
＜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待避する場所として、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。
・No.が（　）書きの施設は、公共施設として常時開放している施設です。

H30.02.14

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) 福島市
岡部地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 福島市岡部字岡部地内

(6) 福島市
鳥谷野西地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 福島市鳥谷野字天神地内

(7) 福島市
郷野目地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 福島市郷野目字宝来町地内

(8) 福島市
金込町地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 福島市郷野目字向町地内

(9) 福島市
北島地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 福島市大森字北島地内

(10) 福島市
成田口地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 福島市成川字成田口地内

(11) 福島市
杵清水地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 福島市成川字杵清水地内

(12) 福島市
佐倉下地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 福島市佐倉下字紫内南地内

(13) 福島市
大鳥地下歩道
（国道399号）

地下横断歩道 福島市飯坂町中野字御荷越地内

(14) 福島市
福島駅前地下歩道
（福島飯坂線）

地下横断歩道 福島市栄町地内

(15) 福島市
福島駅前北地下歩道
（福島飯坂線）

地下横断歩道 福島市栄町地内

(16) 福島市
森合地下歩道
（福島飯坂線）

地下横断歩道 福島市森合字台ノ前地内

(17) 福島市
県庁前地下歩道
（水原福島線）

地下横断歩道 福島市杉妻町地内

(18) 福島市
あぶくま親水公園連絡通路
（岡部渡利線）

地下横断歩道 福島市岡部字上川原地内

(19) 福島市
清水地下道
（国道４号）

地下横断歩道 福島市松川町浅川字一本松地内

(20) 福島市
鳥谷野北地下道
（国道４号）

地下横断歩道 福島市鳥谷野字天神地内

(21) 福島市
舟場町地下道
（国道４号）

地下横断歩道 福島市舟場町地内

(22) 福島市
本内地下道
（国道４号）

地下横断歩道 福島市本内字北街道下地内

(23) 福島市
鎌田地下道
（国道４号）

地下横断歩道 福島市鎌田字西舟戸地内

(24) 福島市
青柳地下道
（国道４号）

地下横断歩道 福島市瀬上町字寺前地内

(25) 福島市
中央地下道
（国道４号）

地下横断歩道 福島市瀬上町字町裏地内

(26) 福島市
摺上地下道
（国道４号）

地下横断歩道 福島市瀬上町字西北川原地内

(27) 福島市
大町地下道
（国道１３号）

地下横断歩道 福島市大町地内

「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～

出入口をクリックすると

外部サイトに移動し、

地図上で確認できます

日頃から身近にある待避可能な施設を確認し、ミサイルに備えましょう。

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=10LXQ_KpdLotTT6uCuf7xJdl0717scfg5&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1D1SL1qv91Nm6EBeXliezFha0a4BTJBJ9&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jrNNNewi5jVZlv5zWiXSRMkNqEIxthjn&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1w9Z-4xU5oSS44b61f1G8M8pUL24K7f6x&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1y-DXa35ofPNpkWcEqifMwAbh_ZFK2mMZ&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Tv6PJCIMnDrtqSfwTQ9OFkOfsyzqT2JY&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1RluElKHS0kwsuh8ZwLSfhLiQWxIm_J_N&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1APvh8iqbb-4M1nGjDJd2xvfJZytwuuvo&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nSpeuS54nAubEL2OuD3roJOMAOweyQA5&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Wv0e7ERIcQj949uGmNmGmQmSgTuw14hm&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1hUP60_w-tNjyJ9jqueaBmoHHS1ISEePD&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19ugP2bGKuV6u6zB0yQ2nTNJSl1W1ME6o&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Yxk_hnZD9rkHtnIod64OxZ_cB8GnLqJy&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19j3oy2PO3VKTj7YB0UXxeGmOS5LZvJ8V&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kL_ggObLMuCEJmFGY2bEAP50hWlfZXJ3&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1NaXfjOLVehSPD2WO4ED6gJ3uqbyxpxtP&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aTjW3WbjzMEL3utTEY6pP2CewSah4a1f&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qRnRDKQpf5-dMgWHP84HJlcbmuI-6euk&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1A9lkoFSD8F1lqom8MseSicrUC_WW4PiE&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1tbSDk7vd75tOKwZQSRyErqH7jqmxB_ZY&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Pwwslk-2QYA-P5lsZyJIHVGp8SVS8sm9&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qrqk_UuDweaeA0OF8BifU-YV7sU8VR7-&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1W17rAbABBC4cmuAWXUn1WAGGDgfbJcS-&usp=sharing


