
思いやり駐車場協力施設一覧 （公開同意のあった施設を掲載）

NO. 市町村 施設名称 施設所在地
車いす使用者用
駐車施設台数

1 前橋市 医療法人社団　豊医会　小沢医院 前橋市樋越町15-1 10

2 前橋市 前橋市清里公民館 前橋市青梨子町３３９ 2

3 前橋市 カインズホーム青柳店 前橋市青柳町135 4

4 前橋市 ウエルシア薬局　前橋朝倉店 前橋市朝倉町4-10-4 1

5 前橋市 （株）フレッセイ　朝日町店 前橋市朝日町2-18-7 2

6 前橋市 前橋赤十字病院 前橋市朝日町3-21-36 11

7 前橋市 前橋市保健所 前橋市朝日町三丁目３６－１７ 1

8 前橋市 前橋市消防局・中央消防署・前橋市防災センター 前橋市朝日町四丁目２２－２ 1

9 前橋市 前橋保健センター 前橋市朝日町３－３６－１７ 2

10 前橋市 前橋市斎場 前橋市天川大島町1-31-1 2

11 前橋市 (株)ホンダカーズ高崎　前橋大島店 前橋市天川大島町1454 1

12 前橋市 桐生信用金庫　前橋東支店 前橋市天川大島町1465 1

13 前橋市 （株）ベルク前橋大島店 前橋市天川大島町150-1 2

14 前橋市 前橋東警察署 前橋市天川大島町１－８－１ 1

15 前橋市 ウエルシア薬局　前橋天川大島店 前橋市天川大島町33-1 1

16 前橋市 （株）フレッセイ　広瀬店 前橋市天川大島町49-1 2

17 前橋市 群馬県青少年会館 前橋市荒牧町２－１２ 2

18 前橋市 （株）フレッセイ　荒牧店 前橋市荒牧町835 3

19 前橋市 前橋市しきしま老人福祉センター 前橋市荒牧町1154-1 2

20 前橋市 前橋産業技術専門校 前橋市石関町１２４－１ 4

21 前橋市 フラワーガーデン泉 前橋市今井町165-4 1

22 前橋市 前橋市総合教育プラザ 前橋市岩神町三丁目1-1 3

23 前橋市 （株）カワチ薬品　前橋ローズタウン店 前橋市江木町926 1

24 前橋市 とりせんローズタウン店 前橋市江木町1701-1 2

25 前橋市 市民文化会館大胡分館 前橋市大胡町１５ 2

26 前橋市 （株）フレッセイ　大胡店 前橋市大胡町399 7

27 前橋市 群馬県庁舎 前橋市大手町１－１－１ 10

28 前橋市 群馬県警察本部 前橋市大手町１－１－１ 2

29 前橋市 群馬会館 前橋市大手町２－１－１ 1

30 前橋市 前橋市おおとも老人福祉センター 前橋市大友町1-12-10 2

31 前橋市 カラオケ本舗まねきねこ前橋本店 前橋市大友町1-5-1 2

32 前橋市 (株)コジマ　NEW前橋大友店 前橋市大友町2-6-1 4

33 前橋市 （株）フレッセイ　大友店 前橋市大友町3-2-5 2

34 前橋市 全労済群馬県本部 前橋市大渡町２－３－３ 2

35 前橋市 大渡温水プール・トレーニングセンター 前橋市大渡町２－３－１１ 2

36 前橋市 前橋市粕川公民館 前橋市粕川町西田面１９４－４ 2

37 前橋市 前橋市粕川支所 前橋市粕川町西田面２１６－１ 2

38 前橋市 前橋市かすかわ老人福祉センター 前橋市粕川町前皆戸189-1 3

39 前橋市 ベイシア前橋モール店 前橋市上泉町680-1 8

40 前橋市 前橋市桂萱公民館 前橋市上泉町１４１－３ 3

41 前橋市 自動車税事務所 前橋市上泉町３９７－５ 1

42 前橋市 県民健康科学大学 前橋市上沖町３２３－１ 3

43 前橋市 衛生環境研究所 （食品安全検査センター含む） 前橋市上沖町378 2

44 前橋市 前橋市民体育館 前橋市上佐鳥町４６０－１ 2

45 前橋市 群馬県済生会前橋病院 前橋市上新田町564-1 3

46 前橋市 ウエルシア薬局　前橋上新田店 前橋市上新田町591-1 1

47 前橋市 前橋合同庁舎 前橋市上細井町２１４２－１ 3

48 前橋市 群馬県心臓血管センター 前橋市亀泉町甲3-12 6

49 前橋市 群馬ペインクリニック病院 前橋市亀里町359 2

50 前橋市 群馬県産業技術センター 前橋市亀里町８８４－１ 4

51 前橋市 ツルヤ前橋南店 前橋市公田町668-1 10

52 前橋市 とりせん新前橋町 前橋市小相木町409-1 2

53 前橋市 独立行政法人　地域医療機能推進機構　群馬中央病院 前橋市紅雲町1-7-13 14

54 前橋市 前橋市上川淵公民館 前橋市後閑町３５ 2

55 前橋市 前橋市永明公民館 前橋市小屋原町１８５７－３ 1

56 前橋市 クロスガーデン前橋 前橋市小屋原町472-1 7
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57 前橋市 群馬県立敷島公園 前橋市敷島町６６ 6

58 前橋市 （株）フレッセイ　駒形店 前橋市下大島町1151-1 4

59 前橋市 （株）カワチ薬品　下小出町 前橋市下小出町1-1-5 1

60 前橋市 （株）カワチ薬品　大利根店 前橋市下新田町299-1 1

61 前橋市 （株）フレッセイ　大利根店 前橋市下新田町392 4

62 前橋市 郵便事業（株）前橋支店 前橋市城東町1-6-5 2

63 前橋市 生活協同組合コープぐんまコープ昭和店 前橋市昭和町3-30-9 2

64 前橋市 群馬県社会福祉総合センター 前橋市新前橋町１３－１２ 12

65 前橋市 群馬県総合スポーツセンター 前橋市関根町８００ 12

66 前橋市 前橋警察署 前橋市総社町１－９－３ 3

67 前橋市 利根郡信用金庫前橋西支店 前橋市総社町植野736-2 1

68 前橋市 前橋市総社公民館 前橋市総社町総社１５９６－１ 1

69 前橋市 上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町586-1 2

70 前橋市 サニーズマーケット 前橋市田口町177-3 2

71 前橋市 前橋宮久保歯科 前橋市田口町385-1 1

72 前橋市 群馬銀行竪町支店 前橋市千代田町3-1-13 1

73 前橋市 セーブオン前橋亀里店 前橋市鶴光路町14-2 1

74 前橋市 前橋市下川淵公民館 前橋市鶴光路町７０１ 3

75 前橋市 前橋市芳賀公民館 前橋市鳥取町８１７ 2

76 前橋市 トイザらス　前橋店 前橋市鳥羽町164-1 2

77 前橋市 前橋市農協産直ふれあい館 前橋市富田町2401 1

78 前橋市 (株)ホンダカーズ群馬　前橋問屋町店 前橋市問屋町2-1-1 1

79 前橋市 （株）フレッセイ　片貝店 前橋市西片貝町1-314-3 4

80 前橋市 (株)ホンダカーズ群馬　東部バイパス店 前橋市西片貝町4-5-20 1

81 前橋市 前橋市南橘公民館 前橋市日輪寺町１５８ 1

82 前橋市 前橋市城南公民館 前橋市二之宮町１３２０ 2

83 前橋市 中央児童相談所 前橋市野中町３６０－１ 1

84 前橋市 群馬県勤労福祉センター 前橋市野中町３６１－２ 2

85 前橋市 こころの健康センター 前橋市野中町３６８ 1

86 前橋市 前橋市東公民館 前橋市箱田町１６４２ 2

87 前橋市 ネッツトヨタ高崎(株)前橋はこだ店 前橋市箱田町580 1

88 前橋市 前橋市宮城公民館 前橋市鼻毛石町１７１１－８ 2

89 前橋市 カインズホーム大胡店 前橋市樋越町687 3

90 前橋市 大胡警察署 前橋市樋越町７５ 1

91 前橋市 ベイシア前橋おおご店 前橋市樋越町828 1

92 前橋市 群馬県立図書館 前橋市日吉町１－９－１ 3

93 前橋市 (株)コジマ　NEW日吉店 前橋市日吉町3-31-26 2

94 前橋市 ベイシア文化ホール(群馬県民会館） 前橋市日吉町１－１０－１ 5

95 前橋市 前橋市総合福祉会館 前橋市日吉町２－１７－１０ 10

96 前橋市 前橋市ひろせ老人福祉センター 前橋市広瀬町2-16 3

97 前橋市 群馬県立赤城森林公園　姫百合駐車場 前橋市富士見町赤城山１－２ 2

98 前橋市 赤城神社 前橋市富士見町赤城山4-2 3

99 前橋市 富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館 前橋市富士見町石井1569-10 3

