
９　避難所補完施設一覧表【危機管理本部】令和４年８月２５日時点

区 大種別 施設名称 施設住所

川崎区 公的施設等 旭町こども文化センター 旭町2-1-5

川崎区 公的施設等 京町老人いこいの家　 京町3-12-2

川崎区 公的施設等 桜本こども文化センター 桜本1-5-6

川崎区 公的施設等 桜本老人いこいの家　 桜本2-5-2

川崎区 公的施設等 小田こども文化センター 小田2-16-9

川崎区 公的施設等 小田老人いこいの家　 小田2-16-9

川崎区 公的施設等 東小田保育園　 小田5-14-1

川崎区 公的施設等 浅田こども文化センター 浅田3-7-10

川崎区 公的施設等 大師こども文化センター 大師公園1-4

川崎区 公的施設等 大師老人いこいの家　　 大師公園1-4

川崎区 公的施設等 南部身体障害者福祉会館 大島1-8-6

川崎区 公的施設等 大島老人いこいの家　 大島1-9-6

川崎区 公的施設等 大島保育園　 大島5-21-10

川崎区 公的施設等 かわさき老人福祉・地域交流センター 堤根34-15

川崎区 公的施設等 日進町こども文化センター 堤根34-15 ふれあいプラザかわさき内

川崎区 公的施設等 殿町こども文化センター 殿町1-18-13

川崎区 公的施設等 殿町老人いこいの家　 殿町1-20-15

川崎区 公的施設等 田島こども文化センター 田島町20-23

川崎区 公的施設等 田島老人いこいの家　 田島町20-23

川崎区 公的施設等 渡田こども文化センター 渡田1-15-5

川崎区 公的施設等 渡田老人いこいの家　 渡田4-12-20

川崎区 公的施設等 藤崎保育園　 藤崎1-7-1

川崎区 公的施設等 藤崎こども文化センター 藤崎4-17-6

川崎区 公的施設等 藤崎老人いこいの家　 藤崎4-17-6

川崎区 公的施設等 教育文化会館 富士見2-1-3

川崎区 公的施設等 かわＱホール 富士見2-1-9

川崎区 公的施設等 労働会館 富士見2-5-2

川崎区 その他施設 旭町１丁目町内会館 旭町1-8-10

川崎区 その他施設 旭港町内会館 旭町2-7-7

川崎区 その他施設 榎町町内会館 榎町4-2

川崎区 その他施設 塩浜町内会館（塩浜神明神社社務所） 塩浜2-7-10

川崎区 その他施設 塩浜三丁目町内会館 塩浜3-8-5

川崎区 その他施設 下並木町内会館 下並木20

川崎区 その他施設 貝塚１、２丁目町内会館 貝塚1-5-5

川崎区 その他施設 かんのん町保育園 観音1-10-3

川崎区 その他施設 観音町内会館 観音2-1-20

川崎区 その他施設 宮前町町内会館 宮前町7-3

川崎区 その他施設 宮本町町内会館 宮本町2-13

川崎区 その他施設 京町１、２丁目町内会館 京町1-3-20

川崎区 その他施設 セソール川崎京町ハイライズセソールアリーナ 京町2-24-5

川崎区 その他施設 京町三丁目町内会館 京町3-14-2

川崎区 その他施設 境町町会会館 境町9-6

川崎区 その他施設 元木１、２丁目町内会館 元木1-1-8

川崎区 その他施設 姥ヶ森町内会館 鋼管通3-3-13

川崎区 その他施設 桜本１丁目町内会館 桜本1-11-6

川崎区 その他施設 桜本二丁目町内会館 桜本2-15-2

川崎区 その他施設 日本環境衛生センター 四谷上町10-6

川崎区 その他施設 四谷町内会館 四谷上町23-20

川崎区 その他施設 小田１丁目町内会館 小田1-14-4

川崎区 その他施設 小田３丁目町内会館 小田3-9-21

川崎区 その他施設 小田４丁目町内会館 小田4-15-16

川崎区 その他施設 小田中央町内会館 小田4-6-12

川崎区 その他施設 小田団地自治会集会所 小田5-12-28

川崎区 その他施設 小田栄町内会館 小田栄1-12-16

川崎区 その他施設 新川通町内会館 新川通10-6

川崎区 その他施設 川中島町内会館（神明神社社務所） 川中島1-12-1

川崎区 その他施設 浅田１、２丁目町内会館 浅田2-10-9

川崎区 その他施設 浅田３、４丁目町内会館 浅田3-17-6

川崎区 その他施設 台町町内会事務所 台町16-13

川崎区 その他施設 大師中町町内会館 大師駅前1-8-10

川崎区 その他施設 平間寺（信徒会館講堂） 大師町4-48

川崎区 その他施設 大師町町内会事務所 大師町6-10

区分 施設情報
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川崎区 その他施設 大師本町町内会館 大師本町10-17

