
番号 施　設　名 設置場所 住所 担当課 連絡先

1 加茂支所 ロビー
津山市加茂町塔中104

協働推進室 32-7032

2 阿波出張所 ロビー
津山市阿波1209-4

協働推進室 32-7042

3 勝北支所 ロビー
津山市新野東567

協働推進室 32-7022

4 久米支所 事務室
津山市中北下1300

協働推進室 32-7011

5 津山すこやか・こどもセンター １階　健康増進課事務室内
津山市山北800

健康増進課 32-2069

6 津山すこやか・こどもセンター １階　健康増進課事務室内
津山市山北800

健康増進課 32-2069

7 津山すこやか・こどもセンター １階　健康増進課事務室内
津山市山北800

健康増進課 32-2069

8 市役所本庁舎 １階南側保険年金課の柱
津山市山北520

財政課 32-2021

9 津山市役所東庁舎
1階　選挙管理委員会北会議
室

津山市山北520
生活福祉課 32-2143

10 みどりの丘保育所 玄関
津山市大田８３１－４

こども課 27-0300

11 公郷保育所 資料室
津山市加茂町公郷1565

こども課 42-2939

12 勝北風の子こども園 職員室
津山市新野東600-1

こども課 36-8844

13 倭文保育所 職員室
津山市里公文1754-1

こども課 57-3021

14 久米こども園 職員室
津山市南方中1744-1

こども課 57-2501

15 津山市立西幼稚園 職員室
津山市小田中1364-1

こども課 22-3624

16 津山市立東幼稚園 職員室
津山市林田767-1

こども課 22-2237

17 津山市立河辺幼稚園
職員室 火災報知機の前整理
ダンスの上

津山市国分寺1122
こども課 26-4003

18 津山市立大崎幼稚園 職員室
津山市金井11-10

こども課 26-3899

19 津山市立院庄幼稚園 職員室薬品戸棚
津山市院庄1041

こども課 28-1364

20 津山市立鶴山幼稚園 職員室南入り口付近
津山市小田中184

こども課 22-2352

21 津山市立佐良山幼稚園 職員室窓側
津山市皿672

こども課 28-3169
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22 津山市立高田幼稚園 職員室
津山市下横野1172-5

こども課 27-1219

23 津山市立清泉幼稚園 職員室内入り口薬品庫上
津山市綾部393-1

こども課 29-2741

24 津山市立成名幼稚園 職員室内右側ロッカー上
津山市野村135-8

こども課 29-2727

25 津山市立二宮幼稚園 職員室内
津山市上田邑11

こども課 28-0686

26 津山市立加茂幼稚園
職員室　非常持ち出しロッ
カー上

津山市加茂町塔中147-1
こども課 42-3036

27 東小学校 1階保健室内
津山市山北740

教育総務課 22-8268

28 西小学校 1階玄関
津山市小田中1360

教育総務課 22-9194

29 南小学校 2階職員室
津山市昭和町2-73-2

教育総務課 22-8145

30 北小学校 1階　職員室
津山市山北238

教育総務課 22-8168

31 林田小学校
1階　職員室横玄関（東側入
り口）

津山市川崎850
教育総務課 22-2764

32 鶴山小学校 1階　1年生教室横廊下
津山市志戸部121

教育総務課 24-4701

33 弥生小学校 1階　職員室
津山市大田121

教育総務課 27-1530

34 向陽小学校 1階　職員室
津山市二宮608-1

教育総務課 28-0553

35 院庄小学校 1階玄関
津山市院庄1041

教育総務課 28-0606

36 佐良山小学校
（改築中）児童昇降口内東側
→（改築後）職員玄関内

津山市皿657-2
教育総務課 28-0605

37 一宮小学校 体育館ミーティングルーム
津山市東一宮87-1

教育総務課 27-0100

38 高田小学校 1階　保健室
津山市下横野1075

教育総務課 27-0345

39 清泉小学校 1階　職員室
津山市綾部407

教育総務課 29-1518

40 高倉小学校 1階　職員室
津山市下高倉西12

教育総務課 29-0709

41 高野小学校 1階　職員室
津山市高野本郷1041

教育総務課 26-1609

42 成名小学校 1階　保健室
津山市野村135-2

教育総務課 29-1505
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43 河辺小学校 1階　校長室
津山市国分寺505