県北 (28) 福島市
大町西地下歩道
（国道１３号）

地下横断歩道 福島市大町地内

(29) 福島市
本町地下道
（国道１３号）

地下横断歩道 福島市本町地内

(30) 福島市
万田地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市吉倉字万田地内

(31) 福島市
谷地北地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市仁井田字谷地北地内

(32) 福島市
下野寺地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市南中央三丁目地内

(33) 福島市
油添地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市東中央三丁目地内

(34) 福島市
御山地下道
（国道１３号）

地下横断歩道 福島市御山字中屋敷地内

(35) 福島市
勝口地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市野田町字道端地内

(36) 福島市
琵琶渕地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市南沢又字下琵琶渕地内

(37) 福島市
上古屋地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市南沢又字曲堀東地内

(38) 福島市
泉地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市泉字清水田地内

(39) 福島市
一本橋地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市泉字一本橋地内

(40) 福島市
北沢又地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市北沢又字道南地内

(41) 福島市
桜内地下歩道
（国道１３号・西道路）

地下横断歩道 福島市南矢野目字桜内地内

(42) 福島市
中野地下道
（国道１３号）

地下横断歩道 福島市飯坂町中野字栃窪地内

(43) 二本松市
日向地下歩道
（国道459号）

地下横断歩道 二本松市成田日向地内

(44) 二本松市
杉田地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 二本松市杉田町一丁目地内

(45) 伊達市
石田地下歩道
（国道115号）

地下横断歩道 伊達市霊山町石田字的場地内

(46) 伊達市
伊達中央地下道
（国道４号）

地下横断歩道 伊達市岡前地内

(47) 本宮市
荒井地下道
（国道４号）

地下横断歩道 本宮市荒井字上沢地内

(48) 本宮市
戸ノ内地下道
（国道４号）

地下横断歩道 本宮市青田字戸ノ内地内

(49) 本宮市
花掛地下道
（国道４号）

地下横断歩道 本宮市青田字花掛地内

(50) 本宮市
万世地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 本宮市本宮字万世地内

(51) 本宮市
千代田地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 本宮市本宮字千代田地内

(52) 桑折町
上郡地下道
（国道４号）

地下横断歩道 桑折町上郡字仲丸地内

(53) 桑折町
桑折横断地下歩道（桑折駅入口
地下歩道）　（国道４号）

地下横断歩道 桑折町谷地字道下地内

(54) 国見町
国見インター地下歩道
（白石国見線）

地下横断歩道 国見町小坂字前地内

55 川俣町 川俣町役場 職員通用口 川俣町字五百田３０

(56) 大玉村
東地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 大玉村大山字東地内

県中 57 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

58 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

https://drive.google.com/open?id=1i_FAbBkmJ3ED8524jsSGLH-aa3ZDr-br&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zcOlxVQPOpq6qUb7LS9TfVpKq3Z3B0FN&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16biBG-XJW_84R88I_H4S00idaaE3qeIf&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13ix1TeCLh2vD9TAwlGI9dD69siM8jC9z&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1s4iJ_A62rARO4i3_yER3jFwadZtePu_a&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lgtpfYwc-XgcGWBwi81w8Xp9SWbI4NzB&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1z5DrmEaC9d6SRuFTDhyKfTGku4fv-ZuY&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Z1EsuaFC7tOFcrVHJlxRuzpFpgpqv-jl&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1MP64rZgaLbXRuPuycbU2jehzfzhjzocu&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GvCvWWthH-R2lgCydmR_zxTByMnx2gWk&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cDJoLBTSNIxrVcQpbdicijwaWEYjUBZG&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KhpAab2HYACNAo2DZgFLl7Ed7j3UvivE&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pPLsjWTw_HjJe-fckNHuQR3yVpV8QUeE&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1JRFYAndRclIlU1Wa6Z7cM6L1R3eIoebx&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dpLg6KQDu-nNVH2-pFTfYaYsfZSjmdv4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QaW0s_-jO4IRtTxJ4FLZUXfZJkcFmtbZ&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1JPVofagyGq257BkAEQBxIfFs52gSDCBU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1seNPeBu0DqG2vKoZT-H9gbyX1YO_IQlz&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KL-1nNb8f0tMxW8cGo3AybEkmy4k8Nz5&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=156ASmeA_eobY6QfbrhhViToswkx9Xk6Z&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1itcf5DQ397ZwD2OI4zuq8x5OireBLEZd&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1EQ1Bbmh82hFkbXFXrijmUw_WN3on43uX&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lJ7F286eP8zMI8GsAni-tHcEvHEFXpcy&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1C1rULCt4ihTmL27OrDgAGEl6blxJeCbi&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jEdIpkL8I8ClLBXdkGdU-YDOuT6zJhaa&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rbL5Wal8fR5fljg3uzZWfd3lCdrav_a0&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1A0k21Iy0pAro3pLmc2SMf9qLR1GgfLu7&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1sqaxWptz2GN7SeRo72IVB-f7qFOYzZwB&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wpZGprYtlM0ecNn15XmB1YOLPBItpUwn&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WRqjsDlfFz9ndmbqEFqp6KLqFBU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18WgEtGxJNPE3ak1lTAt8GGX6XS0&usp=sharing


