
「空気のきれいな施設」認証公共施設一覧 

施設名 住所 

いわき市本庁舎 いわき市平字梅本 21番地 

いわき市東分庁舎 いわき市平字堂根町 4番地の８ 

いわき市小名浜支所 いわき市小名浜花畑町 15－1 

いわき市泉市民サービスセンター いわき市泉町 4丁目 13番地の 11 

いわき市江名市民サービスセンター いわき市江名字藪倉 165の 1 

いわき市遠野支所 いわき市遠野町根岸字白幡 40－1 

いわき市地域防災交流センター久之浜・大久ふれあい館 いわき市久之浜町久之浜字中町 32番地 

いわき市役所好間支所 いわき市好間町中好間字中川原 29－1 

いわき市役所内郷支所 いわき市内郷綴町榎下 46－2 

いわき市役所川前支所 いわき市川前町川前字五林 6番地 

いわき市役所小川支所 いわき市小川町高萩字下川原 15－6 

いわき市役所常磐支所 いわき市常磐湯本町吹谷 76‐1 

いわき市役所勿来支所 いわき市錦町大島１ 

いわき市役所四倉支所 いわき市四倉町字西四丁目 11番地の 3 

地域交流センター 田人ふれあい館 いわき市田人町旅人字下平石 191 

いわき市平老人福祉センター いわき市平谷川瀬 1丁目 17番地の 7 

いわき市勿来老人福祉センター いわき市錦町中迎一丁目 10番地の 4 

いわき市内郷老人福祉センター いわき市内郷綴町町之内 3番地の 1 

いわき市四倉老人福祉センター いわき市四倉町字西四丁目 108番地 

いわき市小名浜老人憩いの家 いわき市小名浜花畑町 34番地の１ 

いわき市地域交流センター三和ふれあい館 いわき市三和町下市萱字竹ノ内 114番地の 1 

養護老人ホームいわき市徳風園 いわき市平下高久字中谷地 58‐1 

養護老人ホームいわき市千寿荘 いわき市江畑町塙 34－2 

いわきサン・アビリティーズ いわき市常磐湯本町上浅貝 5－1 

いわき市障害者生活介護センター いわき市内郷御厩町四方木田 191番地 

いわき市休日夜間急病診療所 いわき市内郷高坂町四方木田 191 いわき市総合

保健福祉センター駐車場内 

いわき市犬管理所 いわき市平赤井字浅口 66－2 

いわき市内郷授産場 いわき市内郷綴町大木下１８ 

いわき市海竜の里センター いわき市大久町大久字柴崎 9 

いわき市勿来関文学歴史館 いわき市勿来町関田長沢 6－1 

いわき市アンモナイトセンター いわき市大久町大久字鶴房 147‐2 

いわき市暮らしの伝承郷 いわき市中央台県営いわき公園内 

いわき市考古資料館 いわき市常磐藤原町手這 50－1 

いわき市立草野心平記念文学館 いわき市小川町高萩字下夕道 1‐39 

いわきコンピュータ・カレッジ いわき市泉町四丁目 13番地の 12 

体験型経済教育施設 いわき市平字堂根町 2番地の 14 

平南部学校給食共同調理場 いわき市平中山字柿ノ目 50‐1 



平北部学校給食共同調理場 いわき市好間町今新田字露重 11 

小名浜学校給食共同調理場 いわき市鹿島町船戸字林下 11－33 

勿来学校給食共同調理場 いわき市南台三丁目 1‐27 

常磐学校給食共同調理場 いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前 117 

四倉学校給食共同調理場 いわき市四倉町塩木字高田 18‐3 

三和学校給食共同調理場 いわき市三和町下市萱字堀ノ内 278‐1 

平第一小学校 いわき市平字揚土 5番地 

平第二小学校 いわき市平字梅香町 7番地の 1 

平第三小学校 いわき市平字作町三丁目 4番地の 2 

平第四小学校 いわき市平下平窪字諸荷 59番地の 1 

平第五小学校 いわき市平下荒川字川前 54番地の 1 