川崎区 その他施設 大島１丁目町内会館 大島1-22-5

川崎区 その他施設 大島２丁目町会会館 大島2-15-15

川崎区 その他施設 大島三丁目町内会館 大島3-1-6

川崎区 その他施設 大島４丁目町内会館 大島4-20-4

川崎区 その他施設 大島５丁目町内会館 大島5-3-12

川崎区 その他施設 大島上町会館 大島上町22-16

川崎区 その他施設 池上新町町内会館 池上新町2-24-1

川崎区 その他施設 ノーマ・ヴィラージュ聖風苑　 池上新町3-1-8

川崎区 その他施設 池上町町内会館 池上町7-10

川崎区 その他施設 池田町会館 池田1-11-3

川崎区 その他施設 中瀬３丁目町会会館 中瀬3-5-10

川崎区 その他施設 中島町内会館（八幡神社社務所） 中島2-15-1

川崎区 その他施設 追分町町内会館 追分町13-8

川崎区 その他施設 殿町１丁目町内会館 殿町1-10-14

川崎区 その他施設 江川町内会館 殿町1-15-13

川崎区 その他施設 殿町２・３丁目町内会館 殿町3-8-2

川崎区 その他施設 田町町内会館（上田町町内会分） 田町2-3-3

川崎区 その他施設 田町町内会館（田町2･3丁目町内会分） 田町2-3-3

川崎区 その他施設 田島町町内会館 田島町5-5

川崎区 その他施設 渡田１丁目町内会館 渡田1-11-6

川崎区 その他施設 渡田二丁目町内会館 渡田2-13-9

川崎区 その他施設 渡田３・４丁目町内会館 渡田3-4-6

川崎区 その他施設 新町しほかぜ保育園　 渡田4-9-4

川崎区 その他施設 渡田向町町内会館 渡田向町19-2

川崎区 その他施設 渡田山王町町内会館 渡田山王町9-5

川崎区 その他施設 渡田新町　１・２丁目町内会館 渡田新町1-7-12

川崎区 その他施設 渡田新町３丁目町内会館 渡田新町3-7-9

川崎区 その他施設 渡田東町町内会館 渡田東町12-13

川崎区 その他施設 東門前１・２丁目町内会館 東門前1-16-15

川崎区 その他施設 東門前３丁目町内会館 東門前3-3-22

川崎区 その他施設 藤崎町内会館 藤崎3-6-9

川崎区 その他施設 南町町内会館 南町14-3

川崎区 その他施設 日進町会館　麦の郷 日進町11-6

川崎区 その他施設 観音寺（庫裡広間・観音会館） 浜町1-18-3

川崎区 その他施設 浜町１丁目町内会館 浜町1-9-7

川崎区 その他施設 浜町１・３丁目町内会館 浜町1-9-5

川崎区 その他施設 総合児童福祉施設あいせん　児童養護施設すまいる 浜町2-22-16

川崎区 その他施設 浜町２丁目町内会館 浜町2-6-10

川崎区 その他施設 浜町四丁目町内会館 浜町4-5-2

川崎区 その他施設 本町２丁目東町内会館 本町2-13-15

幸区 公的施設等 石川記念武道館 下平間357

幸区 公的施設等 下平間老人いこいの家　 下平間357-6

幸区 公的施設等 下平間こども文化センター 下平間70-1

幸区 公的施設等 河原町保育園 河原町1

幸区 公的施設等 古市場老人いこいの家　 古市場1781-1

幸区 公的施設等 古川保育園　 古川町120

幸区 公的施設等 幸スポーツセンター 戸手本町1-11-3

幸区 公的施設等 幸こども文化センター 戸手本町1-11-5

幸区 公的施設等 さいわい健康福祉プラザ 戸手本町1-11-5

幸区 公的施設等 御幸老人いこいの家　 紺屋町33-1

幸区 公的施設等 小倉こども文化センター 小倉5-17-59

幸区 公的施設等 小倉老人いこいの家　 小倉5-32-5

幸区 公的施設等 南河原こども文化センター 都町74-2

幸区 公的施設等 南加瀬こども文化センター 南加瀬2-19-3

幸区 公的施設等 夢見ヶ崎保育園 南加瀬3-4-8

幸区 公的施設等 南河原老人いこいの家　 南幸町1-11

幸区 公的施設等 日吉老人いこいの家 北加瀬1-39-5

幸区 公的施設等 北加瀬こども文化センター 北加瀬2-12-12

幸区 公的施設等 北加瀬保育園　 北加瀬3-19-1

幸区 その他施設 鹿島田グリーンハイツ集会所 下平間1-2

幸区 その他施設 称名寺 下平間183
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幸区 その他施設 フロール川崎下平間自治会 下平間214-1

