
【別紙3】特設公衆電話設置場所一覧（2019.10.16更新版）

市区町村 建物名

小諸市 小諸市立千曲小学校
小諸市 小諸市立芦原中学校
小諸市 小諸市立坂の上小学校
小諸市 小諸市立水明小学校
小諸市 小諸市立美南ガ丘小学校
小諸市 小諸市立東小学校
小諸市 小諸市立野岸小学校
小諸市 小諸市立小諸東中学校
佐久市 入新町公民館
佐久市 新町公民館
佐久市 雁村公民館
佐久市 長者原公民館
佐久市 新田公民館
佐久市 高呂公民館
佐久市 協西公民館
佐久市 茂田井公民館
佐久市 布施地域コミュニティセンター
佐久市 桜ヶ丘地域ふれあいセンター
佐久市 比田井公民館
佐久市 佐久市立望月小学校
佐久市 佐久市立望月中学校
佐久市 旧布施小学校
佐久市 印内公民館
佐久市 御鹿の郷地域ふれあいセンター
佐久市 観音寺公民館
佐久市 百沢公民館
佐久市 善郷寺公民館
佐久市 大谷地公民館
佐久市 抜井公民館
佐久市 旧春日小学校
佐久市 小平公民館
佐久市 駒の里ふれあいセンター
佐久市 上原公会場
佐久市 桑山公会場
佐久市 浅科多目的屋内運動場
佐久市 佐久市立浅科中学校
佐久市 佐久市立浅科小学校
佐久市 あさしな保育園
佐久市 あさしな児童館
佐久市 公民館浅科地区館
佐久市 浅科生きがい活動支援センター
佐久市 浅科診療所
佐久市 入の沢公会場
佐久市 佐久市立岸野小学校
佐久市 岸野同和対策集会所
佐久市 佐久市立中込小学校
佐久市 内山同和対策集会所
佐久市 常和同和対策集会所
佐久市 佐久市立野沢小学校
佐久市 佐久市立佐久城山小学校
佐久市 農村婦人の家
佐久市 佐久市立野沢中学校
佐久市 佐久市総合体育館
佐久市 内山地区社会体育館
佐久市 野沢同和対策集会所
佐久市 佐久市立泉小学校
佐久市 佐久市立中込中学校
佐久市 佐久私立中込中学校体育館
佐久市 生涯学習センター(野沢会館)
佐久市 野沢体育センター
佐久市 大沢地区社会体育館
佐久市 佐久市立岩村田小学校



市区町村 建物名

佐久市 東会館
佐久市 佐久市立中佐都小学校
佐久市 浅間体育センター
佐久市 荒田同和対策集会所
佐久市 佐久市立東中学校
佐久市 佐久市立浅間中学校
佐久市 上平尾同和対策集会所
佐久市 東地区社会体育館
佐久市 佐久市立東小学校
佐久市 佐久市勤労者体育館
佐久市 香坂同和対策集会所
佐久市 佐久市立高瀬小学校
佐久市 佐久市立平根小学校
佐久市 佐久市立田口小学校
佐久市 美里区公会場
佐久市 宮代公会場
佐久市 田口会館
佐久市 臼田学園
佐久市 川原宿公会場
佐久市 佐久市立臼田小学校
佐久市 大奈良公会場
佐久市 下越区公会堂
佐久市 上小田切公会場
佐久市 上中込公会場
佐久市 赤谷公会場
佐久市 湯原新田公会場
佐久市 諏訪公会場
佐久市 青沼会館
佐久市 滝公会場
佐久市 コスモホール
佐久市 佐久市立青沼小学校
佐久市 北川公会場
佐久市 佐久市立臼田中学校
佐久市 原公会場
佐久市 入沢集会所
佐久市 清川公会場
佐久市 丸山公会場
佐久市 勝間公会場
佐久市 千曲台公会場
佐久市 横山公会場
佐久市 佐久市立切原小学校
佐久市 湯原公会場
佐久市 臼田館
佐久市 三条公会場
佐久市 岩水公会場
佐久市 広川原健康相談室
佐久市 馬坂特農館
佐久市 佐久市立佐久平浅間小学校体育館
佐久市 佐久平交流センター
佐久市 佐久市創錬センター
佐久市 佐久市立佐久平浅間小学校多目的ホール
小海町 本村公民館
小海町 やすらぎ園
小海町 笠原公民館
小海町 東馬流公民館
小海町 溝の原公民館
小海町 本間川公民館
小海町 八那池公民館
小海町 土村公民館
小海町 親川公民館
小海町 小海町中学校体育館
小海町 町総合センター
小海町 鎰掛公民館
小海町 長野県小海高等学校



市区町村 建物名

小海町 小海町小学校体育館
小海町 旧北牧小学校体育館
小海町 本間公民館
小海町 小海町公民館
小海町 馬流公民館
小海町 小海原公民館
小海町 稲子公民館
小海町 松原集会所
小海町 元松原保育所跡地
佐久穂町 旧佐久東小学校
佐久穂町 余地水田転作促進研修センター(本郷)
佐久穂町 余地中谷生活改善センター
佐久穂町 川久保集落センター
佐久穂町 佐久穂町役場佐久庁舎
佐久穂町 生涯学習館(茂来館)
佐久穂町 海瀬屋内ゲートボール場
佐久穂町 旧佐久中学校
佐久穂町 畑ヶ中集落センター
佐久穂町 上区生活改善センター
佐久穂町 上新田生活改善センター
佐久穂町 影生活改善センター
佐久穂町 四ッ谷福祉センター(旧佐久町公民館)
佐久穂町 海瀬保育園
佐久穂町 海瀬社会体育館
佐久穂町 下海瀬公民館
佐久穂町 花岡公民館
佐久穂町 旧佐久中央小学校
佐久穂町 高野町多目的研修センター
佐久穂町 曽原公民館
佐久穂町 羽黒下生活改善センター
佐久穂町 平林生活改善センター(本郷)
佐久穂町 栄保育園
佐久穂町 婦人研修センター
佐久穂町 大日向生活改善センター(1区)
佐久穂町 平林第一生活改善センター
佐久穂町 旧佐久西小学校
佐久穂町 佐久穂町同和教育集会所
佐久穂町 高齢者福祉施設ふれあい
佐久穂町 佐久穂町隣保館
佐久穂町 大岳センター
佐久穂町 一ノ淵公民館
佐久穂町 旧八千穂小学校
佐久穂町 旧八千穂中学校
佐久穂町 やちほ農村婦人の家
佐久穂町 天神町会館
佐久穂町 しらかば社会体育館
佐久穂町 八郡地区公民館
佐久穂町 松井転作促進研修センター
佐久穂町 馬越公民館
佐久穂町 大石川公民館
佐久穂町 畑屋内ゲートボール場
佐久穂町 穂積屋内ゲートボール場
佐久穂町 佐久穂町役場八千穂庁舎
佐久穂町 大石区公民館
佐久穂町 うそのくち公民館
佐久穂町 崎田公民館
佐久穂町 八千穂福祉センター
佐久穂町 清水町北公民館
佐久穂町 中畑公民館
佐久穂町 千ヶ日向コミュニティーセンター
佐久穂町 八千穂デイサービスセンターこまどり
佐久穂町 柳沢公民館
佐久穂町 上畑会館
佐久穂町 八千穂老人福祉センター



市区町村 建物名

佐久穂町 八千穂保育園
佐久穂町 大高公民館
佐久穂町 大久保公民館
佐久穂町 上野公民館
佐久穂町 佐口公民館
佐久穂町 城山コミュニティセンター
佐久穂町 宿岩生活改善センター
佐久穂町 四谷生活改善センター
佐久穂町 大日向五区生活改善センター
佐久穂町 大日向多目的研修センター
佐久穂町 下畑公民館・転作研修センター
佐久穂町 中央公民館
佐久穂町 大張生活改善センター
佐久穂町 館公民館
佐久穂町 旭公民館
佐久穂町 筆岩公民館
佐久穂町 穴原公民館
佐久穂町 大日向四区公民館
川上村 村民体育館
川上村 川上村立川上中学校
川上村 多目的研修センター
川上村 川上村立川上第一小学校
川上村 樋沢公民館
川上村 御所平公民館
川上村 大深山公民館
川上村 秋山基幹集落センター
川上村 川端下公民館
川上村 梓山公民館
川上村 居倉公民館
川上村 川上村立川上第二小学校
川上村 川上村中央公民館
川上村 川上村農村総合文化センター
川上村 ヘルシーパーク中央棟
南牧村 海尻基幹集落センター
南牧村 川平公民館
南牧村 南牧村立南牧中学校
南牧村 南牧村立南牧北小学校
南牧村 南牧保育園
南牧村 広瀬交流促進センターまなびや
南牧村 広瀬公民館
南牧村 海ノ口公民館
南牧村 中央公民館
南牧村 南牧村役場
南牧村 南牧村老人福祉センター
南牧村 大芝公民館
南牧村 南牧村障害者憩いの家
南牧村 南牧村社会体育館
南牧村 野辺山保育園
南牧村 板橋生活改善センター
南牧村 市場集落センター
南牧村 農村文化情報交流館
南牧村 南牧村障害者高齢者等複合支援施設
南牧村 南牧村立南牧南小学校
南牧村 野辺山基幹集落センター
南牧村 平沢公民館
南相木村 南相木村保育園
南相木村 南相木村公民館
南相木村 南相木村デイサービスセンター
南相木村 南相木村立南相木小学校
南相木村 南相木村社会体育館
南相木村 南相木村老人福祉センター
北相木村 みどり
北相木村 山留センター
北相木村 白岩公民館



市区町村 建物名

北相木村 下新井公民館
北相木村 北相木村立北相木小学校体育館
北相木村 坂上公民館
北相木村 久保公民館
北相木村 グリーンドーム体育館
北相木村 北相木村診療所
北相木村 北相木村公民館
北相木村 中尾公民館
北相木村 栃原公民館
北相木村 にしまる荘
北相木村 北相木保育所
北相木村 京の岩公民館
北相木村 宮の平公民館
北相木村 山口公民館
軽井沢町 軽井沢町立軽井沢東部小学校
軽井沢町 東地区児童館
軽井沢町 軽井沢町中央公民館
軽井沢町 軽井沢町役場
軽井沢町 西地区児童館
軽井沢町 茂沢公民館
軽井沢町 軽井沢町立軽井沢西部小学校
軽井沢町 中地区児童館
軽井沢町 軽井沢町立軽井沢中部小学校
軽井沢町 軽井沢町立軽井沢中学校
軽井沢町 軽井沢風越公園総合体育館
軽井沢町 馬取公民館
御代田町 ハートピアみよた
御代田町 御代田町立御代田北小学校体育館
御代田町 御代田町立御代田中学校体育館
御代田町 御代田町立御代田南小学校体育館
御代田町 エコールみよた
御代田町 御代田町B&G海洋センター
御代田町 やまゆり体育館
立科町 立科ふれあいセンター
立科町 立科体育センター
立科町 立科町立立科中学校
立科町 立科町立立科小学校
立科町 立科町老人福祉センター
上田市 上田市立第六中学校
上田市 上田市立第三中学校
上田市 上田市立東小学校
上田市 上田市立第二中学校
上田市 上田市立西小学校
上田市 上田市立城下小学校
上田市 上田市立第四中学校
上田市 上田市立南小学校
上田市 上田市立塩尻小学校
上田市 塩尻地区公民館
上田市 上田市立川辺小学校
上田市 中央公民館
上田市 上田市立北小学校
上田市 上田城跡公園体育館
上田市 川辺・泉田地区防災センター
上田市 神川地区公民館
上田市 上田市立神川小学校
上田市 上田市立第一中学校
上田市 上田市立神科小学校
上田市 上田市立第五中学校
上田市 神科児童センター
上田市 上田市立豊殿小学校
上田市 上田市立清明小学校
上田市 川西公民館
上田市 上田市立川西小学校
上田市 室賀健康増進センター



