
防災行政無線屋外スピーカー　試験放送日程（予定）

設置場所住所

1 旧留の湯付近　 午後 午後
2 東大沼旧登山道　 午後 午後
3 緑の村管理事務所　 午後 午前
4 東大沼駅前会館　 午前 午前
5 東大沼１０号線沿　 午後 午後
6 東大沼７号線沿　 午前 午前
7 旧東大沼小学校　 午後 午前
8 鹿部線沿　雨鱒川橋手前 午後 午前
9 ミルクロード始点（東大沼側）　 午後 午後
10 ミルクロード　久保田牧場付近 調整中 調整中
11 池田園駅前会館　 午後 午後
12 軍川振興会館　 午後 午前
13 俄路地区　 午後 午前
14 ミルクロード始点（上軍川側）　 午後 午後
15 大沼岳陽学校　 午後 午後
16 大沼公園線沿　大信寺踏切付近 午後 午後
17 大沼婦人会館　 調整中 調整中
18 大沼出張所　大沼多目的会館 調整中 調整中
19 午後 午後
20 大沼分遣所　 午後 午後
21 西大沼会館　 午後 午後
22 大沼セミナーハウス　 午後 午後
23 西大沼３号線沿（奥側）　 午後 午前
24 仁山駅手前　 調整中 調整中
25 峠下公民館　
26 峠下小学校　
27 旧仁山５号線　上磯峠下線付近 調整中 調整中
28 道の駅なないろ・ななえ　 調整中 調整中
29 ピノキオの村　 調整中 調整中
30 藤城北部町内会　 調整中 調整中
31 上藤城６号線沿　 調整中 調整中
32 藤城小学校　
33 グリーンヒルズ公園　 調整中 調整中
34 藤城簡易水道配水池　 調整中 調整中
35 上藤城会館　
36 南藤城町内会　 調整中 調整中
37 七飯消防署　 調整中 調整中
38 鳴川２号橋付近　 調整中 調整中
39 光陽児童公園　
40 コミュニティタウンななえ本町　中須田川沿 調整中 調整中
41 七飯町役場　 調整中 調整中
42 給食センター　 調整中 調整中
43 本町多目的グラウンド　 調整中 調整中
44 本町下通沿　いちい通付近 調整中 調整中
45 水防センター　
46 鳴川１９号線沿（字鳴川）　 午前 午後
47 鳴川振興会館　鳴川リンゴ遊園地 午前 午前
48 鳴川１６号線沿　なるかわ病院付近 午前 午後
49 緑町児童公園　
50 鶴野会館　
51 鶴野３号線沿　 午前 午後
52 あかまつ公園　
53 中島４号線沿　 午前 午後
54 大中山コモン　
55 大中山小学校　 午後 午前
56 七飯南駐在所　
57 大川８号線沿（字大川）　 午前 午後
58 大川２号線終点付近（字大川）　 午前 午前
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東大沼48-1 09月08日 09月15日
東大沼24-1 09月10日 09月15日
東大沼21-2 09月15日 09月16日
東大沼19-45 09月27日 09月29日
東大沼121-35 09月13日 09月15日
東大沼158-3 09月27日 09月29日
東大沼403-1 09月03日 09月16日
東大沼211-4 09月27日 09月29日
東大沼470-10 09月27日 09月29日
軍川525-1
軍川77-2 09月21日 09月29日
上軍川808-1 09月07日 09月16日
上軍川1080-1 09月02日 09月16日
上軍川661-3 09月27日 09月29日
上軍川180-2 09月01日 09月16日
上軍川155-3 09月28日 09月28日
大沼町212-2
大沼町502-1

JA準低温倉庫　 大沼町611-2 09月22日 09月28日
大沼町780-4 09月29日 09月29日
西大沼340-2 09月28日 09月28日
大沼町127-1 09月17日 09月28日
西大沼392-2 09月16日 09月17日
仁山670-4
峠下159-2 11月25日 11月25日
峠下420-1 11月25日 11月25日
仁山346-4
峠下316-4
峠下713-4
藤城428-25
上藤城393-7
藤城266-2 11月25日 11月25日
上藤城336-3
上藤城216-39
上藤城5-2 11月25日 11月25日
上藤城159-16
桜町2-453-29
本町8-670-1
本町2-152-17 11月25日 11月25日
本町4-463-4
本町6-568-3
本町7-657-77
本町5-647-1
本町3-291-7
飯田町170-1 11月25日 11月25日
鳴川町339-4 09月07日 09月16日
鳴川3-133-55 09月30日 09月30日
鳴川4-326-2 09月07日 09月16日
緑町2-52-2 11月25日 11月25日
鶴野248-3 11月25日 11月25日
鶴野323-1付近 09月08日 09月16日
大中山5-122-1 11月25日 11月25日
中島33-6 09月08日 09月16日
大中山3-275-2 11月24日 11月24日
大中山2-362 09月14日 09月17日
大川6-189-78 11月24日 11月24日
大川539-2 09月09日 09月16日
大川398-2 09月09日 09月17日



59 大川美園振興会館　 午前 午前
60 東大川振興会館 午後 午前
61 大川コミュニティーセンター
62 松の木町内会館　 午前 午前
63 広域農道２号橋手前　 午後 午後
64 豊田会館　 午後 午前
65 豊田用水取水口付近　

大川4-113-2 09月30日 09月30日
大川9-302-5 09月09日 09月17日
大川1-48 11月24日 11月24日
大川2-260-5 09月30日 09月30日
中野340-6 09月30日 09月30日
豊田171-1 09月09日 09月17日
豊田335 11月24日 11月24日
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