
令和４年４月１日／高岡市危機管理課

整理番号 名称 識別信号 設置場所等

1 防災二上院内 ぼうさいふたがみいんない 二上町87-1（二上浄化センター）

2 防災二上谷内 ぼうさいふたがみやち 二上町450-2（旧まなび交流館ポンプ場）

3 防災上二上 ぼうさいかみふたがみ 二上2323-2

4 防災下二上公民館 ぼうさいしもふたがみこうみんかん 二上町178-6（下二上公民館）

5 防災二上公民館 ぼうさいふたがみこうみんかん 守護町2-377-2（高岡市立二上公民館）

6 防災万葉小学校 ぼうさいまんようしょうがっこう 二上町1100（高岡市立万葉小学校敷地）

7 防災東海老坂公民館 ぼうさいひがしえびさかこうみんかん 東海老坂831

8 防災香住町児童遊園 ぼうさいかすみちょうじどうゆうえん 西海老坂字腰前827-7

9 防災守山公民館 ぼうさいもりやまこうみんかん 守山130

10 防災五十里第三公園 ぼうさいいかりだいさんこうえん 五十里東町200

11 防災守山第一公園 ぼうさいもりやまだいいちこうえん 五十里西町107

12 防災五十里 ぼうさいいかり 五十里4860-1

13 防災板屋公民館 ぼうさいいたやこうみんかん 五十里2534

14 防災宮中新公園 ぼうさいみやなかしんこうえん 吉久2-2684-1（宮中新公園）

15 防災富岡町児童遊園 ぼうさいとみおかちょうじどうゆうえん 富岡866-3（富岡町児童遊園）

16 防災新吉久駅東側公園 ぼうさいしんよしひさえきひがしがわこうえん 吉久2-2534-1

17 防災能町ガクシ公園 ぼうさいのうまちがくしこうえん 能町1943（能町ガクシ公園）

18 防災荒屋敷公園（再送信子局） ぼうさいあらやしきこうえん 荒屋敷75-12（荒屋敷公園）

19 防災柴野 ぼうさいしばの 柴野3525

20 防災石堤小学校 ぼうさいいしつつみしょうがっこう 石堤452-2（旧石堤小学校）

21 防災六日市公民館 ぼうさいむいかいちこうみんかん 石堤157-2（六日市公民館）

22 防災石堤 ぼうさいいしつつみ 石堤573（浅井神社境内）

23 防災谷内公民館 ぼうさいやちこうみんかん 石堤792-1（谷内公民館）

24 防災谷内向 ぼうさいやちむかい 国吉3174

25 防災境公民館 ぼうさいさかいこうみんかん 境701（境公民館）

26 防災西広谷小学校 ぼうさいにしひろたにしょうがっこう 西広谷249（高岡市埋蔵文化財センター）

27 防災山川会館 ぼうさいやまかわかいかん 山川483（山川会館）

28 防災勝木原会館（再々送信子局） ぼうさいのでわらかいかん 勝木原734（勝木原会館）

29 防災頭川児童公園 ぼうさいずかわじどうこうえん 頭川2627（頭川児童公園）

30 防災国吉 ぼうさいくによし 国吉3014-1

31 防災岩坪 ぼうさいいわつぼ 岩坪890-1（岩坪白山神社境内）

32 防災佐加野 ぼうさいさがの 佐加野1547-2（ＪＡ高岡国吉支店駐車場）

33 防災国吉小学校 ぼうさいくによししょうがっこう 国吉1016（国吉義務教育学校前期課程）

34 防災手洗野公民館 ぼうさいたらいのこうみんかん 手洗野1569-1（手洗野公民館）

35 防災月野谷公民館 ぼうさいつきのやこうみんかん 国吉1368（月野谷公民館）

36 防災佐加野新町公園 ぼうさいさがのしんまちこうえん 佐加野新町1000-1（佐加野新町公園）

37 防災八口公民館 ぼうさいやつくちこうみんかん 八口54-2（八口公民館）

38 防災四日市 ぼうさいよっかいち 四日市109-21（四日市公園）

39 防災下牧野 ぼうさいしもまきの 下牧野255地先

40 防災牧野老人福祉センター北側 ぼうさいまきのろうじんふくしせんたーきたがわ 上牧野133

41 防災中曽根神社 ぼうさいなかそねじんじゃ 中曽根631（中曽根神社）

42 防災牧野小学校 ぼうさいまきのしょうがっこう 中曽根246（高岡市立牧野小学校）

高岡市同報系防災行政無線局　設置場所一覧
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43 防災中曽根 ぼうさいなかそね 中曽根821