100 前橋市 畜産試験場 前橋市富士見町小暮２４２５ 1

101 前橋市 前橋市富士見支所 前橋市富士見町田島２４０ 2

102 前橋市 前橋市ふじみ老人福祉センター 前橋市富士見町田島866-1 3

103 前橋市 前橋市富士見公民館 前橋市富士見町田島８６６－１ 3

104 前橋市 （株）フレッセイ　富士見店 前橋市富士見町時沢118-9 2

105 前橋市 とりせん時沢店 前橋市富士見町時沢791 3

106 前橋市 ベイシア前橋ふじみモール店 前橋市富士見町原之郷643 3

107 前橋市 フォレストモール新前橋 前橋市古市町180-1 5

108 前橋市 群馬県生涯学習センター 前橋市文京町２－２０－２２ 5

109 前橋市 群馬県立文書館 前橋市文京町３－２７－２６ 1

110 前橋市 前橋市第五コミュニティセンター 前橋市文京町三丁目２０－３６ 1

111 前橋市 ベイシア前橋おおごモール店 前橋市堀越町377 3

112 前橋市 前橋市大胡支所 前橋市堀越町1115 2
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113 前橋市 公益財団法人群馬県健康づくり財団 前橋市堀之下町16番1 2

114 前橋市 （株）カワチ薬品　大胡店 前橋市茂木町1170-1 1

115 前橋市 （株）フレッセイ　前橋プラザ店 前橋市本町2-12-1 3

116 前橋市 前橋生鮮市場 前橋市本町3-14-1 1

117 前橋市 アミング前橋駅南店 前橋市南町1-11-1 1

118 前橋市 市民文化会館 前橋市南町３－６２－１ 8

119 前橋市 群馬銀行本店営業部 前橋市元総社町194 2

120 前橋市 (株)ホンダカーズ高崎　高前バイパス店 前橋市元総社町54-1 1

121 前橋市 総合交通センター 前橋市元総社町８０－４ 6

122 前橋市 （株）カワチ薬品　元総社店 前橋市元総社町2-15-17 1

123 前橋市 前橋市元総社公民館 前橋市元総社町三丁目１－１ 3

124 前橋市 マルハン前橋インター店 前橋市元総社町693 9

125 前橋市 ベイシアマート前橋六供店 前橋市六供町4-39-5 1

126 前橋市 （株）カワチ薬品　前橋南店 前橋市六供町893-1 1

127 前橋市 六供温水プール 前橋市六供町１０６８ 2

128 前橋市 （株）フレッセイ　クラシード若宮 前橋市若宮町1-5-1 3

129 前橋市 セーブオン前橋朝倉店 前橋市朝倉町195-1 1

130 前橋市 前橋市水道局 前橋市岩神町三丁目１３番１５号 1

131 前橋市 さとみ歯科医院 前橋市駒形町161-1 1

132 前橋市 群馬県勤労福祉センター 前橋市野中町３６１－２ 2

133 前橋市 群馬県公社総合ビル 前橋市大渡町1-10-7 2

134 前橋市 前橋市みやぎふれあいの郷 前橋市柏倉町2621 1

135 前橋市 利根郡信用金庫　前橋支店 前橋市下小出町２丁目３３番地８ 1

136 高崎市 倉渕支所 高崎市倉渕町三ノ倉303 1

137 高崎市 平和パーク旭町 高崎市旭町21-1 10

138 高崎市 株式会社高崎髙島屋 高崎市旭町45 2

139 高崎市 アミング高崎飯塚店 高崎市飯塚町143-1 1

140 高崎市 （株）カワチ薬品　飯塚町 高崎市飯塚町220 1

141 高崎市 かみつけの里博物館 高崎市井出町１５１４ 1

142 高崎市 高崎市中川長寿センター 高崎市井野町１０６１‐１ 1

143 高崎市 しののめ信用金庫井野支店 高崎市井野町1121-4 1

144 高崎市 東和銀行高崎支店 高崎市岩押町20-12 1

145 高崎市 群馬コンベンションセンター（Ｇメッセ群馬） 高崎市岩押町12番24号 20

146 高崎市 ホテル１－２－３　高崎 高崎市栄町2-23 1

147 高崎市 しののめ信用金庫高崎東支店 高崎市江木1421-4 1

148 高崎市 希望館病院 高崎市江木町1120 1

149 高崎市 （株）ベルク江木店 高崎市江木町75 2

150 高崎市 高崎歯科衛生専門学校 高崎市大橋町160-1 1

151 高崎市 大和ハウス工業(株)　群馬支店 高崎市大八木町3000-2 1

152 高崎市 スーパービバホーム高崎店 高崎市大八木町622-1 17

153 高崎市 （株）カワチ薬品　大八木店 高崎市大八木町622-4 1

154 高崎市 (株)ホンダカーズ高崎　高崎貝沢店 高崎市貝沢町1239-1 1

155 高崎市 タカセン株式会社 高崎市貝沢町1423-1 1

156 高崎市 ウエルシア薬局　高崎貝沢店 高崎市貝沢町960-1 1

157 高崎市 （株）フレッセイ　石原店 高崎市片岡町1-19-6 1

158 高崎市 とりせん石原店 高崎市片岡町2-10-1 1

159 高崎市 カインズホームFC高崎東部店 高崎市上大類町879 3

160 高崎市 榛名体育館 高崎市上里見４５５－１ 1

161 高崎市 榛名文化会館 高崎市上里見町１０７２－１ 2

162 高崎市 ウエルシア　高崎上佐野薬局 高崎市上佐野町907-1 2

163 高崎市 カインズホームFC高崎豊岡店 高崎市上豊岡町203 1

164 高崎市 とりせん豊岡店 高崎市上豊岡町281 1

165 高崎市 (株)ホンダカーズ高崎　U-Select高崎西 高崎市上豊岡町580-12 1

166 高崎市 はるな生協歯科診療所 高崎市上中居町1461-1 1

167 高崎市 アミング高崎上中居店 高崎市上中居町1600-1 1

168 高崎市 ネッツトヨタ群馬株式会社高碕駅東口店 高崎市上中居町50-1 1
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169 高崎市 (株)ホンダカーズ高崎　上中居店 高崎市上中居町1720 1

170 高崎市 小規模特別養護老人ホーム　菊地の園 高崎市菊地町434 2

171 高崎市 京目農業公園 高崎市京目町1031 1

172 高崎市 倉賀野市民サービスセンター 高崎市倉賀野町１９００－２ 1

173 高崎市 (株)ホンダカーズ群馬　高崎倉賀野店 高崎市倉賀野町428-1 1

174 高崎市 ミスターマックス　倉賀野店 高崎市倉賀野町4691-1 3

175 高崎市 （株）フレッセイ　倉賀野西店 高崎市倉賀野町546-1 5

176 高崎市 倉渕福祉センター 高崎市倉渕町岩永19-1 2

177 高崎市 高崎市佐野長寿センター 高崎市佐野窪町２２－１ 2

178 高崎市 ハーモニー高崎ケアセンター 高崎市柴崎町１７４６－１ 3

179 高崎市 ニーサンピア 高崎市島野町1333 1

180 高崎市 京ヶ島天然温泉　湯都里 高崎市島野町890-3 2

181 高崎市 （株）フレッセイ　小鳥店 高崎市下小鳥町207 5

182 高崎市 戸田書店高崎店 高崎市下小鳥町438-1 1

183 高崎市 カインズホームFC高崎小鳥店 高崎市下小鳥町62-3 1

184 高崎市 とりせん小鳥店 高崎市下小鳥町70-2 2

185 高崎市 高崎市六郷長寿センター 高崎市下小鳥町７６－５ 1

186 高崎市 （医社）醫光会　赤城クリニック 高崎市下小塙町327-2 1

187 高崎市 もんや歯科クリニック 高崎市下小塙町878-4 1

188 高崎市 (株)ホンダカーズ群馬　高崎下之城店 高崎市下之城町1080 1

189 高崎市 北公民館 高崎市昭和町１７０ 2

190 高崎市 特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」 高崎市新保町993 2

191 高崎市 高崎市農業協同組合本店 高崎市新保町1482 1

192 高崎市 （株）フレッセイ　新保店 高崎市新保町301-1 4

193 高崎市 （株）フレッセイ　新町店 高崎市新町2140-5 4

194 高崎市 新町文化ホール 高崎市新町3190-1 1

195 高崎市 総合福祉センター 高崎市末広町115-1 10

196 高崎市 とりせん菅谷店 高崎市菅谷 3

197 高崎市 おおいクリニック 高崎市菅谷町847-7 1

198 高崎市 青年センター 高崎市台新田町３１４ 1

199 高崎市 高崎合同庁舎 高崎市台町４－３ 2

200 高崎市 高崎警察署 高崎市台町４－３ 1

201 高崎市 ＪＡパーキング塚沢 高崎市高砂町48 1

202 高崎市 （株）カワチ薬品　高崎駅東店 高崎市高関町44-1 1

203 高崎市 高崎中央病院 高崎市高関町498-1 5

204 高崎市 ケアステーション　ピース榛名 高崎市高浜町1166-8 1

205 高崎市 本庁舎 高崎市高松町３５番地１ 8

206 高崎市 総合保健センター・中央図書館 高崎市高松町５－２８ 10

207 高崎市 西部児童相談所 高崎市高松町６ 2

208 高崎市 パワーセンターうおかつ榛名店 高崎市中里見町373 1

209 高崎市 ベイシア榛名店 高崎市中里見町根岸79 4

210 高崎市 しんがい歯科医院 高崎市筑縄町20-5 1

211 高崎市 観音山ファミリーパーク 高崎市寺尾町１０６４－３０ 9

212 高崎市 斎場 高崎市寺尾町１２３９ 4

213 高崎市 高崎市斎場 高崎市寺尾町1064番地57 6

214 高崎市 生活協同組合コープぐんまコープ寺尾店 高碕市寺尾町552-1 2

215 高崎市 （医）井草病院 高崎市天神町136 1

216 高崎市 （医）群馬会　群馬病院 高崎市稲荷台町136 2

217 高崎市 クリナップ高崎ショールーム 高崎市問屋町3-10-6 2

218 高崎市 とりせん群馬町店 高崎市中泉町605-26 1

219 高崎市 （医）社団美心会　黒沢病院 高崎市中居町3-19-2 2

220 高崎市 アカマル 高崎市中尾町44-1 2

221 高崎市 たかはし眼科クリニック 高崎市西島町320 1

222 高崎市 （株）ベルク高崎日光店 高崎市日光町97-1 2

223 高崎市 はんな・さわらび療育園 高崎市榛名山町28-30 2

224 高崎市 高崎市岩鼻長寿センター 高崎市東中里町１９３ 2
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225 高崎市 とりせん箕郷店 高崎市箕郷町上芝240-5 3