市区町村 建物名

上田市 上田市立浦里小学校
上田市 室賀基幹集落センター
上田市 下室賀コミュニティセンター
上田市 農村環境改善センター
上田市 上田市立塩川小学校
上田市 塩田の里交流館とっこ館
上田市 相染閣あいそめの湯
上田市 上田市立塩田中学校
上田市 上田市立中塩田小学校
上田市 塩田構造改善センター
上田市 上田市立塩田西小学校
上田市 上田市立東塩田小学校
上田市 東塩田保育園
上田市 東内保育園一帯
上田市 上田市立丸子中学校
上田市 上田市立丸子中央小学校
上田市 上田市立丸子北中学校
上田市 上田市立丸子北小学校
上田市 長瀬市民センター
上田市 鹿教湯温泉交流センター
上田市 上田市立西内小学校
上田市 上田市立長小学校
上田市 上田市立本原小学校
上田市 上田市立真田中学校
上田市 上田市立菅平小中学校
上田市 上田市立傍陽小学校
上田市 上田市立武石小学校
上田市 築地原トレーニングセンター
東御市 田中児童館
東御市 子育て支援センター
東御市 ゆうふるtanaka
東御市 滋野保育園
東御市 滋野児童館
東御市 祢津保育園
東御市 祢津児童館
東御市 祢津公民館
東御市 和児童館
東御市 湯楽里館
東御市 東御市立滋野小学校
東御市 東部人権啓発センター
東御市 東御市立東部中学校
東御市 東御市立和小学校
東御市 文化会館(サンテラスホール)
東御市 東御市立祢津小学校
東御市 東御中央公園第一体育館
東御市 東御中央公園武道館
東御市 東御市立田中小学校
東御市 和コミュニティーセンター
東御市 滋野コミュニティーセンター
東御市 北御牧人権啓発センター
東御市 北御牧公民館
東御市 明神館
東御市 御牧乃湯
東御市 ふれあい体育館
東御市 みまき未来館
東御市 青年研修センター
東御市 北御牧体育館
東御市 東御市立北御牧中学校
東御市 東御市立北御牧小学校
東御市 北御牧保育園
東御市 東御市中央公民館
東御市 田中保育園
東御市 和保育園
東御市 東御市立田中小学校



市区町村 建物名

長和町 長門緑地等管理中央センター
長和町 長門菜園付長期滞在施設
長和町 デイサービスセンター長門
長和町 長門老人福祉センター
長和町 入大門センター
長和町 依田窪老人保健施設いこい
長和町 国保依田窪病院
長和町 長門町民センター集会ホール
長和町 和田コミュニティセンター
長和町 和田老人福祉センター
長和町 湯遊パーク屋内ゲートボール場
長和町 女性・若者等活動促進施設
長和町 湯遊パーク体育館
青木村 当郷公民館
青木村 中挾防災研修センター
青木村 入奈良本生活改善センター入奈良本コミュニティ防災センター
青木村 細谷公民館
青木村 沓掛コミュニティーセンター
青木村 青木村文化会館
青木村 青木村立青木小学校体育館
青木村 青木村立青木中学校体育館
青木村 アイリスの館
青木村 夫神公民館
青木村 木立公民館
青木村 義民の郷ふれあいセンター
青木村 下奈良本ふれあいセンター滝の館
青木村 弘法公民館
青木村 中村生活改善センター
青木村 殿戸区コミュニティセンター
岡谷市 今井区公会所
岡谷市 間下区民センター
岡谷市 岡谷区公会所
岡谷市 下浜区民センター
岡谷市 小尾口区公民館
岡谷市 上浜区公民館
岡谷市 新屋敷会館
岡谷市 小口区民センター
岡谷市 小井川区民会館
岡谷市 西堀区公会所
岡谷市 小坂公民館
岡谷市 花岡区民センター
岡谷市 三沢区コミュニティ施設
岡谷市 新倉区公会所
岡谷市 駒沢公民館
岡谷市 鮎沢区公会所
岡谷市 橋原区公会所
岡谷市 小口保育園
岡谷市 今井保育園
岡谷市 あやめ保育園
岡谷市 川岸保育園
岡谷市 夏明保育園
岡谷市 成田保育園
岡谷市 みなと保育園
岡谷市 若草保育園
岡谷市 西堀保育園
岡谷市 神明保育園
岡谷市 つるみね保育園
岡谷市 岡谷市立神明小学校
岡谷市 岡谷市立小井川小学校
岡谷市 岡谷市立岡谷田中小学校
岡谷市 岡谷市立湊小学校
岡谷市 岡谷市立川岸小学校
岡谷市 岡谷市立岡谷北部中学校
岡谷市 岡谷市立岡谷南部中学校



市区町村 建物名

岡谷市 湊公民館
岡谷市 川岸公民館
岡谷市 岡谷市営球場
岡谷市 勤労会館
岡谷市 市民総合体育館(西体育館)
岡谷市 市民総合体育館(東体育館)
岡谷市 柴宮館
岡谷市 中屋区公民館
岡谷市 中村区民センター
岡谷市 横川公会堂
岡谷市 長地保育園
岡谷市 東堀保育園
岡谷市 横川保育園
岡谷市 岡谷市立長地小学校
岡谷市 岡谷市立上の原小学校
岡谷市 岡谷市立岡谷東部中学校
岡谷市 長地公民館
岡谷市 岡谷市立岡谷西部中学校
諏訪市 諏訪湖スタジアム
諏訪市 諏訪市文化センター
諏訪市 諏訪市立中洲小学校
諏訪市 諏訪市立高島小学校
諏訪市 諏訪市立諏訪中学校
諏訪市 諏訪市立城南小学校
諏訪市 諏訪市立城北小学校
諏訪市 諏訪市立諏訪西中学校
諏訪市 諏訪市立湖南小学校
諏訪市 諏訪市立四賀小学校
諏訪市 諏訪市立豊田小学校
諏訪市 諏訪市清水町体育館
諏訪市 諏訪市立諏訪南中学校
諏訪市 諏訪市立上諏訪中学校
諏訪市 諏訪市博物館
諏訪市 豊田公民館
諏訪市 湖南公民館
諏訪市 中州公民館
諏訪市 長野県諏訪清陵高等学校
諏訪市 長野県諏訪二葉高等学校
諏訪市 長野県諏訪実業高等学校
諏訪市 元町体育館
諏訪市 諏訪市体育館
諏訪市 中村公民館
諏訪市 湯の脇地区公民館
諏訪市 茶臼山公民館
諏訪市 双葉ヶ丘公民館
諏訪市 角間新田公民館
諏訪市 上野公民館
諏訪市 覗石公民館
諏訪市 後山構造改善センタ
諏訪市 板沢公民館
諏訪市 諏訪市武道館
諏訪市 老人福祉センター
諏訪市 総合福祉センター
諏訪市 すわっこランド
諏訪市 諏訪市図書館
諏訪市 間欠泉センター
諏訪市 デイサービスセンター西山の里
諏訪市 デイサービスセンター湯の里
諏訪市 片羽保育園
諏訪市 城南保育園
諏訪市 大和地区公民館
諏訪市 南沢町公民館
諏訪市 緑ヶ丘公民館
諏訪市 くるみ台公民館



市区町村 建物名

諏訪市 立石町公民館
諏訪市 金山公民館
諏訪市 尾玉町公民館
諏訪市 桜ヶ丘公民館
諏訪市 中浜町公民館
諏訪市 文出公民館
諏訪市 文出第2公民館
諏訪市 小川公会堂
諏訪市 有賀公民館
諏訪市 北有賀公民館
諏訪市 有賀区下村組公民館
諏訪市 有賀区小場澤組公民館
諏訪市 福島新町公民館
諏訪市 田辺公民館
諏訪市 大熊公民館
諏訪市 南真志野公民館
諏訪市 北真志野公民館
諏訪市 みどり区公民館
諏訪市 福祉大学校
諏訪市 あさひ区集会所
諏訪市 有賀漬水公民館
諏訪市 町屋コミュニティセンター
茅野市 中大塩保育園
茅野市 みどりケ丘保育園
茅野市 豊平地区コミュニティセンター
茅野市 文化センター
茅野市 米沢地区コミュニティセンター
茅野市 宮川地区コミュニティセンター
茅野市 小泉保育園
茅野市 玉川保育園
茅野市 茅野市立玉川小学校体育館
茅野市 玉川地区コミュニティセンター
茅野市 茅野市立長峰中学校体育館
茅野市 茅野市立米沢小学校体育館
茅野市 八ヶ岳総合博物館
茅野市 中央保育園
茅野市 茅野市立宮川小学校体育館
茅野市 西部保健福祉サービスセンター
茅野市 豊平保育園
茅野市 米沢保育園
茅野市 老人福祉センター塩壷の湯
茅野市 茅野市立永明中学校体育館
茅野市 茅野市立永明小学校体育館
茅野市 中部保健福祉サービスセンター
茅野市 宮川保育園
茅野市 尖石温泉縄文の湯
茅野市 笹原保育園
茅野市 茅野市立北山小学校体育館
茅野市 湖東保育園
茅野市 茅野市立湖東小学校体育館
茅野市 北山地区コミュニティセンター
茅野市 茅野市立北部中学校体育館
茅野市 北山保育園
茅野市 湖東地区コミュニティセンター
茅野市 北部保健福祉サービスセンター
茅野市 茅野市立東部中学校体育館
茅野市 茅野市立泉野小学校体育館
茅野市 泉野保育園
茅野市 泉野地区コミュニティセンター
茅野市 河原温泉河原の湯
茅野市 金沢保育園
茅野市 茅野市立豊平小学校体育館
茅野市 茅野市立金沢小学校体育館
茅野市 宮川第二保育園



