
№ 施設名 場所 住所 電話番号 地区
1 京都府舞鶴総合庁舎 １階府民ホール内 舞鶴市字浜2020 0773-62-2500 東

2 東舞鶴高等学校 第一体育館玄関 舞鶴市字泉源寺766 0773-62-5510 東

3 東舞鶴高等学校浮島分校 事務室 舞鶴市字溝尻150-13 0773-62-0536 東

4 舞鶴支援学校行永分校 保健室前 舞鶴市字行永2510-17 0773-63-6700 東

5 舞鶴市役所 １階市民ホール 舞鶴市字北吸1044 0773-62-2300 東

6 舞鶴総合文化会館 事務所前 舞鶴市字浜2021 0773-64-0880 東

7 大浦会館 玄関ホール 舞鶴市字中田459 0773-68-2010 東

8 舞鶴市立東公民館 舞鶴市総合文化会館内小ホール前 舞鶴市字浜2021 0773-62-1237 東

9 舞鶴市立南公民館 ホール 舞鶴市字森1005-3 0773-62-0288 東

10 舞鶴市立東図書館 玄関ホール 舞鶴市字溝尻25 0773-62-0190 東

11 舞鶴市立東体育館 玄関ホール 舞鶴市字北吸1054 0773-66-1061 東

12 東舞鶴運動公園 管理棟玄関入口 舞鶴市字森 0773-63-7643 東

13 舞鶴親海公園（レストラン エムズデリ） 事務所内 舞鶴市字千歳897-1 0773-68-1663 東

14 文庫山学園 玄関ホール 舞鶴市字北吸1049-1 0773-64-4060 東

15 南デイサービスセンター 玄関ホール 舞鶴市字行永1090-30 0773-63-0951 東

16 安岡園 医務室入口横 舞鶴市字安岡1076-1 0773-62-1326 東

17 商工観光センター １階ホール 舞鶴市字浜66 0773-64-6800 東

18 青葉山ろく公園 第１管理棟医務室内 舞鶴市字岡安 0773-64-5454 東

19 赤れんが博物館 １階休憩コーナー 舞鶴市字浜2011 0773-66-1095 東

20 引揚記念館 玄関ホール 舞鶴市字平1584 0773-68-0836 東

21 ふるるＦＡＲＭ 事務室入口横 舞鶴市字瀬崎60 0773-68-0233 東

22 朝来小学校 児童玄関 舞鶴市字朝来中545-1 0773-62-0813 東

23 大浦小学校 職員玄関 舞鶴市字平1583 0773-68-0002 東

24 倉梯小学校 南舎１階教室内 舞鶴市字行永291 0773-62-0183 東

25 倉梯第二小学校 保健室前 舞鶴市字行永7 0773-63-5256 東

26 志楽小学校 職員玄関 舞鶴市字小倉60 0773-62-4690 東

27 新舞鶴小学校 職員玄関 舞鶴市字溝尻1200-4 0773-62-4643 東

28 三笠小学校 職員玄関 舞鶴市桃山町15-1 0773-62-0538 東

29 与保呂小学校 教室棟１階廊下 舞鶴市字与保呂48 0773-62-0194 東

30 青葉中学校 職員室内 舞鶴市字行永1810 0773-62-4612 東

31 白糸中学校 １階生徒ホール横（ＥＶ前） 舞鶴市字浜840 0773-62-3563 東

32 若浦中学校 職員玄関 舞鶴市字大波下18 0773-64-0800 東

33 舞鶴市子育て交流施設（あそびあむ） 玄関 舞鶴市字浜2022 0773-65-5050 東

34 うみべのもり保育所 職員室 舞鶴市字浜2022 0773-62-0464 東

35 前島埠頭テニスコート 管理棟玄関 舞鶴市字浜2025-1 設置なし 東

36 舞鶴市清掃事務所 事務所 舞鶴市字森1515 0773-63-1614 東

37 舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 玄関ホール 舞鶴市字浜1546-3 0773-64-3686 東

