
番号 施　設　名 住　所 設置場所など

1 烏山公民館 中央2丁目13-8 玄関

2 烏山南公民館 野上703 ロビー

3 那須烏山市保健福祉センター 田野倉85-1 玄関/健康福祉課内

4 曲畑公民館 曲畑455 玄関

5 南那須公民館 岩子6-1 ロビー

6 宮原児童館・レインボーハウス 宮原284-2 玄関

7 向田ふれあいの里 向田2187 １階廊下

8 仲町ふれあいの里（自治会館） 中央2丁目3-2 玄関

9 横枕ふれあいの里（文化伝承センター） 横枕425-4 玄関

10 大桶・白久ふれあいの里（コミュニティセンター） 大桶1692-5 玄関

11 大木須ふれあいの里（集会所） 大木須1768 玄関

12 興野ふれあいの里（集会所） 興野965 玄関

13 月次ふれあいの里（コミュニティセンター） 月次616-1 玄関

14 南大和久ふれあいの里（公民館） 南大和久437 玄関

15 下川井ふれあいの里（上公民館） 下川井454 玄関

16 上川井ふれあいの里（公民館） 上川井790 玄関

17 大金台ふれあいの里（公民館） 月次851-1 玄関

18 ベンチャープラザ那須烏山 金井2丁目5-9 玄関

19 セレモニーホールひふみ 初音16-11 ロビー

20 ＪＡなす南セレモニーホール 神長578 通路

21 割烹松月 中央2丁目1-14 玄関

22 山あげ会館(那須烏山市観光協会) 金井2-5-26 ロビー

23 山あげ烏章館 金井2丁目5-11 館内

24 龍門ふるさと民芸館 滝414 館内

25 ふれあい交流体験館 藤田1060-1 館内

26 大金駅前観光交流施設（ナスカラ市場） 大金155-4 玄関

27 ミキ薬局那須南店 中央3丁目1-14 店内

28 ベイシア　烏山店 城東1880 サービスカウンター

29 （株）足利銀行　烏山支店 中央2-1-1 ロビー

30 JAなす南　烏山支店 初音7-5 正面玄関

31 JAなす南　下江川支店 熊田268-2 正面玄関

32 JAなす南　南那須支店 田野倉122-1 施設入口

33 トヨタカローラ栃木（株）　烏山店 大桶1899-1 ショールーム

34 栃木いすゞ自動車（株）烏山営業所 大桶1648-1 事務所

35 栃木トヨタ自動車（株）　那須烏山店 大桶973-1 ショールーム

36 烏山城カントリークラブ 大桶2401 ホテルフロント

37 凮月カントリー倶楽部 城山2641
クラブハウスフロント

ロッジフロント

38 Ｇ７ゴルフ倶楽部 森田76-1 フロント

39 大和久育成園 南大和久956-2 事務室

40 社会福祉法人　桔梗寮 金井1-4-7 ２階玄関

41 那須南病院 中央3丁目2-13 外科待合室/処置室

42 烏山台病院 滝田1868-18 外来診察室/第３病棟２階

43 那須烏山市　国民健康保険　七合診療所 中山137-1 待合室

44 那須烏山市　熊田診療所 熊田555 入口

45 水沼医院 金井1丁目14-8 診察室
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46 阿久津クリニック 金井2丁目1-6 処置室

