
令和4年5月27日現在

1 平 平第一小学校校庭 福島県いわき市平字揚土5

2 平 平第二小学校校庭 福島県いわき市平字梅香町7-1

3 平 平第三小学校校庭 福島県いわき市平字作町三丁目4-2

4 平 平第四小学校校庭 福島県いわき市平下平窪字諸荷59-1

5 平 平第五小学校校庭 福島県いわき市平下荒川字川前54-1

6 平 平第六小学校校庭 福島県いわき市平中神谷字石脇22

7 平 赤井小学校校庭 福島県いわき市平赤井字田町49

8 平 郷ケ丘小学校校庭 福島県いわき市郷ケ丘三丁目50-18

9 平 中央台北小学校校庭 福島県いわき市中央台飯野三丁目2-1

10 平 中央台南小学校校庭 福島県いわき市中央台鹿島二丁目1-1

11 平 平第一中学校校庭 福島県いわき市平字揚土1

12 平 平第二中学校校庭 福島県いわき市平鎌田字味噌能2

13 平 平第三中学校校庭 福島県いわき市平谷川瀬字吉野作56-2

14 平 赤井中学校校庭 福島県いわき市平赤井字大門13

15 平 中央台北中学校校庭 福島県いわき市中央台飯野五丁目2-1

16 平 国立福島工業高等専門学校グラウンド 福島県いわき市平上荒川字長尾30

17 平 県立磐城高等学校校庭 福島県いわき市平字高月7

18 平 県立磐城桜が丘高等学校校庭 福島県いわき市平字桜町5

19 平 県立平工業高等学校校庭 福島県いわき市平下荒川字中剃1-3

20 平 県立平商業高等学校校庭 福島県いわき市平中塩字一水口37-1

21 平 平市民運動場 福島県いわき市平字正内町22

22 平 上荒川公園 福島県いわき市平下荒川字南作100

23 平 県立平支援学校校庭 福島県いわき市平上平窪字羽黒40-45

24 平 下の町公園 福島県いわき市平字新田前6-1

25 平 佃町公園 福島県いわき市平字佃町5-1

26 平 菱川町公園 福島県いわき市平字菱川町7-7

27 平 堂ノ前公園 福島県いわき市平字堂ノ前1

28 平 尼子町公園 福島県いわき市平字尼子町4

29 平 小太郎町公園 福島県いわき市平字小太郎町5

30 平 五色町公園 福島県いわき市平字五色町5

31 平 正内町東公園 福島県いわき市平字正内町109

32 平 九品寺前公園 福島県いわき市平字九品寺町2-1

33 平 大工町公園 福島県いわき市平字大工町7-1

34 平 下平窪第一公園 福島県いわき市平下平窪字味噌農9

35 平 紅葉町公園 福島県いわき市平字紅葉町42-1

36 平 平中央公園 福島県いわき市平字三崎1

37 平 下川原公園 福島県いわき市平字下川原40

38 平 下平窪第二公園 福島県いわき市平下平窪一丁目5

39 平 白土公園 福島県いわき市平字愛谷町四丁目7-1

40 平 平一町目公園 福島県いわき市平字一町目20-1

41 平 仲山町公園 福島県いわき市平谷川瀬二丁目26-1
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42 平 中央台東小学校校庭 福島県いわき市中央台高久二丁目24