44 防災金屋神社 ぼうさいかなやじんじゃ 金屋752

45 防災旧かぐら保育園 ぼうさいきゅうかぐらほいくえん 姫野53-2（旧かぐら保育園）

46 防災新港の森 ぼうさいしんこうのもり 姫野318-1地先（新港の森）

47 防災上牧野児童公園 ぼうさいかみまきのじどうこうえん 上牧野121-6（上牧野児童公園）

48 防災伏木国分１丁目公園 ぼうさいふしきこくぶ１ちょうめこうえん 伏木国分1-577(伏木国分１丁目公園）

49 防災伏木本町児童公園 ぼうさいふしきほんまちじどうこうえん 伏木本町73-2（伏木本町児童公園）

50 防災伏木湊町公園 ぼうさいふしきみなとまちこうえん 伏木中央町196-1（玉川中央公園）

51 防災伏木気象資料館 ぼうさいふしききしょうしりょうかん 伏木古国府12-5（伏木気象資料館）

52 防災伏木小学校 ぼうさいふしきしょうがっこう 伏木東一宮17-1（高岡市立伏木小学校）

53 防災伏木高等学校 ぼうさいふしきこうとうがっこう 伏木一宮2-11-1（富山県立伏木高等学校）

54 防災万葉埠頭 ぼうさいまんようふとう 伏木万葉埠頭（万葉埠頭）

55 防災伏木中学校 ぼうさいふしきちゅうがっこう 伏木古府3-1-1（高岡市立伏木中学校）

56 防災伏木上野公園 ぼうさいふしきうえのこうえん 伏木矢田上町1（伏木上野公園）

57 防災古府小学校 ぼうさいこふしょうがっこう 伏木古府元町4-1（高岡市立古府小学校）

58 防災矢田新町公民館 ぼうさいやたしんまちこうみんかん 伏木矢田新町6-1（矢田新町公民館）

59 防災矢田南台第２児童遊園 ぼうさいやたみなみだいだい２じどうゆうえん 伏木矢田30-92（矢田南台第2児童遊園）

60 防災伏木前田公園 ぼうさいふしきまえだこうえん 伏木矢田306-1（伏木前田公園）

61 防災高美町公園 ぼうさいたかみちょうこうえん 高美町18-49（高美町公園）

62 防災城光寺公民館 ぼうさいじょうこうじこうみんかん 城光寺314（城光寺公民館）

63 防災雨晴園地 ぼうさいあまはらしえんち 雨晴園地

64 防災伊勢領公民館 ぼうさいいせりょうこうみんかん 太田1322（伊勢領公民館）

65 防災西田公民館 ぼうさいさいだこうみんかん 西田131（西田公民館）

66 防災太田小学校 ぼうさいおおたしょうがっこう 太田4619（高岡市立太田小学校）

67 防災山岸公民館 ぼうさいやまぎしこうみんかん 太田814-1（山岸公民館）

68 防災旦保 ぼうさいたんぼ 太田4388（国道415号線路肩）

69 防災雨晴駅 ぼうさいあまはらしえき 渋谷105（JR雨晴駅）

70 防災つまま公園 ぼうさいつままこうえん 太田字岩崎5299-3（つまま公園）

71 防災もみじ姫公園 ぼうさいもみじひめこうえん 伏木国分字儀山1-3（もみじ姫公園）

72 防災若杉公民館 ぼうさいわかすぎこうみんかん 若杉98

73 防災滝新公民館 ぼうさいたきしんこうみんかん 滝新16-2

74 防災今泉公民館 ぼうさいいまいずみこうみんかん 今泉199-1

75 防災島新 ぼうさいしましん 島新119

76 防災東保新公民館 ぼうさいひがしぼしんこうみんかん 東保新127

77 防災下山田公民館 ぼうさいしもやまだこうみんかん 下山田126-4

78 防災福岡庁舎 ぼうさいふくおかちょうしゃ 福岡町大滝12（高岡市役所福岡庁舎）

79 防災下蓑新 ぼうさいしもみのしん 福岡町下蓑新193

80 防災福岡中央公民館分室 ぼうさいふくおかちゅうおうこうみんかんぶんしつ 福岡町下蓑402

81 防災大野集会所 ぼうさいおおのしゅうかいじょ 福岡町大野229（大野集会所）

82 防災福岡公民館 ぼうさいふくおかこうみんかん 福岡町福岡615-1（福岡公民館）

83 防災蓑島集会所 ぼうさいみのじましゅうかいじょ 福岡町簑島332-2（簑島集会所）

84 防災福岡鯉の里公園 ぼうさいふくおかこいのさとこうえん 福岡町矢部786（鯉の里資料館）
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85 防災江尻児童公園 ぼうさいえじりじどうこうえん 福岡町江尻201（江尻児童公園）