平第六小学校 いわき市平中神谷字石脇 22番地 

郷ヶ丘小学校 いわき市郷ヶ丘三丁目 50番地の 18 

中央台北小学校 いわき市中央台飯野三丁目 2番地の 1 

中央台南小学校 いわき市中央台鹿島二丁目 1番地の 1 

中央台東小学校 いわき市中央台高久二丁目 24番地 

豊間小学校 いわき市平薄磯字南作 358番地の 1 

高久小学校 いわき市平下高久字原極 46番地の 1 

夏井小学校 いわき市平上大越字塚越 1番地 

草野小学校 いわき市平下神谷字宿 25番地 

絹谷分校 いわき市平絹谷字四反田 30番地 

赤井小学校 いわき市平赤井字田町 49番地 

四倉小学校 いわき市四倉町字西四丁目 3番地の 3 

大浦小学校 いわき市四倉町狐塚字松橋 27番地 

大野第一小学校 いわき市四倉町玉山字林崎 5番地 

大野第二小学校 いわき市四倉町駒込字広畑 11番地 

久之浜第一小学校 いわき市久之浜町久之浜字糠塚 3番地の 1 

久之浜第二小学校 いわき市大久町大久字矢ノ目沢 2番地の 1 

小川小学校 いわき市小川町上平字田之尻 4番地 

小玉小学校 いわき市小川町西小川字小玉 2番地の 1 

川前小学校 いわき市川前町川前字中ノ萱 25番地の 1 

桶売小学校 いわき市川前町下桶売字久保田 96番地の 2 

小白井小学校 いわき市川前町小白井字将監小屋 94番地の 1 

内町小学校 いわき市内郷内町水之出 37番地 

綴小学校 いわき市内郷綴町秋山 88番地 

御厩小学校 いわき市内郷御厩町二丁目 121番地 

高坂小学校 いわき市内郷高坂町台 35番地 

宮小学校 いわき市内郷宮町滝 12番地の 4 

高野小学校 いわき市内郷髙野町中倉 82番地の 3 

好間第一小学校 いわき市好間町上好間字馬場前 14番地 

好間第二小学校 いわき市好間町今新田字手倉 2番地 



好間第四小学校 いわき市好間町大利字戸作田 65番地 

三和小学校 いわき市三和町下市萱字竹ノ内 126番地 

小名浜第一小学校 いわき市小名浜岡小名字台ノ上 1番地の 1 

小名浜第二小学校 いわき市小名浜愛宕町 3番地の 2 

小名浜第三小学校 いわき市小名浜住吉字搦町 7番地の 1 

小名浜東小学校 いわき市小名浜諏訪町 37番地の 1 

小名浜西小学校 いわき市小名浜大原字小滝山 3番地 

鹿島小学校 いわき市鹿島町走熊字中島 1番地の 1 

江名小学校 いわき市江名字天ヶ作 154番地 

永崎小学校 いわき市永崎字川畑 159番地の 5 

泉小学校 いわき市泉町小山 48番地の 2 

泉北小学校 いわき市泉町玉露字定田 69番地 

渡辺小学校 いわき市渡辺町田部字岸 17番地の 1 

湯本第一小学校 いわき市常磐湯本町栄田 11番地の 10 

湯本第二小学校 いわき市常磐湯本町日渡 35番地 

湯本第三小学校 いわき市常磐水野谷竜ヶ沢 36番地 

長倉小学校 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台 99番地の 2 

磐崎小学校 いわき市常磐下湯長谷町勝善 14番地の 13 

藤原小学校 いわき市常磐藤原町斑堂 115番地の 2 

植田小学校 いわき市東田町向山 1番地 

汐見が丘小学校 いわき市小浜町西ノ作 358番地 

錦小学校 いわき市錦町鳥居東 1番地の 1 

錦東小学校 いわき市錦町鷺内 64番地の 5 

菊田小学校 いわき市山田町林崎前 56番地 

勿来第一小学校 いわき市勿来町窪田伊賀屋敷 1番地の 1 

勿来第二小学校 いわき市勿来町関田和久 75番地 

勿来第三小学校 いわき市勿来町酒井北ノ内 1番地 

