
地域 名　　　　　　称 設　　置　　位　　置 備　　　　　考

水沢 奥州市役所 1階市民ホール

水沢 水沢保健センター 正面玄関

水沢 水沢小学校 1階保健室前

水沢 水沢南小学校 職員玄関

水沢 常盤小学校 児童昇降口

水沢 佐倉河小学校 職員玄関

水沢 真城小学校 1階保健室前

水沢 姉体小学校 児童昇降口

水沢 羽田小学校 体育館

水沢 黒石小学校 正面玄関

水沢 水沢中学校 職員・来賓玄関/保健室

水沢 東水沢中学校 職員玄関

水沢 水沢南中学校 1階玄関前/保健室

水沢 奥州市総合体育館 エントランスホール/事務室

水沢 奥州市ふれあいの丘公園 管理棟

水沢 水沢体育館 事務室

水沢 大鐘公園市民プール 管理棟事務室
閉鎖期間（9月～翌年6月）は水沢体育
館にて管理

水沢 胆沢川桜づつみ広場 クラブハウス内
閉鎖期間（12月～3月）は水沢総合支所
にて管理

水沢 水沢勤労者体育館 入口カウンター

水沢 水沢武道館 事務室

水沢 水沢弓道場 玄関ロビー

水沢 後藤伯記念公民館 事務室

水沢 まちなか交流館 イベントスペース

水沢 水沢地区センター ロビー

水沢 水沢南地区センター ロビー

水沢 常盤地区センター ロビー

水沢 佐倉河地区センター 玄関

水沢 真城地区センター ロビー

水沢 姉体地区センター 玄関

水沢 羽田地区センター 事務室前

水沢 黒石地区センター 玄関ロビー

水沢
国民健康保険小児夜間診療所

（奥州医師会館内）
診察室内

水沢 奥州市文化会館 エントランスホール

水沢 奥州宇宙遊学館 事務室

水沢 流通団地交流センター ホール

水沢 水沢図書館 館内入口

水沢 佐倉河幼稚園 職員室

水沢 羽田幼稚園 正面玄関前

水沢 いずみ保育園 職員室

水沢 みなみ保育園 職員室

江刺 江刺総合支所 東口玄関正面

江刺 岩谷堂小学校 職員玄関

江刺 江刺愛宕小学校 1階職員室

江刺 田原小学校 職員玄関

江刺 江刺ひがし小学校 1階保健室廊下

江刺 稲瀬小学校 職員玄関

江刺 江刺第一中学校 職員玄関

江刺 江刺中央体育館 玄関ロビー/事務室

江刺 江刺西体育館 玄関ロビー

江刺 江刺武道館 玄関ロビー

江刺 種山高原野外交流施設 フロント

江刺 歴史公園えさし藤原の郷 入口脇事務所

江刺 江刺総合コミュニティーセンター 事務室受付

江刺 江刺体育文化会館 エントランスホール

     屋内に設置している場合、勤務時間や休館により使用できない場合があります。
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江刺 岩谷堂地区センター 玄関ホール

江刺 江刺愛宕地区センター 玄関ホール

江刺 田原地区センター 玄関ホール

江刺 藤里地区センター 玄関ホール

江刺 伊手地区センター 玄関ホール

江刺 米里地区センター 事務室

江刺 玉里地区センター 玄関ホール

江刺 梁川地区センター 玄関ホール

江刺 広瀬地区センター 玄関ホール

江刺 稲瀬地区センター 玄関ホール

江刺 江刺ふるさと市場 新館入口

江刺 岩谷堂幼稚園 正面玄関

江刺 稲瀬わかば園 玄関

江刺 田原保育所 玄関

江刺 江刺南保育所 職員室

江刺 玉里保育所 職員室

前沢 前沢総合支所 正面玄関風徐室

前沢 前沢小学校 職員玄関

前沢 前沢中学校 1階保健室前

前沢 前沢B&G海洋センター 玄関ロビー/体育館

前沢 前沢グリーンアリーナ 事務室

前沢 奥州市牛の博物館 受付

前沢 前沢ふれあいセンター 事務室

前沢 前沢スポーツセンター 出入口

前沢 前沢温泉保養交流館舞鶴の湯 事務室

前沢 前沢地区センター 事務室窓口内側

前沢 古城地区センター 玄関ロビー

前沢 白山地区センター 事務室

前沢 生母地区センター 事務室窓口外側

前沢 前沢図書館 事務室

前沢 前沢北こども園 職員室

前沢 前沢保育所 職員室

胆沢 胆沢総合支所 市民待合室

胆沢 胆沢第一小学校 職員玄関

胆沢 南都田小学校 職員玄関

胆沢 若柳小学校 児童昇降口前廊下

胆沢 胆沢愛宕小学校 職員玄関

胆沢 胆沢中学校 生徒昇降口

胆沢 胆沢総合体育館 事務室

胆沢 胆沢プール 事務室
閉鎖期間（9月～翌年6月）は胆沢総合
体育館にて管理

胆沢 胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家 事務室前

胆沢 健康増進プラザ悠悠館 正面玄関

胆沢 国民健康保険まごころ病院 2階病棟

胆沢 胆沢文化創造センター 風除室

胆沢 小山地区センター 事務室

胆沢 南都田地区センター 事務室

胆沢 若柳地区センター 事務室

胆沢 胆沢愛宕地区センター 事務室

胆沢 小山東幼稚園 正面玄関前

胆沢 南都田幼稚園 職員室

胆沢 若柳幼稚園 正面玄関

衣川 衣川総合支所 玄関ロビー

衣川 衣川保健福祉センター 玄関ロビー

衣川 衣川小学校 職員玄関

衣川 衣里小学校 体育館校舎側側面
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衣川 衣川中学校 職員玄関

衣川 衣川社会体育館 玄関ロビー

衣川 衣川セミナーハウス 玄関ロビー

衣川 奥州市国民健康保険衣川診療所 待合室

衣川 黒滝温泉 受付フロント

衣川 国見平温泉 受付フロント

衣川 南股地区センター 玄関ホール

衣川 北股地区センター 廊下

衣川 衣川地区センター 玄関ホール

衣川 衣里地区センター 玄関ホール

衣川 あゆみ園 玄関