86 防災小伊勢領 ぼうさいこいせりょう 福岡町小伊勢領8

87 防災五社祠 ぼうさいごしゃのし 福岡町一歩二歩397（五社祠）

88 防災下老子集会所 ぼうさいしもおいごしゅうかいじょ 福岡町下老子156-4（下老子集会所）

89 防災大滝消防屯所 ぼうさいおおたきしょうぼうとんしょ 福岡町大滝490（大滝消防分団）

90 防災本領 ぼうさいほんりょう 福岡町本領475

91 防災木舟集会所 ぼうさいきぶねしゅうかいじょ 福岡町木舟120-2（木舟集会所）

92 防災大滝 ぼうさいおおたき 福岡町大滝1340

93 防災馬場公民館 ぼうさいばんばこうみんかん 福岡町馬場29（馬場公民館）

94 防災三日市集会所 ぼうさいみっかいちしゅうかいじょ 福岡町三日市103-1（三日市集会所）

95 防災鳥倉 ぼうさいとりくら 福岡町鳥倉208

96 防災西五位消防屯所 ぼうさいにしごいしょうぼうとんしょ 福岡町土屋108-3（西五位消防分団）

97 防災上向田 ぼうさいかみむくた 福岡町上向田143（新向田橋付近）

98 防災上野集会所 ぼうさいうわのしゅうかいじょ 福岡町上野34-2（上野集会所）

99 防災西明寺 ぼうさいさいみょうじ 福岡町西明寺1111付近

100 防災西明寺パークゴルフ場 ぼうさいさいみょうじぱーくごるふじょう 福岡町西明寺6224-1（西明寺パークゴルフ場）

101 防災小野集会所 ぼうさいこのしゅうかいじょ 福岡町小野字二十谷1161-1（小野集会所）

102 防災旧淵ヶ谷小学校 ぼうさいきゅうふちがたにしょうがっこう 福岡町五位356（五位山交流館）

103 防災淵ヶ谷センター ぼうさいふちがたにせんたー 福岡町五位814（五位集会所）

104 防災家族旅行村（再送信子局） ぼうさいかぞくりょこうむら 福岡町五位57-2（越中五位花尾温泉　山帽子）

105 防災栃丘集会所 ぼうさいとちおかしゅうかいじょ 福岡町栃丘1717（栃丘集会所）

106 防災栃丘 ぼうさいとちおか 福岡町栃丘2565付近

107 防災五位浄水場 ぼうさいごいじょうすいじょう 福岡町五位1404-1付近（五位浄水場）

108 防災向野 ぼうさいむかいの 福岡町赤丸221

109 防災古村 ぼうさいふるむら 福岡町赤丸1081

110 防災川原 ぼうさいかわら 福岡町赤丸873（馬場谷川付近）

111 防災花尾集会所 ぼうさいはなおしゅうかいじょ 福岡町花尾318（花尾集会所）

112 防災舞谷集会所 ぼうさいまいのやしゅうかいじょ 福岡町舞谷1771-1（舞谷集会所）

113 防災米島公民館 ぼうさいよねじまこうみんかん 米島字東向346-3（米島公民館）

114 防災伏木消防署 ぼうさいふしきしょうぼうしょ 伏木国分1-10-1（伏木消防署）

115 防災伏木桐ヶ丘公民館 ぼうさいふしききりがおかこうみんかん 伏木古府514-20（桐ヶ丘公民館）

116 防災大滝トレーニングセンター ぼうさいおおたきとれーにんぐせんたー 福岡町大滝849-1（大滝トレーニングセンター）

117 防災雨晴マリーナ ぼうさいあまはらしまりーな 太田4780-4（雨晴マリーナ）

118 防災麻生谷公民館 ぼうさいあそうやこうみんかん 麻生谷602（麻生谷公民館）

防災高岡 ぼうさいたかおか 広小路7-50（高岡市市役所内）　

防災二上 ぼうさいふたがみ 東海老坂字馬鞍2092（二上山中継局舎内）　

赤字は、双方向通話機能付
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