
令和４年5月1日現在

施設・建物名 設置場所 所在地

1 雲仙市役所　吾妻本庁 正面玄関受付付近 雲仙市吾妻町牛口名714番地

2 雲仙市役所　国見総合支所 正面玄関受付付近 雲仙市国見町土黒甲1100番地

3
雲仙市役所　瑞穂総合支所
（雲仙市瑞穂町公民館）

交流ホール（総合支所相談室入口付近） 雲仙市瑞穂町西郷辛1285番地

4
雲仙市役所　愛野総合支所
（愛の夢未来センター）

正面玄関支所入口受付 雲仙市愛野町乙526番地1

5 雲仙市役所　千々石総合支所 １階子ども支援課前廊下 雲仙市千々石町戊582番地

6 雲仙市役所　小浜総合支所 正面玄関内側 雲仙市小浜町北本町14番地

7 雲仙市役所　南串山総合支所 正面玄関内側 雲仙市南串山町丙10538番地4

8 雲仙市立多比良小学校
校舎１階
第二校舎　児童玄関前

雲仙市国見町多比良丙724番地

9 雲仙市立土黒小学校
校舎１階
グランド側玄関中央

雲仙市国見町土黒乙100番地

10 雲仙市立八斗木小学校
校舎１階
グラウンド側正面玄関　右側

雲仙市国見町土黒庚337番地

11 雲仙市立神代小学校
校舎１階
正面玄関右側

雲仙市国見町神代丙250番地

12 雲仙市立西郷小学校
校舎１階
グランド側　職員玄関右側

雲仙市瑞穂町西郷甲1165番地1

13 雲仙市立岩戸小学校
校舎１階
玄関の北側ドア横

雲仙市瑞穂町西郷丁487番地1

14 雲仙市立大正小学校
校舎１階
玄関入って右　職員靴箱左横

雲仙市瑞穂町古部甲81番地

15 雲仙市立川床小学校
校舎１階
職員駐車場側 職員玄関を入って右側の壁

雲仙市吾妻町川床名129番地

16 雲仙市立大塚小学校
校舎１階
東側（体育館側）職員児童玄関内　右側壁

雲仙市吾妻町永中名54番地

17 雲仙市立鶴田小学校
校舎１階
グランド側　西側玄関右側

雲仙市吾妻町古城名159番地1

18 雲仙市立愛野小学校
校舎１階
東側男子トイレ前

雲仙市愛野町乙566番地

19 雲仙市立千々石第一小学校
北側校舎１階（グランド側）
職員玄関を入って右斜め前の壁

雲仙市千々石町戊294番地

20 雲仙市立千々石第二小学校
校舎１階
正面玄関から入って右側

雲仙市千々石町庚1450番地

21 雲仙市立小浜小学校
校舎１階
職員玄関　左側

雲仙市小浜町北本町550番地

22 雲仙市立北串小学校
校舎１階
県道側玄関(職員・来賓用)入って直ぐの右側

雲仙市小浜町山畑334番地5

23 雲仙市立南串第一小学校
校舎１階
運動場側入り口　左側

雲仙市南串山町甲2480番地

24 雲仙市立南串第二小学校
校舎１階  正門側　正門から見て玄関左側
（職員室から見て玄関右側）

雲仙市南串山町丙1622番地

25 雲仙市立国見中学校
校舎１階
東側（グラウンド側）職員出入口内

雲仙市国見町土黒乙370番地

26 雲仙市立瑞穂中学校
校舎１階
廊下職員室前

雲仙市瑞穂町西郷辛1135番地1

27 雲仙市立吾妻中学校
校舎１階
職員玄関から入って右側

雲仙市吾妻町大木場名190番地1

28 雲仙市立愛野中学校
校舎１階
廊下　グラウンド側　職員室前

雲仙市愛野町乙1674番地

29 雲仙市立千々石中学校
校舎１階
正面玄関から入って右側

雲仙市千々石町己305番地
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30 雲仙市立小浜中学校
校舎１階
（A校舎）東側（体育館側）　保健室前