43 平 県立いわき支援学校校庭 福島県いわき市平上神谷字石ノ町13-1

44 平 高久小学校校庭 福島県いわき市平下高久字原極46-1

45 平 夏井小学校校庭 福島県いわき市平上大越字塚越1

46 平 中央台南中学校校庭 福島県いわき市中央台鹿島二丁目42-1

47 平 いわき光洋高等学校校庭 福島県いわき市中央台高久四丁目1

48 平 豊間中学校校庭 福島県いわき市平薄磯字南作62

49 平 いわき市フラワーセンター 福島県いわき市平四ツ波字石森116

50 小名浜 小名浜第三小学校校庭 福島県いわき市小名浜住吉字搦町7-1

51 小名浜 鹿島小学校校庭 福島県いわき市鹿島町走熊字中島1-1

52 小名浜 泉小学校校庭 福島県いわき市泉町字小山48-2

53 小名浜 泉北小学校校庭 福島県いわき市泉町玉露字定田69

54 小名浜 渡辺小学校校庭 福島県いわき市渡辺町田部字岸17-1

55 小名浜 泉中学校校庭 福島県いわき市泉町玉露字吉野作42

56 小名浜 玉川中学校校庭 福島県いわき市小名浜玉川町西24

57 小名浜 小名浜市民会館広場 福島県いわき市小名浜愛宕上6−1

58 小名浜 小名浜公民館広場 福島県いわき市小名浜愛宕上7-2

59 小名浜 上釜戸運動広場 福島県いわき市渡辺町上釜戸字堤ノ内38-1

60 小名浜 岡小名公園 福島県いわき市小名浜岡小名二丁目5-1

61 小名浜 小名浜中央公園 福島県いわき市小名浜南君ケ塚町13

62 小名浜 吹松公園 福島県いわき市小名浜字吹松16-19

63 小名浜 矢田川公園 福島県いわき市小名浜林城字日代鳥20

64 小名浜 泉公園 福島県いわき市泉町一丁目18-1

65 小名浜 小名浜臨海工業団地東緑地 福島県いわき市泉町下川字大剣1-24

66 小名浜 玉川中央公園 福島県いわき市小名浜玉川町南22

67 小名浜 沖公園 福島県いわき市泉玉露七丁目9-1

68 小名浜 湘南台西公園 福島県いわき市湘南台一丁目1-37

69 小名浜 泉清水公園 福島県いわき市泉町五丁目16-5

70 小名浜 高田公園 福島県いわき市小名浜花畑町44

71 小名浜 早稲田公園 福島県いわき市泉町黒須野字早稲田235-102

72 小名浜 滝尻３号公園 福島県いわき市泉町滝尻字下谷地23番地

73 勿来 勿来第一小学校校庭 福島県いわき市勿来町窪田伊賀屋敷1-1

74 勿来 勿来第三小学校校庭 福島県いわき市勿来町酒井北ノ内1

75 勿来 川部小学校校庭 福島県いわき市川部町川原65-1

76 勿来 植田東中学校校庭 福島県いわき市石塚町国分175-2

77 勿来 川部中学校校庭 福島県いわき市川部町坂下18-1

78 勿来 県立勿来高等学校校庭 福島県いわき市勿来町窪田町通二丁目1

79 勿来 植田中央公園 福島県いわき市植田町中央二丁目11-1

80 勿来 植田第二公園 福島県いわき市植田町中央三丁目9-1

81 勿来 後宿公園 福島県いわき市植田町本町一丁目12

82 勿来 東田墓園 福島県いわき市東田町菖蒲沢23-1

83 勿来 金山公園 福島県いわき市金山町朝日台1

84 勿来 中岡第二公園 福島県いわき市中岡町三丁目2-1

85 勿来 小名田ちびっこ広場 福島県いわき市植田町西荒田61-1,64-4
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86 勿来 植田八幡神社境内 福島県いわき市植田町八幡台2