38 舞鶴市リサイクルプラザ 事務所 舞鶴市字森65-2 0773-64-7222 東

39 北浜市民交流センター 玄関 舞鶴市北浜町20-7 0773-63-6141 東

40 市場市民交流センター 玄関 舞鶴市字市場211-7 0773-63-9970 東

41 舞鶴市立中総合会館（中央公民館） 玄関ホール左側 舞鶴市字余部下1167 0773-62-0400 中

42 身体障害者福祉センター 玄関ホール 舞鶴市字余部下1183-9 0773-63-3008 中

43 舞鶴市立中保育所 １階職員室 舞鶴市字余部下1063 0773-62-0292 中

44 中舞鶴小学校 職員玄関 舞鶴市字余部上120 0773-62-3656 中

45 和田中学校 事務室内 舞鶴市字和田640-4 0773-62-0570 中

46 長浜市民交流センター 玄関 舞鶴市字長浜872-1 0773-64-2585 中

47 荒田市民交流センター 玄関 舞鶴市字余部下43-15 0773-64-2586 中
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№ 施設名 場所 住所 電話番号 地区
48 中丹東保健所 １階ホール 舞鶴市字倉谷1350-23 0773-75-0805 西

49 舞鶴勤労者福祉会館 １階事務室内 舞鶴市字南田辺小字二ノ丸1 0773-77-1212 西

50 西舞鶴高等学校 玄関（来客・職員用） 舞鶴市字引土145 0773-75-3131 西

51 盲聾学校舞鶴分校 正面玄関 舞鶴市字南田辺83 0773-75-1094 西

52 舞鶴支援学校 管理棟１階玄関付近 舞鶴市字堀4-1 0773-78-3133 西

53 舞鶴市役所西支所 玄関ホール 舞鶴市字南田辺1 0773-75-2250 西

54 舞鶴市役所加佐分室（加佐公民館） 事務室入口 舞鶴市字志高1005 0773-83-0014 西

55 城南会館 玄関ホール 舞鶴市字女布406-3 0773-78-1800 西

56 舞鶴市立西図書館 玄関ホール 舞鶴市字円満寺100-8 0773-75-5406 西

57 舞鶴文化公園体育館 事務室入口横 舞鶴市字上安久420 0773-77-1850 西

58 由良川学園 玄関ロビー 舞鶴市字八田962 0773-82-1920 西

59 西駅交流センター ２階ＪＲ改札前 舞鶴市字伊佐津213-8 0773-78-9300 西

60 西市民プラザ 事務所前 舞鶴市字円満寺158-6 0773-77-0086 西

61 大庄屋 上野家 長屋の地場産品直販所内 舞鶴市字西方寺285 0773-83-1300 西

62 五老スカイタワー 玄関ホール事務室横 舞鶴市字上安237 0773-66-2582 西

63 舞鶴市立西乳児保育所 １階職員室 舞鶴市字円満寺100-3 0773-76-0573 西

64 舞鶴市立舞鶴幼稚園 １階職員室 舞鶴市字円満寺100-4 0773-75-0525 西

65 明倫小学校 １階事務室前廊下 舞鶴市字北田辺128-1 0773-75-1225 西

66 吉原小学校 児童玄関 舞鶴市字東吉原613 0773-75-0334 西

67 余内小学校 職員玄関 舞鶴市字倉谷30 0773-75-0379 西

68 池内小学校 本館１階廊下 舞鶴市字布敷120-1 0773-75-1242 西

69 中筋小学校 職員玄関 舞鶴市字公文名490 0773-75-0372 西

70 福井小学校 職員玄関 舞鶴市字下福井702-1 0773-75-0539 西

71 高野小学校 職員玄関 舞鶴市高野台1-1 0773-75-0768 西

72 岡田小学校 職員玄関 舞鶴市字久田美930 0773-82-0024 西

73 由良川小学校 職員玄関 舞鶴市字丸田74 0773-82-0013 西

74 城南中学校 職員玄関 舞鶴市字京田30 0773-75-0137 西

75 城北中学校 職員玄関 舞鶴市字南田辺128 0773-75-0158 西

76 加佐中学校 職員室前廊下 舞鶴市字岡田由里20 0773-83-0004 西

77 舞鶴税務署 ２階総務課 舞鶴市字上安久240 0773-75-0801 西

78 神崎（海水浴管理棟） １階玄関（夏季のみ） 舞鶴市字西神崎933 設置なし 西

79 文化公園プール管理棟 管理棟玄関ホール 舞鶴市字上安久420 0773-75-8960 西

80 福来市民交流センター 玄関 舞鶴市字福来383 0773-76-5173 西

81 舞鶴市民病院 2階・3階ナースステーション 舞鶴市字倉谷1350-1 0773-60-9020 西