幸区 その他施設 下平間町内会館（天満天神社内）　 下平間51

幸区 その他施設 下平間幸会館 下平間68-1

幸区 その他施設 河原町１号館集会所 河原町1-1-1

幸区 その他施設 河原町１３・１４・１５号棟自治会集会室 河原町1-13-231

幸区 その他施設 河原町２号館集会所 河原町1-2

幸区 その他施設 河原町団地１２号館自治会集会所 河原町1　12号館

幸区 その他施設 河原町３号館集会所 河原町1　3号館1-3

幸区 その他施設 古市場１丁目町会会館 古市場1-60

幸区 その他施設 古市場２丁目町内会館 古市場2-80

幸区 その他施設 古川町町内会館 古川町61

幸区 その他施設 戸手町内会館 戸手2-9-13

幸区 その他施設 さいわい会館 幸町2-693

幸区 その他施設 戸手中部町内会館 紺屋町12

幸区 その他施設 鹿島田公会堂 鹿島田2-16-20

幸区 その他施設 小向西町町内会館 小向西町3-19

幸区 その他施設 小向さくら保育園 小向西町3-52-3

幸区 その他施設 小向仲野町集会所 小向仲野町3-11

幸区 その他施設 小倉公会堂 小倉2-11-19

幸区 その他施設 小倉神社会館 小倉3-28-13

幸区 その他施設 おぐら保育園 小倉4-6-23

幸区 その他施設 小峰幼稚園 小倉5-11-5

幸区 その他施設 御獄神社 塚越1-64

幸区 その他施設 東明寺 塚越2-118

幸区 その他施設 塚越の陽だまり 塚越3-406-1

幸区 その他施設 東古市場市営住宅自治会会館　集会所 東古市場116

幸区 その他施設 古市場町内会館 東古市場121

幸区 その他施設 夢見ヶ崎町内会会館 南加瀬1-1-1

幸区 その他施設 南加瀬中央町内会会館 南加瀬2-24-10

幸区 その他施設 ひよし保育園 南加瀬2-9-20

幸区 その他施設 越路会館 南加瀬2-9-21

幸区 その他施設 南加瀬原町会館 南加瀬3-22-1

幸区 その他施設 江川公会堂 南加瀬4-21-27

幸区 その他施設 南加瀬辻町会館 南加瀬5-14-3

幸区 その他施設 諏訪会館 南幸町2-39

幸区 その他施設 南幸町３丁目南町内会館 南幸町3-119

幸区 その他施設 南幸町３丁目東町内会館 南幸町3-46

幸区 その他施設 山崎会館 北加瀬1-29-22

幸区 その他施設 北加瀬谷戸公会堂 北加瀬2-8-5

幸区 その他施設 北加瀬原町公会堂 北加瀬3-18-23

幸区 その他施設 観音寺 矢上6-8

幸区 その他施設 柳町自治会館 柳町60

幸区 その他施設 みなみかせ保育園 南加瀬3-12-8

中原区 公的施設等 中原老人福祉センター　　　 井田3-16-2

中原区 公的施設等 井田老人いこいの家 井田三舞町14-16

中原区 公的施設等 井田こども文化センター 井田杉山町16-38

中原区 公的施設等 下小田中保育園　　 下小田中4-4-17

中原区 公的施設等 新城こども文化センター 下新城1-2-4

中原区 公的施設等 新城老人いこいの家　　　 下新城1-2-4

中原区 公的施設等 西宮内保育園　　　 宮内1-24-7

中原区 公的施設等 宮内こども文化センター 宮内3-4-3

中原区 公的施設等 玉川こども文化センター 市ﾉ坪464-2

中原区 公的施設等 中原保育園 小杉陣屋町2-3-1

中原区 公的施設等 大戸こども文化センター 上小田中2-24-1

中原区 公的施設等 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら） 上小田中6-22-5

中原区 公的施設等 ごうじ老人いこいの家　　　 上小田中7-6-18

中原区 公的施設等 平間こども文化センター 上平間1323

中原区 公的施設等 平間保育園　　　 上平間366

中原区 公的施設等 平間乳児保育園　　　 上平間366

中原区 公的施設等 新丸子こども文化センター 新丸子町691-7

中原区 公的施設等 中原市民館 新丸子東3-1100-12

中原区 公的施設等 西加瀬老人いこいの家　　　 西加瀬10-5
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中原区 公的施設等 西加瀬こども文化センター 西加瀬10-5