市区町村 建物名

茅野市 中大塩地区コミュニティセンタ
茅野市 金沢地区コミュニティセンター
茅野市 ちの地区コミュニティセンター
茅野市 家庭教育センター
茅野市 ちの保育園
茅野市 東部保健福祉サービスセンター
茅野市 アクアランド茅野
茅野市 金沢温泉金鶏の湯
茅野市 玉宮温泉望岳の湯
茅野市 米沢温泉塩壺の湯
下諏訪町 とがわ保育園
下諏訪町 みずべ保育園
下諏訪町 高木公民館
下諏訪町 久保海道公会所
下諏訪町 諏訪湖博物館・赤彦記念館
下諏訪町 社東町公会所
下諏訪町 下諏訪町立下諏訪社中学校体育館
下諏訪町 下諏訪町立下諏訪中学校体育館
下諏訪町 下諏訪町立下諏訪北小学校大体育館
下諏訪町 萩倉地区公民館
下諏訪町 矢木町会館
下諏訪町 平和館
下諏訪町 城の腰館
下諏訪町 武居公会所
下諏訪町 下諏訪町立下諏訪南小学校大体育館
下諏訪町 東山田公民館
下諏訪町 さくら保育園
下諏訪町 四王公会所
下諏訪町 富部地区公民館
下諏訪町 図書館
下諏訪町 下諏訪体育館
下諏訪町 老人福祉センター
下諏訪町 星が丘公会所
下諏訪町 大黒館
下諏訪町 東明館
下諏訪町 子育てふれあいセンター
下諏訪町 下諏訪総合文化センター
富士見町 富士見町立富士見小学校
富士見町 第2体育館
富士見町 町民センター
富士見町 富士見町立本郷小学校
富士見町 コミュニティ・プラザ
富士見町 旧落合小学校
富士見町 富士見町町立富士見中学校
富士見町 富士見町立境小学校
原村 もみの湯原村レストハウス樅の木荘・もみの湯
原村 八ヶ岳自然文化園
原村 原村役場
原村 原村社会体育館
原村 原村立原中学校体育館
原村 原村立原小学校体育館
原村 原村中央公民館
原村 八ッ手公民館
原村 払沢公民館
原村 柏木公民館
原村 菖蒲沢公民館
原村 中新田公民館
原村 南原公民館
原村 やつがね公民館
伊那市 伊那市立伊那小学校第二体育館
伊那市 長野県伊那弥生ヶ丘高等学校体育館
伊那市 伊那市立伊那小学校第一体育館
伊那市 伊那中学校第一体育館
伊那市 伊那市立東部中学校第2体育館



市区町村 建物名

伊那市 伊那市立手良小学校体育館
伊那市 伊那市立春富中学校第二体育館
伊那市 生涯学習センターいなっせ
伊那市 勤労者福祉センター体育館
伊那市 伊那市立美篶小学校体育館
伊那市 伊那市立富県小学校体育館
伊那市 伊那市立東春近小学校体育館
伊那市 伊那市立西箕輪中学校体育館
伊那市 伊那市立西春近北小学校体育館
伊那市 高松学園伊那西高等学校体育館
伊那市 伊那市民体育館
伊那市 伊那市立西箕輪小学校体育館
伊那市 伊那市立西春近南小学校体育館
伊那市 伊那市立春富中学校第一体育館
伊那市 伊那市立新山小学校体育館
伊那市 伊那市立伊那中学校第二体育館
伊那市 伊那北地域活性化センター(きたっせ)
伊那市 伊那市立東部中学校第1体育館
伊那市 伊那市立伊那東小学校体育館
伊那市 伊那市立伊那西小学校体育館
伊那市 長野県伊那北高等学校大体育館
伊那市 伊那市立伊那北小学校体育館
伊那市 ほりでいドーム
伊那市 伊那市立高遠中学校
伊那市 高遠閣
伊那市 長野県高遠高等学校体育館
伊那市 高遠町総合福祉センター
伊那市 高遠町文化体育館
伊那市 伊那市立高遠小学校
伊那市 高遠町文化センター・保健センター
伊那市 三義体育館
伊那市 伊那市立高遠北小学校
伊那市 高遠町多目的研修集会施設
伊那市 デイサービスセンター「やすらぎ」
伊那市 保養センター仙流荘
伊那市 伊那市立長谷小学校体育館
伊那市 伊那市立長谷中学校体育館
伊那市 サンハート美和
伊那市 伊那里体育館
伊那市 南アルプス生涯学習センター「入野谷」
伊那市 老人福祉センター
駒ヶ根市 駒ヶ根市立赤穂東小学校体育館
駒ヶ根市 飯坂保育園
駒ヶ根市 障がい者センター高砂園
駒ヶ根市 駒ヶ根市立東伊那小学校体育館
駒ヶ根市 東伊那保育園
駒ヶ根市 飯坂体育館
駒ヶ根市 経塚保育園
駒ヶ根市 老人福祉センターやまびこ荘
駒ヶ根市 赤穂公民館
駒ヶ根市 社会体育館
駒ヶ根市 駒ヶ根市立赤穂南小学校体育館
駒ヶ根市 赤穂南幼稚園
駒ヶ根市 農村環境改善センタ
駒ヶ根市 三和森子ども交流センター
駒ヶ根市 駒ヶ根市立赤穂中学校体育館
駒ヶ根市 中沢支所
駒ヶ根市 駒ヶ根キャンプセンター
駒ヶ根市 駒ヶ根総合文化センター
駒ヶ根市 農業者トレーニングセンター
駒ヶ根市 赤穂保育園
駒ヶ根市 駒ヶ根市立赤穂小学校体育館
駒ヶ根市 東伊那支所
駒ヶ根市 駒ヶ根市立中沢小学校体育館



市区町村 建物名

駒ヶ根市 中沢保育園
駒ヶ根市 駒ヶ根市立東中学校体育館
駒ヶ根市 福祉センター
駒ヶ根市 老人福祉センター長寿荘
駒ヶ根市 高齢者保険福祉施設ふれあいセンター
駒ヶ根市 駅前ビル市民交流活性化センター
駒ヶ根市 中沢公民館
駒ヶ根市 東伊那公民館
駒ヶ根市 駒ヶ根シルクミュージアム
駒ヶ根市 おもしろかっぱ館
駒ヶ根市 駒ヶ根ファームス
駒ヶ根市 駒ヶ根市市民体育館
駒ヶ根市 武道館
駒ヶ根市 保健センター
駒ヶ根市 福祉企業センター
駒ヶ根市 竜東やまびこ園
駒ヶ根市 大原こだま園
駒ヶ根市 北割保育園
駒ヶ根市 美須津保育園
駒ヶ根市 南割公園アルプス球場
駒ヶ根市 北の原公園屋内ゲートボール場
駒ヶ根市 駒ヶ根観光開発(ホテル四季内)
駒ヶ根市 すずらん子ども交流センター
駒ヶ根市 みなみ子ども交流センター
駒ヶ根市 赤穂東子ども交流センター
駒ヶ根市 児童発達支援施設つくし園
駒ヶ根市 すずらん保育園
駒ヶ根市 交流促進センターこまくさの湯
駒ヶ根市 下平幼稚園
駒ヶ根市 下平体育館
辰野町 辰野町立辰野中学校
辰野町 羽北社会体育館
辰野町 町社会体育館
辰野町 辰野町立川島小学校
箕輪町 長岡公民館
箕輪町 南小河内公民館
箕輪町 箕輪町立箕輪中部小学校体育館
箕輪町 箕輪町立箕輪北小学校体育館
箕輪町 箕輪町立箕輪西小学校体育館
箕輪町 箕輪町立箕輪東小学校体育館
箕輪町 箕輪町立箕輪南小学校体育館
箕輪町 箕輪町立箕輪中学校体育館
箕輪町 箕輪町社会体育館
箕輪町 箕輪町藤が丘体育館
箕輪町 長野県箕輪進修高等学校第二体育館
箕輪町 大出コミュニティーセンター
箕輪町 上古田公民館
箕輪町 中原公民館
箕輪町 松島コミュニティーセンター
箕輪町 三日町公民館
箕輪町 富田公民館
箕輪町 北小河内公民館
箕輪町 沢公民館
箕輪町 木下公民館
箕輪町 福与公民館
箕輪町 下古田公民館
箕輪町 北西部多目的センター
箕輪町 中曽根公民館
飯島町 飯島町立飯島中学校体育館
飯島町 飯島町文化館
飯島町 飯島町農村環境改善センター
飯島町 田切体育館
飯島町 七久保保育園
飯島町 飯島成人大学センター
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飯島町 飯島町立飯島小学校体育館
飯島町 飯島保育園
飯島町 日曽利集会所
飯島町 飯島町B&G海洋センター体育館
飯島町 飯島東部保育園
飯島町 飯島体育館
飯島町 田切公民館
飯島町 七久保林業センター
飯島町 飯島町立七久保小学校体育館
飯島町 本郷公民館
飯島町 本郷体育館
南箕輪村 久保コミュニティセンター
南箕輪村 北部保育所
南箕輪村 中込公民館
南箕輪村 塩ノ井公民館
南箕輪村 北殿公民館
南箕輪村 中部保育園
南箕輪村 南箕輪村立南箕輪中学校
南箕輪村 南箕輪村立南箕輪小学校
南箕輪村 南箕輪村公民館
南箕輪村 南箕輪村民体育館
南箕輪村 南殿コミュニティセンター
南箕輪村 田畑公民館
南箕輪村 神子柴公民館
南箕輪村 南部保育園
南箕輪村 神子柴西部集会所
南箕輪村 沢尻コミュニティセンター
南箕輪村 長野県上伊那農業高等学校
南箕輪村 南箕輪村立南部小学校
南箕輪村 南原コミュニティセンター
南箕輪村 南原保育園
南箕輪村 大芝公民館
南箕輪村 屋内運動場
南箕輪村 西部保育園
南箕輪村 西部地区館
南箕輪村 北原公民館
南箕輪村 信州大学農学部体育館
中川村 中川文化センター
中川村 中川村立中川東小学校
中川村 中川村高齢者創作館
中川村 葛島区民会館
中川村 中川村社会体育館
中川村 中川村青年婦人会館
中川村 中川村立中川西小学校
中川村 中川村立中川中学校
中川村 中川村片桐保育園
中川村 片桐区民会館介護予防センター西館
宮田村 宮田村立宮田中学校
宮田村 宮田村立宮田小学校
宮田村 宮田村農業者トレーニングセンター
宮田村 宮田村子育て支援センターうめっこらんど
宮田村 宮田村立宮田村東保育園
宮田村 宮田村立宮田村西保育園
宮田村 宮田村村民会館
宮田村 宮田村老人福祉センター
宮田村 宮田村デイサービスセンター
飯田市 遠山郷土館
飯田市 和田保育園
飯田市 かぐらの湯
飯田市 海洋センター体育館
飯田市 飯田市立和田小学校体育館
飯田市 名古山第1集会所
飯田市 南信濃自治振興センター
飯田市 学習交流センター



