児島県 日置市 飯牟礼地区公⺠館（児童館） 事務室カウンター 1台
⿅児島県 日置市 妙円寺地区公⺠館（児童館） 事務室カウンター 2台
⿅児島県 日置市 永吉地区公⺠館体育館 体育館玄関 1台
⿅児島県 日置市 吹上中央公⺠館 事務所内 3台
⿅児島県 日置市 花田小学校（校舎） 体育館 1台
⿅児島県 日置市 坊野部消防詰所 事務室 1台
⿅児島県 日置市 野首地区公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 日置市 平⿅倉地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 日置市 吹上地区公⺠館 玄関入口 1台
⿅児島県 日置市 藤元地区公⺠館 事務室カウンター 1台
⿅児島県 日置市 和田小学校（校舎） 体育館 1台
⿅児島県 日置市 伊作田地区公⺠館 事務室カウンター 1台
⿅児島県 日置市 東市来総合福祉センター 2階エントランス 1台
⿅児島県 日置市 湯田地区公⺠館 2F第2会議室 1台
⿅児島県 日置市 美山地区公⺠館 公⺠館 1台
⿅児島県 日置市 上市来地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 日置市 高山地区公⺠館 玄関入口 2台
⿅児島県 日置市 吉利地区公⺠館 １階廊下中央 1台
⿅児島県 日置市 日吉中央公⺠館 2階エントランス 1台
⿅児島県 枕崎市 枕崎高校 体育館舞台裏 2台
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⿅児島県 枕崎市 金山小学校 体育館 1台
⿅児島県 枕崎市 桜山小学校 体育館 2台
⿅児島県 枕崎市 城山ｾﾝﾀｰ 玄関ホール 1台
⿅児島県 枕崎市 桜山中学校 体育館舞台裏 2台
⿅児島県 枕崎市 枕崎中学校 体育館 1台
⿅児島県 枕崎市 松之尾ｾﾝﾀｰ 玄関ホール 1台
⿅児島県 枕崎市 妙見ｾﾝﾀｰ 玄関ホール 1台
⿅児島県 枕崎市 市⺠会館 玄関ホール 1台
⿅児島県 枕崎市 枕崎小学校 体育館 9台
⿅児島県 枕崎市 ⽴神ｾﾝﾀｰ 玄関ホール 1台
⿅児島県 枕崎市 ⽴神中学校 体育館入口 2台
⿅児島県 枕崎市 ⽴神小学校 体育館 2台
⿅児島県 枕崎市 金山ｾﾝﾀｰ 事務室・管理室 1台
⿅児島県 枕崎市 健康ｾﾝﾀｰ 玄関ホール 1台
⿅児島県 枕崎市 別府小学校 体育館 2台
⿅児島県 枕崎市 別府中学校 体育館 2台
⿅児島県 枕崎市 別府ｾﾝﾀｰ 玄関ホール 1台
⿅児島県 霧島市 佐々木分団⾚水地区拠点施設 ⼤広間 1台
⿅児島県 霧島市 佐々木小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 山ケ野分団古城地区拠点施設 消防施設 1台
⿅児島県 霧島市 横川農業交流センター 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 安良小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 山ヶ野ふれあい交流館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 横川公⺠館 事務室 2台
⿅児島県 霧島市 横川小学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 横川健康温泉センター 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 崎森地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 竹子小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 溝辺小学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 溝辺保健福祉センター 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 老人福祉センター（溝辺ふれあい温泉センター） 事務室 1台
⿅児島県 霧島市  陵南小学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 陵南中学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 グリーン文化ホールみそめ館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 下井公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 国分南中学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 ⻘葉小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 霧島市 木原中学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 木原公⺠館 ⼤広間 1台
⿅児島県 霧島市 向花地区コミュニティーセンター 別棟コミュニティ室 1台
⿅児島県 霧島市 広瀬ふれあい館 入口近辺 1台
⿅児島県 霧島市 国分児童体育館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市  国分⻄小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 いきいき国分交流センター 玄関ホール 1台
⿅児島県 霧島市 松木営業研修施設 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 上井公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 上小川公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 上小川小学校 体育館入口 1台
⿅児島県 霧島市 上之段公⺠館 和室 1台
⿅児島県 霧島市 塚脇公⺠館 和室 1台
⿅児島県 霧島市 塚脇小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 新町⽣活改善センター 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 国分体育館 事務室 4台
⿅児島県 霧島市 国分中学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 清水公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 川原小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 川原公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 平山小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 平山公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 本⼾営農研修施設 入口エントランス 1台
⿅児島県 霧島市 川内地区コミュニティーセンター 和室 1台
⿅児島県 霧島市 国分⻄の里コミュニティセンター 入口近辺 1台
⿅児島県 霧島市 国分ふれあいの郷 1階倉庫 1台
⿅児島県 霧島市 総合福祉センター 事務室 1台
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⿅児島県 霧島市 府中公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 敷根公⺠館 和室 1台
⿅児島県 霧島市  舞鶴中学校 体育館 3台
⿅児島県 霧島市 天降川小学校 体育館入口 2台
⿅児島県 霧島市 福島公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 湊公⺠館 ⼤広間 1台
⿅児島県 霧島市 野口⽣活改善センター 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 中福良小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 中福良地区公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 新川防災センター 正面ホール 1台
⿅児島県 霧島市 小野小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 小野地区公⺠館 和室 1台
⿅児島県 霧島市 小浜小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 松永地区公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 富隈地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 隼人人権啓発センター 入口近辺 1台
⿅児島県 霧島市 富隈小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市  隼人中学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 宮内小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 宮内地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 糸走地区共同利用施設 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 日当山中学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 日当山小学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 日当山地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 天降川地区共同利用施設 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 隼人農村環境改善センター 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 隼人姫城地区公⺠館 和室 1台