226 高崎市 介護療養型老人保健施設みさと 高崎市箕郷町上芝628-2 1

227 高崎市 （株）フレッセイ　箕郷店 高崎市箕郷町上芝7-1 4

228 高崎市 箕郷福祉会館エスポワール 高崎市箕郷町生原74 2

229 高崎市 知的障害者就労支援事業所　みさと　はるなベーカリー 高崎市箕郷町生原594-1 1

230 高崎市 はるな郷地域生活支援多機能センター 高崎市箕郷町生原595 2

231 高崎市 箕郷文化会館 高崎市箕郷町生原922-1 2

232 高崎市 群馬銀行箕輪支店 高崎市箕郷町上芝1083 1

233 高崎市 カインズホーム箕郷店 高崎市箕郷町下芝743-1 2

234 高崎市 みさと芝桜公園 高崎市箕郷町松之沢12-1 6

235 高崎市 島忠家具高崎店 高崎市緑町4-10-3 1

236 高崎市 ネッツトヨタ高崎(株)高崎とんやまち店 高崎市緑町4-1-6 1

237 高崎市 (株)ホンダカーズ群馬　高崎緑町店 高崎市緑町4-8-1 1

238 高崎市 (株)コジマ　NEW高崎店 高崎市緑町3-1-4 2

239 高崎市 WonderGOO高崎店 高崎市緑町4-9-1 2

240 高崎市 JAアシストホールたかさき 高崎市南大類町710-2 2

241 高崎市 （株）フレッセイ　南大類店 高崎市南大類町867-1 6

242 高崎市 群馬福祉会館 高崎市棟高町977-1 2

243 高崎市 食の駅ぐんま　高崎店 高崎市棟高町2411 3

244 高崎市 （医社）醫光会　駒井病院 高崎市矢島町449-2 2

245 高崎市 （医）社団美心会 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 高崎市矢中町188 4

246 高崎市 高崎産業技術専門校 高崎市山名町１２６８ 2

247 高崎市 南八幡ふれあい館 高崎市山名町155 2

248 高崎市 グル米四季菜館群馬八幡駅前店 高崎市八幡町282-6 1

249 高崎市 高崎市観音塚考古資料館 高崎市八幡町８００－１４４ 1

250 高崎市 カインズホーム吉井店 高崎市吉井町池170 3

251 高崎市 パワーセンターうおかつ吉井店 高崎市吉井町池52-1 2

252 高崎市 八幡霊園 高崎市若田町４７０ 1

253 高崎市 群馬の森 高崎市綿貫町９９２－１ 5

254 高崎市 高崎市箕輪城長寿センター 高崎市箕郷町西明屋859-1 2

255 高崎市 染料植物園 高崎市寺尾町２３０２－１１ 2

256 高崎市 ウエストパーク１０００ 高崎市旭町３４－１ 24

257 高崎市 エテルナ高崎 高崎市栄町２２－３０ 2

258 高崎市 榛名支所 高崎市下室田町９００－１ 2

259 高崎市 高崎市産業創造館 高崎市下之城町９３６－１４ 2

260 高崎市 高崎市吉井公民館 高崎市吉井町吉井２８５ 2

261 高崎市 高崎市吉井保健センター 高崎市吉井町吉井４７２ 2

262 高崎市 高崎市吉井障害者支援センター 高崎市吉井町吉井４８６－１ 2

263 高崎市 高崎市吉井支所 高崎市吉井町吉井川３７１ 6

264 高崎市 吉井町保養施設牛伏ドリームセンター （牛伏ドリームセンター） 高崎市吉井町多比良４３７３－１ 3

265 高崎市 高崎市吉井運動公園 高崎市吉井町池１６６０ 1

266 高崎市 吉井物産センターふれあいの里 （牛伏ドリームセンター） 高崎市吉井町池１９４４－４ 1

267 高崎市 群馬音楽センター 高崎市高松町２８－２ 4

268 高崎市 高崎シティギャラリー 高崎市高松町３５－１ 1

269 高崎市 高崎城址地下駐車場 高崎市高松町３５－１ 2

270 高崎市 高松地下駐車場 高崎市高松町4 1

271 高崎市 はるなくらぶち聖苑 高崎市上室田町４７０７－１ 3

272 高崎市 新町南コミュニティセンター 高崎市新町１４９８番地７ 1

273 高崎市 新町東コミュニティセンター 高崎市新町２７０３番地２ 2

274 高崎市 新町支所 高崎市新町３１５２番地１ 2

275 高崎市 新町温水プール 高崎市新町３２７３－１ 2

276 高崎市 群馬支所 高崎市足門町１６５８ 2

277 高崎市 イーストパーク 高崎市東町８０－１１ 3

278 高崎市 高崎市文化会館 高崎市末広町23番地1 3

279 高崎市 さわやか交流館 高崎市箕郷町生原88番地 1

280 高崎市 箕郷支所 高崎市箕郷町西明屋７０２番地４ 2
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281 高崎市 株式会社アサヒ商会 高崎市問屋町２－８－２ 1