市区町村 建物名

飯田市 老人福祉センター
飯田市 飯田市立遠山中学校体育館
飯田市 八重河内地区館
飯田市 木沢地区会館
飯田市 老人集会施設(屋敷)
飯田市 中郷正八幡集会所
飯田市 旧上村中学校体育館
飯田市 上村保育園
飯田市 上村福祉企業センター程野分場
飯田市 上村福祉企業センター中郷分場
飯田市 上村デーサービスセンター
飯田市 高原ロッジ下栗
飯田市 程野区民センター
飯田市 下栗総合交流会館
飯田市 上村コミュニティーセンター
飯田市 上村自治振興センター
飯田市 上殿岡集会所
飯田市 二ッ山集会所
飯田市 下殿岡公会堂
飯田市 山本保育園
飯田市 山本児童センター
飯田市 竹佐会館
飯田市 東平コミュニティ消防センター
飯田市 飯田市立山本小学校体育館
飯田市 山本公民館
飯田市 さくら保育園
飯田市 杵原多目的ホール
飯田市 伊賀良保育園
飯田市 三日市場研修センター
飯田市 北方コミュニティ消防センター
飯田市 中村コミュニティセンター
飯田市 飯田市立伊賀良小学校体育館
飯田市 飯田市立旭ヶ丘中学校体育館
飯田市 箱川郷づくり研修センター
飯田市 飯田市立旭ヶ丘中学校武道場
飯田市 久米会館
飯田市 大瀬木コミュニティセンター
飯田市 伊賀良公民館
飯田市 殿岡保育園
飯田市 中村保育園
飯田市 山本老人福祉センター
飯田市 駄科集落センター
飯田市 時又ふれあいセンター
飯田市 駄科コミュニティ防災センター
飯田市 上川路公民館
飯田市 飯田市立竜丘小学校体育館
飯田市 龍江1区公民館
飯田市 駄科公民館
飯田市 竜丘公民館
飯田市 竜丘保育園
飯田市 時又保育園
飯田市 桐林区民センター
飯田市 長野原区民センター
飯田市 田中上生活改善施設
飯田市 天竜川総合学習館かわらんべ
飯田市 天竜峡活性化センター
飯田市 みなみ信州農協川路支所
飯田市 三穂公民館
飯田市 今田人形の館
飯田市 龍江3区公民館
飯田市 新地生活改善施設
飯田市 龍江公民館
飯田市 龍江4区コミュニティセンター
飯田市 飯田市立龍江小学校体育館



市区町村 建物名

飯田市 三穂保育園
飯田市 龍江保育園
飯田市 みなみ信州農協三穂支所
飯田市 飯田市立竜峡中学校体育館
飯田市 下村公会堂
飯田市 尾科老人福祉センター
飯田市 川路公民館
飯田市 飯田市立川路小学校体育館
飯田市 川路保育園
飯田市 川路二区公民館
飯田市 川路三区集会所
飯田市 川路四区集会所
飯田市 川路五区公民館
飯田市 川路第六区センター
飯田市 竜峡会館
飯田市 川路八区公民館
飯田市 みなみ信州農協立石出張所
飯田市 下瀬集会施設悠愛館
飯田市 三穂第11総合集落センター
飯田市 飯田市立竜東中学校体育館
飯田市 飯田市立三穂小学校体育館
飯田市 原平集落センター
飯田市 南原区民センター
飯田市 下虎岩コミュニティ消防センター
飯田市 知久平研修センター
飯田市 飯田市立下久堅小学校体育館
飯田市 虎岩交流センター
飯田市 下久堅保育園
飯田市 稲葉公民館
飯田市 小野子下多目的集会施設(小野子下集会所)
飯田市 越久保高齢者若者センター
飯田市 下久堅公民館
飯田市 飯田市立上久堅小学校体育館
飯田市 柿野沢区民センター
飯田市 上久堅保育園
飯田市 堂平生活改善センター
飯田市 上久堅公民館
飯田市 小林生活改善センター
飯田市 久井集会所
飯田市 東中央通公民館
飯田市 育良保育園
飯田市 清水コミュニティ消防センター
飯田市 新井コミュニティ消防センター
飯田市 上河原老人集会施設
飯田市 飯田市立追手町小学校
飯田市 飯田仏教保育園
飯田市 飯田市立浜井場小学校体育館
飯田市 江戸浜分館
飯田市 飯田市立丸山小学校
飯田市 今宮福祉企業センター
飯田市 飯田市武道館
飯田市 飯田市立飯田西中学校体育館
飯田市 慈光保育園
飯田市 飯田産業センター
飯田市 南条集落センター
飯田市 鼎コミュニティ防災センター
飯田市 一色公民館
飯田市 御蔵公会堂
飯田市 中平公民館
飯田市 原・宮崎会所
飯田市 鼎自治振興センター
飯田市 橋北公民館
飯田市 上溝集会所
飯田市 橋南公民館



市区町村 建物名

飯田市 名古熊公民館
飯田市 飯田市立飯田東中学校体育館
飯田市 風越山麓研修センター
飯田市 羽場公民館
飯田市 上郷西保育園
飯田市 飯田市立松尾小学校体育館
飯田市 上郷東保育園
飯田市 常盤台集会所
飯田市 飯田市立座光寺小学校体育館
飯田市 中河原集会所
飯田市 飯田市立緑ヶ丘中学校体育館
飯田市 松尾公民館
飯田市 高松保育園
飯田市 羽場保育園
飯田市 水城コミュニティ消防センター
飯田市 西鼎公民館
飯田市 飯田市営弓道場
飯田市 飯田文化会館
飯田市 みなみ信州農協飯田支所
飯田市 別府上コミュニティーセンター
飯田市 上郷休養センター
飯田市 東鼎公民館
飯田市 飯田市立鼎小学校体育館
飯田市 老人いこいの家
飯田市 長野県飯田OIDE長姫高等学校体育館
飯田市 下茶屋公民館
飯田市 切石体育館
飯田市 長野県飯田高等学校小体育館
飯田市 慈光松尾保育園
飯田市 飯田市立鼎中学校武道場
飯田市 城集会所
飯田市 北条振興センター
飯田市 風越保育園
飯田市 亨保会事務所
飯田市 飯田中央公民館
飯田市 下南多世代交流プラザ
飯田市 黒田研修センター
飯田市 別府児童館
飯田市 上黒田集落センター
飯田市 飯田市立上郷小学校体育館
飯田市 上郷体育館
飯田市 八幡町公会堂
飯田市 上茶屋多目的センター
飯田市 毛賀コミュニティ消防センター
飯田市 寺所コミュニティ消防センター
飯田市 座光寺自治振興センター
飯田市 鼎文化センター鼎公民館
飯田市 羽場第1公会堂
飯田市 松尾東保育園
飯田市 丸山保育園
飯田市 東野公民館
飯田市 丸山公民館
飯田市 東野自治会館
飯田市 丹保研修センター
飯田市 滝の沢自治会館
飯田市 東栄町自治会館
飯田市 飯田市立飯田西中学校武道場
飯田市 羽場中央公会堂
飯田市 座光寺保育園
飯田市 明コミュニティ防災センター
飯田市 聖クララ幼稚園
飯田市 シルバーハウスゆめの郷
飯田市 鼎東保育園
飯田市 鼎みつば保育園



市区町村 建物名

飯田市 鼎体育館
飯田市 上山区民センター
飯田市 長野県下伊那農業高等学校体育館
飯田市 切石会館
飯田市 下黒田東コミュニティセンター
飯田市 飯沼南自治会館
飯田市 長野県飯田風越高等学校体育館
飯田市 勅使河原幼稚園
飯田市 長野県飯田高等学校大体育館
飯田市 飯田市立高陵中学校体育館
飯田市 上郷福祉企業センター
飯田市 鼎幼稚園
飯田市 下山区民センター
飯田市 飯田市立鼎中学校体育館
飯田市 愛宕町集会所
飯田市 法山地域振興センター
飯田市 飯田市立千栄小学校体育館
飯田市 千代保育園
飯田市 千栄保育園
飯田市 飯田市立千代小学校体育館
飯田市 毛呂窪公民館
飯田市 米川公会堂
飯田市 南部コミュニティセンター
飯田市 上村高齢者コミュニティーセンター
飯田市 シルバーハウスゆめの郷
飯田市 長野県飯田高等学校大体育館
飯田市 千代自治振興センター
飯田市 信毎販売株式会社飯田支店
松川町 古町コミュニティセンター
松川町 上新井コミュニティセンター
松川町 松川町商工会館
松川町 名子原体育館
松川町 上大島公民館
松川町 福与ふれあい館
松川町 部奈文化伝承センター
松川町 生東会館
松川町 東小学校体育館
松川町 上片桐改善センター
松川町 子育て支援センターおひさま
松川町 町民体育館
松川町 松川町中央公民館
松川町 名子公民館
松川町 松川青年の家体育館
高森町 商工会館
高森町 吉田保育園
高森町 大島山区民会館
高森町 やすらぎ荘別館
高森町 出原区民会館
高森町 竜口龍の里会館
高森町 高森町民体育館
高森町 高森町立高森南小学校体育館
高森町 高森町福祉センター
高森町 高森町立高森中学校体育館
高森町 吉田西地区館
高森町 高森町老人福祉センター
高森町 高森町立高森北小学校体育館
高森町 高森町下平防災センター
高森町 牛牧伝承館
高森町 ダサラ地区館
高森町 下市田保育園
高森町 下市田区民会館
高森町 吉田区民会館
高森町 原町陣屋区民会館
高森町 山吹保育園



市区町村 建物名

高森町 みつば保育園
高森町 下市田5区集会場
高森町 下市田1区積善会館
高森町 下市田1区ふれあい会館
高森町 下市田2区パーシモン会館
高森町 下市田3区力行会館
高森町 新田地区館
高森町 山吹上生活改善センター
高森町 山吹中区集会所
高森町 駒場生活改善センター
高森町 上平生活改善センター
阿南町 富草保育所
阿南町 阿南町立富草小学校体育館
阿南町 大下条保育園
阿南町 阿南町民体育館
阿南町 阿南町立大下条小学校体育館
阿南町 富草老人福祉センター
阿南町 阿南町立阿南第一中学校体育館
阿南町 阿南町民会館
阿南町 和合会館
阿南町 阿南町立新野小学校体育館
阿南町 阿南町立和合小学校日吉分校
阿南町 阿南町立阿南第二中学校体育館
阿南町 新野保育所
阿南町 新野福祉センター
阿南町 阿南町立和合小学校体育館
阿智村 長野県阿智高等学校体育館
阿智村 阿智村中央公民館
阿智村 阿智村立阿智第二小学校体育館
阿智村 阿智村立阿智中学校体育館
阿智村 伍和公民館
阿智村 阿智村立阿智第三小学校体育館
阿智村 智里東公民館
阿智村 智里西公民館および体育館
阿智村 林業センター
阿智村 清内路中学校
阿智村 下清内路集会所
阿智村 清内路公民館
阿智村 上清内路諏訪神社
阿智村 上清内路集会所
阿智村 阿智村立清内路小学校体育館
阿智村 阿智村立浪合小学校体育館
阿智村 浪合コアホール
平谷村 平谷村役場
根羽村 根羽村研修センター
根羽村 根羽村立根羽小中学校体育館
根羽村 根羽村トレーニングセンター
根羽村 グリーンハウス森沢
根羽村 老人福祉センター
下条村 吉岡公民館
下条村 下條保育所
下条村 明地原集会場
下条村 海洋センター体育館
下条村 親田コミュニティーセンター
下条村 相田集会場
下条村 入野公民館
下条村 菅野公民館
下条村 合原コミュニティーセンター
下条村 小松原コミュニティーセンター
下条村 下條村立下條中学校
下条村 北又集会所
下条村 手塚原ふれあいセンター
下条村 長原集会場
下条村 北平集会場



