官公庁公共団体
会議室４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5016
会議室５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5017
第１休憩室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5018

役場関係

第２休憩室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5019
村長席 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5000

２階ラウンジ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5020

総務企画課長席 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5001 宿直室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5021
総務企画課
（総務係・庶務係・企画財政係）

49-0111 地域おこし協力隊 事務所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5022

税務会計課（税務係） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-0111 保健センター 事務室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-0222
建設農林課長席 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5002

集団検診室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5024

建設農林課
（建設係・農業振興係）

研修室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5025

・・・・・49-3131

商工観光移住課長席 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
栄養指導実習室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5070
50-5026
商工観光移住課
（商工観光移住係）

・・・・・49-3131

文化会館 教育委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2224

住民福祉課長席 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5003

１階ロビー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5027

住民福祉課
（住民福祉係・保健衛生係）

49-3132

２階ホール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5029

受付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5004

３階ホール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5030

住民福祉課（上下水道係） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西側入口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5005
50-5031
防災無線室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5006

青木村図書館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-0071

相談室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5007

ロビー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5032

会計管理者室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5008 青木村総合体育館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3485
会計室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5009

ホール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5033

エントランスホール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5010
正副議長室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5011

武道館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5034

青木村保育所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2063

議員控室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5012

給食室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5035

会議室１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5013

青木小学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2009

会議室２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5014

事務室・職員室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5064

会議室３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5015

給食室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5036

校長室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5037 青木村高速情報通信センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2106

体育館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5038 青木消防庫（防災センター） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5023
青木中学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2028
事務室・職員室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5043
給食室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5039

観光・食事・日帰り温泉

校長室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5040
あおきふるさと体験館
農産物直売所
青木村活性化施設
体育館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5042
みかえりの郷
昇降口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5041

・・・・・49-0333
・・・・・49-1700

青木村児童センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-0090 味処こまゆみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-0330
青木村郷土美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3838 青木村営横手キャンプ場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-0707
村営プール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5044

くつろぎの湯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-1000

総合グランド 管理棟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3422 田沢温泉共同浴場（有乳湯） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-0052
陶芸場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5045

沓掛温泉共同浴場（小倉の湯） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-1126

青木村屋内ゲートボール場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5046
小学校校長住宅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3173
中学校校長住宅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3505 ラポートあおき・高齢者生活福祉センター
教員住宅Ａ（中村） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5047
青木村地域包括支援センター
事務室
青木村高齢者生活福祉センター
教員住宅Ｃ（中村） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5049
デイサービス
青木村高齢者生活福祉センター
教員住宅Ａ（村松） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5050
ホームヘルパー

教員住宅Ｂ（中村） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5048

49-1110
50-5056
50-5066

教員住宅Ｂ（村松） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5051 ラポートあおき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-1111
ラポートあおき

教員住宅１号（木立） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5052
ケアマネージャー室
教員住宅２号（木立） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5053
青木村交流・体験拠点ハウス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5067
青木村老人福祉センター
・・・・・49-2129
事務室
青木村社会福祉協議会 会長室 50-5055
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青木村浄化センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3933
「青木の森」別荘管理事務所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3789

52-5215

農協関係

森林組合

農村センター２階ホール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52-5200 信州上小森林組合青木支所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2021
ロビー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52-5201

リフレッシュパークあおき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2923

支所長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3122
総務係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52-5202
信用係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52-5203

商工会

信用係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3125
信用共済ロビー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52-5204 青木村商工会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2146
共済係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52-5205

青木村商工会
（バス予約申込用）

・・・・・50-5057

共済係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3650 琴線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3390
営農センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3123
販売集荷所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2859
営農センター・資材係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3490

公共・公衆電話等

農機センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2952
オートセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2959 バスターミナル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5058
ライスセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2219 細谷バス停 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5059
サービスステーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3655 殿戸バス停 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5060
哺育センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52-5206

当郷バス停 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5061

ジェイエイ青木店 待合室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52-5207 田沢温泉バス停 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5062
ジェイエイ青木店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-3121 釜房下バス停 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50-5063
あおきふるさと体験館
バス予約申込用

・・・・・50-5054

義民の郷ふれあいセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5108

区公民館・集会施設等
警察・消防・病院
当郷区公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5110
当郷第五実行組合集会所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5111 青木村警察官駐在所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2030
ふれあいセンターこまゆみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5112 川西消防署 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
31-0119
村松公民館（アイリスの館） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5100 青木診療所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2031
第一分団村松部消防機具庫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5101 宮原歯科医院（宮原信之） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2112
村松東地区公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5103
村松中地区公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5104
村松西地区公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5105

郵便局

原久保コミュニティセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5102
洞地域交流センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5114 青木郵便局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49-2049
木立公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5113
原池公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5115
弘法公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5126

緊急通報

中村生活改善センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5123
事故・盗難
中村湯本温泉会館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・
51-5121
（青木村警察官駐在所）
火災・救急
中村中の組集会所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・
51-5119
（上田広域消防本部）
中村馬場集会所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5120
中挾防災研修センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5106
下奈良本ふれあいセンター滝の館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5124
入奈良本コミュニティ防災センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5118

沓掛コミュニティセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5109
夫神公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5116
細谷公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5125
殿戸区コミュニティセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51-5107
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