282 高崎市 ａｕショップ高崎中央 高崎市緑町１－２８－１１ 1

283 高崎市 中央駐車場 高崎市連雀町40 1

284 高崎市 高崎芸術劇場 高崎市栄町9番1号 6

285 高崎市 コープぐんま　コープみさと店Ａ棟 高崎市箕郷町上芝501-1 3

286 高崎市 コープぐんま　コープみさと店Ｃ棟 高崎市箕郷町上芝501-1 2

287 桐生市 （株）フレッセイ　新桐生店 桐生市相生町1-253-1 4

288 桐生市 桐生合同庁舎 桐生市相生町２－３３１ 1

289 桐生市 桐生保健福祉事務所 桐生市相生町2-351 2

290 桐生市 桐生市民体育館 桐生市相生町３－３００ 3

291 桐生市 桐生市職業訓練センター 桐生市相生町5-51-10 3

292 桐生市 （株）カワチ薬品　桐生西店 桐生市相生町5-470-4 1

293 桐生市 ファミリーホームコスモス相老 桐生市相生町5-572-1 2

294 桐生市 桐生市立桜木西公民館 桐生市相生町1-451-1 2

295 桐生市 桐生市立相生公民館 桐生市相生町２－６２０－１４ 2

296 桐生市 (株)カスミ桐生相生店 桐生市相生町5-425-2 6

297 桐生市 桐生市立中央公民館 桐生市稲荷町１番地4 2

298 桐生市 カインズホーム桐生梅田店 桐生市梅田町1-384-1 2

299 桐生市 桐生市立梅田公民館 桐生市梅田町２－１１－１ 1

300 桐生市 梅田ふるさとセンター 桐生市梅田町5丁目7568-1 2

301 桐生市 桐生市立西公民館 桐生市永楽町２－１６ 1

302 桐生市 桐生市役所本庁舎 桐生市織姫町１－１ 3

303 桐生市 桐生市市民文化会館 桐生市織姫町2-5 8

304 桐生市 桐生市立川内公民館 桐生市川内町５－１７ 1

305 桐生市 桐生警察署 桐生市清瀬町１－１６ 1

306 桐生市 桐生市黒保根保健センター 桐生市黒保根町562-3 2

307 桐生市 デイサービスセンターコスモス白滝 桐生市境野町4-1065-1 1

308 桐生市 桐生市立境野公民館 桐生市境野町2-612-4 2

309 桐生市 ベイシア桐生境野店 桐生市境野町2-670-1 2

310 桐生市 ウエルシア　桐生境野薬局 桐生市境野町2-727-1 2

311 桐生市 （株）フレッセイ　桐生南店 桐生市新宿2-10-30 3

312 桐生市 桐生市総合福祉センター 桐生市新宿3-3-19 9

313 桐生市 桐生市立南公民館 桐生市新宿３－９－５２ 1

314 桐生市 桐生市保健福祉会館 桐生市末広町１３番地の４ 2

315 桐生市 中央労働金庫　桐生支店 桐生市巴町２丁目1810-24 1

316 桐生市 ベイシア新里店 桐生市新里町小林235-1 5

317 桐生市 ぐんま昆虫の森 桐生市新里町鶴ヶ谷４６０－１ 10

318 桐生市 桐生信用金庫　本店 桐生市錦町2-15-21 1

319 桐生市 日本年金機構　桐生年金事務所 桐生市錦町2-11-19 1

320 桐生市 アバンセ浜松町店 桐生市浜松町2-77-7 1

321 桐生市 生活協同組合コープぐんまコープ東久方店 桐生市東久方町２-２-２０ 1

322 桐生市 （株）フレッセイ　天神店 桐生市平井町1-40 4

323 桐生市 ネッツトヨタ高崎(株)桐生ひろさわ店 桐生市広沢町3-3781-1 1

324 桐生市 桐生信用金庫　広沢支店 桐生市広沢町4-2024-2 1

325 桐生市 （株）カワチ薬品　桐生広沢店 桐生市広沢町4-2424-1 1

326 桐生市 カインズホーム桐生広沢店 桐生市広沢町6-265-1 2

327 桐生市 桐生市立桜木公民館 桐生市広沢町２－３３３４－１ 2

328 桐生市 桐生市立広沢公民館 桐生市広沢町４－１９７０－１７２ 1

329 桐生市 桐生市有鄰館 桐生市本町二丁目6-32 1

330 桐生市 桐生が岡遊園地 桐生市宮本町四丁目1-1 2

331 桐生市 社会福祉法人プライエム 特別養護老人ホームげんき・倶楽部 桐生市新里町新川１３１２ 2

332 桐生市 桐生市立東公民館 桐生市東５丁目６番８号 1

333 桐生市 桐生市立北公民館 桐生市東久方町３丁目３番２６号 1

334 桐生市 桐生市立昭和公民館 桐生市美原町３番６号 1

335 桐生市 桐生市立菱公民館 桐生市菱町２丁目１３４９番地の１ 1

336 桐生市 新里郷土文化保存伝習館 桐生市新里町山上２９７番地の１ 1
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337 伊勢崎市 伊勢崎市あずま支所 伊勢崎市東町2668番地1 2

338 伊勢崎市 （株）フレッセイ　安堀店 伊勢崎市安堀町224-1 3

339 伊勢崎市 せせらぎ病院 伊勢崎市市場町1-1399 2

340 伊勢崎市 ベイシア赤堀モール店 伊勢崎市市場町1-1542 4

341 伊勢崎市 カインズホーム赤堀店 伊勢崎市市場町2-372 2

342 伊勢崎市 伊勢崎市役所本庁舎 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 11

343 伊勢崎市 伊勢崎警察署 伊勢崎市鹿島町５３４－１ 3

344 伊勢崎市 群馬県総合教育センター 伊勢崎市今泉町１－２３３－２ 5

345 伊勢崎市 伊勢崎合同庁舎 伊勢崎市今泉町一丁目２３６ 2

346 伊勢崎市 ベイシアマート伊勢崎国定店 伊勢崎市上田町204-1 1

347 伊勢崎市 （医）上毛会　伊勢崎福島病院 伊勢崎市鹿島町556-2 5

348 伊勢崎市 児童センター 伊勢崎市粕川町1609 2

349 伊勢崎市 社会福祉会館 伊勢崎市上泉町151 1

350 伊勢崎市 アイオー信用金庫　うえはす支店 伊勢崎市上諏訪町2111-16 1

351 伊勢崎市 桐生信用金庫　伊勢崎東支店 伊勢崎市上諏訪町2113-16 1

352 伊勢崎市 あかぼりの里 伊勢崎市香林町2-1492-1 1

353 伊勢崎市 （株）ベルク伊勢崎寿店 伊勢崎市寿町164-1 2

354 伊勢崎市 伊勢崎市境支所 伊勢崎市境６３７ 2

355 伊勢崎市 境地域福祉センター 伊勢崎市境上武士972-1 1

356 伊勢崎市 伊勢崎市境総合文化センター 伊勢崎市境木島８１８ 19

357 伊勢崎市 桐生信用金庫　境支店 伊勢崎市境栄938 1

358 伊勢崎市 境児童センター 伊勢崎市境新栄町12-4 1

359 伊勢崎市 佐波伊勢崎農業協同組合さかい支店 伊勢崎市境新栄9-11 2

360 伊勢崎市 おおたきクリニック 伊勢崎市境新栄10-1 3

361 伊勢崎市 （株）フレッセイ　境町店 伊勢崎市境百々東21-3 3

362 伊勢崎市 伊勢崎警察署境分庁舎 伊勢崎市境美原１５－５ 2

363 伊勢崎市 さかい聖苑 伊勢崎市境美原１８ 2

364 伊勢崎市 群馬銀行伊勢崎西支店 伊勢崎市三光町2-2 1

365 伊勢崎市 （社）伊勢崎佐波医師会病院 伊勢崎市下植木町481 5

366 伊勢崎市 伊勢崎保健福祉事務所 伊勢崎市下植木町４９９ 2

367 伊勢崎市 群馬県立ふれあいスポーツプラザ 伊勢崎市下触町238-3 18

368 伊勢崎市 伊勢崎市文化会館 伊勢崎市昭和町３９１８ 7

369 伊勢崎市 （株）フレッセイ　田部井店 伊勢崎市田部井町2-479 2

370 伊勢崎市 ベイシアマート伊勢崎あずま店 伊勢崎市田部井町3-180-2 1

371 伊勢崎市 ネッツトヨタ高崎(株)伊勢崎つなとり店 伊勢崎市連取町921-1 1

372 伊勢崎市 （株）カワチ薬品　伊勢崎西店 伊勢崎市連取町1309-1 1

373 伊勢崎市 桐生信用金庫　伊勢崎西支店 伊勢崎市連取町1334-1 1

374 伊勢崎市 （株）イトーヨーカ堂伊勢崎店 伊勢崎市連取町1507 6

375 伊勢崎市 山脇歯科医院 伊勢崎市連取町1695-25 1

376 伊勢崎市 アイオー信用金庫　宮郷支店 伊勢崎市連取町3039-3 1

377 伊勢崎市 (株)ホンダカーズ高崎　伊勢崎連取店 伊勢崎市連取町3040-1 1

378 伊勢崎市 伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町12-1 16

379 伊勢崎市 （株）フレッセイ　クラシーズ連取 伊勢崎市連取町3046-2 5

380 伊勢崎市 (株)フレッセイ　富塚店 伊勢崎市富塚町220-1 3

381 伊勢崎市 桐生信用金庫　豊受支店 伊勢崎市富塚町221-1 1

382 伊勢崎市 カインズホーム佐波東店 伊勢崎市西小保方町156-2 2

383 伊勢崎市 （株）ベルク伊勢崎スマーク店 伊勢崎市西小保方町368 2

384 伊勢崎市 桐生信用金庫　赤堀支店 伊勢崎市西久保町2-511-1 1

385 伊勢崎市 赤堀保健福祉センター 伊勢崎市西久保町二丁目123-1 2

386 伊勢崎市 伊勢崎市赤堀支所 伊勢崎市西久保町一丁目64-5 2

387 伊勢崎市 フォルクスワーゲン伊勢崎 伊勢崎市韮塚町1179-5 1

388 伊勢崎市 （株）コジマＮｅｗ伊勢崎店 伊勢崎市韮塚町1189-4 1

389 伊勢崎市 群馬県立障害者リハビリテーションセンター 伊勢崎市波志江町3030-1 9

390 伊勢崎市 いせさき聖苑 伊勢崎市波志江町3553 4

391 伊勢崎市 高齢者生きがいセンター 伊勢崎市東小保方町3243-2 1

392 伊勢崎市 （株）カワチ薬品　伊勢崎店 伊勢崎市日乃出町500 1
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393 伊勢崎市 ベイシアマート伊勢崎ひろせ店 伊勢崎市ひろせ町4090-1 1

394 伊勢崎市 とりせん平和町店 伊勢崎市平和町19-1 2

395 伊勢崎市 （株）カワチ薬品　伊勢崎南店 伊勢崎市堀口町930 1

396 伊勢崎市 （株）フレッセイ　赤堀店 伊勢崎市曲沢町196-1 4

397 伊勢崎市 グループホーム豊馬の里 伊勢崎市馬見塚町130-1 2

398 伊勢崎市 桑原ショートステイ 伊勢崎市馬見塚町933 1

399 伊勢崎市 桐生信用金庫　伊勢崎南支店 伊勢崎市南千本木2470-1 1

400 伊勢崎市 （株）ベルク伊勢崎美茂呂店 伊勢崎市美茂呂町3745-2 2

401 伊勢崎市 ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝﾃﾞﾙﾉｻﾞｳﾙｽ伊勢崎オート1000店 伊勢崎市宮子町3090　プラザ伊勢崎１F 9

