
NO 施設名 設置場所 使用可能時間帯
小児対応
の有無

住　所 担当課

1 本庁舎 正面玄関入って右側 毎日24時間利用可能 有 琴浦町徳万591-2 総務課

2 分庁舎 正面玄関入って左側 毎日24時間利用可能 有 琴浦町赤碕1140-1 総務課

3 東伯中学校 体育館正面入り口
平日：8時20分～16時50分（祝・年末年始・盆の閉庁日を除く）
部活動時間帯　社会体育団体の使用時間帯

有 琴浦町徳万236 教育総務課

4 赤碕中学校 正面玄関入って左側 平日：8時15分～16時45分（祝・年末年始、盆の閉庁日を除く） 有 琴浦町赤碕1922-1 教育総務課

5 聖郷小学校 正面玄関入って右側 平日：8時15分～16時45分（祝・年末年始、盆の閉庁日を除く） 有 琴浦町釛529 教育総務課

6 浦安小学校 体育館玄関下足箱上
平日：8時15分～16時45分（祝・年末年始・盆の閉庁日を除く）
社会教育団体の使用時間帯

有 琴浦町下伊勢504 教育総務課

7 八橋小学校 児童玄関入って正面 平日：8時25分～16時55分（祝・年末年始・盆の閉庁日を除く） 有 琴浦町八橋705 教育総務課

8 船上小学校 正面玄関入って廊下右側 平日：8時20分～16時50分（祝・年末年始・盆の閉庁日を除く） 有 琴浦町佐崎16 教育総務課

9 赤碕小学校 正面玄関入って左側 平日：8時20分～16時50分（祝・年末年始・盆の閉庁日を除く） 有 琴浦町赤碕264 教育総務課

10 旧安田小学校（体育館） 体育館トイレの前 施設使用時 有 琴浦町箆津318 総務課

11 旧古布庄小学校（体育館） 体育館入口前廊下 施設使用時 有 琴浦町古長217 総務課

12 旧以西小学校（体育館）
校舎と体育館をつなぐ通路、
トイレ前足場の上

施設使用時 有 琴浦町宮木239 総務課

13 農業者トレーニングセンター ロビーの机の上
火曜～土曜：8時30分～22時00分　日曜：8時30分～17時00分
月曜休館・月曜が祝日の時は翌日休館、年末年始を除く

有 琴浦町赤碕1938-1 社会教育課

14 総合体育館 事務室受付横の台の上
月・水・木・金・土曜：8時30分～22時00分
日曜：8時30分～17時00分　火曜休館、年末年始を除く

有 琴浦町田越560 社会教育課

15 まなびタウンとうはく
２階カウンターの上（図書館
前電光掲示板の右手）

平日・土曜：8時30分～22時00分
日曜・祝日：8時30分～17時00分
（年末年始、休館時を除く）

有 琴浦町徳万266-5 社会教育課

16 平岩記念会館 玄関ロビー 施設使用時（総合体育館で鍵借用） 有 琴浦町田越485-1 社会教育課

17 カウベルホール ホール下手入り口の台の上 8時30分～17時15分（月曜日・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町釛474 社会教育課
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18 東伯文化センター 玄関入った受付台の上 月曜～土曜　8時30分から17時15分まで 有 琴浦町下伊勢355-5
人権・同和教育
課

19 赤碕文化センター 玄関入った公衆電話の下 月曜～土曜　8時30分から17時15分まで 有 琴浦町出上230-1
人権・同和教育
課

20 東伯勤労者体育センター 玄関ロビー台の上 施設使用時（役場本庁舎で鍵借用） 有 琴浦町徳万579-2 社会教育課

21 赤碕総合運動公園テニス場
クラブハウス入り左側の机の
上

施設使用時（赤碕総合運動公園野球場管理棟で鍵借用） 有 琴浦町松谷564-2 社会教育課

22 ふれあい交流会館 正面玄関を入って左側廊下 施設使用時 有
琴浦町赤碕1880-
112

農林水産課

23 保健センター
保健センター１Ｆすくすく事務
所

平日：8時30分～17時15分（月曜日・年末年始を除く） 有 琴浦町徳万591-2 総務課

24 いきいき健康センター 事務室の前壁 施設使用時 有 琴浦町赤碕1920-74 福祉あんしん課

25 琴浦町古布庄地区公民館 玄関入り左側の台の上 平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町古長186-1 社会教育課