⿅児島県 霧島市 野久美田公⺠館 公⺠館 1台
⿅児島県 霧島市 佳例川地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 比曽木野地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 福山小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 小廻地区公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 牧之原中学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 ⻄牧之原地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 下牧之原地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 東牧之原地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 ⼤廻地区公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 福山活性化センター 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 福沢地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 福地地区体育館 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 中津川地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 高千穂小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 高千穂地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 三体地区公⺠館 玄関フロア 1台
⿅児島県 霧島市 三体小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 持松小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 持松地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 牧園アリーナ 事務室カウンター 3台
⿅児島県 霧島市 牧園小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 牧園農村活性化センター 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 中津川小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 万膳小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 万膳地区公⺠館 事務室 1台
⿅児島県 霧島市 永水小学校 体育館 1台
⿅児島県 霧島市 霧島小学校 体育館 2台
⿅児島県 霧島市 霧島緑の村 玄関フロア 2台
⿅児島県 霧島市 霧島保健福祉センター 1階フロア 1台
⿅児島県 霧島市 ⼤田小学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 あげな中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 うるま市 伊波小学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 健康福祉センターうるみん 玄関ホール 1台
沖縄県 うるま市 具志川中学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 兼原小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 うるま市 中原小学校 事務室・管理室 1台
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沖縄県 うるま市 具志川東中学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 具志川ドーム 玄関ホール 1台
沖縄県 うるま市 あげな小学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 ⾚道小学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 田場小学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 津堅小中学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 勝連小学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 与勝中学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 旧比嘉小学校特別教室棟 体育館 1台
沖縄県 うるま市 平敷屋小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 うるま市 伊波中学校 体育館 1台
沖縄県 うるま市 旭区公⺠館（東山ふれあい公園） 事務室・管理室 1台
沖縄県 うるま市 旧伊計小中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 うるま市 宮城児童館(宮城公⺠館） 玄関ホール 1台
沖縄県 うるま市 宮城地区集落総合管理施設（池味公⺠館） 玄関ホール 1台
沖縄県 うるま市 与勝第⼆中学校 体育館 1台
沖縄県 浦添市 浦城小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 浦城っ子児童センター 事務室 1台
沖縄県 浦添市 若草児童センター 事務室 1台
沖縄県 浦添市 仲⻄中学校 事務室 1台
沖縄県 浦添市 仲⻄小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 宮城ヶ原児童センター 事務室 1台
沖縄県 浦添市 みやぎ希望の森コミュニティセンター（宮城っ子） 事務室 1台
沖縄県 浦添市 宮城小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 経塚ゆいまーるセンター（経塚児童センター） 事務室 1台
沖縄県 浦添市 港川小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 森の子児童センター 事務室 1台
沖縄県 浦添市 神森小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 ⻄原児童センター 事務室 1台
沖縄県 浦添市 前田ユブシが丘児童センター 事務室 1台
沖縄県 浦添市 前田小学校 体育館玄関ホール 1台
沖縄県 浦添市 沢岻小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 浦添中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 浦添小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 うらそえぐすく児童センター 事務室 1台
沖縄県 浦添市 当山小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 浦⻄中学校 事務室 1台
沖縄県 浦添市 神森中学校 事務室 1台
沖縄県 浦添市 内間児童センター 事務室 1台
沖縄県 浦添市 内間小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 港川中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 浦添市 牧港小学校 事務室 1台
沖縄県 浦添市 まちなと児童センター 事務室 1台
沖縄県 沖縄市 安慶田小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 安慶田中学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 越来中学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 宮里小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 諸見小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 コザ中学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 福祉文化プラザ 玄関ホール 1台
沖縄県 沖縄市 山内中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 沖縄市 山内小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 室川小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 社会福祉センター 玄関ホール 1台
沖縄県 沖縄市 コザ運動公園（体育館） 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 美里中学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 かりゆし園 玄関ホール 1台
沖縄県 沖縄市 コザ小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 沖縄市役所 玄関ホール 1台