県中 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

60 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

61 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

62 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

郡山市 郡山市役所 本庁舎　東口（警備室前）

本庁舎　正面玄関

西庁舎　北西入口（警備室前）

西庁舎　正面玄関

64 郡山市 磐梯熱海アイスアリーナ 正面玄関 熱海町玉川字反田１番地の１

65 郡山市 郡山ユラックス熱海 正面玄関 熱海町熱海二丁目148番地の２

66 郡山市 上下水道局 局庁舎東側出入口 豊田町1番5号

(67) 郡山市
郡山中央地下歩道
（郡山停車場線）

地下横断歩道 郡山市清水台二丁目地内

(68) 郡山市
堂前地下横断歩道金透こみち
（郡山停車場線）

地下横断歩道 郡山市堂前町地内

(69) 郡山市 ゆうゆう地下道 地下歩道 向河原町　地内

(70) 郡山市 堂前地下道 地下横断歩道 堂前町　地内

(71) 郡山市 緑ヶ丘地下道 地下横断歩道 緑ヶ丘東三丁目　地内

(72) 郡山市 ビッグパレット裏地下歩道 地下歩道 南二丁目　地内

(73) 郡山市
南向地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市安積町笹川地内

(74) 郡山市
南赤坂地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市安積町荒井南赤坂地内

(75) 郡山市
麦清水地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市安積町荒井麦清水地内

(76) 郡山市
柴宮第一地下横断歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市安積町字柴宮東地内