教育総務課 26-1302

44 大崎小学校 1階　保健室前廊下
津山市金井76

教育総務課 26-1314

45 広野小学校 1階　校長室
津山市田熊1943

教育総務課 29-1501

46 加茂小学校 1階　職員玄関
津山市加茂町塔中80

教育総務課 42-3023

47 新野小学校 1階　正面玄関
津山市西中591

教育総務課 36-2113

48 広戸小学校 1階　職員室
津山市市場1080-1

教育総務課 36-2047

49 勝加茂小学校 1階　職員玄関
津山市中村125

教育総務課 29-0195

50 喬松小学校 1階　職員玄関
津山市坪井上100-1

教育総務課 57-2014

51 中正小学校 1階　職員室
津山市宮部下686

教育総務課 57-2010

52 誠道小学校 1階　職員室
津山市久米川南919

教育総務課 57-2785

53 秀実小学校 1階　職員室前廊下
津山市桑上1

教育総務課 57-3009

54 津山東中学校 1階　職員室
津山市押入1110

教育総務課 26-1413

55 中道中学校 1階　職員室
津山市勝部355

教育総務課 23-6755

56 北陵中学校 1階　職員玄関
津山市大田160

教育総務課 27-0321

57 鶴山中学校 1階　職員室
津山市山北290

教育総務課 22-8231

58 津山西中学校 1階　職員室
津山市二宮1256-1

教育総務課 28-0141

59 加茂中学校 1階　玄関公衆電話下
津山市加茂町桑原280

教育総務課 42-3031

60 勝北中学校 1階　職員室
津山市原371

教育総務課 36-2366

61 久米中学校 1階　職員室前廊下
津山市南方中1487-1

教育総務課 57-2004

62 津山総合体育館 津山総合体育館
津山市山北669

スポーツ課 24-0202

63 津山東体育館 管理室
津山市林田1200-2

スポーツ課 22-6623
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64 津山陸上競技場 玄関ホール
津山市志戸部245

スポーツ課 24-3773

65 津山スポーツセンター 野球場本部席
津山市勝部20-2

スポーツ課 24-3773

66
津山市加茂町スポーツセン
ター

ロビー
津山市加茂町中原493-3

スポーツ課 42-3358

67 阿波ふるさとふれあい会館 玄関ホール
津山市阿波3307

スポーツ課 24-0202

68 勝北総合スポーツ公園管理棟 玄関ホール
津山市西下1100-1

スポーツ課 36-5800

69
久米総合文化運動公園体育
館

玄関ホール
津山市中北下1271

スポーツ課 57-2900

70
久米総合文化運動公園市民
プール

久米総合文化運動公園市民
プール

津山市中北下1253
スポーツ課 57-2311

71 グラスハウス 事務室
津山市大田512

スポーツ課 27-7140

72 黒木キャンプ場
黒木キャンプ場　黒木第３
キャンプ場内管理棟

津山市加茂町黒木646-9
農村整備課 42-7615

73 久米ふれあい学習館 久米ふれあい学習館　玄関
津山市宮尾471-1

生涯学習課 57-2919

74 大井西ふれあい学習館 大井西ふれあい学習館　玄関
津山市坪井上32-12

生涯学習課 57-8676

75 大井東ふれあい学習館 大井東ふれあい学習館　玄関
津山市宮部下860-1

生涯学習課 57-2095

76 大倭ふれあい学習館 大倭ふれあい学習館　玄関
津山市南方中1541-1

生涯学習課 57-2180

77 倭文ふれあい学習館 倭文ふれあい学習館　玄関
津山市里公文1676-7

生涯学習課 57-2413

78 中央公民館 事務所右側壁
津山市大谷600

生涯学習課（中央
公民館）

24-5111

79 院庄公民館 玄関入り右側壁
津山市神戸187-4

生涯学習課（中央
公民館）

28-0335

80 田邑公民館 玄関入りすぐの事務室の前
津山市下田邑114-1

生涯学習課（中央
公民館）

28-0902

81 一宮公民館 玄関入りすぐの研修室の壁
津山市東一宮84-1

生涯学習課（中央
公民館）

27-0390

82 高田公民館 玄関入りすぐ右側の壁
津山市下横野855-2

生涯学習課（中央
公民館）

27-0371

83 高倉公民館 玄関入りすぐ左側壁
津山市下高倉西58-4

生涯学習課（中央
公民館）

29-1513

84 高野公民館 玄関ホール左側壁
津山市高野本郷1683-2

生涯学習課（中央
公民館）

26-1056
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85 河辺公民館 玄関入りすぐ左の壁
津山市国分寺592-8