沖縄県 沖縄市 北美小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 宮里中学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 沖縄東中学校 事務所内 1台
沖縄県 沖縄市 北⾕小学校 玄関ホール 2台
沖縄県 沖縄市 比屋根小学校 体育館 1台
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沖縄県 沖縄市 美原小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 美里小学校 体育館 1台
沖縄県 沖縄市 泡瀬小学校 体育館 1台
沖縄県 宜野湾市 宜野湾市⺠図書館 ロビー 1台
沖縄県 宜野湾市 宜野湾市⾚道老人福祉センタ ロビー 1台
沖縄県 宜野湾市 宜野湾市⺠会館 玄関ホール 2台
沖縄県 宮古郡多良間村 多良間中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古郡多良間村 多良間小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古郡多良間村 多良間村役場 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 伊良部地区津波避難施設 3階フロア 1台
沖縄県 宮古島市 佐良浜小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 伊良部島小中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 宮古島市伊良部庁舎 ロビー 1台
沖縄県 宮古島市 伊良部小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 与那覇地区防災センター  2階フロア 1台
沖縄県 宮古島市 下地小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 下地公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 来間小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 来間離島振興センター 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 宮古島市上野庁舎 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 上野小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 砂川小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 福嶺小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 ⻄城小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 宮古島市城辺庁舎 ロビー 1台
沖縄県 宮古島市 城辺小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 宮古島市下地庁舎 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 南小学校 ロビー 1台
沖縄県 宮古島市 平良第一小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 鏡原小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 久松小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 池間地区防災センター 1階フロア 1台
沖縄県 宮古島市 狩俣小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 ⻄辺小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 北中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 宮古島市庁舎 庁舎1Fロビー 1台
沖縄県 宮古島市 北小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 平良中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 ⼤神島離島振興コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
沖縄県 宮古島市 池間小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 宮島小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 宮原小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 宮古島市 東小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡伊江村 伊江村農村環境改善センター 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡恩納村 安富祖小学校 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡恩納村 恩納幼少学校 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡恩納村 総合保険福祉センター 事務室・管理室横 1台
沖縄県 国頭郡恩納村 ⾚間総合運動公園（ボールパーク） ロビー 1台
沖縄県 国頭郡恩納村 ⾚間総合運動公園（多目的運動場） ロビー 1台
沖縄県 国頭郡恩納村 喜瀬武原小学校 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡恩納村 山田幼少学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡恩納村 仲泊小学校 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 漢那区公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 漢那小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 城原区公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 宜野座小学校 体育館 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 中央公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 宜野座区公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 松田区公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 松田小学校 事務所内 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 宜野座中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 惣慶地区公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡宜野座村 福山公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡金武町 伊芸地区公⺠館 ロビー 1台

323 / 328 ページ



府県 市区町村 建物名 利用場所
設置
台数

沖縄県 国頭郡金武町 屋嘉地区公⺠館 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡金武町 中川地区公⺠館 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡金武町 金武公会堂 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡金武町 金武町総合健康福祉センター ロビー 1台
沖縄県 国頭郡金武町 金武町役場 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡金武町 並里地区公⺠館 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡金武町 金武町⽴中央公⺠館 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡国頭村 楚州あさひの丘 フロント 1台
沖縄県 国頭郡国頭村 特別養護老人ホーム北⽃園 フロント 1台