47 近藤クリニック 野上637-2-11 処置室

48 佐野医院 中央2丁目11-17 診察室

49 山野クリニック 中央2丁目4-3 診察室

50 塩谷医院 田野倉183 診察室

51 浅倉歯科医院 谷浅見986-1 診療室

52 石倉歯科医院 鴻野山209-7 診察室

53 新井歯科クリニック 中央2丁目8-25 診療室

54 スマイル歯科 藤田1477 診察室

55 若林歯科医院 中央1丁目18-32 診察室

56 神門歯科医院 中央1丁目9-8 入口

57 老人憩の家　やすらぎ荘 初音9-7 玄関

58 デイサービスセンター大金の里 田野倉528-2 2F看護室

59 ほっとからすやまデイサービスセンター 野上1623-1 医務室

60 デイサービスひまわり 田野倉85-1 施設入口

61 リハビリステーション歩 興野776-2 施設内

62 ホーム陽だまり 三箇1633-1 事務室

63 グループホーム太陽の家 小倉1030-4 事務室

64 特別養護老人ホーム愛和苑 三箇183-1 各棟玄関に計３器

65 特別養護老人ホームあいぜん 上境458 エレベーター付近

66 グループホームふげん 大桶1085-2 玄関

67 明和ふれあいガーデン 小木須2659-2 ふれあい広場内

68 介護老人保健施設富士山苑 滝田1868-28 看護ステーション

69 特別養護老人ホーム敬愛荘 滝田1867-3 看護室

70 聖園ヨゼフ老人ホーム 南1丁目2806-1 夜勤室

71 特別養護老人ホームこぶしの丘 向田2187 玄関

72 那須烏山市　こども館 南１丁目562-12 ロビー

73 社会福祉法人烏山保育園 中央2丁目3-25 保健室

74 市立すくすく保育園 野上703 玄関

75 市立にこにこ保育園 岩子152-1 職員室

76 認定こども園　烏山聖マリア幼稚園 南1丁目9-19 職員玄関

77 市立つくし幼稚園 東原50 玄関

78 認定こども園　烏山みどり幼稚園 金井1-5-16 施設内廊下

79 ゆうゆうランド那須烏山園 南大和久473-24 保育室

80 キッズランドあさひ 宮原454 事務室

81 こうのやま保育園 鴻野山212-12 職員室

82 大和久学園 南大和久956-2 職員室

83 みつわ工房 月次605 事務所

84 グループホームさるびあ 藤田505 事務室

85 就労支援事務所いっぴ 藤田1055-15 事務室

86 市立烏山小学校 愛宕台2800 校舎/体育館

87 市立荒川小学校 大金135-1 校舎/体育館

88 市立江川小学校 下川井1001 校舎/体育館

89 市立七合小学校 谷浅見910 校舎/体育館

90 市立境小学校 上境1404 校舎/体育館

91 市立烏山中学校 南１丁目2810 校舎/体育館

92 市立南那須中学校 大金285 校舎/体育館

93 県立烏山高等学校 中央3丁目9-8 保健室/体育館

94 県立南那須特別支援学校 藤田1181-152 職員室

95 烏山自動車学校 神長414-1 待合室内



96 烏山図書館 中央１丁目18-39 玄関

97 南那須図書館 田野倉65-1 玄関

98 JR烏山駅 南2-5-6 待合室内

99 市立学校給食センター 大金120-1 玄関

100 （株）エイチワン　烏山工場 野上1657-1 事務所

101 （株）音研　栃木工場 野上977 玄関

102 日立Astemo那須（株）　那須工場 神長818 精査棟工場入口

103 日立Astemo那須（株）　南那須工場 藤田1600-151 工場内トイレ前

104 （株）ムロコーポレーション烏山工場 南1丁目12-25 １Ｆ食道

105 （株）　那須ニコン 興野1956-3 工場内

106 大生工業（株） 南大和久984-21 事務所

107 矢崎部品（株）　栃木工場 月次500 構内休憩所

108 日立Astemo上田（株）　 那須烏山事業所 福岡722-1 ３階正面玄関

109 日本リークレス工業（株）　栃木工場 藤田 1181-138 第１工場入口

110 ハヤテレ関東（株） 上川井957 玄関

111 光洋産業（株）研究棟 藤田 1181-155 事務所入口

112 東北化工（株） 藤田1200-2 職員出入口

113 那須烏山市役所烏山庁舎 中央1丁目1-1 玄関

114 那須烏山市役所南那須庁舎 大金240 玄関(持出用を２台所有)

115 水道庁舎上下水道課 城東18-3 玄関

116 南那須土地改良区事務所 東原68-5 玄関

117 大桶運動公園 大桶1926-9 玄関

118 烏山運動公園 南１丁目497-2 管理棟内

119 緑地運動公園/スポーツ健康館 藤田1181-85 玄関/器具庫内

120 烏山体育館 中央2丁目13-12 玄関

121 荒川体育館 東原50 ステージ上

122 野上体育館 野上703 ステージ上

123 向田体育館 向田2187 ステージ上

124 七合体育館 中山226 入口

125 興野体育館 興野840 ステージ脇

126 那須烏山市武道館 大金240 玄関

127 いきいき交流館 岩子141 玄関

128 栃木県庁南那須庁舎 中央1-6-92 １階ロビー

129 那須烏山警察署 初音3-6 1階行政事務室

130 宇都宮職業安定所那須烏山出張所 城東4-18 玄関

131 南那須地区　広域行政センター 大桶872 玄関

132 那須烏山市健康管理センター 中央2丁目17-12 玄関

133 南那須地区　保健衛生センター 大桶444 し尿処理施設内

134 栃木県農業共済組合　那須南支所 大桶2141-2 事務所入口右側

135 カーブス那須烏山 金井2丁目4-28 受付付近