87 勿来 江栗第一公園 福島県いわき市錦町江栗三丁目27

88 勿来 中迎二丁目公園 福島県いわき市錦町中迎二丁目4-1

89 勿来 関田中央ちびっこ広場 福島県いわき市勿来町関田行屋前5,4-1

90 勿来 御前崎遊園地 福島県いわき市勿来町窪田道山154-35

91 勿来 ひまわりちびっ子広場 福島県いわき市勿来町四沢作田67-1

92 勿来 大高八幡台遊園地 福島県いわき市勿来町大高八幡2-1

93 勿来 沼部橋記念遊園 福島県いわき市沼部町金山下14-2

94 勿来 菊田小学校校庭 福島県いわき市山田町林崎前56

95 勿来 玉田院境内 福島県いわき市山田町井上140-1

96 勿来 白米第一公園 福島県いわき市勿来町白米林ノ中30-99

97 勿来 南の森スポーツパーク 福島県いわき市錦町細谷102-58

98 勿来 ㈱ムラコシ精工ファインコンポーネンツ事業部勿来工場駐車場 福島県いわき市勿来町酒井酒井原110

99 勿来 株式会社久伸電機駐車場 福島県いわき市勿来町酒井酒井原27-1

100 勿来 勿来第二小学校校庭 福島県いわき市勿来町関田和久75

101 勿来 錦小学校校庭 福島県いわき市錦町鳥居東1-1

102 勿来 錦中学校校庭 福島県いわき市錦町飯盛町1-1

103 勿来 八幡神社境内 福島県いわき市川部町寺田72

104 常磐 湯本第一小学校校庭 福島県いわき市常磐湯本町栄田11-10

105 常磐 湯本第二小学校校庭 福島県いわき市常磐湯本町日渡35

106 常磐 湯本第三小学校校庭 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢36

107 常磐 長倉小学校校庭 福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99-2

108 常磐 藤原小学校校庭 福島県いわき市常磐藤原町斑堂115-2

109 常磐 湯本第一中学校校庭 福島県いわき市常磐湯本町吹谷11-1

110 常磐 湯本第三中学校校庭 福島県いわき市常磐湯本町高倉3-3

111 常磐 磐崎中学校校庭 福島県いわき市常磐下湯長谷町家中跡28-5

112 常磐 県立湯本高等学校校庭 福島県いわき市常磐上湯長谷町五反田55

113 常磐 磐崎小学校校庭 福島県いわき市常磐下湯長谷町勝善14-13

114 常磐 五反田公園 福島県いわき市常磐上湯長谷町五反田206-1

115 常磐 上湯長谷公園 福島県いわき市常磐上湯長谷町湯台堂172-3

116 常磐 下浅貝公園 福島県いわき市常磐湯本町下浅貝69-26

117 常磐 藤原公園 福島県いわき市常磐藤原町一本木10-1

118 常磐 常磐市民運動場 福島県いわき市常磐湯本町日渡92-1

119 常磐 桜ケ丘四丁目公園 福島県いわき市桜ケ丘四丁目68-1

120 常磐 下湯長谷公園 福島県いわき市常磐下湯長谷町一丁目77

121 常磐 船尾保育園園庭 福島県いわき市常磐下船尾町村山5-1

122 常磐 若葉台北公園 福島県いわき市若葉台一丁目24-5

123 常磐 いわき市石炭化石館広場 福島県いわき市常磐湯本町向田3-1

124 常磐 釜ノ前第一公園 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前147-65

125 常磐 釜ノ前第二児童遊園 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前161-163

126 常磐 草木台一丁目公園 福島県いわき市草木台一丁目7

127 常磐 草木台二丁目公園 福島県いわき市草木台二丁目11

128 常磐 株式会社マルト釜の前店駐車場 福島県いわき市常磐上湯長谷町山ノ神前24−35

129 内郷 旧白水小学校体育館前広場 福島県いわき市内郷白水町川平76-12



№ 施設・場所名 住　所地　区

130 内郷 内町小学校校庭 福島県いわき市内郷内町水之出37

131 内郷 高坂小学校校庭 福島県いわき市内郷高坂町台35

132 内郷 内郷第二中学校校庭 福島県いわき市内郷宮町金坂114

133 内郷 御厩保育所所庭 福島県いわき市内郷御厩町下宿99-1

134 内郷 高野小学校・内郷第三中学校校庭 福島県いわき市内郷高野町中倉82-3