沖縄県 国頭郡国頭村 老人福祉センタ フロント 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 運天構造改善センター 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 越地公⺠館 ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 玉城区公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 兼次構造改善センター 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 古宇利農村環境改善サブセンター 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 呉我山女性若者等活動促進施設 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 今泊公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 今帰仁村歴史文化センター 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 崎山公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 謝名女性若者等活動促進施設 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 諸志公⺠館 ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 上運天区公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 勢理客公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 仲宗根公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 今帰仁村コミュニティーセンター ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 村総合運動公園（体育館） 体育館 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 仲尾次構造改善センター 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 天底公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 渡喜仁地域総合施設 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 平敷公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 湧川集落センター 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡今帰仁村 与那嶺構造改善センター 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 塩屋公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 押川公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 屋古公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 村⽴喜如嘉公⺠館 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 宮城公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 根路銘公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 謝名城公⺠館 事務所・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 上原公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 ⼤宜味公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 ⼤兼久公⺠館 玄関 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 ⼤保公⺠館 玄関 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 津波公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 田嘉里公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 ⼤保ダム地域防災センター 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 田港公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 ⽩浜公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 江洲公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡⼤宜味村 饒波公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡東村 宮城区公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡東村 慶佐次区公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡東村 高江区公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡東村 川田公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡東村 平良区公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡東村 東村保健福祉センター 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡東村 有銘区公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 国頭郡本部町 伊豆味小中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡本部町 本部町⺠体育館 フロント 1台
沖縄県 国頭郡本部町 本部小学校旧健堅分校 ロビー 1台
沖縄県 国頭郡本部町 崎本部小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡本部町 水納小中学校 ホール 1台
沖縄県 国頭郡本部町 瀬底小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 国頭郡本部町 上本部学園 玄関ホール 1台
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沖縄県 国頭郡本部町 上本部学園第⼆体育館 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 潮平中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 糸満市 兼城小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 喜屋武小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 糸満市 兼城中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 糸満中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 糸満小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 農村環境改善センター 2F玄関ホール 1台
沖縄県 糸満市 糸満市社会福祉センター 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 三和中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 糸満市 真壁小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 糸満市 光洋小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 糸満市 ⻄崎小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 高嶺中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 糸満市 潮平小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 糸満市 ⽶須小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 糸満市 ⻄崎中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 高嶺小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 糸満市 糸満市役所 事務室 1台
沖縄県 糸満市 糸満南小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 ⽯垣市 明⽯小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 伊原間中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 宮良小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 崎枝小中学校 体育館 1台
沖縄県 ⽯垣市 ⽯垣中学校 ロビー 1台
沖縄県 ⽯垣市 ⼤本小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 ⽯垣小学校 ロビー 1台
沖縄県 ⽯垣市 吉原小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 川平小中学校 職員室 1台
沖縄県 ⽯垣市 ⼤浜中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 川原小学校 体育館 1台
沖縄県 ⽯垣市 ⽯垣第⼆中学校 ロビー 1台
沖縄県 ⽯垣市 登野城小学校 職員室 1台
沖縄県 ⽯垣市 伊野田小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 ⽩保中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 平久保小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 平真小学校 ロビー 1台