(77) 郡山市
柴宮地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市安積町字大久保地内

(78) 郡山市
久留米地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市大槻町字仁池向地内

(79) 郡山市
台新地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市台新二丁目地内

(80) 郡山市
静町地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市静町地内

(81) 郡山市
大成地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市鳴神二丁目地内

(82) 郡山市
亀田地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市字亀田西地内

(83) 郡山市
下亀田地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市富田町字中亀田地内

(84) 郡山市
新日和田地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市日和田町字西中島地内

(85) 郡山市
北俣地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 郡山市日和田字北俣地内

(86) 郡山市
五百渕地下道
（国道４９号）

地下横断歩道 郡山市字山崎地内

(87) 郡山市
富田地下歩道
（国道４９号）

地下横断歩道 郡山市富田町地内

(88) 郡山市
富田東地下道
（国道４９号）

地下横断歩道 郡山市富田町字権現林地内

(89) 郡山市
富田中央地下道
（国道４９号）

地下横断歩道 郡山市富田町字権現林地内

(90) 郡山市
富田西地下道
（国道４９号）

地下横断歩道 郡山市富田町字権現林地内

63

郡山市朝日一丁目２３番７号

郡山市朝日一丁目２３番７号

59

https://drive.google.com/open?id=1yqf9lvr2h8lSyI1dw34xmlH3Tfk&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yqf9lvr2h8lSyI1dw34xmlH3Tfk&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1okAzuGN8mLs2F90QDoTM0avMzh4BuZR5&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qfANfTjcf76IVygEZNv93ST8wke1sKr0&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14P9Y2w_ot1Gemkhb32-rJfYFj0ez2770&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1grDe0M_5EgF3UZ8WbgwBDOw21ZmRbfX9&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cjCTWuKAB5gd4rPlu51RXOMOEjEXcRO3&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zvpkVtS0vqOuliTrNkrhlVsRNQWCLqhg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-M6IVYuQZjvo_ZcaVT-81fBCTaGpl-M-&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZpVruHskRJ-70t7LcMwWvQXCvKbhKl0K&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UnGdF6FXXnllVAvrxZ3P6rANqrukJteq&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-WCv-iQo_U2bU-uohw1pIToj7T7C1faj&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GuSu-9T20zYfBHwDMW30LcRWht1BrMAK&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1MstSuKCY6XUA_IHEHfjfyS6Fhcngh59w&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1B6W9PHjDNWjzZaH3HYMhi8GbgpyOiUmp&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1n9FEleyKNsvrL4CllcGgBDF7XGiR8ror&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mZEa15FaqAYj1SEZLgGRvMKqstQUJDCP&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11shsyT9lTd7kO2dolF7BUiCy9BgMLKxb&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qnptu6DWNYYfzWmyU6ZgvBRa7kFuEwaS&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CkBFmbdchbZqbRuwstyGXiWavMYgxvZX&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17B70awFiaQ4GdlaFs-XdjTh7128jchiL&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1och_93J52gCpG0Eg0QmKZI28ULaplNED&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KMBeq6ID3q4ZoYxqpFpAxktk9ElGTCF5&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1P6UuwQBZzScwfOHfuRT8DwnUXX4gb1IC&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SwmUvhP2qgXpHLKT2E0BorfkG63FAPrK&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1o_DU1Gg3tHpa62RF5x8RpNs0g3QoPAfx&usp=sharing


県中 (91) 郡山市
下尾池地下歩道
（国道４９号）

地下横断歩道 郡山市喜久田町字権現林地内

(92) 郡山市
二渡地下歩道
（国道４９号）

地下横断歩道 郡山市熱海町高玉字二渡地内

(93) 須賀川市
旭ヶ岡地下道
（国道４号）

地下横断歩道 須賀川市八幡山地内

(94) 須賀川市
大黒地区地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 須賀川市大黒町地内

(95) 須賀川市
山寺地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 須賀川市西川字陣場町山寺地内

(96) 須賀川市
池下地下横断歩道
（国道４号）

地下横断歩道 須賀川市池下地内

(97) 須賀川市
十貫内地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 須賀川市大字仁井田地内

98 田村市 田村市役所 北エントランス 田村市船引町船引字畑添76-2

(99) 鏡石町
鏡石町役場入口地下道
（国道４号）

地下横断歩道 鏡石町不時沼地内

(100) 鏡石町
不時沼地下歩道
（国道４号）

地下横断歩道 鏡石町不時沼地内

101 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

102 三春町 三春合同庁舎 職員通用口 三春町熊耳字荒井１７６－５

103 三春町 三春町役場 職員通用口 三春町字大町1-2

104 三春町 三春町福祉会館 職員通用口 三春町字南町１

県南 105 白河市 白河合同庁舎 正面玄関 白河市昭和町２６９

106 白河市 白河市役所 本庁舎　地下玄関 白河市八幡小路7番地1

(107) 白河市
真舟地下歩道
（国道289号）

地下横断歩道 白河市字南真舟地内

(108) 白河市
立石地下道
（国道289号）

地下横断歩道 白河市字立石地内

(109) 白河市
高山地下歩道
（国道289号）

地下横断歩道 白河市字高山地内

(110) 白河市
昭和町地下歩道
（白河羽鳥線）

地下横断歩道 白河市字昭和町地内

(111) 白河市
和尚壇地下横断歩道
（国道４号）

地下横断歩道 白河市字和尚壇山地内

112 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

113 西郷村 西郷村役場 正面玄関 西郷村大字熊倉字折口原40

(114) 西郷村
西郷地下横断歩道（小田倉小学
校前地下歩道）　（国道４号）

地下横断歩道 西郷村字小田倉原地内

115 矢吹町 福島県立矢吹病院　 正面玄関 矢吹町滝八幡100

(116) 矢吹町
やぶき大橋地下道
（棚倉矢吹線）

地下横断歩道 矢吹町八幡町地内

(117) 矢吹町
しんまち地下歩道
（棚倉矢吹線）

地下横断歩道 矢吹町新町地内

118 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 119 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

