
関市内標準型備蓄倉庫設置場所一覧
R4.4.1現在

NO 地域 地区 設　置　場　所
防災指導員
担当者名

1 関 富野 富野ふれあいセンター 竹智　丈裕

2 関 下有知 関市消防団下有知分団拠点車庫 松田　浩和

3 関 下有知 冨士塚ちびっこ広場 松田　浩和

4 関 下有知 東志摩ちびっこ広場 山田　和伸

5 関 下有知 関ノ上公民センター 山田　和伸

6 関 富岡 岩下公園（岩下住宅５号棟南側） 福田　博

7 関 富岡 上肥田瀬ちびっこ広場 福田　博

8 関 富岡 北後公園 辻　秀樹

9 関 富岡 東本郷公園 辻　秀樹

10 関 旭ヶ丘 文化公園（旭ケ丘中学校東側） 石原　一夫

11 関 旭ヶ丘 関市消防団旭ケ丘分団塔ノ洞車庫前 石原　一夫

12 関 旭ヶ丘 東新南公園 石原　一夫

13 関 旭ヶ丘 円保公園 磯野　勝美

14 関 旭ヶ丘 観音公園 磯野　勝美

15 関 旭ヶ丘 住吉町地内警察署跡地（中部公民センター西側） 磯野　勝美

16 関 旭ヶ丘 本郷公民センター駐車場 平田　克義

17 関 旭ヶ丘
西本郷通4丁目地内可搬式ポンプ収納庫
（ハローワーク関第２駐車場西側）

平田　克義

18 関 安桜 西本郷公園 平田　克義

19 関 安桜 西木戸町地内可搬式ポンプ収納庫 小石　雅子

20 関 安桜 関市文化会館南西側駐車場 岩田　秀博

21 関 安桜 安桜中央公民センター 岩田　秀博

22 関 安桜 アピセ関 金原　貴成

23 関 安桜 稲口公民センター 藤井　雅人

24 関 桜ヶ丘 桜ヶ丘ふれあいセンター 有本　一彦

25 関 桜ヶ丘 弥生公園 伊佐地　昌充

26 関 田原 桜台中央公園 神谷　保夫

27 関 田原 迫間台２丁目地内用地（南東側） 栗山　純

28 関 田原 田原保育園駐車場西側 神谷　保夫

29 関 倉知 倉知ふれあいセンター南側駐車場 山田　豊

30 関 倉知 四季ノ台公園 小野木　隆之

31 関 倉知 向山第一公園 小野木　隆之

32 関 倉知 十三塚北公園 山口　正行

33 関 倉知 緑ケ丘公園 山口　正行

34 関 瀬尻 小瀬南公民センター 蓑島　達也

35 関 瀬尻 関市消防団瀬尻分団拠点車庫 蓑島　達也

36 関 瀬尻 池尻東集会場 兼松　貴志
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37 関 広見 広見公民センター 下村　和也

38 関 広見 関市消防団広見分団拠点車庫 下村　和也

39 関 小金田 西部支所 古川　雅基

40 関 小金田
津保川台２丁目地内可搬式ポンプ収納庫
（津保川中央公園東側）

後藤　孝文

41 関 千疋 西部ふれあいセンター別館 髙嶋　俊宏

42 関 千疋 千疋北公民センター 髙嶋　俊宏

43 関 保戸島 保戸島公民センター 武藤　智貴

44 洞戸 市場 洞戸ふれあいセンター北側駐車場 野村　哲也

45 洞戸 下洞戸 下洞戸活性化センター 野村　哲也

46 洞戸 菅谷 青空市場（国道256号線および県道182号線の交差点付近） 林　和之

47 洞戸 阿部 高賀山少年自然の家　跡地 武藤　有三

48 洞戸 高賀 洞戸林業センター　跡地 武藤　有三

49 板取 白谷 市営住宅（板取白谷） 長屋　省蔵

50 板取 門出 市営住宅（板取門出北） 長屋　省蔵

51 板取 上ヶ瀬 板取事務所駐車場 長屋　浩樹

52 板取 中切 中濃消防組合　板取川出張所 長屋　浩樹

53 板取 保木口 保木口体育館 長屋　雄二

54 板取 島口 島口体育館 長屋　雄二

55 武芸川 寺尾 寺尾小学校 冨成　晋二

56 武芸川 一色 一色水防倉庫（蛍橋上流） 田内　繁廣

57 武芸川 小知野 関警察署武芸川駐在所東側 田内　繁廣

58 武芸川 宇多院 おたしろ公園 田内　繁廣

59 武芸川 跡部 跡部コミュニティ消防センター 早川　好美

60 武芸川 八幡 八幡コミュニティ消防センター 早川　好美

61 武儀 富之保 武儀小学校南側消防車庫 石原　政芳

62 武儀 中之保 関市消防団武儀第２分団詰所 美濃羽　紀彦

63 武儀 下之保 関市消防団武儀第３分団詰所 川島　孝弘

64 上之保 鳥屋市 鳥屋市公民館北側駐車場（諏訪神社南側） 波多野　三和

65 上之保 行合 関市消防団上之保分団行合車庫北側 波多野　三和

66 上之保 川合下 上之保駐在所南側 加藤　明住

67 上之保 明ヶ島 上之保つどいの家 加藤　明住

68 上之保 宮脇 上之保　若宮神社 加藤　博政

69 上之保 船山 上之保船山集会場 加藤　博政