市区町村 建物名

下条村 下條村立下條小学校
下条村 阿知原コミュニティーセンター
下条村 睦沢集会所
下条村 粒三集会所
下条村 桃立集会所
下条村 大久保集会所
下条村 中原ふれあいセンター
下条村 新田集会場
下条村 原平集会場
下条村 中平集会場
下条村 ふるさとふれあい館
下条村 上野原公民館
下条村 鎮西公民館
下条村 新井公民館
下条村 仁王関公民館
下条村 いきいきランド下條
下条村 養護老人ホーム光の園
売木村 うるぎ自然休養村センター
売木村 長下生活改善施設
売木村 岩倉生活改善センター
売木村 軒川滞在体験センター
売木村 南二生活改善センター
売木村 南一集会施設
売木村 文化交流センターぶなの木
売木村 売木ディサービスセンター
天龍村 合戸集会所
天龍村 折立集会所
天龍村 清水集会所
天龍村 天龍村立天龍小学校
天龍村 天龍保育所
天龍村 ふれあいプラザ
天龍村 村民体育館
天龍村 岡本集会所
天龍村 ふれあいステーション龍泉閣
天龍村 文化センターなんでも館
天龍村 松島集会所
天龍村 鶯巣梅の里ふれあい館
天龍村 下山集会所
天龍村 中井侍集会所
天龍村 上平集会所
天龍村 福島集会所
天龍村 ニセンジふれあい館
天龍村 坂部活性化施設
天龍村 戸口集会所
天龍村 大久那集会所
天龍村 どんぐり向方学園
天龍村 向方老人憩いの家
天龍村 大河内多目的集会所
天龍村 梨畑集会所
天龍村 老人福祉センター
泰阜村 泰阜村立泰阜中学校
泰阜村 左京生活改善センター
泰阜村 泰阜村南多目的集会センター
泰阜村 漆平野公会堂
泰阜村 大畑生活改善センター
泰阜村 梨久保生活改善センター
泰阜村 栃城生活改善センター
泰阜村 あさぎり館
泰阜村 我科生活改善センター
泰阜村 泰阜村総合体育館
泰阜村 泰阜(北)保育所
泰阜村 万場生活改善センター
泰阜村 山国体験の館
泰阜村 唐笠生活改善センター



市区町村 建物名

泰阜村 平島田生活改善センター
泰阜村 金野生活改善センター
泰阜村 柿野生活改善センター
泰阜村 高町生活改善センター
泰阜村 稲伏戸生活改善センター
泰阜村 明島生活改善センター
泰阜村 黒見生活改善センター
泰阜村 門島生活改善センター
喬木村 阿島北コミュニティ消防センター
喬木村 寺之前集落センター
喬木村 帰牛原消防センター
喬木村 喬木村第一公民館
喬木村 喬木北保育園
喬木村 町消防センター
喬木村 阿島傘伝承館
喬木村 喬木村立喬木第一小学校
喬木村 喬木村立喬木中学校
喬木村 南農事集会所
喬木村 喬木中央保育園
喬木村 馬場ふれあい伝承館
喬木村 喬木村中央社会体育館
喬木村 両平ふれあいセンター
喬木村 田上川消防センター
喬木村 上平集落センター
喬木村 伊久間農産物加工センター
喬木村 下伊那トラック研修会館
喬木村 喬木村南部防災センター
喬木村 喬木村立喬木第二小学校
喬木村 富田陶芸館
喬木村 喬木南保育園
喬木村 大和知農産物集出荷センター
喬木村 大和知公民館
喬木村 氏乗集落センター
喬木村 大島公民館
喬木村 大島山の家
喬木村 加々須区民会館
喬木村 喬木悠生寮
喬木村 デイサービスぽけっと
喬木村 特別養護老人ホーム喬木荘
喬木村 喬木村デイサービスセンターふれ愛
豊丘村 滝川会所
豊丘村 憩いの家
豊丘村 豊丘村立豊丘北小学校
豊丘村 豊丘北保育園
豊丘村 総合集荷販売センター
豊丘村 堀越区民会館
豊丘村 佐原区民会館
豊丘村 御手形農事研修センター
豊丘村 児童養護施設慈恵園
豊丘村 林原・木門コミュニティセンター
豊丘村 豊丘村立豊丘中学校
豊丘村 豊丘中央保育園
豊丘村 田村区民会館
豊丘村 豊丘村立豊丘南小学校
豊丘村 スポーツ館
豊丘村 豊丘南保育園
豊丘村 勤労者福祉センター
豊丘村 伴野区民会館
豊丘村 小園研修センター
豊丘村 福島会所
豊丘村 福島壬生沢集落拠点施設
豊丘村 壬生沢区民会館
豊丘村 豊丘村民体育館
豊丘村 交流センターだいち



市区町村 建物名

豊丘村 中芝自治会館
豊丘村 長沢会所
豊丘村 交流学習センターゆめあるて
豊丘村 河野区民会館
大鹿村 大鹿村立大鹿小学校体育館
大鹿村 大鹿村交流センター
大鹿村 公民館鹿塩地区館
大鹿村 大鹿村立大鹿中学校体育館
上松町 西奥生活改善センター
上松町 見帰集会所
上松町 小野集会所
上松町 ねざめホテル
上松町 上松荘体育館
上松町 北上条公民館
上松町 上松保育園
上松町 島防災コミュニティセンター
上松町 旧荻原小学校体育館
上松町 高山林業後継者研修センター
上松町 旭町集会所
上松町 東里生活改善センター
上松町 東小川生活改善センター
上松町 近所住宅集会所
上松町 西中生活改善センター
上松町 吉野生活改善センター
上松町 小田野集会所
上松町 荻原集会所
上松町 上松町立上松中学校
上松町 台生活改善センター
上松町 木材会館
上松町 東奥生活改善センター
上松町 木曽勤労者福祉センター
上松町 南上条集会所
上松町 倉本集会所
上松町 東野生活改善センター
上松町 上松町立上松小学校
上松町 上松町健康増進センター
上松町 玉林院
上松町 池島住宅集会所
南木曽町 尾又集会所
南木曽町 南木曽町役場
南木曽町 与川三区集会所
南木曽町 大妻籠集会所
南木曽町 上在郷集会所
南木曽町 渡島集会所
南木曽町 ふれあい館
南木曽町 喜楽庵
南木曽町 恋野集会所
南木曽町 沼田集会所
南木曽町 与川四区集会所
南木曽町 本谷集会所
南木曽町 東町集会所
南木曽町 金知屋集会所
南木曽町 東栄町集会所
南木曽町 三留野分館
南木曽町 北部分館
南木曽町 下仲町・坂の下集会所
南木曽町 与川一区集会所
南木曽町 十二兼集会所
南木曽町 読書保育園
南木曽町 川向集会所
南木曽町 南木曽会館
南木曽町 和合北集会所
南木曽町 南木曽町立南木曽中学校体育館
南木曽町 妻籠分館



市区町村 建物名

南木曽町 旧妻籠小学校体育館
南木曽町 与川分館
南木曽町 南木曽町立南木曽小学校体育館
南木曽町 神戸集会所
南木曽町 上の原集会所
南木曽町 新町・上仲町集会所
南木曽町 柿其集会所
南木曽町 広瀬分館
南木曽町 蘭分館
南木曽町 旧蘭小学校校舎
南木曽町 蘭老人会若葉荘
南木曽町 上段集会所
南木曽町 広瀬生活改善センター
木曽町 きそふくしま保育園
木曽町 旧上田小学校
木曽町 黒川下条農業生活改善センター
木曽町 小沢センター
木曽町 駒見生活改善センター
木曽町 熊沢多目的集会所
木曽町 根曽生活改善センター
木曽町 旧上田保育園
木曽町 幸沢農業生活改善センター
木曽町 木曽福島体育館
木曽町 山平クラブ
木曽町 木曽福島保健センター
木曽町 木曽福島郵便局
木曽町 木曽郡民会館
木曽町 木曽幼稚園
木曽町 川合生活改善センター
木曽町 木曽福島浄化センター
木曽町 中川生活改善センター
木曽町 大原分館
木曽町 新地アクティビティーセンター
木曽町 渡沢集会所
木曽町 正沢原分館
木曽町 老人憩の家
木曽町 元原生活改善センター
木曽町 木曽町立福島中学校
木曽町 木曽町文化交流センター
木曽町 中島集会所
木曽町 中部コミュニティーセンター
木曽町 木曽クリーンセンター
木曽町 木曽町立福島小学校
木曽町 グループホームグレイスフル日義
木曽町 上村生活改善センター
木曽町 上町集会所
木曽町 日義公民館
木曽町 本町集会所
木曽町 日義体育館
木曽町 山吹館
木曽町 原野分館
木曽町 義仲館
木曽町 徳音寺コミュニティーセンター
木曽町 向小路生活改善センター
木曽町 日義高齢者コミュニティーセンター
木曽町 神谷集会所
木曽町 日義保育園
木曽町 巾生活改善センター
木曽町 日義農村環境改善センター
木曽町 木曽町立日義小中学校
木曽町 日義保健センター
木曽町 日義高齢者生きがい創造センター
木曽町 日義高齢者ふれあいセンター
木曽町 砂ヶ瀬センター



