
番号 施 設・場 所 名 住　　　所 電　話

1 御園地域交流センター 伊那市御園506-１ 78-0788

2 伊那北地域活性化センター 伊那市山寺1979-2 72-3815

3 伊那小学校　校庭 伊那市山寺3221 -

4 伊那小学校　第１体育館 伊那市山寺3221 72-5205

5 伊那小学校　第２体育館 伊那市山寺3221 72-5205

6 伊那北高校　校庭 伊那市山寺2165 -

7 伊那北高校　小体育館 伊那市山寺2165 72-2221

8 伊那北高校　大体育館 伊那市山寺2165 72-2221

9 坂下公会堂 伊那市坂下3265 72-2352

10 伊那西小学校　校庭 伊那市ますみヶ丘6949-2 -

11 伊那西小学校　体育館 伊那市ますみヶ丘6949-2 72-2632

12 小沢地域交流センター 伊那市小沢7790-3 76-3562

13 平沢公民館 伊那市平沢8347-2 78-4452

14 横山集会施設 伊那市横山9327-3 ㈲75-2222

15 ますみヶ丘公民館 伊那市ますみヶ丘1101-7 72-9795

16 内の萱公民館 伊那市荒井内の萱7194-1 ㈲75-2223

17 大坊公民館 伊那市西町6718-1 ㈲75-2224

18 市営中央駐車場 伊那市荒井3418-1 ㈲73-8571

19 伊那中学校　校庭 伊那市荒井4460 -

20 伊那中学校　第１体育館 伊那市荒井4460 72-6168

21 伊那中学校　第２体育館 伊那市荒井4460 72-6168

22 伊那弥生ヶ丘高校　校庭（上） 伊那市西町5703 -

23 伊那弥生ヶ丘高校　校庭（下） 伊那市西町5703 -

24 伊那弥生ヶ丘高校　体育館 伊那市西町5703 72-6118

25 春日公園 伊那市西町5949-1 -

26 富士塚スポーツ公園運動場 伊那市荒井4558-1 78-5010

27 伊那市民体育館サブアリーナ 伊那市西町5837-1　 78-2356

28 伊那市民体育館メインアリーナ 伊那市西町5834-8 78-2356

29 西町公民館 伊那市西町5028 72-2424

30 伊那北小学校　校庭 伊那市野底8380-3 -

31 伊那北小学校　体育館 伊那市野底8380-3 72-2264

32 福島公民館 伊那市福島1385-1 ㈲72-7479

33 野底公民館 伊那市野底7976-1 ㈲73-6333

34 上牧転作促進研修センター 伊那市上牧6350-1 72-2891

35 伊那東小学校　校庭 伊那市境1248-1 -

36 伊那東小学校　体育館 伊那市境1248-1 72-2007

37 東部中学校　校庭 伊那市日影5749 -

38 東部中学校　第１体育館 伊那市日影5749 72-6128

39 東部中学校　第２体育館 伊那市日影5749 72-6128

40 伊那公園内球場 伊那市中央5563-1 72-3540

41 中央区公民館 伊那市中央5214-7 72-9079

42 伊那公民館 伊那市中央5052 78-3447

43 日影区公民館 伊那市日影289 ㈲75-2025

44 上の原公民館 伊那市上の原5338-2 78-5645

45 境公民館 伊那市境1188 72-9626

46 狐島第1公民館 伊那市狐島4201-1 72-0720
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47 上新田公民館 伊那市上新田2137 76-3107

