
＜注意＞
・これら県や市町村の施設の付近にいる方が一時的に退避する場所として、次の施設を開放します。
･休館日や閉庁日、早朝、夜間などは、職員が発射情報を確認してから開錠します。
・職員の指示に従い、落ち着いて行動してください。

H29.11.2

方部 № 市町村名 施設名 住　　　　所

出入口

県北 1 福島市 福島県庁 本庁舎　職員通用口 福島市杉妻町２番１６号

2 福島市 福島県自治会館 東玄関 福島市中町８番２号

3 福島市 杉妻会館　 正面玄関、北玄関 福島市杉妻町３－４５

4 福島市
あづま総合体育館
<あづま総合運動公園内>

守衛室入口 福島市佐原字神事場１番地

5 川俣町 川俣町役場 職員通用口 川俣町字五百田３０

県中 6 郡山市 郡山合同庁舎 本庁舎　職員通用口 郡山市麓山一丁目１－１

7 郡山市
福島県産業交流館
（ビッグパレットふくしま）

通用口 郡山市南二丁目52番地

郡山市 テクノアカデミー郡山　 本館正面玄関（※勤務時間内） 郡山市上野山５

学生寮（※勤務時間外） 郡山市上野山５

9 郡山市
サン・サン・グリーン湖南(郡山
市緑地等管理中央センター）

正面玄関 郡山市湖南町福良字台畠８５８４

10 郡山市
郡山地方広域消防組合消防
本部

正面玄関 郡山市堂前町５－１６

11 郡山市
総合地方卸売市場管理事務
所

正面玄関 郡山市大槻町字向原１１４

12 平田村 あぶくま高原道路管理事務所 正面玄関 平田村大字蓬田新田字金屋27-1

13 三春町 三春合同庁舎 職員通用口 三春町熊耳字荒井１７６－５

14 三春町 三春町役場 職員通用口 三春町字大町1-2

15 三春町 三春町福祉会館 職員通用口 三春町字南町１

県南 16 白河市 白河合同庁舎 正面玄関 白河市昭和町２６９

17 西郷村
福島県総合社会福祉施設
「太陽の国」

管理センター　正面玄関 西郷村大字小田倉字上上野原５番地の３

18 矢吹町 福島県立矢吹病院　 正面玄関 矢吹町滝八幡100

19 棚倉町 棚倉合同庁舎　 正面玄関 棚倉町関口上志宝５０－１

会津 20 会津若松市 会津若松合同庁舎 本館　正面玄関 会津若松市追手町７番５号

21 会津若松市 会津大学 管理棟　職員通用口 会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合９０

喜多方市 テクノアカデミー会津　 管理棟正面玄関（※勤務時間内） 喜多方市塩川町御殿場四丁目１６

学生寮（※勤務時間外） 喜多方市塩川町御殿場四丁目１６

23 喜多方市 大峠道路管理所 正面玄関 喜多方市熱塩加納町熱塩字弥平沢山丙1453-31

24 喜多方市 喜多方市役所 時間外出入口 喜多方市字御清水東7244番地2 

25 喜多方市 熱塩加納総合支所 職員玄関 喜多方市熱塩加納町相田字大森5000番地

26 喜多方市 高郷総合支所 職員用、時間外出入口 喜多方市高郷町西羽賀字十二林2820番地 

27 猪苗代町 吾妻土湯道路管理所 正面玄関 猪苗代町大字若宮字朴木平甲2963番地の9

28 柳津町 柳津町役場 正面玄関 柳津町大字柳津字下平乙234

29 三島町 福島県立宮下病院　 正面玄関 三島町大字宮下字水尻1150

南会津 30 南会津町 南会津合同庁舎 職員通用口 南会津町田島字根小屋甲4277-1

31 南会津町 福島県立南会津病院　 正面玄関 南会津町永田字風下14番地1
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「閉庁時であっても弾道ミサイル発射時に一時的に待避可能な施設等」
～爆風や破片などによる被害を避けるために～