市区町村 建物名

木曽町 野上生活改善センター
木曽町 旭町生活改善センター
木曽町 下町会館
木曽町 上条生活改善センター
木曽町 ふるさと体験館きそふくしま
木曽町 西洞生活改善センター
木曽町 下中入生活改善センター
木曽町 ふれあい交流センター
木曽町 上小川生活改善センター
木曽町 上中入生活改善センター
木曽町 末川分館
木曽町 把之沢分館
木曽町 木曽町立開田中学校
木曽町 開田母子健康センター
木曽町 開田高原末川研修センター
木曽町 木曽町立開田小学校体育館
木曽町 開田高原西野研修センター
木曽町 西野分館
木曽町 開田高原体育館
木曽町 下条生活改善センター
木曽町 木曽町立三岳小学校
木曽町 三岳公民館
木曽町 旧三岳中学校
木曽町 小奥集会所
木曽町 木曽町立三岳中学校体育館
木曽町 本洞分館
木曽町 中部分館
木曽町 沢頭集会所
木曽町 小島集会所
木曽町 北部分館
木曽町 井原地区集会所
木曽町 三尾分館
木曽町 永井野集会所
木曽町 桑原地区集会所
木曽町 屋敷野地区集会所
木曽町 中央部分館
木曽町 倉本集会所
木曽町 白川地区集会所
木曽町 野中集会所
木曽町 日向生活改善センター
木曽町 木曽町三岳交流促進センター
木曽町 川西集会所
木祖村 木祖村社会体育館
木祖村 木祖小学校体育館
木祖村 特別養護老人ホーム
木祖村 15区公会所
木祖村 16区公会所
木祖村 小木曽北部公民館
木祖村 木祖村転作研修センター
木祖村 菅コミュニティー消防センター
木祖村 菅公民館
木祖村 菅北部集会所
木祖村 木祖村農林水産物等直売施設
木祖村 町並集会施設(ときわ)
木祖村 とちのみ保育園
木祖村 木祖村老人福祉センター
木祖村 ふれあいセンターはなのき
木祖村 こだまの森管理棟及び関連施設
木祖村 木祖村交流促進施設
木祖村 げんきふれあい交流施設ねぎや
木祖村 吉田林業会館
木祖村 17区公会所
木祖村 木祖村民センター
木祖村 13区公会所



市区町村 建物名

木祖村 19区公会所
木祖村 木祖村青年の家
木祖村 木祖村立木祖中学校体育館
木祖村 木祖村役場
木祖村 藁原生活改善センター
王滝村 保健福祉センター
王滝村 王滝村立王滝小中学校体育館
王滝村 王滝村公民館
王滝村 滝越区公民館
大桑村 伊奈川分館
大桑村 大桑村立大桑小学校
大桑村 大桑村立大桑中学校
大桑村 須原地区館
塩尻市 塩尻市立塩尻西小学校体育館
塩尻市 市立体育館
塩尻市 レザンホール
塩尻市 塩尻市立塩尻中学校体育館
塩尻市 塩尻市立塩尻東小学校体育館
塩尻市 塩尻東支所
塩尻市 片丘農業者トレーニングセンター
塩尻市 片丘支所(多目的研修センター)
塩尻市 塩尻市立広丘小学校体育館
塩尻市 塩尻市立丘中学校体育館
塩尻市 広丘支所(広丘地区公民館)
塩尻市 高出地区センター(高出公民館)
塩尻市 塩尻市立桔梗小学校体育館
塩尻市 塩尻市立洗馬小学校体育館
塩尻市 洗馬支所(洗馬農村環境改善センター)
塩尻市 塩尻市立塩尻西部中学校体育館
塩尻市 塩尻市立宗賀小学校体育館
塩尻市 宗賀支所(林業センター)
塩尻市 塩尻市立吉田小学校体育館
塩尻市 吉田支所(吉田地区センター)
塩尻市 吉田西防災コミュニティーセンター
塩尻市 楢川保健センター
塩尻市 塩尻市立木曽楢川小学校体育館
塩尻市 塩尻市立楢川中学校体育館
塩尻市 塩尻市辰野町中学校組合立両小野中学校体育館
塩尻市 北小野支所(北小野地区センター)
安曇野市 安曇野市立明科中学校
安曇野市 安曇野市立明南小学校
安曇野市 明科公民館
安曇野市 安曇野市立明北小学校
安曇野市 長野県豊科高等学校
安曇野市 安曇野市立豊科南小学校
安曇野市 安曇野市立豊科南中学校
安曇野市 長野県南安曇農業高等学校
安曇野市 安曇野市立豊科北中学校
安曇野市 豊科交流学習センター「きぼう」
安曇野市 安曇野市立豊科北小学校
安曇野市 安曇野市立豊科東小学校
安曇野市 安曇野市立堀金小学校
安曇野市 堀金総合体育館
安曇野市 安曇野市立堀金中学校
安曇野市 三郷小倉多目的研修集会施設
安曇野市 三郷公民館
安曇野市 安曇野市立三郷小学校
安曇野市 安曇野市立三郷中学校
安曇野市 三郷文化公園体育館
安曇野市 穂高交流学習センター「みらい」
安曇野市 安曇野市立穂高東中学校
安曇野市 穂高会館
安曇野市 安曇野市立穂高南小学校
安曇野市 安曇野市立穂高西小学校



市区町村 建物名

安曇野市 安曇野市立穂高西中学校
安曇野市 安曇野市立穂高北小学校
安曇野市 穂高交流学習センター「みらい」
麻績村 麻績村体育館
麻績村 麻績小学校体育館
麻績村 麻績村筑北村組合立筑北中学校体育館
麻績村 ゆりの木公園テレワークセンター
麻績村 麻績村地域交流センター
生坂村 生坂村総合交流促進施設(南部交流センター)
生坂村 生坂村立生坂中学校
生坂村 生坂村民会館
生坂村 生坂村B&G海洋センター
生坂村 生坂村立生坂小学校
生坂村 健康管理センター
生坂村 下生坂体育館
生坂村 生坂村デイサービスセンター
生坂村 村営やまなみ荘
生坂村 大日向生活改善センター
生坂村 活性化センター(生坂村商工会)
生坂村 生坂村立生坂保育園
生坂村 生坂村高齢者生活福祉センター
山形村 農業者トレーニングセンター
山形村 山形村立山形小学校
山形村 上大池コミュニティーセンター
山形村 中大池語部の館
山形村 小坂生涯学習センター
山形村 下大池公民館
山形村 上竹田公会堂
山形村 下竹田公会堂
山形村 ふれあいドーム
山形村 ふれあいの館
山形村 保健福祉センター
朝日村 中央公民館
朝日村 朝日村農業者トレーニングセンター
朝日村 朝日村老人福祉センター
朝日村 朝日村かたくりの里
朝日村 緑の体験館
朝日村 朝日村立朝日小学校体育館
朝日村 鉢盛中学校体育館
朝日村 あさひ保育園
朝日村 あさひプライムスキー場カルテットホール
朝日村 古見集落センター
朝日村 針尾集落センター
朝日村 小野沢公民館
朝日村 西洗馬公民館
筑北村 本城公民館
筑北村 本城体育館
筑北村 乱橋活性化施設みなくる館
筑北村 聖南中学校体育館
筑北村 坂北公民館
筑北村 社会福祉会館きささげ荘
筑北村 坂北デイサービスセンター
筑北村 本城小学校体育館
筑北村 仁熊公民館
筑北村 別所公民館
筑北村 坂北体育館
筑北村 坂北小学校体育館
筑北村 伝統文化等保存伝承施設
筑北村 本城柔剣道場
筑北村 坂井小学校体育館
筑北村 坂井体育館
筑北村 坂井高齢者活動・生活支援促進機械施設
筑北村 筑北村中央公民館・坂井公民館
筑北村 下安坂公民館



市区町村 建物名

筑北村 松場公民館
筑北村 坂井国民健康保険高齢者保健福祉センター
大町市 大町市立大町西小学校
大町市 大町市立第一中学校
大町市 大町市立大町北小学校
大町市 大町市立大町東小学校
大町市 大町市立仁科台中学校
大町市 大町公民館・文化会館
大町市 大町市立大町南小学校
大町市 大町市立八坂小学校
大町市 しらかば保育園
大町市 大町公民館分室
大町市 くるみ保育園
大町市 どんぐり保育園
大町市 上原の湯
大町市 ラーバン中綱
大町市 はなのき保育園
大町市 常盤公民館
大町市 大町市運動公園総合体育館
大町市 B&G海洋センター体育館
大町市 社公民館
大町市 フレンド・プラザ大町
大町市 大町温泉郷森林劇場
大町市 ゆ~ぷる木崎湖
大町市 ふれあいプラザ
大町市 平公民館・女性未来館ピュア
大町市 大町市立八坂中学校
大町市 ふれあいセンターさざなみ
大町市 コミュニティセンターアキツ
大町市 八坂総合福祉センター
大町市 八坂レクリェーションハウス
大町市 ふれあいセンター
大町市 美麻総合福祉センター
大町市 美麻二重屋内ゲートボール場
大町市 ぽかぽかランド美麻
大町市 大町市立美麻小中学校
池田町 豊町公民館
池田町 一丁目基幹センター
池田町 吾妻町ふれあいセンター
池田町 東町公民館
池田町 二丁目公民館
池田町 四丁目ふれあいセンター
池田町 五丁目基幹センター
池田町 堀の内集落センター
池田町 正科集落センター
池田町 中島基幹センター
池田町 半在家集落センター
池田町 千本木台みんなの家
池田町 相道寺集落センター
池田町 花見集落センター
池田町 滝沢集落センター
池田町 滝の台コミュニティーセンター
池田町 林中公民館
池田町 渋坂集落センター
池田町 坂下基幹センター
池田町 渋中基幹センター
池田町 和合公民館
池田町 十日市場アグリカルチャーセンター
池田町 鵜山集落基幹センター
池田町 中之郷集落センター
池田町 南台コミュニティセンター
池田町 広津転作研修センター
池田町 東山夢の郷コミュニティセンター
池田町 池田町立高瀬中学校



市区町村 建物名

池田町 池田町立池田小学校
池田町 池田町立会染小学校
池田町 広津地区高齢者支えあい施設
池田町 豊盛公民館
池田町 内鎌公民館
池田町 渋南集落センター
池田町 三丁目公民館
松川村 スポーティプラザ
松川村 すずの音ホール
松川村 グリーンワークまつかわ
松川村 松川村立松川中学校体育館
松川村 南部会館
松川村 コミュニティふれあい
松川村 かぶろ会館
松川村 松川村立松川小学校体育館
松川村 北部会館
松川村 細野会館
松川村 コミュニティ施設板取南
松川村 神戸公民館
松川村 コミュニティ施設緑町
松川村 川西公民館
松川村 中部公民館
松川村 東部公民館
松川村 北細野会館
松川村 東細野会館
松川村 松川村立北保育園
松川村 西原公民館
松川村 板取会館
松川村 南神戸会館
松川村 三軒家会館
松川村 鼠穴公民館
松川村 コミュニティ施設赤芝
白馬村 深空基幹センター
白馬村 岳の湯
白馬村 瑞穂生活改善施設
白馬村 八方口公民館
白馬村 役場多目的研修集会施設
白馬村 白馬村立白馬中学校
白馬村 大出生活改善施設
白馬村 ウイング21
白馬村 八方文化会館
白馬村 森上基幹センター
白馬村 塩島基幹センター
白馬村 北部トレーニングセンター
白馬村 岩岳体育館
白馬村 切久保公民館
白馬村 落倉公民館
白馬村 スノーハープ
白馬村 飯田交流センター
白馬村 飯森公民館
白馬村 新田公民館
小谷村 大網公民館
小谷村 中通基幹センター
小谷村 おたり開発総合センター
小谷村 小谷村立小谷小学校
小谷村 サンテインおたり
小谷村 村営栂池社会体育館
小谷村 道の駅おたり
小谷村 中土観光交流センター
長野市 長野市立豊野西小学校
長野市 北部スポーツ・レクリエーションパーク
長野市 昭和の森公園フィットネスセンタ
長野市 南長野運動公園
長野市 長野市立吉田小学校