48 下新田公民館 伊那市下新田3139 ㈲74-6618

49 美原区公民館 伊那市美原7446-62 -

50 前原いきいき交流施設 伊那市前原7407-1 -

51 若宮集会所 伊那市若宮7380-252 76-1589

52 富県小学校　校庭 伊那市富県7312 -

53 富県小学校　体育館 伊那市富県7312 72-3094

54 富県支所・公民館 伊那市富県6393-1 72-2318

55 新山小学校　校庭 伊那市富県535-2 -

56 新山小学校　体育館 伊那市富県535-2 72-2884

57 上新山公民館 伊那市富県979-1 ㈲78-7899

58 新山集落センター 伊那市富県2582 ㈲73-2584

59 北新公民館 伊那市富県2785-3 ㈲75-2425

60 桜井公民館 伊那市富県4782-1 ㈲75-2522

61 貝沼公民館 伊那市富県6064-1 ㈲76-3451

62 北福地集落センター 伊那市富県8172-1 ㈲73-4128

63 南福地公民館 伊那市富県9665-4 ㈲78-8708

64 美篶小学校　校庭 伊那市美篶5350-1 -

65 美篶小学校　体育館 伊那市美篶5350-1 72-2588

66 美篶支所・公民館 伊那市美篶4999-1 72-2360

67 上伊那農協美篶手良支所 伊那市美篶4283-3 72-3135

68 芦沢公民館 伊那市美篶305-1 ㈲75-2832

69 南割集落センター 伊那市美篶3080-18 ㈲75-2834

70 ふれあい交流センター笠原 伊那市美篶1332 ㈲75-2833

71 上大島公民館 伊那市美篶4186-1 ㈲75-2835

72 末広集落センター 伊那市美篶7133-4 ㈲75-2837

73 上原公民館 伊那市美篶4261-3 ㈲73-8330

74 中県公民館 伊那市美篶4893 73-8013

75 下県交流センター 伊那市美篶5211-1 ㈲75-2024

76 上川手公民館 伊那市美篶5715 73-4669

77 下川手公民館 伊那市美篶10470 ㈲75-2024

78 青島交流センター 伊那市美篶9988 ㈲75-2023

79 手良小学校　校庭 伊那市手良野口222 -

80 手良小学校　体育館 伊那市手良野口222 72-2756

81 手良支所・公民館 伊那市手良沢岡862-1 72-2755

82 上伊那農協手良支所 伊那市手良野口215 78-4010

83 中坪公民館 伊那市手良中坪444-3 ㈲75-2829

84 野口公民館 伊那市手良野口959-1 ㈲76-1723

85 下手良公民館 伊那市手良沢岡508-1 ㈲75-2125

86 八ツ手間伐研修センター 伊那市手良沢岡1361 ㈲75-2122

87 東春近小学校　校庭 伊那市東春近2312 -

88 東春近小学校　体育館 伊那市東春近2312 72-3223

89 春富中学校　校庭 伊那市東春近2408 -

90 春富中学校　第１体育館 伊那市東春近2408 72-5245

91 春富中学校　第２体育館 伊那市東春近2408 72-5245

92 東春近支所・公民館 伊那市東春近1826 72-3202
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93 上伊那農協春富支所 伊那市東春近2784 72-5291

94 車屋区公民館（集落センター） 伊那市東春近399-2 ㈲72-0442

95 中組公民館 伊那市東春近1077-2 ㈲75-2735

96 渡場公民館（いきいき交流施設） 伊那市東春近1276-2 ㈲75-2733

97 木裏原公民館（いきいき交流施設） 伊那市東春近10746-43 ㈲75-2344

98 中殿島公民館 伊那市東春近1744 ㈲75-2738

99 下殿島公民館 伊那市東春近3820 ㈲75-2731

100 田原公民館 伊那市東春近4837 ㈲75-2725

101 原新田公民館 伊那市東春近8061-1 ㈲75-2540

102 榛原公民館（いきいき交流施設） 伊那市東春近9202-1 ㈲75-2541

103 暁野区集会所 伊那市東春近7300-23 -

104 西箕輪小学校　校庭 伊那市西箕輪3900-138 -

105 西箕輪小学校　体育館 伊那市西箕輪3900-138 72-2639

106 西箕輪中学校　校庭 伊那市西箕輪6569-1 -

107 西箕輪中学校　体育館 伊那市西箕輪6569-1 72-6421

108 西箕輪支所・公民館 伊那市西箕輪4000-8 72-2319

109 大泉新田公民館 伊那市西箕輪1615-2 ㈲75-2623

110 吹上集会センター 伊那市西箕輪1230-4 ㈲75-2624

111 羽広公民館 伊那市西箕輪2983-2 ㈲75-2626

112 上戸集落センター 伊那市西箕輪4477 ㈲73-2586

113 中条公民館 伊那市西箕輪5167-ｲ ㈲75-2637

114 与地集会センタ- 伊那市西箕輪6097 ㈲75-2629

115 大萱公民館 伊那市西箕輪6874 ㈲73-6340

116 西春近北小学校　校庭 伊那市西春近191 -

117 西春近北小学校　体育館 伊那市西春近191 72-3221

118 西春近南小学校　校庭 伊那市西春近7370 -

119 西春近南小学校　体育館 伊那市西春近7370 72-3234

120 伊那西高等学校　校庭 伊那市西春近4851 -

121 伊那西高校　体育館 伊那市西春近4851 72-4091

122 西春近支所・公民館 伊那市西春近5138-1 72-4178

123 小出一区いきいき交流施設 伊那市西春近198 ㈲75-2323

124 小出転作促進研修センター 伊那市西春近1335-ｲ ㈲75-2327

125 小出三区公民館 伊那市西春近3171-3 ㈲76-7913

126 小出島区公民館 伊那市西春近2537 ㈲75-2335

127 表木公民館 伊那市西春近6499 ㈲75-2342

128 諏訪形農家組合集落センター 伊那市西春近8111-1 ㈲73-6005

129 赤木公民館 伊那市西春近8608 ㈲73-9078

130 下牧農業集落研修センター 伊那市西春近9230-5 ㈲73-7203
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