中原区 公的施設等 中丸子保育園　　　 中丸子1155

中原区 公的施設等 中丸子老人いこいの家　　　 中丸子378-4

中原区 公的施設等 等々力老人いこいの家　　　 等々力1-1

中原区 公的施設等 住吉こども文化センター 木月祗園町17-6

中原区 その他施設 井田協友会館 井田三舞町17-54

中原区 その他施設 井田共和会館 井田中ﾉ町13-24

中原区 その他施設 下沼部町内会館 下沼部1745

中原区 その他施設 苅宿町会館 苅宿19-17

中原区 その他施設 通１丁目会館 丸子通1-461-45

中原区 その他施設 丸子地区連合町内会会館 丸子通2-667-2

中原区 その他施設 宮内公民館 宮内3-9-5

中原区 その他施設 上小田中橋場町内会館 今井上町10-2

中原区 その他施設 今井連合会館 今井仲町10-23

中原区 その他施設 小杉二丁目町内会館 小杉3丁目239

中原区 その他施設 小杉御殿町１丁目町内会館 小杉御殿町1-912

中原区 その他施設 小杉御殿町２丁目町内会館 小杉御殿町2-91

中原区 その他施設 陣屋町１丁目会館 小杉陣屋町1-14-11

中原区 その他施設 小杉町一丁目会館 小杉町1-542

中原区 その他施設 小杉３丁目町会会館 小杉町3-239

中原区 その他施設 上丸子住宅自治会館 上丸子山王町1-1413-1

中原区 その他施設 山王会館 上丸子山王町1-1555

中原区 その他施設 山二会館 上丸子山王町2-1341-2

中原区 その他施設 天神町会館 上丸子天神町301

中原区 その他施設 八幡町会館 上丸子八幡町805

中原区 その他施設 けいわ会上小田中保育園 上小田中1-28-25

中原区 その他施設 大ヶ谷戸会館 上小田中2-41-16

中原区 その他施設 大ヶ谷戸小田中町会館 上小田中3-3-20

中原区 その他施設 神地保育園 上小田中6-34-36

中原区 その他施設 今井西町会館 上小田中6-5-5

中原区 その他施設 神明会館 上小田中6-43-1

中原区 その他施設 新城中央会館 上新城2-1-3

中原区 その他施設 上新城町内会館 上新城2-6-23

中原区 その他施設 上平間第三町会会館 上平間1700-21

中原区 その他施設 上平間第２町会会館 上平間424

中原区 その他施設 新城中町町内会館 新城中町11-26

中原区 その他施設 西加瀬町内会館 西加瀬9-43

中原区 その他施設 中丸子市営住宅集会所 中丸子1155

中原区 その他施設 上平間第１町内会　会館 北谷町38-2

中原区 その他施設 木月３丁目会館 木月3-33-25

中原区 その他施設 大楽幼稚園 木月4-22-32

中原区 その他施設 木月伊勢町町内会館 木月伊勢町8-35　メゾン小林101

中原区 その他施設 木月住吉町会館 木月住吉町22-10　元住吉マンション110号室

高津区 公的施設等 津田山保育園 下作延5-1-10

高津区 公的施設等 東高津こども文化センター 下野毛1-3-2

高津区 公的施設等 東高津老人いこいの家 下野毛1-3-2

高津区 公的施設等 蟹ヶ谷保育園　　　 蟹ヶ谷339

高津区 公的施設等 梶ヶ谷保育園　　　 梶ヶ谷5-8-2

高津区 公的施設等 梶ヶ谷老人いこいの家　　　 梶ヶ谷5-8-27

高津区 公的施設等 梶ヶ谷こども文化センター 梶ヶ谷6-1-10

高津区 公的施設等 高津老人いこいの家　　　 久本3-6-22

高津区 公的施設等 北部身体障害者福祉会館　　　 溝口1-18-16

高津区 公的施設等 高津市民館 溝口1-4-1

高津区 公的施設等 高津こども文化センター 溝口3-10-8

高津区 公的施設等 子母口こども文化センター 子母口983

高津区 公的施設等 子母口老人いこいの家　　　 子母口983

高津区 公的施設等 上作延こども文化センター 上作延1142-4

高津区 公的施設等 上作延老人いこいの家　　　 上作延1142-4

高津区 公的施設等 二子こども文化センター 二子5-14-61

高津区 公的施設等 高津老人福祉・地域交流センター 末長3-24-4

高津区 公的施設等 末長こども文化センター 末長3-25-8

高津区 公的施設等 末長老人いこいの家　　　 末長814-7
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高津区 その他施設 宇奈根会館 宇奈根646-2

