
屋外子局/再送信子局一覧表

番号 局名 所在地

1 小美玉市役所 堅倉835

2 先後公園 小岩戸2023-126

3 納場運動広場 納場765-1

4 納場小学校 納場444

5 江戸住宅公園 江戸90-161

6 県立中央高校 張星500

7 美野里中学校 部室1195

8 四季の里 部室1106

9 仲丸池公園 堅倉1959

10 堅倉わんぱく公園 堅倉1659

11 堅倉小学校 堅倉1698-6

12 堅倉運動広場 堅倉1702

13 東平児童公園 羽鳥2654-8

14 羽鳥駅前（再送信） 羽鳥2607-4

15 羽鳥幼稚園 羽鳥637

16 羽鳥小学校 羽鳥932

17 羽鳥運動広場 羽鳥2030-3

18 希望ヶ丘公園 中台418

19 農村環境改善センター 中台559

20 竹原小学校 竹原571

21 やすらぎの里小川 中延1508-1

22 坂上 小川1712

23 赤身地蔵尊 小川549-2

24 下与沢（下与沢公民館） 与沢119-1

25 小川総合支所（再送信） 小川4-11

26 小川B&G海洋センター 野田269-1

27 野田小学校 野田70

28 小川北中学校 川戸1347-1

29 上吉影小学校（再送信） 飯前1376-16

30 上吉影公民館 上吉影240-1

31 下吉影小学校 下吉影1763-4

32 下吉影薬師台球場（再送信） 下吉影1820-1

33 小川総合運動公園（再送信） 与沢559-2

34 橘小学校 与沢729-1
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35 玉里運動公園 栗又四ケ2406-4

36 玉里北小学校 栗又四ケ986

37 玉里幼稚園 上玉里2956-1

38 玉里総合支所 上玉里1122

39 空のえき 山野1628-44

40 高崎中央 高崎695-4

41 生涯学習センターコスモス（再送信） 高崎291-3

42 北浦（再送信） 羽刈242-7

43 竹原坂下（再送信） 小曽納514-1

44 玉川地区学習等供用施設 下玉里2058

45 あけぼの（再送信） 栗又四ケ2485-1

46 川前 倉数1220-3

47 本郷 倉数856-1

48 陣屋 倉数714

49 与沢百里（公民館） 与沢2106-2

50 天堤 倉数603-26

51 古新田（古新田公民館） 下吉影2294-1

52 南原（南原公民館） 下吉影2034-6

53 貝谷 下吉影2768-2

54 本田 下吉影1343-6

55 宿 下吉影1444-1

56 川岸（市営駐車場） 小川1380

57 前野 上合1114-1

58 上合（上合公民館） 上合170-5

59 百里自営（百里自営公民館） 上合1453-3

60 飯前（1） 飯前1440

61 飯前（2） 飯前1019-1

62 前原 飯前526-10

63 世楽 世楽311-2

64 佐才（1） 佐才813-1

65 佐才（2） 佐才412-1

66 佐才（3） 佐才139-1

67 鷺沼（1） 野田1081-9

68 伏沼（1） 野田1475-800
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69 鷺沼（2） 野田1278

70 伏沼（2）（コミュニティセンター） 野田1475-117

71 古新田 野田596-1

72 新林 野田903-1

73 下田（2） 中延2260-135

74 野田本田 野田419-2

75 下田（1） 中延1918

76 宮田 宮田257

77 中根 中延1203-1

78 下馬場（下馬場公民館） 下馬場317

79 小塙 小塙305

80 立延（立延公民館） 中延432

81 幡谷 幡谷351-1

82 羽木上 山野41-1

83 山野（1） 山野926-2

84 山野（2） 山野572

85 川戸 川戸723

86 山川 川戸1454-4

87 清水頭 山野1655-27

88 外之内 外之内327-1

89 与沢（2） 与沢1975-1

90 稲荷坪 野田157-1

91 飯前（3） 飯前1466-3

92 小川ニュータウン 山野355-2

93 宮田防災公園 宮田785-1

94 上馬場 上馬場320-2

95 竹原中央 竹原2120-5

96 西郷地中原 西郷地1636-4

97 金谷久保 羽鳥550

98 羽鳥 羽鳥1394-1

99 東平 羽鳥2737-1

100 脇山 羽鳥2352-379

101 羽鳥旭 羽鳥2850-38

102 大谷 大谷756
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103 十二所 羽鳥1703-2

104 高場 羽鳥1922-3

105 乗越 羽鳥2272-2

106 花館 羽鳥2895-1

107 小曽納 小曽納188

108 花野井 花野井173

109 中台 中台86

110 大正地 竹原898-1

111 竹原下郷 竹原下郷197-2

112 中野谷 中野谷365

113 中野谷東 中野谷46-2

114 竹原中郷関町 竹原989-5

115 竹原中郷 竹原中郷813

116 大曲 堅倉1594-45

117 仲丸 堅倉1852

118 堅倉東 堅倉946-2

119 堅倉西 堅倉1459

120 住崎 部室888-3

121 上小岩戸 小岩戸882

122 先後 先後328-3

123 橋場美 橋場美387-9

124 下小岩戸 小岩戸1254

125 西郷地上宿 西郷地909

126 柴高東 柴高586-5

127 柴高西 柴高459

128 長砂 三箇1202-1

129 下鶴田 鶴田190-2

130 上鶴田 鶴田878

131 三箇 三箇552

132 三箇平塚 三箇867

133 張星 張星400-1

134 部室 部室994

135 江戸 江戸491

136 羽刈 羽刈26-1
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137 羽刈南 羽刈531-1

138 納場 納場342-1

139 寺崎 寺崎407-1

140 手堤 手堤321-8

141 大笹 大笹308-1

142 清風台 西郷地1346-219

143 逆井 栗又四ケ2530-64

144 中山 栗又四ケ2461-3

145 新高浜 栗又四ケ2400-3

146 上郷 栗又四ケ1931-2

147 沼田 栗又四ケ1488-1

148 宮後 栗又四ケ2616

149 辻 栗又四ケ74-1

150 田木谷本区 田木谷578-2

151 田木谷駅前 田木谷139-1

152 新林 上玉里17-8

153 中台 上玉里47-1

154 外山 上玉里526

155 金塚 上玉里1512-1

156 松山 上玉里847-6

157 新田 高崎2032-6

158 上高崎 高崎1691-1

159 下高崎 高崎833-4

160 田畑 下玉里2310-2

161 帯合 下玉里2023

162 須賀 下玉里1562-2

163 稗倉 下玉里1126

164 平山西 下玉里1339-1

165 魦内 川中子1321-1

166 城之内 川中子320-4

167 第三東宝 栗又四ケ2355-1

168 木の内 栗又四ケ1759-2

169 さぎた 上玉里192-2