市区町村 建物名

長野市 長野市立大豆島小学校
長野市 長野市立緑ヶ丘小学校
長野市 長野市立犀陵中学校
長野市 長野市立松ヶ丘小学校
長野市 長野市立裾花中学校
長野市 長野市立芹田小学校
長野市 長野市立櫻ヶ岡中学校
長野市 長野市立南部小学校
長野市 長野市営裾花体育館
長野市 青少年錬成センター分館
長野市 長野市立七二会小学校
長野市 長野市営篠ノ井村山健康スポーツセンター
長野市 長野市立芋井小学校
長野市 長野市立城山小学校
長野市 長野市立鍋屋田小学校
長野市 長野市立柳町中学校
長野市 長野市立城東小学校
長野市 長野市立加茂小学校
長野市 長野市立西部中学校
長野市 長野市立三輪小学校
長野市 勤労者いこいの村アゼィリア飯綱
長野市 長野市立芋井小学校第一分校
長野市 長野市立朝陽小学校
長野市 長野市立浅川小学校
長野市 長野市立徳間小学校
長野市 長野市立東部中学校
長野市 長野市立北部中学校
長野市 長野市営戸隠体育館
長野市 ふるさとセンター
長野市 長野市立戸隠公民館
長野市 戸隠農村環境改善センター
長野市 長野市立戸隠小学校体育館
長野市 長野市立戸隠中学校体育館
長野市 品沢高原体育館
長野市 鬼無里公民館上里分館
長野市 長野市立鬼無里小学校体育館
長野市 鬼無里活性化センター
長野市 鬼無里公民館両京分館
長野市 両京健康スポーツセンター
長野市 鬼無里公民館
長野市 鬼無里高齢者生活福祉センター
長野市 鬼無里老人福祉センター
長野市 上里健康スポーツセンター
長野市 東部地区集会所
長野市 長野市立豊野中学校
長野市 長野市立豊野公民館
長野市 長野市立豊野西小学校
長野市 長野市営豊野体育館
長野市 長野市立豊野東小学校
長野市 長野市立三陽中学校
長野市 信州新町保育園
長野市 信州新町体育館
長野市 長野市立信州新町小学校体育館
長野市 長野市立湯谷小学校
長野市 長野市立古牧小学校
長野市 長野運動公園総合運動場
長野市 長野市立三陽中学校
長野市 信州犀川交流センター
長野市 長野市立安茂里小学校
長野市 長野市立山王小学校
長野市 長野市営安茂里体育館
長野市 長野市立裾花小学校
長野市 長野市立櫻ヶ岡中学校
長野市 長野市立安茂里小学校



市区町村 建物名

長野市 大岡活性化センター
長野市 大岡文化センター
長野市 中条公民館
長野市 長野市立中条小学校
長野市 中条老人福祉センター
長野市 中条会館
長野市 長野市立中条中学校
長野市 中条地域振興施設「やきもち家」
長野市 中条音楽堂
長野市 中条体育館
長野市 長野市立寺尾小学校
長野市 長野市立清野小学校
長野市 長野市立松代小学校
長野市 長野市立松代中学校
長野市 松代体育館
長野市 長野市立東条小学校
長野市 長野市立綿内小学校
長野市 長野市立保科小学校体育館
長野市 長野市立若穂中学校
長野市 長野市立川田小学校
長野市 長野市立広徳中学校
長野市 長野市川中島町公民館(体育館含む)
長野市 長野市立下氷鉋小学校
長野市 長野市立昭和小学校
長野市 長野市立三本柳小学校
長野市 長野市立青木島小学校
長野市 長野市立真島小学校
長野市 長野市立川中島小学校
長野市 長野市立更北中学校
長野市 長野市営川中島体育館
長野市 長野市立川中島中学校
長野市 長野市立信田小学校
長野市 長野市立更府小学校
長野市 長野市立信更中学校
長野市 長野市立信更小学校
長野市 長野市信更公民館分室/星空の郷たかの
長野市 長野市立篠ノ井西小学校
長野市 長野市立塩崎小学校
長野市 長野市営小松原体育館
長野市 長野市立長沼小学校
長野市 長野市立若槻小学校
長野市 長野市立古里小学校
長野市 長野市立柳原小学校
長野市 長野市立東北中学校
長野市 長野市立長野高等学校
長野市 長野市立篠ノ井東中学校
長野市 長野市営塩崎体育館
長野市 長野市立共和小学校
長野市 長野市立篠ノ井東小学校
長野市 長野市立篠ノ井西中学校
長野市 長野市営篠ノ井体育館
長野市 長野市立信里小学校
長野市 長野市立通明小学校
長野市 長野市立七二会中学校体育館
長野市 教育センター
長野市 三輪体育館
長野市 大豆島体育館
長野市 大豆島公民館
長野市 西条小学校
長野市 豊栄小学校
長野市 七二会小学校笹平分校
長野市 信州新町中学校
須坂市 須坂市立小山小学校
須坂市 須坂市立旭ケ丘小学校



市区町村 建物名

須坂市 須坂市立仁礼小学校
須坂市 須坂市立井上小学校
須坂市 須坂市立相森中学校
須坂市 須坂市立東中学校
須坂市 須坂市立森上小学校
須坂市 須坂市立常盤中学校
須坂市 須坂市立日滝小学校
須坂市 須坂市立豊洲小学校
須坂市 須坂市立高甫小学校
須坂市 須坂市立須坂小学校
須坂市 須坂市立日野小学校
須坂市 須坂市立豊丘小学校
須坂市 南部地域公民館
須坂市 長野県須坂東高校第2体育館
須坂市 臥竜山公会堂
須坂市 市民体育館
須坂市 北部体育館
須坂市 須坂中央公民館
須坂市 須坂保健センター
須坂市 須坂東部保育園
須坂市 須坂保育園
須坂市 須坂日野保育園
須坂市 須坂市立高甫保育園
須坂市 須坂井上保育園
須坂市 須坂市立墨坂中学校
須坂市 須坂南部児童センター
須坂市 須坂市役所
須坂市 須坂体育施設柔道場
須坂市 須坂体育施設剣道場・空手道場
須坂市 市立須坂図書館
須坂市 須坂市蔵のまち観光交流センタ
須坂市 須坂クラシック美術館
須坂市 第1勤労者研修センタ
須坂市 須坂市文化会館メセナホール
須坂市 須坂福祉会館
須坂市 シルキービル3Fホール
須坂市 旧上高井郡役所
須坂市 笠鉾会館
須坂市 須坂市ふれあい館まゆぐら
須坂市 須坂市ふれあい館しらふじ
須坂市 須坂市世界の民俗人形博物館
須坂市 須坂市技術情報センター
須坂市 ふれあい健康センター
須坂市 豊丘活性化施設
須坂市 須坂臥竜公園避難所
須坂市 長野県須坂東高校第1体育館
須坂市 長野県須坂創成高校体育館
須坂市 長野県須坂高校小体育館
須坂市 長野県須坂高校大体育館
須坂市 長野県須坂創成高校第一大体育館
須坂市 長野県須坂創成高校第二大体育館
須坂市 須高衛生センター
須坂市 須坂豊丘地域公民館
須坂市 須坂旭ヶ丘すれあいプラザ
須坂市 須坂人権交流センター
須坂市 勤労青少年ホーム創造の家
須坂市 勤労青少年体育センター
須坂市 須坂日野地域公民館
須坂市 須坂中央児童センター
須坂市 須坂東部児童センター
須坂市 須坂北部児童センター
須坂市 第2勤労者研修センター
須坂市 須坂北旭ヶ丘保育園
須坂市 須坂千曲保育園



市区町村 建物名

須坂市 須坂豊丘保育園
須坂市 須坂仁礼保育園
須坂市 須坂相之島保育園
須坂市 老人福祉センター・くつろぎ荘
須坂市 須坂井上公民館
須坂市 須坂豊洲地域公民館
須坂市 須坂日滝地域公民館
須坂市 須坂高甫地域公民館
須坂市 峰の原高原集会所
須坂市 須坂青年の家
千曲市 北殿入農村生活センター
千曲市 杭瀬下分館
千曲市 寂蒔分館
千曲市 治田町分館
千曲市 千曲市立東小学校
千曲市 千曲市立埴生中学校
千曲市 更埴文化会館
千曲市 勤労青少年ホーム
千曲市 更埴子育て支援センター
千曲市 稲荷山児童センター
千曲市 勤労者体育センター
千曲市 あんず保育園
千曲市 東部児童センター
千曲市 新田分館
千曲市 稲荷山公民館
千曲市 桑原研修センター
千曲市 千曲市立八幡小学校
千曲市 元町分館
千曲市 屋代第1分館
千曲市 桜堂分館
千曲市 桑原東区分館
千曲市 桑原西区分館
千曲市 大池分館
千曲市 姨捨分館
千曲市 北堀分館
千曲市 桑原保育園
千曲市 雨宮保育園
千曲市 上町分館
千曲市 峯分館
千曲市 小島分館
千曲市 埴生保育園
千曲市 更埴老人福祉センター
千曲市 倉科分館
千曲市 鋳物師屋分館
千曲市 森南分館
千曲市 桑原体育館
千曲市 屋代第3分館
千曲市 千曲市立治田小学校
千曲市 森東分館
千曲市 千曲衛生施設組合
千曲市 荒町分館
千曲市 千曲市立埴生小学校
千曲市 千曲市立屋代中学校
千曲市 打沢分館
千曲市 中分館
千曲市 佐野分館
千曲市 更埴デイサービスセンター
千曲市 稲荷山デイサービスセンター
千曲市 屋代デイサービスセンター
千曲市 長野県屋代南高等学校
千曲市 杭瀬下保育園
千曲市 上八日町分館
千曲市 森下分館
千曲市 代分館