高津区 その他施設 下作延第三町内会　町内会館 下作延1-9-22

高津区 その他施設 下作延第２町会　会館 下作延2-19-2

高津区 その他施設 眞宗寺　溝ノ口本堂 下作延2-5-46

高津区 その他施設 下作延南住宅集会所 下作延3-10

高津区 その他施設 下作延中住宅集会所 下作延5-8-3

高津区 その他施設 下作延第一町内会会館 下作延6-17-1

高津区 その他施設 円福寺 下作延7-10-1

高津区 その他施設 下野毛公民館 下野毛2-6-11

高津区 その他施設 蟹ヶ谷槍ヶ崎１号棟集会所 蟹ヶ谷3-7 蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅1号棟

高津区 その他施設 市営蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅集会所 蟹ヶ谷3-7 蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅地内

高津区 その他施設 西福寺会館 梶ヶ谷5-11-3

高津区 その他施設 淨元寺 久地1-31-1

高津区 その他施設 久地会館 久地1-39-5

高津区 その他施設 養周院 久地3-10-32

高津区 その他施設 久本神社氏子会館 久本1-16-13

高津区 その他施設 龍台寺 久本2-12-23

高津区 その他施設 大蓮寺 久本2-8-5

高津区 その他施設 蓮花寺 久末1292

高津区 その他施設 久末つつじハイツ自治会集会場 久末1492-2

高津区 その他施設 ルックハイツ日吉管理棟集会室 久末1566-1

高津区 その他施設 明石穂住宅集会所 久末1600

高津区 その他施設 ビバース久末　高齢者交流施設 久末1800-26

高津区 その他施設 久末表集会場 久末1938-1

高津区 その他施設 久末谷中集会所 久末2150

高津区 その他施設 久末西住宅集会所 久末23

高津区 その他施設 市営久末団地集会所 久末311

高津区 その他施設 妙法寺 久末375

高津区 その他施設 県営久末アパート自治会集会所 久末496

高津区 その他施設 溝口神社 溝口2-25-1

高津区 その他施設 宗隆寺 溝口2-29-1

高津区 その他施設 西高津くさはな保育園 溝口6-10-2

高津区 その他施設 坂戸公民館 坂戸2-20-1

高津区 その他施設 坂戸集会所 坂戸3-10-9

高津区 その他施設 橘樹神社社務所 子母口122

高津区 その他施設 円融寺 子母口27

高津区 その他施設 子母口わかば保育園 子母口378

高津区 その他施設 不動ヶ丘団地集会所 上作延1122-2

高津区 その他施設 不動ヶ丘第二団地集会所 上作延1122-2

高津区 その他施設 上作延団地集会所 上作延340

高津区 その他施設 上作延第２住宅自治会集会所 上作延462

高津区 その他施設 上作延第一自治会集会所 上作延650

高津区 その他施設 新作団地集会所 新作3-13

高津区 その他施設 新作第２自治会館 新作5-13-8

高津区 その他施設 諏訪神社氏子会館 諏訪3-16-51

高津区 その他施設 すこやか諏訪保育園 諏訪3-20-15

高津区 その他施設 能満寺 千年354

高津区 その他施設 前田団地自治会集会所 千年92

高津区 その他施設 千年新町市営住宅集会所 千年新町48

高津区 その他施設 光明寺 二子1-10-10

高津区 その他施設 二子会館 二子1-2-18 二子神社境内

高津区 その他施設 北見方公民館 北見方2-14-12

高津区 その他施設 明鏡寺 末長2-27-42

高津区 その他施設 明津熊野神社奉賛会館 明津144

高津区 その他施設 野川東住宅集会所 東野川1-16　野川東住宅1号棟

宮前区 公的施設等 青少年の家 宮崎105-1

宮前区 公的施設等 宮崎こども文化センター 宮崎1-7

宮前区 公的施設等 宮前老人福祉センター　　　 宮崎2-12-29

宮前区 公的施設等 宮前平こども文化センター 宮崎6-2

宮前区 公的施設等 宮前市民館 宮前平2-20-4

宮前区 公的施設等 菅生保育園　　　 初山1-23-15

宮前区 公的施設等 蔵敷こども文化センター 菅生5-3-21
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９　避難所補完施設一覧表【危機管理本部】令和４年８月２５日時点
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宮前区 公的施設等 地域子育て支援センターすがお 菅生5-4-10