402 伊勢崎市 カインズホーム伊勢崎店 伊勢崎市宮子町3200 24

403 伊勢崎市 ベイシア西部モール店 伊勢崎市宮子町3423-15 5

404 伊勢崎市 ベイシアワールドスポーツ西部モール店 伊勢崎市宮子町3429-17 3

405 伊勢崎市 生活協同組合コープぐんまコープ宮子店 伊勢崎市宮子町3523-1 2

406 伊勢崎市 ミスターマックス　伊勢崎店 伊勢崎市宮子町3556-1 2

407 伊勢崎市 とりせんメルクス伊勢崎店 伊勢崎市宮子町3556-2 1

408 伊勢崎市 アイオー信用金庫　茂呂支店 伊勢崎市茂呂町2-2929-1 1

409 伊勢崎市 とりせん茂呂店 伊勢崎市茂呂町2-2776 1

410 伊勢崎市 （株）フレッセイ　境南店 伊勢崎市境376-1 4

411 伊勢崎市 殖蓮公民館 伊勢崎市上植木本町2760 2

412 伊勢崎市 南公民館 伊勢崎市上泉町619-1 2

413 伊勢崎市 赤堀公民館 伊勢崎市西久保町二丁目81 2

414 伊勢崎市 宮郷公民館 伊勢崎市田中島町1164 2

415 伊勢崎市 あずま公民館 伊勢崎市田部井町三丁目2090 2

416 伊勢崎市 三郷公民館 伊勢崎市波志江町1029 2

417 伊勢崎市 豊受公民館 伊勢崎市馬見塚町1296 2

418 伊勢崎市 茂呂公民館 伊勢崎市美茂呂町3032-7 1

419 伊勢崎市 北公民館 伊勢崎市平和町27-32 2

420 伊勢崎市 名和公民館 伊勢崎市堀口町492 2

421 伊勢崎市 群馬県立精神医療センター 伊勢崎市国定町二丁目2374 2

422 太田市 とりせん太田新井町店 太田市新井町377-6 2

423 太田市 生活協同組合コープぐんまコープ新井店 太田市新井町533-2 1

424 太田市 ベイシア尾島店 太田市安養寺町15 4

425 太田市 （医）慶仁会　城山病院 太田市飯塚町1 2

426 太田市 総合健康センター 太田市飯塚町１５４９－１ 11

427 太田市 学習文化センター 太田市飯塚町１５４９－２ 4

428 太田市 太田市消防本部　東部消防署　九合分署 太田市飯塚町87-1 2

429 太田市 太田市保健センター 太田市飯田町818 5

430 太田市 世良田デイサービスセンター 太田市出塚町462-1 1

431 太田市 （株）ベルク太田植木野店 太田市植木野町207-11 2

432 太田市 （株）カワチ薬品　内ヶ島店 太田市内ヶ島町692 1

433 太田市 ベイシア藪塚店 太田市大原町2311-1 3

434 太田市 アバンセ藪塚店 太田市大原町360-1 1

435 太田市 ベイシアマート太田大原店 太田市大原町456-1 1

436 太田市 とりせん大原店 太田市大原町1701-2 2

437 太田市 太田市役所　藪塚本町庁舎 太田市大原町４５９－１ 3

438 太田市 藪塚本町保健センター 太田市大原町４８２－１ 3

439 太田市 藪塚本町中央公民館 太田市大原町５０５ 3

440 太田市 藪塚本町文化ホール・図書館（共通） 太田市大原町５０５－２ 6

441 太田市 太田市消防本部　西部消防署　尾島分署 太田市粕川町432-1 1

442 太田市 太田市役所　尾島庁舎 太田市粕川町５２０ 2

443 太田市 道の駅おおた 太田市粕川町701-1 4

444 太田市 尾島ショートステイ 太田市亀岡町420-1 1

445 太田市 デイトレーニングセンター尾島 太田市亀岡町420-2 1

446 太田市 特別養護老人ホーム　清和荘 太田市亀岡町280 1

447 太田市 尾島行政センター （生涯学習センター・図書館） 太田市亀岡町６３－１ 5

448 太田市 とりせん烏山店 太田市烏山下町656-1 1
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449 太田市 社会教育総合センター 太田市熊野町２３－１９ 5

450 太田市 クリナップ(株)太田ショールーム 太田市小舞木町264 1

451 太田市 カインズホーム太田店 太田市小舞木町269-1 2

452 太田市 とりせん下田島店 太田市下田島町1127 2

453 太田市 ＮＯＭＡフィットネスクラブ・源泉　湯乃庵 太田市下浜田町474-8 1

454 太田市 とりせん城西の杜店 太田市城西町80-1 3

455 太田市 世良田行政センター（生涯学習センター） 太田市世良田町１５３５－４ 3

456 太田市 桐生信用金庫　韮川支店 太田市台之郷1050-7 1

457 太田市 群馬県立がんセンター 太田市高林東町６１７－１ 2

458 太田市 アイオー信用金庫　高林支店 太田市高林東町1790-2 1

459 太田市 （株）フレッセイ　宝泉店 太田市宝町866 3

460 太田市 ベイシアマート太田富沢店 太田市富沢町282-1 2

461 太田市 （株）フレッセイ　鳥山店 太田市鳥山上町1505 2

462 太田市 太田警察署 太田市鳥山下町４００－５ 2

463 太田市 群馬県立金山総合公園 太田市長手町４８０ 8

464 太田市 鳥之郷行政センター 太田市新野町２０３ 3

465 太田市 宝泉行政センター 太田市西野谷町３８－２ 4

466 太田市 東部保健福祉事務所 太田市西本町４１－３４ 1

467 太田市 （株）コジマ太田店 太田市西本町54-19 2

468 太田市 太田合同庁舎 太田市西本町６０－２７ 2

469 太田市 ネッツトヨタ高崎(株)太田やじま店 太田市西矢島町704-1 1

470 太田市 株式会社ジョイフル本田新田店 太田市新田市野井町５５６－１ 5

471 太田市 綿打行政センター 太田市新田大根町９５３－１ 3

472 太田市 太田市役所　新田庁舎 太田市新田金井町２９ 2

473 太田市 新田文化会館（エアリスホール） 太田市新田金井町６０７ 5

474 太田市 木崎行政センター（木崎公民館） 太田市新田木崎町１２１５－１ 1

475 太田市 新田福祉総合センター（ユーランド新田） 太田市新田反町町８３１－３ 11

476 太田市 新田保健センター 太田市新田反町町８７９ 4

477 太田市 生品行政センター（生品公民館） 太田市新田村田町１１０７－１ 2

478 太田市 SUBARU健康保険組合　太田記念病院 太田市大島町455番地1 21

479 太田市 水道局庁舎 太田市浜町１１－２８ 2

480 太田市 太田市役所　本庁舎 太田市浜町２－３５ 6

481 太田市 太田市斎場 太田市浜町６６－５２ 2

482 太田市 太田市役所　南庁舎 太田市浜町2-7 3

483 太田市 （医財）明理会 太田福島総合病院　 太田市東今泉町875-1 2

484 太田市 とりせん東矢島店 太田市東矢島町194 1

485 太田市 尾島健康福祉増進センター（利根の湯） 太田市備前島町１９６－１ 3

486 太田市 第一老人福祉センター 太田市細谷町１６８９ 3

487 太田市 清掃センター 太田市細谷町１７１２ 2

488 太田市 太田行政センター 太田市本町２０－１ 1

489 太田市 毛里田行政センター 太田市矢田堀町２４４－５ 2

490 太田市 東毛産業技術センター 太田市吉沢町１０５８－５ 2

491 太田市 （株）ベルク竜舞店 太田市龍舞町5002 2

492 太田市 休泊行政センター 太田市龍舞町４０５３ 2

493 太田市 （医）宏愛会　宏愛会第一病院 太田市六千石町99-63 2

494 太田市 マルハン太田新道町店 太田市新道町1224-2 6

495 太田市 沢野行政センター 太田市高林西町882-5 3

496 沼田市 （株）カワチ薬品　沼田店 沼田市恩田町585 1

497 沼田市 沼田市白沢町振興局 沼田市白沢町平出１３５－１ 3

498 沼田市 利根沼田振興局庁舎 沼田市薄根町４４１２ 2

499 沼田市 （医社）輝城会 沼田脳神経外科循環器科病院 沼田市栄町8 2

500 沼田市 沼田警察署 沼田市上原町１７３８－１ 2

501 沼田市 （株）カワチ薬品　沼田東店 沼田市久屋原町311-1 1

502 沼田市 内田病院 沼田市久屋原町345-1 1

503 沼田市 ベイシア沼田モール店 沼田市久屋原町415 2

504 沼田市 カインズホーム沼田モール店 沼田市久屋原町479-1 3
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505 沼田市 利根沼田農協東部支店 沼田市久屋原町383-10 1

