
(お知らせ) 

２ ０ １ ８ 年 ７ 月 9 日 
東日本電信電話株式会社 
長 野 支 店 

災害時用公衆電話(特設公衆電話)のサービス終了について (7月9日 11時00分現在) 

  

 このたびの前線停滞に伴う大雨により、長野県内の一部の地域に設置されていた以下の避難所は閉鎖 

されました。これに伴い、各避難所に開設されていた特設公衆電話(無料)の利用環境は終了いたしました。 

 詳しくは各避難所および自治体へお問い合わせください。 

 ■特設公衆電話 
 
 ○駒ヶ根市エリア  
   ・設置場所  中沢支所・公民館 (駒ヶ根市中沢4036-1)      7月7日11:00 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
 ○飯田市エリア 
   ・設置場所  大瀬木コミュニティーセンタ (飯田市大瀬木992-1)   7月6日10:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  下殿岡公会堂 (飯田市下殿岡327)          7月7日  8:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  橘北公民館 (飯田市江戸町2-292-8）        7月7日 9:13 閉鎖 
   ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  川路三区集会所 (飯田市川路1974-1)        7月6日 8:00 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  羽場中央公会堂 (飯田市羽場町2-14-10)      7月7日 9:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  山本公民館 (飯田市山本3378)                        7月7日10:00 閉鎖 
   ・設置台数  １台 
     

   ・設置場所   箱川郷づくり研修センタ (飯田市箱川571-1）     7月7日 9:30 閉鎖    
    ・設置台数  １台 
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 ○飯田市エリア(続き) 
 
   ・設置場所  二ツ山集会所 (飯田市山本358-3)                         7月7日 9:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  東平コミュニティ消防センタ (飯田市山本1659)        7月7日 9:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  杵原多目的ホール (飯田市竹佐377-1)           7月7日 6:45 閉鎖 
   ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  上村コミュニティセンタ (飯田市上村607)            7月6日15:00 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  下栗総合交流会館 (飯田市上村1152)            7月6日11:00 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  黒田研修センタ (飯田市上郷黒田1302-1)         7月7日 9:40 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  丸山公民館 (飯田市今宮町4-5610-2)            7月7日 9:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
      ・設置場所  座光寺公民館[自治振興センタ]（飯田市座光寺2535） 7月7日 9:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  木沢地区公民館 (飯田市南信濃木沢788)         7月7日10:45 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  名古熊公民館 (飯田市鼎名古熊1350)           7月7日 9:30 閉鎖 
   ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  八重河内地区館 (飯田市南信濃八重河内575-2)      7月7日10:45 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  飯沼南自治会館 (飯田市上郷飯沼2361-1)        7月7日 9:40 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  程野区民センタ (飯田市上村102-2)              7月6日11:00 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  切石会館 (飯田市鼎切石4492)                7月7日 9:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
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 ○飯田市エリア(続き) 
 
   ・設置場所  上山区民センタ (飯田市鼎上山2959-1)                        7月7日 9:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  下山区民センタ (飯田市鼎下山833)               7月6日21:00 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
      ・設置場所  Ｂ&G海洋センター体育館 (飯田市南信濃八重河内204-1) 7月7日10:45 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  南信濃自治振興センター (飯田市南信濃和田2596-3)    7月7日10:45 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
 
 ○長野市エリア 
 
   ・設置場所  S235中条会館 (長野市中条2625-1)              7月7日 9:40 閉鎖 
   ・設置台数  １台 
 
 
 ○木曽郡大桑村エリア 
 
   ・設置場所  須原地区館 (木曽郡大桑村大字須原962-2)         7月9日 8:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
 
 ○木曽郡南木曽町エリア 
 
   ・設置場所  十二兼集会所 (南木曽町読書5272-1)             7月7日 6:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  川向集会所 (南木曽町読書2797-5)                           7月6日 6:30 閉鎖 
   ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  南木曽デイサービスセンター (南木曽町田立143-1)        7月6日 6:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  田立分館 (南木曽町田立1381-2)                              7月6日 6:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  南木曽会館 (南木曽町吾妻52-4)                               7月6日 6:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  天白集会所 (南木曽町読書2937-37)                         7月6日 6:30 閉鎖 
      ・設置台数  １台 

3/5 



  

○木曽郡南木曽町エリア(続き) 
 
    ・設置場所  北部分館 (南木曽町読書2487-2)          7月7日 6:30 閉鎖   
      ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  三留野分館 (南木曽町読書3772-1)        7月7日 6:30 閉鎖   
      ・設置台数  １台 
 
○下伊那郡天龍村エリア 
 
   ・設置場所  天龍村  村民体育館 (天龍村平岡1105)    7月7日10:20 閉鎖   
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  梨畑集会施設 (天龍村神原5627-1)        7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  老人福祉センター (天龍村平岡876-2)        7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  鶯巣梅の里ふれあい館 (天龍村平岡1646-1)      7月7日10:20 閉鎖  
   ・設置台数  １台 
 
      ・設置場所  文化センターなんでも館 (天龍村平岡1234-2)   7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
    ・設置場所  福島集会施設 (天龍村神原1051-1)        7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  天龍保育所 (天龍村平岡618)            7月7日10:20 閉鎖  
   ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  天龍小学校 (天龍村平岡475-1)           7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  中井侍集会施設 (天龍村平岡2312-3）        7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
      ・設置場所  大久那集会施設 (天龍村神原360)         7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  大河内集会施設 (天龍村神原4898)        7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
      ・設置場所  折立集会施設 (天龍村平岡131-2)         7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
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○下伊那郡天龍村エリア (続き) 
 
   ・設置場所  清水集会施設 (天龍村平岡342-3)            7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
    ・設置場所  上平集会施設 (天龍村平岡2442-2)           7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
      ・設置場所  松島集会施設 (天龍村長島324-1)            7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  坂部文化伝承館 (天龍村神原2067-2)          7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
  
   ・設置場所  向方老人憩いの家 (天龍村神原3892)          7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  戸口集会施設 (天龍村神原3327-2)           7月7日10:20 閉鎖  
   ・設置台数  １台 
 
      ・設置場所  岡本集会施設 (天龍村平岡961-4)            7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
    ・設置場所  ふれあいプラザ （天龍村平岡615-1)             7月7日10:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  ふれあいステーション龍泉閣 (天龍村平岡1280-4)    7月7日10:20 閉鎖  
   ・設置台数  １台 
 
 
○下伊那郡阿南町エリア 
 
   ・設置場所  和合会館 (阿南町和合919)                 7月7日13:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
   ・設置場所  新野ふれあい館 (阿南町新野1492)            7月7日13:20 閉鎖  
   ・設置台数  １台 
 
      ・設置場所  富草老人福祉センター (阿南町富草4216)        7月7日13:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
 
    ・設置場所  町民会館 (阿南町西城2333-1)              7月7日13:20 閉鎖  
      ・設置台数  １台 
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