宮前区 公的施設等 宮前市民館菅生分館 菅生5-4-11

宮前区 公的施設等 菅生こども文化センター 菅生ヶ丘13-2

宮前区 公的施設等 鷲ヶ峰老人いこいの家　　　 菅生ヶ丘32-10

宮前区 公的施設等 土橋保育園　　　 土橋2-14-1

宮前区 公的施設等 有馬保育園　　　 東有馬5-16-1

宮前区 公的施設等 白幡台こども文化センター 白幡台1-13-1

宮前区 公的施設等 白幡台老人いこいの家　　　 白幡台1-13-1

宮前区 公的施設等 平こども文化センター 平2-13-1

宮前区 公的施設等 平老人いこいの家　　　 平2-13-1

宮前区 公的施設等 平保育園　　　 平2-13-1

宮前区 公的施設等 野川こども文化センター 野川3182-1

宮前区 公的施設等 野川老人いこいの家　　　 野川3182-1

宮前区 公的施設等 中有馬保育園　　　 有馬3-2-10

宮前区 公的施設等 有馬こども文化センター 有馬4-5-2

宮前区 公的施設等 有馬老人いこいの家　　　 有馬4-5-2

宮前区 その他施設 大塚会館 宮崎172

宮前区 その他施設 犬蔵自治会館 犬蔵1-14-24

宮前区 その他施設 菅生住宅集会所 犬蔵3-13-10

宮前区 その他施設 鷺沼会館 鷺沼1-18-1

宮前区 その他施設 本遠寺　初山幼稚園 初山1-2-1

宮前区 その他施設 初山集会所（初山団地内） 初山2-16-8

宮前区 その他施設 初山会館 初山2-9-1

宮前区 その他施設 等覚院 神木本町1-8-1

宮前区 その他施設 長尾住宅集会所 神木本町2-7

宮前区 その他施設 神木天満宮社務所 神木本町3-4-36

宮前区 その他施設 蔵敷自治会館 菅生1-2-36

宮前区 その他施設 長沢自治会館 菅生2-17-1

宮前区 その他施設 菅生台自治会館 菅生3-11-8

宮前区 その他施設 稗原団地自治会館 菅生3-43-21

宮前区 その他施設 長安寺 菅生4-3-11

宮前区 その他施設 みなみすがお保育園 菅生4-4-1

宮前区 その他施設 南菅生自治会館 菅生6-3-15

宮前区 その他施設 菅生ヶ丘自治会会館 菅生ヶ丘19-12

宮前区 その他施設 稗原会館 菅生ヶ丘27-20

宮前区 その他施設 鷲ヶ峰西住宅自治会集会所 菅生ヶ丘32

宮前区 その他施設 市営鷲ヶ峰住宅集会所 菅生ヶ丘41-2-105

宮前区 その他施設 土橋会館 土橋2-13-2

宮前区 その他施設 市営有馬第二団地集会場 東有馬4-5-13

宮前区 その他施設 市営南平台集会所（第１、第２） 南平台17-8

宮前区 その他施設 南平第２団地自治会集会所 南平台5

宮前区 その他施設 泉福寺 馬絹2-9-1

宮前区 その他施設 東泉寺 平1-7-28

宮前区 その他施設 向ヶ丘遊園センチュリータウン管理棟 平2-12-9-1

宮前区 その他施設 高山団地自治会集会所 平2-24

宮前区 その他施設 平高山自治会館 平3-20-3

宮前区 その他施設 平会館 平4-3-11

宮前区 その他施設 平会館 平4-3-11

宮前区 その他施設 県営野川南台団地自治会会館 野川2245

宮前区 その他施設 宮前スポーツプラザ 西野川1-35-9

宮前区 その他施設 西有馬おひさま保育園 有馬1-8-6

宮前区 その他施設 野川西団地自治会集会所 野川3091

多摩区 公的施設等 錦ケ丘こども文化センター 栗谷3-28-2

多摩区 公的施設等 錦ヶ丘老人いこいの家 栗谷3-28-2

多摩区 公的施設等 三田こども文化センター 三田3-7-4

多摩区 公的施設等 菅保育園　　　 菅1-5-24

多摩区 公的施設等 南菅こども文化センター 菅馬場3-26-1

多摩区 公的施設等 南菅老人いこいの家　　　 菅馬場3-26-1

多摩区 公的施設等 菅こども文化センター 菅北浦3-11-1

多摩区 公的施設等 菅老人いこいの家　　　 菅北浦3-11-1

多摩区 公的施設等 土渕保育園　　　 生田2-14-5

多摩区 公的施設等 生田保育園　　　 西生田3-15-10
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多摩区 公的施設等 中野島こども文化センター 中野島4-22-7