雲仙市小浜町南本町290番地

31 雲仙市立南串中学校
校舎１階
保健室前

雲仙市南串山町丙9705番地

32 国見学校給食センター 正面玄関靴箱上 雲仙市国見町土黒戊291番地1

33 南部学校給食センター 正面玄関靴箱上 雲仙市千々石町庚1526番地1

34 国民宿舎望洋荘 フロント前 雲仙市小浜町南本町10番地21

35 雲仙市営共同浴場「浜の湯」 待合室 雲仙市小浜町北本町25番地19

36 雲仙市みずほ温泉千年の湯 フロント横 雲仙市瑞穂町西郷辛621番地6

37 雲仙市吾妻保健センター 玄関ロビー 雲仙市吾妻町牛口名430番地

38 雲仙市千々石町公民館 １階図書室前 雲仙市千々石町戊315番地6

39 雲仙市小浜町南本町公民館 正面玄関ロビー右側 雲仙市小浜町南本町7番地13

40
雲仙市
南串山コミュニティセンター

正面玄関左側 雲仙市南串山町丙9696番地1

41 国見町文化会館 正面玄関付近事務室前 雲仙市国見町土黒甲1079番地1

42 吾妻町ふるさと会館 正面玄関付近階段右側 雲仙市吾妻町牛口名537番地1

43 ハマユリックスホール 正面玄関ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ左側 雲仙市南串山町乙2番地15

44 雲仙市歴史資料館国見展示館 正面玄関左側 雲仙市国見町神代丙178番地1

45 雲仙市国見体育館 正面玄関ロビー左側 雲仙市国見町土黒乙392番地1

46
雲仙市国見総合運動公園
「遊学の里くにみ」遊学の館

正面玄関ロビー左側 雲仙市国見町神代丙1230番地1

47
雲仙市みずほすこやかランド
ふれあい会館

１階男子トイレ横 雲仙市瑞穂町西郷辛621番地8

48 雲仙市吾妻体育館 １階事務室前 雲仙市吾妻町大木場名170番地1

49 雲仙市愛野運動公園 管理棟内 雲仙市愛野町乙1375番地

50 雲仙市小浜体育館 正面玄関ロビー左側 雲仙市小浜町南本町7番地

51
雲仙市
リフレッシュセンターおばま

1階男子更衣室入口右側 雲仙市小浜町南本町24番地23

52 雲仙メモリアルホール 正面玄関 雲仙市小浜町雲仙292番地1

53 雲仙市小浜公会堂 集会室 雲仙市小浜町北本町848番地

54 雲仙市瑞穂ヘルシー会館 事務室内 雲仙市瑞穂町西郷辛621番地7

55
雲仙市
千々石老人福祉センター橘荘

雲仙市社会福祉協議会千々石事務所前 雲仙市千々石町戊762番地

56 雲仙市立木場ふれあいセンター 正面玄関内 雲仙市千々石町庚669番地

57 雲仙市小浜老人福祉センター 雲仙市社会福祉協議会小浜事務所事務室内 雲仙市小浜町北本町14番地3

58
雲仙市
国見農村環境改善センター

正面玄関付近（事務室前） 雲仙市国見町土黒甲1079番地

59
雲仙市国見神代地区
多目的研修集会施設

正面玄関廊下 雲仙市国見町神代丙286番地1
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60 雲仙市吾妻就業改善センター 雲仙市社会福祉協議会吾妻事務所事務室内 雲仙市吾妻町大木場名63番地

61 小浜富津漁民センター 正面玄関入口付近 雲仙市小浜町富津2616番地3

62 小浜北串住民センター 正面玄関入口付近 雲仙市小浜町山畑1755番地

63 瑞穂斎苑 エントランスホール 雲仙市瑞穂町西郷己415番地

64 丸尾斎苑 エントランス 雲仙市小浜町北木指2309番地27

【貸し出し用】

65 雲仙市役所　吾妻庁舎 市民安全課：2台 雲仙市吾妻町牛口名714番地

66 雲仙市役所　福祉事務所 福祉課 雲仙市千々石町戊582番地

67 雲仙市千々石庁舎 教育委員会スポーツ振興課 雲仙市千々石町戊582番地

Ｒ４.5月現在 67か所、68台設置　　