川部小学校 いわき市川部町川原 65番地の 1 

上遠野小学校 いわき市遠野町上遠野町字本町 68番地 

入遠野小学校 いわき市遠野町入遠野字前田 142番地 

田人小学校 いわき市田人町黒田字中野 18番地の 1 

平第一中学校 いわき市平字揚土 1番地 

平第二中学校 いわき市平鎌田字味噌能 2番地 

平第三中学校 いわき市平谷川瀬字吉野作 56番地の 2 

中央台北中学校 いわき市中央台飯野五丁目 2番地の 1 

中央台南中学校 いわき市中央台鹿島二丁目 42番地の 1 

豊間中学校 いわき市平薄磯字南作 62番地 

藤間中学校 いわき市平藤間字千ヶ久保 76番地の 6 

草野中学校 いわき市平下神谷字宿 25番地 

赤井中学校 いわき市平赤井字大門 13番地 

四倉中学校 いわき市四倉町字東一丁目 65番地 



大野中学校 いわき市四倉町玉山字御城 204番地 

久之浜中学校 いわき市久之浜町久之浜字大場 72番地の 1 

小川中学校 いわき市小川町上平字竹ノ内 63番地 

川前中学校 いわき市川前町川前字中ノ萱 25番地の 1 

桶売中学校 いわき市川前町下桶売字久保田 96番地の 2 

小白井中学校 いわき市川前町小白井字将監小屋 94番地の 1 

内郷第一中学校 いわき市内郷高坂町立野 129番地の 1 

内郷第二中学校 いわき市内郷宮町金坂 114番地 

内郷第三中学校 いわき市内郷高野町中倉 82番地の 3 

好間中学校 いわき市好間町小谷作字竹ノ内 1番地の 1 

三和中学校 いわき市三和町中寺字桶ノ口 4番地の 2 

小名浜第一中学校 いわき市小名浜岡小名字山田作 9番地の 1 

小名浜第二中学校 いわき市小名浜岡小名字池袋 11番地 

玉川中学校 いわき市小名浜玉川町西 24番地 

江名中学校 いわき市永崎字館 1番地 

泉中学校 いわき市泉町玉露字吉野作 42番地 

湯本第一中学校 いわき市常磐湯本町吹谷 11番地の 1 

湯本第二中学校 いわき市常磐湯本町上浅貝 103番地の 2 

湯本第三中学校 いわき市常磐湯本町高倉 3番地の 3 

磐崎中学校 いわき市常磐下湯長谷町家中跡 28番地の 5 

植田中学校 いわき市植田町根小屋 25番地の 4 

植田東中学校 いわき市石塚町国分 175番地の 2 

錦中学校 いわき市錦町飯盛町 1番地の 1 

勿来第一中学校 いわき市勿来町窪田伊賀屋敷 102番地の 2 

勿来第二中学校 いわき市勿来町関田北作 6番地 

川部中学校 いわき市川部町坂下 18番地の 1 

上遠野中学校 いわき市遠野町上遠野字根小屋 30番地 

入遠野中学校 いわき市遠野町上根本字荒神平 20番地 

田人中学校 いわき市田人町黒田字中野 18番地の 1 

神谷公民館 いわき市平中神谷字籠田 78‐1 

大野公民館 いわき市四倉町山田小湊字方礼 31 

藤原公民館 いわき市常磐藤原町大畑 81 

鹿島公民館 いわき市鹿島町走熊字鬼越 83‐1 

勿来公民館 いわき市勿来町窪田小島 11‐1 

いわき総合図書館 いわき市字平田町 120番地 ラトブ内 4・5階 

いわき市水道局 いわき市平字童子町 2‐5 

いわき市水道局南部工事事務所 いわき市泉町滝尻字泉町 177の 1 

平浄水場 いわき市平下平窪字寺前 53 

上野原浄水場 いわき市好間町上好間字上野原 37‐2 

泉浄水場 いわき市泉町六丁目 10番地の 16 

山玉浄水場 いわき市山玉町脇川 25番地 



東部浄化センター いわき市小名浜字吹松 18‐1 

平蔵塚ポンプ場 いわき市小名浜字平蔵塚 89‐2 

小名川ポンプ場 いわき市小名浜字元分地内 

元川中継ポンプ場 いわき市小名浜字定西 210‐1 