生涯学習課（中央
公民館）

26-6512

86 大崎公民館
玄関ホール階段と倉庫の間
の壁

津山市福力221
生涯学習課（中央
公民館）

26-1420

87 広野公民館 玄関入り右側カウンター
津山市田熊1963-1

生涯学習課（中央
公民館）

29-0380

88 清泉公民館 玄関入り右側
津山市堀坂256-8

生涯学習課（中央
公民館）

29-1516

89 東苫田公民館 玄関入り正面の壁面
津山市勝部20-7

生涯学習課（中央
公民館）

22-2686

90 二宮公民館 玄関入り下駄箱の上
津山市二宮1982-2

生涯学習課（中央
公民館）

28-3292

91 佐良山公民館 玄関入りすぐ右側壁
津山市平福562

生涯学習課（中央
公民館）

28-2543

92 福南公民館 多目的トイレ横の壁
津山市押渕376

生涯学習課（中央
公民館）

23-6374

93 成名公民館 玄関入り正面左側の壁
津山市野村134-3

生涯学習課（中央
公民館）

29-3207

94 西苫田公民館 玄関入り左側の壁
津山市小原67-1

生涯学習課（中央
公民館）

24-3210

95 城西公民館
玄関入り小会議室1と2の間
の壁

津山市小田中1312-10
生涯学習課（中央
公民館）

31-0102

96 加茂町公民館
事務所入り口カウンターの上
の壁

津山市加茂町塔中104
生涯学習課（中央
公民館）

42-3035

97 勝北公民館 玄関ホール　エレベータ横柱
津山市新野東584

生涯学習課（中央
公民館）

36-2101

98 久米公民館 玄関ホール正面左の壁
津山市中北下1271

生涯学習課（中央
公民館）

57-2936

99 津山東公民館 事務室の外
津山市川崎796-2

生涯学習課（中央
公民館）

32-1511

100 津山市立図書館 図書館入口付近
津山市新魚町17

図書館 24-2919

101 リージョンセンター 事務室
津山市大田920

公園緑地課 27-7150

102 ときわ園 １階玄関
津山市井口100-1

高齢介護課ときわ
園

22-4973

103 ふれあいサロン 事務室内
津山市南新座34

高齢介護課 24-3600

104 めぐみ荘 めぐみ荘
津山市加茂町小中原143

高齢介護課 42-7330

105 あば温泉 １階ロビー
津山市阿波1200

高齢介護課 46-7111
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106 奥津川ラビンの里 玄関の中の左手壁側
津山市奥津川867

農村整備課 42-4551

107 津山市総合斎場 会館棟待合ホール
津山市小田中1115

環境生活課 23-6548

108
津山市コミュニティセンターあ
いあい

ロビー
津山市井口21-1

協働推進室 32-0188

109 道の駅久米の里 道の駅久米の里
津山市宮尾563-1

みらい産業課 57-7234

110 阿波森林公園（渓流茶屋） 阿波森林公園（渓流茶屋）
津山市阿波3108-4

阿波出張所地域振
興課

46-2077

111 大久保会館 1階和室前
津山市久米川南2902-1

生活福祉課 57-2351

112 津山市加茂町斎場 ホール
津山市加茂町宇野2200-1

環境生活課 42-2911

113 雇用労働センター エントランス
津山市山下92-1 仕事・移住支援室

（津山広域事務組
合）

24-3633

114 ウッディハウス加茂 ウッディハウス加茂
津山市加茂町中原516-1

仕事・移住支援室 42-4466

115 福岡体育館 １階柔道場内
津山市横山1234-1

スポーツ課 22-8048

116 中央児童館 事務室内
津山市山北765

こども課 22-2099

117 南児童館 事務室内
津山市横山26-2

こども課 24-4400

118 加茂児童館 事務室内
津山市加茂町中原97-1

こども課 42-3168

119 阿波児童館 事務室内
津山市阿波1782-1

こども課 46-2076

120 交通観光案内所 事務室内
津山市横山14-31

都市計画課 32-2096
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