多摩区 公的施設等 多摩老人福祉センター 中野島5-2-30

多摩区 公的施設等 中野島老人いこいの家　　　 中野島6-26-7

多摩区 公的施設等 長尾こども文化センター 長尾1-12-7

多摩区 公的施設等 長尾老人いこいの家　　　 長尾1-12-7

多摩区 公的施設等 多摩市民館 登戸1775-1

多摩区 公的施設等 登戸老人いこいの家　　　 登戸新町237

多摩区 その他施設 中野島フレンズ保育園 布田18-25

多摩区 公的施設等 枡形こども文化センター 枡形6-3-1

多摩区 公的施設等 桝形老人いこいの家　　　 枡形6-3-1

多摩区 その他施設 龍厳寺 堰3-11-25

多摩区 その他施設 生田ひまわり幼稚園 栗谷1-11-6

多摩区 その他施設 栗谷町会会館 栗谷2-1-21

多摩区 その他施設 西三田住宅管理組合集会所 三田4-3-3

多摩区 その他施設 寺尾台地区コミュニティセンター 寺尾台1-16-1

多摩区 その他施設 龍安寺 宿河原2-44-7

多摩区 その他施設 常照寺 宿河原3-11-3

多摩区 その他施設 宿河原会館 宿河原3-12-11

多摩区 その他施設 宿河原５丁目会館 宿河原5-19-3

多摩区 その他施設 宿河原東住宅集会所 宿河原7-13-1

多摩区 その他施設 多摩新町自治会館 宿河原7-6-11

多摩区 その他施設 市営生田住宅集会所 生田3-16

多摩区 その他施設 五反田会館 生田8-11-12

多摩区 その他施設 大作公民館 西生田2-12-9

多摩区 その他施設 杉山社 西生田3-12-26

多摩区 その他施設 中野島南自治会集会所 中野島1-25-3

多摩区 その他施設 中野島公民館 中野島2-5-1

多摩区 その他施設 中野島住宅集会所 中野島4-22

多摩区 その他施設 中野島多摩川自治会第１集会所 中野島5-2

多摩区 その他施設 中野島多摩川自治会第２集会所 中野島5-2

多摩区 その他施設 盛源寺 長沢1-29-6

多摩区 その他施設 長沢自治会館 長沢4-10-5

多摩区 その他施設 諏訪社 長沢4-7-1

多摩区 その他施設 妙楽寺 長尾3-9-3

多摩区 その他施設 長尾会館 長尾7-20-3

多摩区 その他施設 新川町会会館 登戸1705-2

多摩区 その他施設 登戸南町会館 登戸2687-3

多摩区 その他施設 レイディアントシティ向ヶ丘遊園 東三田3-10-2

多摩区 その他施設 安立寺 東生田1-27-1

多摩区 その他施設 飯室会館 東生田2-1-15

多摩区 その他施設 鴛鴦沼自治会館 東生田3-9-30

多摩区 その他施設 南いくた保育園 南生田3-2-7

多摩区 その他施設 明王会館 枡形1-19-3

多摩区 その他施設 明王台ハイツ管理人室 枡形1-21-4

多摩区 その他施設 東生田会館 枡形3-3-17

多摩区 その他施設 根岸町会会館 枡形5-16-1

麻生区 公的施設等 王禅寺こども文化センター 王禅寺東5-32-15

麻生区 公的施設等 王禅寺老人いこいの家　　　 王禅寺東5-32-15

麻生区 公的施設等 岡上こども文化センター 岡上277

麻生区 公的施設等 岡上老人いこいの家　　　 岡上277

麻生区 公的施設等 麻生市民館岡上分館 岡上286-1

麻生区 公的施設等 麻生老人福祉センター　　　 金程2-8-3

麻生区 公的施設等 麻生老人福祉センター　　　 金程2-8-3

麻生区 公的施設等 高石保育園　　　 高石1-14-15

麻生区 公的施設等 麻生こども文化センター 上麻生4-32-2

麻生区 公的施設等 麻生老人いこいの家　　　 上麻生4-32-2

麻生区 公的施設等 柿生分庁舎 上麻生6-29-18

麻生区 公的施設等 柿生こども文化センター 上麻生7-18-32

麻生区 公的施設等 上麻生保育園　　　 上麻生7-2-35

麻生区 公的施設等 千代ヶ丘こども文化センター 千代ヶ丘1-20-60

麻生区 公的施設等 千代ヶ丘老人いこいの家　　　 千代ヶ丘6-3-22

麻生区 公的施設等 東百合丘こども文化センター 東百合丘3-1-10
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麻生区 公的施設等 虹ヶ丘こども文化センター 虹ヶ丘1-22-1