中部浄化センター いわき市小名浜大原字芳際１ 

郷ヶ丘中継ポンプ場 いわき市郷ヶ丘三丁目 52‐4 

ニュータウン第二中継ポンプ場 いわき市中央台飯野五丁目 5‐5 

若葉台中継ポンプ場 いわき市若葉台一丁目 30‐15 

八仙ポンプ場 いわき市常磐八仙 1‐49 

西郷ポンプ場 いわき市常磐西郷町銭田 108‐1 

大原ポンプ場 いわき市小名浜大原字富岡前 69 

南富岡ポンプ場 いわき市小名浜南富岡字中前 45‐5 

芳川ポンプ場 いわき市泉町滝尻字松原 133 

御代ポンプ場 いわき市鹿島町御代字柿境 52 

林城ポンプ場 いわき市小名浜林城字下高田 1‐2 

船戸ポンプ場 いわき市鹿島町久保三丁目 4‐1 

島ポンプ場 いわき市小名浜島字高田町 44‐6 

野田ポンプ場 いわき市小名浜野田字北坪 15‐12 

本谷ポンプ場 いわき市泉町本谷字磐井沢 63‐3 

南部浄化センター いわき市錦町浜田 27 

植田中継ポンプ場 いわき市植田町本町一丁目 12 

佐糠ポンプ場 いわき市佐糠町荒屋 102‐4 

原前ポンプ場 いわき市東田町二丁目 20‐3 

植田第二中継ポンプ場 いわき市植田町中央三丁目 7‐4 

植田第一中継ポンプ場 いわき市植田町本町三丁目 12‐1 

大倉ポンプ場 いわき市錦町台 1‐5 

江栗ポンプ場 いわき市錦町古川 76 

関田ポンプ場 いわき市勿来町関田北町 68‐1 

根小屋ポンプ場 いわき市植田町林内 44‐1地先 

草木台地域汚水処理施設 いわき市草木台二丁目 23‐13 

洋向台地域汚水処理施設 いわき市洋向台五丁目 27‐40 

南台地域汚水処理施設 いわき市南台二丁目 48 

勿来白米地域汚水処理施設 いわき市勿来町白米林ノ中 30‐345 

渡辺地区農業集落排水処理施設 いわき市渡辺町松小屋字榎株 121 

遠野地区農業集落排水処理施設 いわき市遠野町滝字中川原 2‐2 

北部浄化センター いわき市平下神谷字天神 104‐1 

北白土第一ポンプ場 いわき市平北白土字穂積 32 

北白土第二ポンプ場 いわき市平字愛谷町三丁目 7‐3 

御厩ポンプ場 いわき市内郷御厩町四丁目 78 

手掴ポンプ場 いわき市平字城東一丁目 6‐5 

新町前ポンプ場 いわき市内郷御台境町自在町 16‐1 



泉崎中継ポンプ場 いわき市平泉崎字砂田 6‐1 

仁井田中継ポンプ場 いわき市四倉町塩木字道東 2 

久之浜ポンプ場 いわき市久之浜町久之浜字西町尻 25 

蜆川第一ポンプ場 いわき市四倉町字東四丁目 132‐8 

蜆川第二ポンプ場 いわき市四倉町字東二丁目 172 

北一里塚ポンプ場 いわき市平下神谷字石淵 48‐1 

南白土ポンプ場 いわき市平南白土二丁目 6‐1 

小島ポンプ場 いわき市小島町三丁目 1‐1 

大町ポンプ場 いわき市内郷高坂町大町 89 

綴ポンプ場 いわき市内郷綴町沼尻 81 

上仁井田ポンプ場 いわき市四倉町上仁井田字鰻沼 30‐1 

下平窪ポンプ場 いわき市平下平窪字四左エ門内 70‐3 

北目ポンプ場 いわき市平字北目町 81‐12 

石森地域汚水処理施設 いわき市石森一丁目 1‐15 

下小川地区農業集落排水処理施設 いわき市小川町下小川字小沢口 150 

戸田地区農業集落排水処理施設 いわき市四倉町戸田字古川 218 

永井地区農業集落排水処理施設 いわき市三和町下永井字峰岸 13 

三阪地区農業集落排水処理施設 いわき市三和町下三坂字下ノ里 52‐1 

すずかけ幼稚園 いわき市平字五色町 26 

西小名浜幼稚園 いわき市小名浜愛宕町 3‐2 

玉川幼稚園 いわき市小名浜玉川町東 11‐1 