26 琴浦町上郷地区公民館 玄関入り右側の台の上 平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町大杉547 社会教育課

27 琴浦町下郷地区公民館 玄関入り正面の台の上 平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町釛517 社会教育課

28 琴浦町浦安地区公民館
玄関入り左側 土地改良区事
務室前

平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町浦安152-3 社会教育課

29 琴浦町八橋地区公民館 玄関入り正面の台の下 平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町八橋239-13 社会教育課

30 琴浦町以西地区公民館 玄関入り左側の台の上 平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町宮木207 社会教育課

31 琴浦町成美地区公民館 玄関入り正面の台の上 平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町佐崎12-1 社会教育課

32 琴浦町安田地区公民館 玄関入り右側の台の上 平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町箆津437 社会教育課

33 琴浦町赤碕地区公民館 玄関入り左側の台の上 平日：8時30分～17時15分（祝・年末年始・休館日を除く） 有 琴浦町赤碕1547-5 社会教育課

34 東伯野球場
野球場管理棟玄関入り台の
上

施設使用時（総合体育館で鍵借用） 有 琴浦町田越560 社会教育課

35 無儘庵 玄関入ってすぐ右 施設使用時 有 琴浦町赤碕1358 社会教育課
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36 赤碕総合運動公園
野球場管理棟玄関入り左の
台の上

月曜休園（祝日は翌日）、火～土曜8時30分～22時00分
日曜8時30分～17時00分（管理人休みの場合は休館）
12月～2月休園

有 琴浦町松谷564-2 社会教育課

37 琴浦町立釛保育園 正面玄関入り左靴箱の上 月～土曜　7時15分～18時45分 （祝・年末年始を除く） 有 琴浦町釛500 子育て健康課

38 多世代交流施設 正面玄関入り右靴箱の上 月～土曜　7時15分～18時45分 （祝・年末年始を除く） 有 琴浦町下伊勢196-3 子育て健康課

39 琴浦町立やばせこども園
①正面玄関入り左
②遊戯室入り左の棚の上

月～土曜　7時15分～18時45分 （祝・年末年始を除く） 有 琴浦町田越550 子育て健康課

40 琴浦町立しらとりこども園 休日保育入り口左靴箱の上 月～土曜　7時15分～18時45分 （祝・年末年始を除く） 有 琴浦町下伊勢164-1 子育て健康課

41 琴浦町立ふなのえこども園 正面玄関入り中央靴箱の上 月～土曜　7時15分～18時45分 （祝・年末年始を除く） 有 琴浦町佐崎12 子育て健康課

42 旧安田保育園 正面玄関入り左靴箱の上 施設使用時 有 琴浦町湯坂189 総務課

43 琴浦町立琴浦保育園 正面玄関入り右靴箱の上 月～土曜　7時15分～18時45分 （祝・年末年始を除く） 有 琴浦町赤碕253-1 子育て健康課

44 琴浦斎場 待合室 施設使用時 有 琴浦町梅田289-36 町民生活課

45
伊勢崎地区コミュニティー施
設白鳳館

正面玄関を入り右側の机上 施設使用時 有 琴浦町槻下2268-1 農林水産課

46 琴浦町旧中井旅館 正面玄関を入り目の前 施設使用時 有 琴浦町八橋1398 商工観光課

47 琴浦町八橋ふれあいセンター
正面入り口を入り左側の部屋
内

施設使用時 有 琴浦町八橋998-1 商工観光課

48 物産館ことうら
物産館南側入り口から見て
左側（モニター北側）

9時00分～18時00分まで 有 琴浦町別所1030-1 商工観光課

49 道の駅ポート赤碕 情報コーナーテレビの下 24時間利用可能 有 琴浦町別所255 商工観光課