506 沼田市 （株）フレッセイ　沼田店 沼田市材木町292 2

507 沼田市 カインズマート沼田店 沼田市桜町1972-1 2

508 沼田市 ふれあい福祉センター 沼田市白岩町189-11 1

509 沼田市 （医社）ほたか会　ほたか医科歯科クリニック 沼田市下久屋町940-1 3

510 沼田市 利根沼田農協薄根支店 沼田市下沼田町762 1

511 沼田市 ウエルシア薬局　沼田バイパス店 沼田市高橋場町2190-1 1

512 沼田市 南郷しゃくなげの湯 沼田市利根町日影南郷100 2

513 沼田市 （株）フレッセイ　沼田ビバタウン店 沼田市東原新町1455-1 2

514 沼田市 沼田市民体育館 沼田市東原新町1801-1 2

515 沼田市 沼田市役所東原庁舎 沼田市東原新町1801-4 3

516 沼田市 ウエルシア薬局　沼田店 沼田市東原新町1831-1 1

517 沼田市 沼田市保健福祉センター 沼田市東原新町１８４０－７２ 3

518 沼田市 利根沼田農協沼田支店 沼田市東原新町1812-3 1

519 沼田市 利根中央病院 沼田市沼須町910-1 9

520 沼田市 利根郡信用金庫　本店 沼田市東原新町1540番地 1

521 館林市 赤羽公民館 館林市赤生田町１９５０－２ 2

522 館林市 館林警察署 館林市赤生田町１８２８－２ 3

523 館林市 とりせん朝日町店 館林市朝日町20-50 1

524 館林市 渡瀬公民館 館林市足次町４８３ 1

525 館林市 （株）ベルク館林大街道店 館林市大街道1-10-18 2

526 館林市 館林保健福祉事務所 館林市大街道１－２－２５ 2

527 館林市 大島公民館 館林市大島町４３７５－１ 2

528 館林市 （株）カワチ薬品　館林北店 館林市岡野町72-1 1

529 館林市 尾曳駐車場 館林市尾曳町９ 7

530 館林市 館林市立第二中学校 館林市加法師町８－２０ 1

531 館林市 ネッツトヨタ高崎(株)館林あこうだ店 館林市上赤生田町4398 1

532 館林市 成島保育園 館林市北成島町１６４５－１ 1

533 館林市 とりせん成島店 館林市北成島町2533-1 1

534 館林市 農産物直売所ぽんぽこ 館林市楠町1987-1 1

535 館林市 （株）カワチ薬品　館林東店 館林市楠町3613-1 1

536 館林市 館林市立第十小学校 館林市近藤町１７８－３９ 1

537 館林市 近藤沼公園 館林市下三林町１６２８ 2

538 館林市 館林土木事務所 館林市城町２３－１ 1

539 館林市 三の丸南面駐車場 館林市城町１ 6

540 館林市 館林市役所庁舎 館林市城町１－１ 4

541 館林市 向井千秋記念子ども科学館 館林市城町２－２ 1

542 館林市 館林市立図書館 館林市城町３－１ 1

543 館林市 館林市保健福祉センター 館林市仲町１４－１ 2

544 館林市 多々良沼公園 館林市高根町７４９‐１ 12

545 館林市 城沼総合運動場 館林市つつじ町１４－１ 5

546 館林市 郷谷公民館 館林市当郷町２１８ 1

547 館林市 館林市総合福祉センター 館林市苗木町２４５２－１ 3

548 館林市 館林市斎場 館林市苗木町２４８７ 2

549 館林市 市民センター 館林市仲町１４－１ 2

550 館林市 館林合同庁舎 館林市仲町１１－１０ 2

551 館林市 館林厚生病院 館林市成島町262-1 2

552 館林市 高根中央公園 館林市西高根町３１‐１ 1

553 館林市 多々良公民館 館林市西高根町４８－２ 1

554 館林市 つつじが岡公園 館林市花山町３１２８－５ 1

555 館林市 慶友整形外科病院 館林市羽附町1741 2

556 館林市 館林美術館 館林市日向町２００３ 5

557 館林市 とりせん小桑原町 館林市富士原町888 1

558 館林市 とりせん館林富士見町店 館林市富士見町12-60 1

559 館林市 西公民館 館林市富士原町１２４１－４０ 1

560 館林市 分福公民館 館林市分福町８４７－７ 1
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561 館林市 東口駅前広場 館林市本町二丁目３ 1

562 館林市 多々良沼公園 館林市松沼町706-15 13（公園内の駐車場
に数台ずつ点在）

563 館林市 ウエルシア薬局　館林松原店 館林市松原2-13-36 2

564 館林市 城沼公民館 館林市松原一丁目２２－２２ 1

565 館林市 （株）フレッセイ　館林店 館林市美園町14-4 3

566 館林市 中央公園 館林市緑町二丁目１７ 1

567 館林市 六郷公民館 館林市新宿1-4-30 2

568 渋川市 渋川市赤城総合運動自然公園（赤城スポーツセンター） 渋川市赤城町北上野４４４ 2

569 渋川市 渋川市赤城行政センター 渋川市赤城町敷島５６８番地１ 1

570 渋川市 （株）カワチ薬品　渋川店 渋川市阿久津字北原15 1

571 渋川市 （株）フレッセイ　阿久津店 渋川市阿久津41-1 2

572 渋川市 ネッツトヨタ高崎(株)オートモール渋川店 渋川市有馬141 1

573 渋川市 (株)ホンダカーズ群馬　渋川有馬店 渋川市有馬157-3 1

574 渋川市 カインズホーム渋川有馬店 渋川市有馬287 5

575 渋川市 北群馬信用金庫渋川南支店 渋川市有馬272 1

576 渋川市 渋川市伊香保体育館 渋川市伊香保町伊香保５５２番地２ 2

577 渋川市 徳冨蘆花記念文学館 渋川市伊香保町伊香保６１４番地８ 2

578 渋川市 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク 渋川市伊香保町伊香保５８７－１ 2

579 渋川市 渋川市勤労福祉センター 渋川市石原１６２９番地１ 1

580 渋川市 駅前児童公園 渋川市石原２０７番地 1

581 渋川市 渋川市役所（第二庁舎）、渋川保健センター 渋川市石原６番地１ 4

582 渋川市 渋川市役所（本庁） 渋川市石原８０番地 3

583 渋川市 北群馬信用金庫本店営業部 渋川市石原203-3 1

584 渋川市 利根郡信用金庫　渋川支店 渋川市石原310番地2 1

585 渋川市 渋川市農産直売所（道の駅おのこ） 渋川市小野子１９８０番地 4

586 渋川市 渋川保健福祉事務所 渋川市金井３９４ 1

587 渋川市 渋川合同庁舎 渋川市金井395 1

588 渋川市 シルバークラブ金井デイサービス・シルバークラブ金井の家 渋川市金井４８４－１ 1

589 渋川市 渋川市北橘行政センター 渋川市北橘町真壁２３７２番地１ 2

590 渋川市 渋川すこやかプラザ 渋川市渋川1338-4 7

591 渋川市 （医）恒和会関口病院 渋川市渋川1693-12 1

592 渋川市 渋川市社会福祉センター（渋川ほっとプラザ） 渋川市渋川１７６０番地１ 4

593 渋川市 渋川市立図書館 渋川市渋川１７６７番地１ 1

594 渋川市 渋川市美術館 渋川市渋川１９０１番地２４ 1

595 渋川市 渋川市民会館 渋川市渋川２７９５番地 4

596 渋川市 渋川スカイランドパーク 渋川市渋川２８４３番地３ 10

597 渋川市 中央公民館、渋川東部公民館 渋川市渋川９０８番地２１ 2

598 渋川市 カインズホーム渋川鯉沢店 渋川市白井2143 3

599 渋川市 ケーズデンキ渋川店 渋川市白井字南中道2282-1 3

600 渋川市 渋川市武道館 渋川市中村８３０番地６ 2

601 渋川市 渋川市子持行政センター、子持公民館 渋川市吹屋３８４ 3

602 渋川市 ベイシア渋川こもち店 渋川市吹屋657-30 2

603 渋川市 渋川市子持社会体育館 渋川市吹屋６５８番地１０ 2

604 渋川市 とりせん子持店 渋川市吹屋660-34 2

605 渋川市 北橘温泉ばんどうの湯 渋川市北橘町下箱田６０５番地５ 6

606 渋川市 たちばなの郷　城山 渋川市北橘町下箱田６０６番地２ 1

607 渋川市 （株）カワチ薬品　渋川南店 渋川市行幸田288-1 1

608 渋川市 ベイシア渋川店 渋川市行幸田296 3

609 渋川市 渋川警察署 渋川市行幸田３５１－１ 2

610 渋川市 群馬県立ゆうあいピック記念温水プール 渋川市行幸田3011 5

611 渋川市 とりせん渋川店 渋川市行幸田63-1 2

612 渋川市 小野上温泉センター 渋川市村上３０５番地３ 4

613 渋川市 渋川市小野上行政センター、小野上公民館 渋川市村上３７５６番地３ 2

614 渋川市 利根郡信用金庫　子持支店 渋川市中郷1467番地3 1

615 渋川市 利根郡信用金庫　渋川支店 渋川市石原310番地2 1

616 藤岡市 （株）フレッセイ　鬼石町 藤岡市鬼石852-3 2
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617 藤岡市 藤岡市民球場 藤岡市三本木530 3