120 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

(121) 会津若松市
飯寺地下歩道
（国道118号）

地下横断歩道 会津若松市門田町地内

(122) 会津若松市
駅前地下歩道
（国道118号）

地下横断歩道 会津若松市駅前町地内

(123) 会津若松市
町北町地下歩道
（国道121号）

地下横断歩道 会津若松市町北町地内

(124) 会津若松市
八田地下歩道
（会津若松裏磐梯線）

地下横断歩道 会津若松市河東町八田地内

https://drive.google.com/open?id=1BXEcfot-dWH4WGFcAOd0wRn5mxAOW1ZP&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Boc3upmjEX_RkJY176YZ4cEJ_pnwfSLw&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UaYRdTueykHAgGClCDbXBzQUQfk6xbDj&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1vvPDewJjcQ1cHVzw2exBccswuzK-8Mjp&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11zvAiuP71HLMoGTMXvreSC9Ua4PJtJR-&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15xKpPgxu7CAB3JNf1UlMZTwHydagocMy&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Mz7_yng21dEUdc63IUElz-DDBoQ69YA1&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dPGYCHuAKTH5B5eJO3G4Z7Vv8gcmvwgZ&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1i_PQEtLkHKxBPOnU5kY6OdvUK4ptVN4C&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KbiMYGZIAkmSIe5gzW7A3UVZKgZ-iD5Z&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=172OVqFxfvEjisCi2U7Spd0d-b8qzgjn4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ztx6hwr1SmkPALJ5y1Hwp_UOqiy_wv3E&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iJCPc2urRC1uGzi-Dvidl8tGZHlI0GUG&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WnceFyFmaHpxTe9v6nXjuuEUreXG61Ew&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qa7ie3gGju1AdD0qGudqIOdSrqS_ufuO&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QRYktO7q_sR2qh1hqXFJL0aoySoHkL_b&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17cwdfMAlyTR4YwCh0AhIWbUsT9Cle8PL&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1O50Kp6praaqVwP-KoupCCQV1blg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1XQK6Ovt4GUf4iipmnt8FcL9bj677HqA_&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=105YYug85IEPLd1DimhXUXlUZ75g6bjch&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wl6BB-i_oAAw-hCd2Zkfd3WhfAU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1h0ktnh8VD8xBo3SRTysiV0B4ANrLiQtV&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15CmHmepBxiSqE_Xo41JKZb0vZIm5v1Hl&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Lui1hIRVcC2UTX31UFAwBgZeCaWGk0zD&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZNGtHMMNZz1aQ5iNUZWopoxQBGYtV60N&usp=sharing