沖縄県 ⽯垣市 ⽯垣市総合体育館 体育館玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 名蔵小中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 野底小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 富野小中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 ⽯垣市 竹富町役場 ロビー 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 屋良小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 東区コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 ロータリープラザ ロビー 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 嘉⼿納中学校 体育館 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 北区コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 南区コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 嘉⼿納町役場 ロビー 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 中央区コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 町⺠の家 玄関 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 ⻄区コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 総合福祉センター ロビー 1台
沖縄県 中頭郡嘉⼿納町 ⻄浜区コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 ⻄原南小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 ⻄原中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 坂田小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 ⻄原運動公園 体育館玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 ⻄原東小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 ⻄原東中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 ⻄原中央公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 ⻄原町役場 事務室前ロビー 1台
沖縄県 中頭郡⻄原町 ⻄原小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡中城村 吉の浦会館 玄関ホール 1台
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沖縄県 中頭郡中城村 中城村⺠体育館 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡中城村 中城村護佐丸歴史資料図書館 ホール 1台
沖縄県 中頭郡中城村 村⽴中城小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡中城村 中城村⽴中城中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡中城村 中城村⽴津覇小学校 体育館 1台
沖縄県 中頭郡中城村 老人福祉センター 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡中城村 中城村役場 役場1Fロビー 1台
沖縄県 中頭郡中城村 中城村⽴中城南小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 古堅中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 喜名小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 古堅南小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 読⾕小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 読⾕村役場 ロビー 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 読⾕村体育センター ロビー 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 読⾕中学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 渡慶次小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡読⾕村 古堅小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡北⾕町 北⾕中学校 玄関ホール 2台
沖縄県 中頭郡北⾕町 北玉小学校 玄関ホール 2台
沖縄県 中頭郡北⾕町 北⾕町役場 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡北⾕町 ちゃたんニライセンター 玄関ホール 3台
沖縄県 中頭郡北⾕町 北⾕第⼆小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡北⾕町 保険相談センター 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡北⾕町 上勢区公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 北中城小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 北中城村役場 役場1Fロビー 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 喜舎場公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 ⽯平公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 安⾕屋公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 荻道公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 屋宜原公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 瑞慶覧公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 ⼤城公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 中央公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 北中城社会福祉センター 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 仲順公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 渡口公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 島袋公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 和仁屋公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 島袋小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 中頭郡北中城村 熱田公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡粟国村 ⻄地区農村集会総合管理施設 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡粟国村 粟国村離島振興総合センター 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡粟国村 特別養護老人ホームあぐに 事務室・管理室横 1台
沖縄県 島尻郡粟国村 粟国小中学校 舞台横 1台
沖縄県 島尻郡粟国村 粟国村中央公⺠館 2階会議室 1台
沖縄県 島尻郡伊是名村 諸見区交流促進センター ロビー 1台
沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名村産業支援センター ロビー 1台
沖縄県 島尻郡伊平屋村 我喜屋公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡伊平屋村 田名公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡伊平屋村 野甫公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 久⽶島町⽴比屋定小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 宇根公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 久⽶島町社会福祉協議会 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 久⽶島町⽴⼤岳小学校 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 仲里高齢者コミュニティセンター 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 島尻公⺠館 踊場 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 久⽶島町役場仲里庁舎 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 北原農村振興集落センター 玄関 1台