麻生区 公的施設等 白山保育園　　　 白山4-2-1

麻生区 公的施設等 白山こども文化センター 白山4-2-2

麻生区 公的施設等 白山老人いこいの家　　　 白山4-2-2

麻生区 公的施設等 百合丘こども文化センター 百合丘1-11-2

麻生区 公的施設等 百合丘障害者センター 百合丘2-8-2

麻生区 公的施設等 百合丘老人いこいの家 百合丘2-8-2

麻生区 公的施設等 片平こども文化センター 片平5-25-1

麻生区 公的施設等 片平老人いこいの家　　　 片平5-25-1

麻生区 公的施設等 北部地域療育センター 片平5-26-1

麻生区 公的施設等 麻生市民館 万福寺1-5-2

麻生区 その他施設 眞宗寺　川崎霊園 王禅寺1241

麻生区 その他施設 王禅寺町内会館 王禅寺332

麻生区 その他施設 王禅寺 王禅寺940

麻生区 その他施設 日生百合ヶ丘団地会館 王禅寺西3-3-19

麻生区 その他施設 百合ヶ丘勧交会館 王禅寺西4-1-2

麻生区 その他施設 市営真福寺集会所 王禅寺西7-18

麻生区 その他施設 真福寺町内会館 王禅寺西8-17-6

麻生区 その他施設 新百合ヶ丘コミュニティセンター 王禅寺東3-26-7

麻生区 その他施設 王禅寺しらゆり保育園 王禅寺東5-3-53

麻生区 その他施設 岡上公会堂 岡上676-3

麻生区 その他施設 下麻生自治会館 下麻生2-31-7

麻生区 その他施設 下麻生自治会踊場集会所 下麻生3-32-4

麻生区 その他施設 金程富士見会館 金程1-38-6

麻生区 その他施設 金程会館 金程4-12-12

麻生区 その他施設 栗木町内会館 栗木1-3-13

麻生区 その他施設 常念寺 栗木203

麻生区 その他施設 林清寺 栗木台1-15-1

麻生区 その他施設 栗木公会堂 栗木台1-6-3

麻生区 その他施設 栗木台自治会館 栗木台3-6-1

麻生区 その他施設 県営栗木台ハイム集会所 栗木台5-16-4

麻生区 その他施設 古沢会館 古沢506-1

麻生区 その他施設 向原会館 向原1-6-5

麻生区 その他施設 潮音寺 高石2-21-1

麻生区 その他施設 高石公民館 高石3-1-11

麻生区 その他施設 市営高石団地集会所 高石4-22

麻生区 その他施設 コスモ百合ヶ丘パラシオ自治会集会室 高石5-9-14

麻生区 その他施設 イトーピア百合ヶ丘ガーデンハイツ集会室 高石6-17-13(C棟)

麻生区 その他施設 汁守神社 黒川1

麻生区 その他施設 黒川公会堂 黒川1

麻生区 その他施設 西光寺不動殿 黒川41-1

麻生区 その他施設 香林寺 細山3-9-1

麻生区 その他施設 細山会館 細山4-21

麻生区 その他施設 三井細山自治会館 細山5-19-1

麻生区 その他施設 山口台自治会館 上麻生4-9-5

麻生区 その他施設 柿生駅前町内会館 上麻生5-2-2

麻生区 その他施設 クレアガーデン麻生台集会室 上麻生7-23-1

麻生区 その他施設 常安寺 上麻生7-42-1

麻生区 その他施設 有楽自治会館 千代ヶ丘5-9-68

麻生区 その他施設 千代ヶ丘中ノ間自治会館 千代ヶ丘9-17-8

麻生区 その他施設 戒翁寺会館 早野777

麻生区 その他施設 多摩美町会会館 多摩美1-15-9

麻生区 その他施設 サニーハウス百合ヶ丘管理組合集会場 東百合ヶ丘3-1-14

麻生区 その他施設 百合ヶ丘自治会館 東百合ヶ丘4-36-6

麻生区 その他施設 さつき第１集会所 白山1-2

麻生区 その他施設 さつき第２集会所 白山1-2

麻生区 その他施設 白山けやき集会所 白山2-2

麻生区 その他施設 アカシア第１・第２・第３集会所 白山5-1

麻生区 その他施設 白鳥神社 白鳥2-10-1

麻生区 その他施設 片平会館 片平5-11-10

麻生区 その他施設 さつき台自治会館 片平5-4-6

麻生区 その他施設 新万福寺町内会館 万福寺2-15-2
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麻生区 その他施設 万福寺会館 万福寺4-18-26
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