市区町村 建物名

千曲市 志川分館
千曲市 健康プラザ
千曲市 千曲市人権ふれあいセンター
千曲市 小坂分館
千曲市 辻分館
千曲市 竹林の湯
千曲市 屋代第6分館
千曲市 屋代第2分館
千曲市 新宿分館
千曲市 郡分館
千曲市 桑原中区分館
千曲市 大田原分館
千曲市 森北分館
千曲市 長野県屋代高等学校
千曲市 千曲市立屋代小学校
千曲市 屋代第4分館
千曲市 雨宮分館
千曲市 八幡児童センター
千曲市 屋代公民館
千曲市 生萱分館
千曲市 東部体育館
千曲市 ふれあい情報館
千曲市 埴生公民館
千曲市 埴生児童センター
千曲市 屋代第5分館
千曲市 屋代保育園
千曲市 雨宮転作研修センター
千曲市 更埴体育館
千曲市 八幡保育園
千曲市 稲荷山保育園
千曲市 土口分館
千曲市 屋代児童センター
千曲市 千曲市立更埴西中学校
千曲市 八幡公民館
千曲市 磯部分館
千曲市 新戸倉温泉分館
千曲市 上町分館
千曲市 今井町分館
千曲市 展望館
千曲市 千曲市立更級小学校
千曲市 上山田児童館
千曲市 更級保育園
千曲市 五加保育園
千曲市 千曲市立五加小学校
千曲市 五加児童館
千曲市 戸倉児童館
千曲市 戸倉体育館
千曲市 総合観光会館
千曲市 福井分館
千曲市 上徳間分館
千曲市 上山田子育て支援センター
千曲市 つばさ体育館(戸倉上山田中学校併設)
千曲市 上中町分館
千曲市 戸倉人権はつらつセンター
千曲市 戸倉コミュニティセンター
千曲市 上山田農業者トレーニングセンター
千曲市 中町分館
千曲市 更級児童館
千曲市 五加コミュニテイセンター
千曲市 上山田文化会館
千曲市 若宮分館
千曲市 黒彦分館
千曲市 千本柳分館
千曲市 八坂分館



市区町村 建物名

千曲市 戸倉保育園
千曲市 戸倉地域福祉センター
千曲市 新山分館
千曲市 羽尾第五区分館
千曲市 上山田保育園
千曲市 更級コミュニティセンター
千曲市 上山田デイサービスセンター
千曲市 温泉分館
千曲市 つるの湯
千曲市 柏王分館
千曲市 仙石分館
千曲市 羽尾第四区分館
千曲市 城腰分館
千曲市 千曲市立戸倉小学校
千曲市 漆原分館
千曲市 戸倉創造館
千曲市 三本木分館
千曲市 戸倉温泉分館
千曲市 中央分館
千曲市 千曲市立上山田小学校
千曲市 小船山分館
千曲市 芝原分館
千曲市 須坂分館
千曲市 内川分館
千曲市 力石支館
坂城町 村上保育園
坂城町 坂城保育園
坂城町 坂城町立坂城小学校
坂城町 坂城町立坂城中学校
坂城町 坂城町立村上小学校
坂城町 南条保育園
坂城町 坂城町老人福祉センター
坂城町 坂城町ふれあいセンター
坂城町 文化センター
坂城町 坂城町立南条小学校
小布施町 栗ガ丘幼稚園
小布施町 トレーニングセンター
小布施町 つすみ保育園
小布施町 6次産業センター
小布施町 エンゼルランドセンター
小布施町 フローラルガーデンおぶせ
小布施町 北部コミュニティーセンター・北部体育館
小布施町 松村駐車場
小布施町 小布施町立栗ガ丘小学校
小布施町 健康福祉センター
小布施町 総合体育館
小布施町 老人福祉センター
小布施町 わかば保育園
小布施町 上松川コミュニティーセンター
小布施町 小布施町立小布施中学校
小布施町 北斎ホール
高山村 ふるさとセンター
高山村 高山村高齢者交流センター
高山村 高山村牧地区農業生活改善施設
高山村 高山村ディサービスセンター
高山村 高山村保健福祉総合センター
高山村 高山村立高山中学校
高山村 たかやま保育園
高山村 高山村立高山小学校
高山村 青少年センター
高山村 駒場公民館
高山村 北部農業者トレーニングセンター
高山村 高井農業者トレーニングセンター
高山村 高井コミュニティセンター



市区町村 建物名

高山村 野外音楽堂カリヨンホール
信濃町 信濃町立信濃小中学校
信濃町 柏原保育園
信濃町 古間保育園
信濃町 富士里保育園
信濃町 柏原体育館
信濃町 古間体育館
信濃町 富士里体育館
信濃町 信濃町地域交流施設(古間支館)
信濃町 ふれあい広場いこいの家
信濃町 総合体育館
信濃町 野尻保育園
信濃町 古海体育館
信濃町 野尻湖体育館
信濃町 野尻湖支館
信濃町 信濃町公民館富士里支館
飯綱町 飯綱町立三水第二小学校
飯綱町 飯綱町民会館
飯綱町 倉井コミュニティ消防センター
飯綱町 飯綱町立三水第一小学校
飯綱町 赤東コミュニティ消防センター
飯綱町 飯綱町立牟礼東小学校
飯綱町 りんごっ子保育園
飯綱町 飯綱町立飯綱中学校
飯綱町 芋川防災センター
飯綱町 牟礼B&G海洋センター
飯綱町 福井団地コミュニティセンター
飯綱町 三水B&G海洋センター
飯綱町 飯綱町立牟礼西小学校
小川村 小川村公民館
小川村 びっくらんど小川
小川村 小川村保健センタ
小川村 アルペンドーム
小川村 小川村立小川中学校
小川村 星と緑のロマン館
小川村 サンリング
小川村 小川の湯
小川村 小川村立小川小学校
中野市 中野市立高社中学校
中野市 中野市立南宮中学校
中野市 中野市立科野小学校
中野市 中野市立平岡小学校
中野市 中野市立中野平中学校
中野市 中野市中央公民館
中野市 福祉ふれあいセンター
中野市 市民体育館
中野市 中野市屋内運動場
中野市 中野市西部公民館
中野市 中野市北部公民館
中野市 中野市農村環境改善センタ
中野市 中野市立中野小学校
中野市 中野市立長丘小学校
中野市 中野市立高丘小学校
中野市 中野市立平野小学校
中野市 中野市立日野小学校
中野市 中野市立延徳小学校
中野市 中野市立倭小学校
中野市 中野市立永田小学校
中野市 中野市立豊田中学校
中野市 中野市立豊井小学校
中野市 豊田文化センター
中野市 中野市豊田支所
中野市 永田窓口サービスステーション
中野市 旧長野県中野高等学校



市区町村 建物名

飯山市 飯山市公民館
飯山市 飯山市立秋津小学校体育館
飯山市 秋津地区活性化センター
飯山市 木島地区活性化センター
飯山市 いずみだい保育園
飯山市 須多峰介護センター
飯山市 外様地区活性化センター
飯山市 飯山市立常盤小学校体育館
飯山市 飯山市立飯山小学校体育館
飯山市 飯山女性センター未来
飯山市 飯山市立図書館
飯山市 富倉地区活性化センター
飯山市 秋津保育園
飯山市 木島保育園
飯山市 勤労者体育館
飯山市 柳原地区活性化センター
飯山市 飯山市立木島小学校体育館
飯山市 武道館
飯山市 常盤地区活性化センター
飯山市 飯山市立泉台小学校体育館
飯山市 常盤保育園
飯山市 まだらお高原山の家
飯山市 瑞穂地区活性化センター
飯山市 とがり保育園
飯山市 瑞穂保育園
飯山市 飯山市立東小学校体育館
飯山市 いいやま湯滝温泉
飯山市 森の家ターミナルハウス
飯山市 温井多目的交流センター
飯山市 飯山市立岡山小学校体育館
飯山市 しらかば保育園
飯山市 岡山地区活性化センター
飯山市 飯山市民体育館
飯山市 飯山市立城南中学校・2FIDF
飯山市 長野県飯山高等学校体育館
飯山市 トピアホール
飯山市 飯山市立城北中学校体育館
山ノ内町 よませふれあいセンター
山ノ内町 ほなみふれあいセンター
山ノ内町 山ノ内町文化センター
山ノ内町 山ノ内町立南小学校
山ノ内町 山ノ内町立山ノ内中学校
山ノ内町 よませ保育園
山ノ内町 ほなみ保育園
山ノ内町 かえで保育園
山ノ内町 山ノ内町立西小学校
山ノ内町 よませ活性化センター
山ノ内町 山ノ内町立東小学校
山ノ内町 湯田中共益会館
山ノ内町 北部公民館
山ノ内町 すがかわ保育園
山ノ内町 山ノ内町立北小学校
山ノ内町 志賀高原保育園
木島平村 木島平村若者センター
木島平村 木島平村立木島平中学校
木島平村 おひさま保育園
木島平村 西町生活改善センター
木島平村 多目的屋内運動場
木島平村 ホテルシューネスベルク
木島平村 木島平村体育館
木島平村 観光交流センター
木島平村 中村区民会館
木島平村 木島平村立木島平小学校
木島平村 山口生活改善センター



市区町村 建物名

木島平村 和栗生活改善センター
木島平村 中町生活改善センター
木島平村 農村交流館
木島平村 原大沢生活改善センター
木島平村 池の平共同センター
木島平村 大町構造改善センター
木島平村 中島観光センター
木島平村 糠千公民館
木島平村 平沢農業構造改善センター
木島平村 柳久保観光センター
木島平村 馬曲分館
木島平村 小見生活改善センター
木島平村 北鴨生活改善センター
木島平村 上千石分館
木島平村 庚生活改善センター
木島平村 創作館
木島平村 栄町生活改善センター
木島平村 部谷沢生活改善センター
木島平村 南鴨生活改善センター
木島平村 内山手すき和紙体験の家
木島平村 パノラマランド木島平
木島平村 市之割分館
木島平村 稲荷生活改善センター
木島平村 千石生活改善センター
木島平村 高石分館
野沢温泉村 七ケ巻集会所
野沢温泉村 東大滝集落センター
野沢温泉村 中尾集落センター
野沢温泉村 前坂公民館
野沢温泉村 新田生活改善センター
野沢温泉村 秋葉生活改善センター
野沢温泉村 林業センター
野沢温泉村 麻釜集会所
野沢温泉村 真湯生活改善センター
野沢温泉村 寺湯農業生活改善センター
野沢温泉村 農村婦人の家
野沢温泉村 重地原コミュニティーセンター
野沢温泉村 坪山集落センター
野沢温泉村 平林区民センター
野沢温泉村 矢垂地域防災センター
野沢温泉村 虫生集会所
野沢温泉村 のざわ子供保育園
野沢温泉村 市川交流センター
野沢温泉村 虫生活性化センター
野沢温泉村 野沢温泉村役場
野沢温泉村 野沢温泉村立野沢温泉村小学校
野沢温泉村 野沢温泉村立野沢温泉中学校
野沢温泉村 明石集会所
野沢温泉村 野沢温泉村公民館
野沢温泉村 老人福祉センター
栄村 栄村立秋山小学校
栄村 栄村東部社会体育館
栄村 栄村立栄小学校