618 藤岡市 ネッツトヨタ高崎(株)藤岡おおづか店 藤岡市下大塚827-1 1

619 藤岡市 藤岡合同庁舎 藤岡市下栗須１２４－５ 1

620 藤岡市 藤岡保健福祉事務所 藤岡市下戸塚２－５ 1

621 藤岡市 (株)ホンダカーズ高崎　藤岡インター店 藤岡市中851-1 1

622 藤岡市 （株）カワチ薬品　藤岡店 藤岡市中字沖924-1 2

623 藤岡市 （株）ベルク大塚店 藤岡市中大塚178-1 2

624 藤岡市 藤岡市役所 藤岡市中栗須327 4

625 藤岡市 藤岡市役所福祉会館 藤岡市中栗須327 2

626 藤岡市 藤岡市保健センター 藤岡市中栗須327 3

627 藤岡市 とりせんフィール藤岡店 藤岡市中栗須396 1

628 藤岡市 公立藤岡総合病院 藤岡市中栗須813-1 14

629 藤岡市 藤岡市民プール「みずとぴあ」 藤岡市藤岡1076 4

630 藤岡市 （株）カワチ薬品　藤岡南店 藤岡市藤岡1243-1 1

631 藤岡市 (株)ホンダカーズ群馬　藤岡店 藤岡市藤岡1343-1 1

632 藤岡市 藤岡警察署 藤岡市藤岡１６８３－１ 1

633 藤岡市 生活協同組合コープぐんまコープ藤岡店 藤岡市藤岡2390-1 2

634 藤岡市 藤岡市民体育館 藤岡市藤岡2623-1 2

635 藤岡市 藤岡市ふじふれあい館 藤岡市藤岡2690-7 1

636 藤岡市 藤岡市みかぼみらい館 藤岡市藤岡2728 2

637 藤岡市 （株）フレッセイ　藤岡店 藤岡市藤岡691-1 3

638 藤岡市 （医）和光会　光病院 藤岡市本郷1045 3

639 藤岡市 医療法人社団三思会　くすの木病院 藤岡市藤岡607-22 3

640 富岡市 富岡市民体育館 富岡市上黒岩1377-1 3

641 富岡市 かぶら聖苑 富岡市上黒岩318 3

642 富岡市 群馬サファリパーク（動物ゾーン内を含む） 富岡市岡本1 6

643 富岡市 富岡市美術博物館 富岡市黒川351-1 1

644 富岡市 ベイシア富岡店 富岡市黒川650 6

645 富岡市 ネッツトヨタ高崎(株)富岡バイパス店 富岡市黒川704 1

646 富岡市 コメリホームセンター富岡店 富岡市下高瀬201-11 3

647 富岡市 富岡合同庁舎 富岡市田島３４３－１ 2

648 富岡市 あい愛プラザ 富岡市富岡 5

649 富岡市 富岡警察署 富岡市富岡１１９８ 1

650 富岡市 富岡市保健センター 富岡市富岡1347-1 1

651 富岡市 富岡市役所 富岡市富岡1460-1 4

652 富岡市 公立富岡総合病院 富岡市富岡2073-1 26

653 富岡市 （株）カワチ薬品　富岡店 富岡市富岡2106-1 1

654 富岡市 （株）フレッセイ　富岡店 富岡市富岡501 2

655 富岡市 須藤医院 富岡市七日市1083 2

656 富岡市 富岡市生涯学習センター 富岡市七日市400-1 3

657 富岡市 妙義ふれあいプラザ 富岡市妙義町妙義１－１ 2

658 富岡市 妙義ふるさと美術館 富岡市妙義町妙義１－５ 1

659 安中市 （医）誠和会　正田病院 安中市安中1-16-32 3

660 安中市 安中市役所 安中市安中1-23-13 4

661 安中市 安中市スポーツセンター 安中市安中1531-1 3

662 安中市 なぐも眼科 安中市安中2-13-1 1

663 安中市 安中市商工会 安中市安中3-11-3 1

664 安中市 医療法人済恵会　須藤病院 安中市安中3532-5 6

665 安中市 安中土木事務所 安中市安中３７１１－１ 1

666 安中市 安中市文化センター 安中市安中3-9-63 2

667 安中市 メモリアルホールクオーレ 安中市安中811 2

668 安中市 学習の森 安中市上間仁田951 2

669 安中市 ベイシアマート安中郷原店 安中市郷原313 1

670 安中市 西部保健福祉事務所安中支所 安中市高別当336-8 2

671 安中市 ベイシア安中店 安中市中宿2130 5

672 安中市 （株）カワチ薬品　安中店 安中市中宿2136 1
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673 安中市 ケアステーション　ピース安中 安中市中宿2180-2 1

674 安中市 カインズホーム安中店 安中市中宿808-1 4

675 安中市 みやぐち医院 安中市原市３８７５ 1

676 安中市 JAアシストホール碓氷安中 安中市原市５４５ 1

677 安中市 安中警察署 安中市原市７０７－２ 1

678 安中市 松井田支所 安中市松井田町新堀245 2

679 安中市 安中警察署松井田分庁舎 安中市松井田町新堀１１１１ 1

680 安中市 松井田文化会館 安中市松井田町新堀530 2

681 安中市 （株）鳥忠　松井田店 安中市松井田町松井田305 1

682 安中市 特別養護老人ホーム野殿荘 案南ア士野殿1599-1 1

683 安中市 群馬トヨタ自動車株式会社安中杉並木店 安中市原市623 1

684 安中市 いのうえ整形外科・内科クリニック 安中市原市６２８ 1

685 安中市 Ａコープ安中店 安中市原市634 2

686 安中市 楽楽苑 安中市原市634 1

687 安中市 特別養護老人ホーム明嶺荘 安中市嶺２４０ 1

688 みどり市 みどり市東保健センター みどり市東町荻原158 1

689 みどり市 国民宿舎サンレイク草木 みどり市東町草木1654-1 2

690 みどり市 老人福祉センターまごころ みどり市東町花輪114-3 2

691 みどり市 みどり市立大間々図書館 みどり市大間々町大間々1332-3 2

692 みどり市 みどり市介護予防複合施設「いきいきセンター」 みどり市大間々町大間々１３７８ 2

693 みどり市 みどり市大間々保健センター みどり市大間々町大間々1497-1 2

694 みどり市 みどり市役所大間々庁舎 みどり市大間々町大間々１５１１ 4

695 みどり市 ベイシア大間々店 みどり市大間々町大間々1773-1 5

696 みどり市 ベイシアマート大間々店 みどり市大間々町桐原1521-1 1

697 みどり市 みどり市立厚生会館 みどり市大間々町桐原８１－２ 2

698 みどり市 とりせん大間々店 みどり市大間々町大間々401-3 2

699 みどり市 桐生信用金庫　みどり支店 みどり市大間々町大間々43-5 1

700 みどり市 桐生警察署大間々分庁舎 みどり市大間々町桐原１５６３ 2

701 みどり市 (株)コジマ　NEW桐生店 みどり市笠懸町阿左美1299-3 1

702 みどり市 カインズホーム笠懸店 みどり市笠懸町阿左美1472-1 2

703 みどり市 みどり市障害者福祉センター みどり市笠懸町阿左美1567-2 1

704 みどり市 笠懸野文化ホール みどり市笠懸町阿左美1579-1 2

705 みどり市 みどり市笠懸公民館 みどり市笠懸町阿左美1581-1 2

706 みどり市 岩宿博物館 みどり市笠懸町阿左美1701-1 2

707 みどり市 みどり市民体育館 みどり市笠懸町阿左美1714-2 6

708 みどり市 みどり市立笠懸図書館 みどり市笠懸町鹿2373 3

709 みどり市 みどり市笠懸保健センター みどり市笠懸町鹿250 4

710 みどり市 みどり市笠懸老人憩の家 みどり市笠懸町鹿250 2

711 みどり市 温泉施設かたくりの湯 みどり市笠懸町鹿250 2

712 みどり市 （医）日望会　みどり病院 みどり市笠懸町鹿2646-2 2

713 みどり市 桐生信用金庫　笠懸支店 みどり市笠懸町鹿2895-2 1

714 みどり市 群馬銀行笠懸支店 みどり市笠懸町鹿2929-4 1

715 みどり市 みどり市役所笠懸庁舎 みどり市笠懸町鹿2952 2

716 みどり市 しもやま歯科医院 みどり市笠懸町鹿4237-2 1

717 みどり市 とりせん笠懸店 みどり市笠懸町久宮164-1 2

718 みどり市 さいとう内科クリニック みどり市笠懸町久宮164-12 2

719 みどり市 ツルヤみどり店 みどり市笠懸町鹿3916-1 8

720 榛東村 しんとう温泉「ふれあい館」 北群馬郡榛東村新井５０７－３ 4

721 榛東村 榛東村南部コミュニティセンター 北群馬郡榛東村広馬場１０８８ 2

722 榛東村 しんとうスポーツアリーナ 北群馬郡榛東村山子田２０２０－１ 8

723 榛東村 榛東村楽集センター 北群馬郡榛東村山子田２０３５－１ 6

724 榛東村 しんとう総合グラウンド 北群馬郡榛東村山子田２０３７ 5

725 榛東村 榛東村中央公民館 北群馬郡榛東村山子田７９７ 2

726 榛東村 榛東村役場 北群馬郡榛東村新井790-１ 1

727 吉岡町 (株)ホンダカーズ群馬　オートレラス前橋よしおか 北群馬郡吉岡町大久保1031-1 1

728 吉岡町 (株)ホンダカーズ高崎　吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保1431-7 1
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729 吉岡町 （株）カワチ薬品　吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保字金竹西1480-1 1

730 吉岡町 ふれあいやすらぎ公園 北群馬郡吉岡町大久保3091 2

731 吉岡町 カインズホームSuC前橋吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保821 15