江名幼稚園 いわき市江名字上代 8‐4 

錦幼稚園 いわき市錦町鷺内 3‐1 

汐見が丘幼稚園 いわき市小浜町西の作 347 

湯本第一幼稚園 いわき市常磐湯本町吹谷 113‐2 

湯本第三幼稚園 いわき市常磐湯本町上浅貝 12‐1 

磐崎幼稚園 いわき市常磐西郷町金山 160‐2 

藤原幼稚園 いわき市常磐藤原町大畑 81 

高坂幼稚園 いわき市内郷高坂町桜井 76 

宮幼稚園 いわき市内郷宮町滝 12‐1 

四倉第一幼稚園 いわき市四倉町字西四丁目 3‐3 

四倉第二幼稚園 いわき市四倉町狐塚字松橋 65 

白土保育所 いわき市平字東町 23‐1 

あさひ保育園 いわき市平中神谷字北鳥沼 34 

豊間保育園 いわき市平薄磯字南作 62 

高久保育園 いわき市平下高久字清水 1‐4 

夏井保育所 いわき市平荒田目字高原 44 

永崎保育所 いわき市永崎字川畑 217‐1 

古湊保育所 いわき市小名浜字田ノ入 80‐1 

本町保育所 いわき市小名浜字蛭川新川間 35‐1 

渚保育所 いわき市小名浜字蛭川南 5‐5 



鹿島保育所 いわき市鹿島町久保字山崎 4‐1 

滝尻保育所 いわき市泉町滝尻字高見坪 21‐1 

下川保育所 いわき市泉町下川字前ノ原 74 

泉保育所 いわき市泉町三丁目 2‐7 

玉露保育所 いわき市泉玉露三丁目 13‐5 

渡辺保育所 いわき市渡辺町田部字岸 8 

錦保育所 いわき市錦町作鞍 4 

窪田保育所 いわき市勿来町窪田馬場 43‐1 

菊田保育所 いわき市山田町東川原 13 

山田保育所 いわき市山田町堀ノ内 104‐3 

田人保育所 いわき市田人町黒田字一ノ倉 49‐1 

常磐第一保育園 いわき市常磐湯本町栄田 71‐1 

常磐第二保育園 いわき市常磐湯本町山ノ神 20‐1 

遠野保育所 いわき市遠野町上遠野字白幡 106‐2 

宮保育所 いわき市内郷宮町金坂 152‐1 

綴保育所 いわき市内郷綴町町之内 36‐1 

御厩保育所 いわき市内郷御厩町下宿 99‐1 

三阪保育所 いわき市三和町中三坂字四座 48 

四倉保育所 いわき市四倉町字五丁目 8‐8 

久ノ浜保育所 いわき市大久町小久字連郷 89‐1 

小川保育所 いわき市小川町高萩字下川原 127‐1 

あげつち学童保育クラブ いわき市平字揚土 5 

あげつちの丘学童保育クラブ いわき市平字揚土 5 

平二小児童育成クラブ いわき市平字梅香町 7‐1 

すずかけ第一学童クラブ いわき市平字作町三丁目 4‐2 

すずかけ第二学童クラブ いわき市平字作町三丁目 4‐2 

平四小第 1児童クラブ いわき市平下平窪字諸荷 65 

平四小第 2児童クラブ いわき市平下平窪字諸荷 65 

平五小第一児童クラブ いわき市平下荒川字川前 54‐1 

平五小第二児童クラブ いわき市平下荒川字川前 54‐1 

平五小第三児童クラブ いわき市平下荒川字川前 54‐1 

郷ヶ丘児童クラブ いわき市郷ヶ丘三丁目 50‐18 

郷ヶ丘のびのび児童クラブ いわき市郷ヶ丘三丁目 50‐18 

郷ヶ丘児童クラブ分室 いわき市郷ヶ丘三丁目 50‐18 

中央台児童クラブ いわき市中央台飯野三丁目 2‐1 

中央台南児童クラブ いわき市中央台鹿島二丁目 1‐1 

中央台東第一児童クラブ いわき市中央台高久二丁目 24 

中央台東第二児童クラブ いわき市中央台高久二丁目 24 

豊間しおかぜ児童クラブ いわき市平薄磯字南作 24 

高久児童クラブ いわき市平下高久字原極 46‐1 

夏井かわかぜ児童クラブ いわき市平上大越字塚越 1 



青空学童保育クラブ いわき市小名浜岡小名字台ノ上 1‐1 

くすのキッズ第一 いわき市小名浜住吉字搦町 31‐3 