沖縄県 島尻郡久⽶島町 具志川農村環境改善センター ロビー 1台
沖縄県 島尻郡座間味村 座間味浄水場 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷村役場 会議室 1台
沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷中央公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡渡名喜村 渡名喜村防災支援センター ロビー 1台
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沖縄県 島尻郡南⼤東村 旧東集会所 ロビー 1台
沖縄県 島尻郡南⼤東村 在所集会所 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡南⼤東村 南⼤東村多目的交流センタ 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡南⼤東村 新東集会所 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡南⼤東村 池之沢集会所 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡南⼤東村 南集会所 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡南⼤東村 南⼤東村高齢者⽣活福祉センター ロビー 1台
沖縄県 島尻郡南⼤東村 北集会所 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡南風原町 ちむぐくる館（南風原町総合保険福祉防災センター） 事務室 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 具志頭社会体育館 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 具志頭農村環境改善センター 事務室 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 具志頭小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 具志頭中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 ⽩川小学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 新城小学校 ロビー 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 中央公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 東風平運動公園体育館 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 八重瀬町社会福祉会館 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 八重瀬町保険センター 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 東風平中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 島尻郡八重瀬町 東風平小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 島尻郡北⼤東村 北⼤東村人材交流センタ１F ロビー 1台
沖縄県 島尻郡北⼤東村 北⼤東村保険福祉センタ１階ロビー１F ロビー 1台
沖縄県 島尻郡北⼤東村 北⼤東村体育館（スポーツセンタ）１F ロビー 1台
沖縄県 島尻郡与那原町 ⼤見武集落センター 玄関ホール 1台
沖縄県 島尻郡与那原町 与那原観光交流施設 玄関ホール 1台
沖縄県 那覇市 中央公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 那覇市 小禄南公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 那覇市 若狭公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 那覇市 ⽯嶺公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 那覇市 首里公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 那覇市 那覇市津波避難ビル ホール 3台
沖縄県 那覇市 那覇市役所本庁舎 玄関ホール 1台
沖縄県 那覇市 那覇市保健所 玄関ホール 1台
沖縄県 南城市 船越小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 南城市 百名小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 南城市 ⼤里南小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 南城市 南城市総合保険福祉センター 事務室 1台
沖縄県 南城市 南城市知念児童館 事務室 1台
沖縄県 南城市 南城市知念社会福祉センター 事務室 1台
沖縄県 南城市 知念体育館 玄関ホール 1台
沖縄県 南城市 知念小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 南城市 知念中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 古見小学校 職員室 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 ⿊島小中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 小浜小中学校 ロビー 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 上原小学校 ロビー 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 船浦中学校 職員室 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 ⽩浜小学校 ロビー 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 船浮小中学校 職員室 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 ⻄表小中学校 ロビー 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 竹富小中学校 事務室・管理室 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 ⼤原小学校 職員室 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 ⼤原中学校 ロビー 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 鳩間小中学校 ロビー 1台
沖縄県 八重山郡竹富町 波照間小中学校 ロビー 1台
沖縄県 八重山郡与那国町 比川多目的集会施設 玄関ホール 1台
沖縄県 八重山郡与那国町 久部良多目的集会施設 玄関ホール 1台
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国町構造改善センター 玄関ホール 1台
沖縄県 豊見城市 伊良波中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 豊見城市 伊良波小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 豊見城市 豊見城市役所 事務室 1台
沖縄県 豊見城市 とよみ小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 豊見城市 豊見城小学校 事務室前ロビー 1台
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沖縄県 豊見城市 座安小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 豊見城市 ゆたか小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 豊見城市 豊崎小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 豊見城市 豊見城市⺠体育館 玄関ホール 1台
沖縄県 豊見城市 ⻑嶺小学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 豊見城市 ⻑嶺中学校 事務室前ロビー 1台
沖縄県 名護市 嘉陽地区会館 事務室・管理室 1台
沖縄県 名護市 旭川公⺠館 玄関ホール 1台
沖縄県 名護市 振慶名農村集落センタ 事務室・管理室 1台
沖縄県 名護市 ⼤浦区集落センタ 事務室・管理室 1台
沖縄県 名護市 仲尾次公⺠館 ロビー 1台
沖縄県 名護市 底仁屋公⺠館 事務室・管理室 1台
沖縄県 名護市 豊原公⺠館 事務室・管理室 1台
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