会津 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

126 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

127 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 

128 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

129 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 

130 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

(131) 猪苗代町
天満宮地下歩道
（国道４９号）

地下横断歩道 猪苗代町大字中小松字小平潟地内

(132) 猪苗代町
三ツ和地下横断歩道
（国道４９号）

地下横断歩道 猪苗代町大字三ツ和字波々帰目地内

(133) 会津坂下町
古坂下地下歩道
（国道４９号）

地下横断歩道 河沼郡会津坂下町福原地内

(134) 会津坂下町
新富町地下横断歩道
（国道４９号）

地下横断歩道 河沼郡会津坂下町地内

(135) 会津坂下町
坂本地下横断歩道
（国道４９号）

地下横断歩道 河沼郡会津坂下町坂本地内

136 柳津町 柳津町役場 職員玄関 柳津町大字柳津字下平乙234番地

137 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

(138) 三島町
桑原地下歩道
（国道252号）

地下横断歩道 三島町大登地内

南会津 139 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

140 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

相双 (141) 相馬市
松ヶ江地下道
（国道６号）

地下横断歩道 相馬市尾浜字細田

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

144 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

145 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

146 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

147 南相馬市 南相馬市役所 正面玄関 南相馬市原町区本町二丁目２７

(148) 南相馬市
大甕地下道
（国道６号）

地下横断歩道 南相馬市大甕字鶴蒔

(149) 南相馬市
雫地下道
（国道６号）

地下横断歩道 南相馬市雫字搭場下

(150) 南相馬市
高見地下道
（国道６号）

地下横断歩道 南相馬市高見町二丁目

(151) 南相馬市
千倉地下横断歩道
（国道６号）

地下横断歩道 南相馬市鹿島区鹿島字北千倉

152 広野町 広野町役場 正面玄関 広野町下北迫字苗代替35

(153) 広野町
浅見川地下道
（国道６号）

地下横断歩道 広野町上浅見川字桜田

(154) 広野町
下北迫地下道
（国道６号）

地下横断歩道 広野町下北迫字苗代替

142

143

125

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=1pEYEc0MVz44IVph3T-mpuwXDtks2ZHlK&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PZsX5mCrvLZiHbuuYWXtUOa1XgTJchho&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FM6ctuepZRiDjVCCN_PbAMpNNtkZuvKD&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FUEuvpbdIvPYU1b2uOdvNtj_7dj0vp7L&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nTFGgaKb10U7Q_mrrYnscu54bmqKmqEH&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1m2it42pLuZ04nepli53Hl3CTfBnvaozG&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1O2eRGta8JDyfMNv5N0mjywooVRxxaubp&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1edSQ6QgkG9MvF5sNc3CF-q8JSH8&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DfsPeItMVRGzAedIqJi-caC3AnDsnpOF&usp=sharing
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=1o6n1AP67vRtWj8MMnj_aPv8_NYTZqX44&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Hl3eamgLqIqnKnxShGWUWOh6NK7PoI_e&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1I6CD9ERozO-xZnQB1lc-ETo05XgciZMb&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1RZb42_1O1Rw_M4qdmjXqYej6bYpZM5Gc&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZH1fem00uhdmMgLPLYyJszL0uA0&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1oI5RqPOEyE3laKoWAhBLNqGzmmY-Pnd_&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LHxFcxii60rgV9rIZdG_elnoXbJrHDO9&usp=sharing


相双 (155) 楢葉町
楢葉地下道
（国道６号）

地下横断歩道 楢葉町大谷字鐘突堂

(156) 富岡町
小浜地下道
（国道６号）

地下横断歩道 富岡町小浜字釜田

(157) 浪江町
浪江第一地下道
（国道６号）

地下横断歩道 浪江町幾世橋字田中前

(158) 浪江町
浪江地下道
（国道６号）

地下横断歩道 浪江町幾世橋字知命寺

(159) 新地町
新地横断地下道
（国道６号）

地下横断歩道 新地町谷地小屋字新地

(160) 新地町
新地地下道
（国道６号）

地下横断歩道 新地町福田字渋田

いわき 161 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

162 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

163 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

164 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

165 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

166 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

167 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

168 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

169 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

170 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

(171) いわき市
斑堂地下歩道
（いわき石川線）

地下横断歩道 いわき市常磐藤原町別所地内

(172) いわき市
永崎１号地下歩道
（小名浜四倉線）

地下横断歩道 いわき市永崎大平地内

(173) いわき市
永崎２号地下歩道
（小名浜四倉線）

地下横断歩道 いわき市永崎川畑地内

(174) いわき市
永崎３号地下歩道
（小名浜四倉線）

地下横断歩道 いわき市永崎川畑地内

(175) いわき市
上矢田地下歩道
（小名浜平線）

地下横断歩道 いわき市常磐上矢田町地内

(176) いわき市
郷ヶ丘地下歩道
（小名浜平線）

地下横断歩道 いわき市郷ヶ丘一丁目地内

(177) いわき市
諏訪下地下歩道
（小名浜平線）

地下横断歩道 いわき市平下荒川地内

(178) いわき市
走熊地下歩道
（小名浜平線、江名常磐線）

地下横断歩道 いわき市鹿島町走熊地内

(179) いわき市
滝ノ沢地下道
（国道４９号）

地下横断歩道 いわき市平上荒川字草木

(180) いわき市
勿来地下横断歩道
（国道６号）

地下横断歩道 いわき市勿来町九面字浜田

(181) いわき市
大町地下道
（国道６号）

地下横断歩道 いわき市平十五町目

※　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。多少のずれはご了承ください。）

https://drive.google.com/open?id=1xFQGkwwrcHGNeuFuTFBjTndgWMnaDB4h&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pL00N-yoiLoHvGaoCI730SpPKRpQ1_hX&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1quMc-zB_aRibcPr0ACYli9Eo93nh6rc4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PSxcogsAugVTcby8NSVwdwmBAwVZTWaj&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Oz8DOWaFqxDTmpjF7-9gmkoYJ_qWsp0d&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1O_k9KNDqtvLbEXR9tnX7FSozzOWwBGbd&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
https://drive.google.com/open?id=1y87pJe6tN3yc67FFqGbJAT28tn_OTbkU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KD2ULgPIwD-gPSCnaPd7syeJcVLA_R1V&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jy10-RObHOqhSQNc3iVMagmtFMnr10zv&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Za1l-N54pxaJ--ODRwlCdN7s6AkanyM_&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19AgWOQX0kZnNG2oC3En3w6eKSTnABA9w&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Rw_UTkafuvUBNwtxkb3eLOM1Wv7gG3eh&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dlok0ywXf0Abr9DWMWoPOYOdq-MFds2-&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1caKIxga5tyUstd8HpfTB6le7E2p7WgTO&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1TLkUzvNeK7stJu-37hxupiufv8h6kcI2&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=189WxImxPIW3ImixISqffBFs1m9UhbZKc&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1vxEi2jkPC5luxbFl30ocYtHFulePCvDY&usp=sharing