くすのキッズ第二 いわき市小名浜住吉字搦町 31‐3 

小名浜東第一学童クラブ いわき市小名浜諏訪町 37‐1 

小名浜東第二学童クラブ いわき市小名浜諏訪町 37‐1 

小名浜西学童クラブ いわき市小名浜大原字小滝山 3 

かしま学童クラブ いわき市鹿島町走熊字中島 1 

かしまあじさい学童クラブ いわき市鹿島町走熊字中島 1 

江名かもめ児童クラブ いわき市江名字天ヶ作 130 

ながさき児童クラブ いわき市永崎字川畑 95‐2 

植田児童クラブ いわき市東田町一丁目 13‐16 

汐見が丘児童クラブ いわき市小浜町西ノ作 358 

御厩小第一児童クラブ いわき市内郷御厩町二丁目 121 

御厩小第二児童クラブ いわき市内郷御厩町二丁目 121 

高坂小第一児童クラブ いわき市内郷高坂町台 6 

高坂小第二児童クラブ いわき市内郷高坂町台 6 

四倉やまかぜ児童クラブ いわき市四倉町西四丁目 3‐3 

四倉うみかぜ児童クラブ いわき市四倉町西四丁目 3‐3 

大浦ののかぜ児童クラブ いわき市四倉町狐塚字松橋 20 

ピーターパンチャイルドクラブ いわき市好間町上好間字馬場前 28 

好間二小児童クラブ いわき市好間町今新田字手倉 2 

久之浜児童クラブ いわき市久之浜町久之浜字糠塚 15 

小名浜児童センター いわき市小名浜寺廻町 10番地の 3 

内郷児童館 いわき市内郷綴町川原田 59番地 

こども元気センター いわき市植田町本町一丁目 12番地 

消防本部平消防署統合庁舎 いわき市平字正内町 22 

小名浜消防署 いわき市小名浜字山神北 39‐2 

勿来消防署 いわき市錦町大島 1 

常磐消防署 いわき市常磐関船町一丁目 3‐2 

内郷消防署 いわき市内郷綴町大木下 18 

四倉分署 いわき市四倉町字東四丁目 132‐1 

中央台分遣所 いわき市中央台飯野四丁目 9‐1 

小川分遣所 いわき市小川町上小川字片石田 67‐1 

川前分遣所 いわき市川前町字五林 29‐1 

江名分遣所 いわき市江名字藪倉 156‐1 

田人分遣所 いわき市田人町旅人字下平石 137‐1 

遠野分遣所 いわき市遠野町根岸字白幡 40‐1 

三和分遣所 いわき市三和町下市萱字堀ノ内 246‐2 

いわき市医療センター いわき市内郷御厩町久世原 16番地 

いわき市医療センター看護専門学校 いわき市内郷御厩町三丁目 91番地の 1 

北部清掃センター いわき市平上片寄字大平 23番地 



リサイクルプラザクリンピーの家 いわき市渡辺町中釜戸字大石沢 24番地の 1 

南部衛生センター いわき市錦町須賀 8番地の 139 

中部衛生センター いわき市常磐藤原町滝沢 37番地の 1 

北部憩いの家 いわき市平上片寄字大平 23番地 

南部憩いの家 いわき市泉町下川字境ノ町 63番地の 1 

南部清掃センター いわき市泉町下川字境ノ町 63番地の 1 

環境監視センター いわき市小名浜大原字六反田 22番地 

いわき市川前活性化センター いわき市川前町下桶売久保田 122 

上荒川公園体育施設 いわき市下荒川字南作 100番 

いわき市立平体育館・平市民運動場 いわき市平字正内町 6番地の 1 

いわき市立小名浜武道館 いわき市小名浜字蛭川新川間 62番地 

いわき市立関船体育館 いわき市常磐関船町作田 1番地の 1 

いわき市立南部スタジアム いわき市錦町細谷 50番地 

いわき市立勿来体育館 いわき市錦町中迎 1丁目 12番地の 1 

いわき市立南部アリーナ いわき市錦町細谷 50番地 

内郷コミュニティセンター いわき市内郷大木下 28-1 

新舞子体育施設 いわき市平下高久字南谷地 16 

 