135 内郷 内郷第一中学校校庭 福島県いわき市内郷高坂町立野129-1

136 内郷 白水阿弥陀堂境域案内広場 福島県いわき市内郷白水町大門

137 内郷 宮保育所所庭 福島県いわき市内郷宮町金坂152-1

138 内郷 内町公園 福島県いわき市内郷内町磐堰106

139 内郷 馬場児童公園 福島県いわき市内郷綴町川原田59

140 内郷 金坂公園 福島県いわき市内郷高坂町二丁目25

141 内郷 高坂南公園 福島県いわき市内郷高坂町一丁目86-7

142 内郷 高坂北公園 福島県いわき市内郷高坂町一丁目56

143 内郷 天上田公園 福島県いわき市内郷御厩町二丁目59

144 内郷 長町公園 福島県いわき市内郷御厩町四丁目64

145 内郷 新町前公園 福島県いわき市内郷御台境町新町前11-9

146 内郷 小島第一公園 福島県いわき市小島町二丁目1-1

147 四倉 旧大野第一小学校校庭 福島県いわき市四倉町玉山字林崎5

148 四倉 旧大野第二小学校校庭 福島県いわき市四倉町駒込字広畑11

149 四倉 大野中学校校庭 福島県いわき市四倉町玉山字御城204

150 四倉 四倉小学校校庭 福島県いわき市四倉町字西四丁目3-3

151 遠野 上遠野小学校校庭 福島県いわき市遠野町上遠野字本町68

152 遠野 入遠野小学校校庭 福島県いわき市遠野町入遠野字前田142

153 遠野 入遠野中学校校庭 福島県いわき市遠野町上根本字荒神平20

154 遠野 遠野市民運動場 福島県いわき市遠野町上遠野字久保作34

155 遠野 県立遠野高等学校校庭 福島県いわき市遠野町上遠野字赤坂10-1

156 小川 小川小学校校庭 福島県いわき市小川町上平字田之尻4

157 小川 小玉小学校校庭 福島県いわき市小川町西小川字小玉2-1

158 小川 小川中学校校庭 福島県いわき市小川町上平字竹ノ内63

159 小川 小川公民館広場 福島県いわき市小川町上小川字下广門44-2

160 小川 小川市民運動場 福島県いわき市小川町柴原字館下6

161 小川 草野心平記念文学館駐車場 福島県いわき市小川町高萩字下夕道1-39

162 好間 好間第一小学校校庭 福島県いわき市好間町上好間字馬場前14

163 好間 好間第二小学校校庭 福島県いわき市好間町今新田字手倉2

164 好間 旧好間第三小学校校庭 福島県いわき市好間町北好間字権現堂60

165 好間 好間第四小学校校庭 福島県いわき市好間町大利字戸作田65

166 好間 好間中学校校庭 福島県いわき市好間町小谷作字竹ノ内1-1

167 好間 好間保育所所庭 福島県いわき市好間町上好間字馬場前19−3

168 好間 さくら保育園園庭 福島県いわき市好間町下好間字沼田112

169 好間 好間多目的広場 福島県いわき市好間工業団地24-5

170 三和 三和中学校校庭 福島県いわき市三和町中寺字樋ノ口4-2

171 三和 旧三阪小・中学校校庭 福島県いわき市三和町中三坂字腰巻28

172 三和 下永井公民館広場 福島県いわき市三和町下永井字横山66-1

173 田人 田人小学校校庭 福島県いわき市田人町黒田字中野18-1
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174 田人 下平石児童遊園 福島県いわき市田人町旅人字下平石

175 田人 田人市民運動場 福島県いわき市田人町黒田字寺ノ下64

176 田人 田人ふれあい館第２駐車場 福島県いわき市田人町旅人字下平石191

177 田人 おふくろの宿駐車場 福島県いわき市田人町旅人字江尻71

178 田人 貝泊集会施設駐車場 福島県いわき市田人町貝泊字久子ノ内57

179 田人 石住多目的集会所駐車場 福島県いわき市田人町石住字貝屋35

180 田人 旧田人第二小学校南大平分校校庭 福島県いわき市田人町南大平字坪内95-1

181 川前 桶売小・中学校校庭 福島県いわき市川前町下桶売字久保田96-2

182 川前 川前公民館前庭 福島県いわき市川前町川前字椚立79

183 川前 いわきの里鬼ケ城グラウンド 福島県いわき市川前町上桶売字小久田73-3

184 川前 小白井集会所 福島県いわき市川前町小白井字大小屋36-1

185 久之浜・大久 久之浜第二小学校校庭 福島県いわき市大久町大久字矢ノ目沢2-1