https://drive.google.com/open?id=1XKxMSbG_iAiTY2kn_DPNE62DgPE&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17zMuvtIti91oEf5R0DRI9k0emqI&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12a_pJzL1YAgBwtfGcTvPKj4lnlU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jCcx5PngCSSblyNyk6h3WICr0Bg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WRqjsDlfFz9ndmbqEFqp6KLqFBU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18WgEtGxJNPE3ak1lTAt8GGX6XS0&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yqf9lvr2h8lSyI1dw34xmlH3Tfk&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yqf9lvr2h8lSyI1dw34xmlH3Tfk&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QPe9EvvBgDn_9ync8M9gTwVdCO4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=126OBFkQKfFfcMpungpga9jo93JQ&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1O50Kp6praaqVwP-KoupCCQV1blg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wl6BB-i_oAAw-hCd2Zkfd3WhfAU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_0QiC6VdOsux8DQRNY58_uxCkIA&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_0QiC6VdOsux8DQRNY58_uxCkIA&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yARypSqYrVVeeRpWmBogsxIREZs&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1oQBNUBCc_MH6ZuhtckZF8dX0PMU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1smcmQBW_-oY4L8iIZjzdDirSnlc&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1edSQ6QgkG9MvF5sNc3CF-q8JSH8&usp=sharing


相双 南相馬市 南相馬合同庁舎 北庁舎　正面玄関、南側通用口 南相馬市原町区錦町一丁目３０番地

南庁舎　西側玄関、東側通用口 南相馬市原町区錦町一丁目３０番地

南相馬市 テクノアカデミー浜　 管理棟正面玄関（※勤務時間内） 南相馬市原町区萱浜字巣掛場４５－１１２

学生寮（※勤務時間外） 南相馬市原町区萱浜字巣掛場４５－１１２

34 南相馬市 南相馬市消防・防災センター 正面玄関 南相馬市原町区高見町一丁目272番地

35 南相馬市 小高区役所 正面玄関 南相馬市小高区本町二丁目78番地

36 南相馬市 鹿島区役所 正面玄関 南相馬市鹿島区西町一丁目1

37 広野町 広野町役場 正面玄関 広野町下北迫字苗代替35

いわき 38 いわき市 いわき合同庁舎　 本庁舎　正面玄関 いわき市平字梅本15番地

39 いわき市 いわき市役所 本庁舎 正面玄関 いわき市平字梅本21番地

40 いわき市 小名浜支所 正面玄関 いわき市小名浜花畑町15番１

41 いわき市 勿来支所 消防棟夜間通用口 いわき市錦町大島１番

42 いわき市 常磐支所 正面玄関 いわき市常磐湯本町吹谷76番１

43 いわき市 四倉支所 正面玄関 いわき市四倉町字西四丁目11番３

44 いわき市 いわき新舞子ハイツ 正面玄関 いわき市平下高久字南谷地16-4

45 いわき市 いわき平競輪場 管理ゲート いわき市平谷川瀬字西作1番地

46 いわき市 水道局本庁舎 職員通用口 いわき市平字童子町２番地の５

47 いわき市
総合磐城共立病院
※新病院の建設工事中のため、駐車場
は使用できません。

正面玄関、通用出入口（休日・夜間） いわき市内郷御厩町久世原16番地

※　出入口は２４時間開錠可能な場所を記載（ただし、テクノアカデミーは勤務時間内外で異なる）
　　 （出入口の場所に下線があるところは、クリックすると地図が表示されます。）
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https://drive.google.com/open?id=1WbhNi0t50kHw-N0GhxWwK80RwQw&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WbhNi0t50kHw-N0GhxWwK80RwQw&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kWhLYJyP16jQAokk5X--gbL5u4I&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kWhLYJyP16jQAokk5X--gbL5u4I&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZH1fem00uhdmMgLPLYyJszL0uA0&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1K7XZySXu3qlFDSveSxvgYrJnL-8&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17giKBB7Y-1OxJ89tUweM37F80zo&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yRVrZN7qVC0wlIf_GHuWuLIaXkg&usp=sharing