732 吉岡町 （株）フレッセイ　吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保891-1 3

733 吉岡町 吉岡町役場庁舎 北群馬郡吉岡町下野田560 6

734 吉岡町 明治皮膚科 北群馬郡吉岡町下野田6959-10 1

735 上野村 まほーばの森 多野郡上野村勝山1169 1

736 上野村 国民宿舎　ヴィラせせらぎ 多野郡上野村川和684-1 1

737 上野村 国民宿舎　やまびこ荘 多野郡上野村楢原888 1

738 上野村 道の駅上野 多野郡上野村大字勝山甲131番地 4

739 神流町 神流町役場 多野郡神流町大字万場90番地6 2

740 下仁田町 下仁田町観光館道の駅 甘楽郡下仁田町馬山3766-11 2

741 下仁田町 富岡警察署下仁田分庁舎 甘楽郡下仁田町大字下仁田６８８－１ 1

742 下仁田町 下仁田町ふれあいセンター 甘楽郡下仁田町下仁田１１１－２ 2

743 下仁田町 Ａコープ下仁田店 甘楽郡下仁田町下仁田383-3 2

744 下仁田町 下仁田町役場 甘楽郡下仁田町下仁田６８２ 2

745 南牧村 南牧村役場 甘楽郡南牧村大日向1098 1

746 甘楽町 甘楽町役場 甘楽郡甘楽町小幡１６１－１ 2

747 甘楽町 甘楽町公民館 甘楽郡甘楽町小幡183 2

748 甘楽町 甘楽町保健センター 甘楽郡甘楽町小幡８５２－１ 3

749 甘楽町 道の駅甘楽 甘楽郡甘楽町小幡444-1 1

750 甘楽町 アットホーム尚久かんら 甘楽郡甘楽町金井279-1 1

751 甘楽町 甘楽町文化会館 甘楽郡甘楽町白倉１３２２－１ 5

752 甘楽町 甘楽古代館 甘楽郡甘楽町白倉１３２６ 3

753 甘楽町 甘楽町体育館 甘楽郡甘楽町白倉１３５５ 2

754 甘楽町 群馬県信用組合甘楽支店 甘楽郡甘楽町福島１２５８－１ 1

755 甘楽町 甘楽町図書館　ら・ら・かんら 甘楽郡甘楽町福島１２５８－２ 1

756 甘楽町 カインズホームSuC富岡甘楽店 甘楽郡甘楽町福島900 9

757 中之条町 中之条合同庁舎 吾妻郡中之条町大字中之条町６６４ 2

758 中之条町 （社）群馬県医師会 温泉研究所附属沢渡病院 吾妻郡中之条町上沢渡2136 8

759 中之条町 道の駅　霊山　たけやま 吾妻郡中之条町五反田２２２－１ 2

760 中之条町 中之条町役場 吾妻郡中之条町中之条町１０９１ 5

761 中之条町 吾妻保健福祉事務所 吾妻郡中之条町西中之条183-1 1

762 中之条町 六合保健センター 吾妻郡中之条町赤岩１９５ 2

763 中之条町 ツインプラザ （吾妻郡生涯学習複合施設） 吾妻郡中之条町伊勢町１００５－１ 2

764 中之条町 中之条町六合支所 吾妻郡中之条町小雨５７７－１ 1

765 中之条町 吾妻郡文化会館 吾妻郡中之条町西中之条１３５ 2

766 中之条町 なかのじょう聖苑 吾妻郡中之条町西中之条１５０１－１ 1

767 長野原町 長野原警察署 吾妻郡長野原町大字長野原１５２０－４ 1

768 長野原町 軽井沢マウンテン牧場 吾妻郡長野原町北軽井沢1353-263 2

769 嬬恋村 嬬恋村役場 吾妻郡嬬恋村大前110 2

770 草津町 草津音楽の森国際コンサートホール 吾妻郡草津町草津　国有林５４林班 3

771 草津町 草津町役場 吾妻郡草津町草津28 2

772 草津町 草津町公民館 吾妻郡草津町草津449-2 1

773 草津町 草津町総合保健センター 吾妻郡草津町草津464-28 2

774 高山村 高山温泉ふれあいプラザ 吾妻郡高山村大字中山2357-1 3

775 高山村 高山村役場 吾妻郡高山村大字中山2856-1 1

776 高山村 あがつま農業協同組合　高山支店 吾妻郡高山村大字中山3374 1

777 高山村 高山村東地区スポーツ広場 吾妻郡高山村大字中山371 1

778 高山村 北毛青少年自然の家 吾妻郡高山村大字中山6853-18 1

779 東吾妻町 あづま温泉桔梗館 吾妻郡東吾妻町新巻３２５－１ 1

780 東吾妻町 吾妻警察署 吾妻郡東吾妻町大字原町２１－１ 2

781 東吾妻町 東吾妻町あづま農村環境改善センター 吾妻郡東吾妻町奥田３９－１ 3

782 東吾妻町 カインズホーム吾妻店 吾妻郡東吾妻町原町303-1 4

783 東吾妻町 ベイシア吾妻店 吾妻郡東吾妻町原町991-1 8

784 東吾妻町 東吾妻町中央公民館 吾妻郡東吾妻町原町１１１７－１ 3
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785 東吾妻町 東吾妻町役場 吾妻郡東吾妻町原町１０４６ 6

786 片品村 片品村役場 利根郡片品村鎌田3967-3 2

787 片品村 片品村文化センター 利根郡片品村鎌田3982 2

788 片品村 尾瀬ぷらり館 利根郡片品村戸倉736-1 1

789 片品村 花の駅　片品　花咲の湯 利根郡片品村花咲1113 1

790 片品村 スノーパルオグナほたか 利根郡片品村花咲字武尊山 1

791 片品村 道の駅尾瀬かたしな 利根郡片品村鎌田3967-1 2

792 川場村 （医社）ほたか会　ほたか病院 利根郡川場村生品1861 4

793 昭和村 昭和村役場 利根郡昭和村糸井３８８ 1

794 昭和村 昭和村公民館 利根郡昭和村糸井４０５－１ 1

795 昭和村 昭和村総合福祉ｾﾝﾀｰ  昭和の湯 利根郡昭和村糸井６２４ 2

796 みなかみ町 みなかみ町福祉センター 利根郡みなかみ町新巻301-1 2

797 みなかみ町 みなかみ町役場 利根郡みなかみ町後閑３１８ 2

798 みなかみ町 ベイシア月夜野店 利根郡みなかみ町下牧482 8

799 みなかみ町 カインズホーム月夜野店 利根郡みなかみ町下牧524 2

800 みなかみ町 みなかみ町保健福祉センター 利根郡みなかみ町月夜野１１８ 5

801 みなかみ町 宝台樹スキー場 利根郡みなかみ町藤原３８３９－１ 2

802 玉村町 アバンセ玉村店 佐波郡玉村町角渕4327 2

803 玉村町 （株）フレッセイ　玉村店 佐波郡玉村町福島78-6 2

804 玉村町 とりせん玉村店 佐波郡玉村町上飯島280 2

805 玉村町 下水道総合事務所（県央水質浄化センター） 佐波郡玉村町上之手1846-1 1

806 玉村町 カインズホーム玉村店 佐波郡玉村町上之手2054 2

807 玉村町 玉村町文化センター 佐波郡玉村町福島３２５ 2

808 板倉町 （株）フレッセイ　板倉店 邑楽郡板倉町朝日野1-2-1 2

809 板倉町 板倉町東部公民館 邑楽郡板倉町朝日野1-26-1 2

810 板倉町 板倉町役場 邑楽郡板倉町板倉2067 3

811 板倉町 板倉町中央公民館 邑楽郡板倉町板倉2698 2

812 明和町 明和町こども園 邑楽郡明和町田島8-1 1

813 明和町 明和町役場 邑楽郡明和町新里250-1 4

814 明和町 明和町社会体育館 邑楽郡明和町新里299-1 1

815 明和町 明和町中央公民館 邑楽郡明和町新里303-1 1

816 明和町 明和町老人福祉センター 邑楽郡明和町新里311-3 1

817 明和町 明和町海洋センター 邑楽郡明和町新里322-1 3

818 千代田町 千代田町民プラザ 邑楽郡千代田町赤岩1701-1 3

819 千代田町 千代田町役場 邑楽郡千代田町赤岩1895-1 3

820 千代田町 千代田町総合福祉センター 邑楽郡千代田町赤岩2119-5 2

821 千代田町 東部運動公園 邑楽郡千代田町上五箇600-2 3

822 千代田町 ジョイフル本田千代田店 邑楽郡千代田町萱野８１３－１ 23

823 千代田町 千代田町総合保健福祉センター 邑楽郡千代田町大字赤岩1705-1 8

824 千代田町 マナベインテリアハーツ群馬千代田店 邑楽郡千代田町大字萱野字権現802-25 6

825 大泉町 ホンダカーズ大泉　大泉店 邑楽郡大泉町東小泉2-19-19 1

826 大泉町 大泉警察署 邑楽郡大泉町朝日２－２７－１ 1

827 大泉町 大泉町外二町斎場 邑楽郡大泉町上小泉347 5

828 大泉町 ベイシア大泉店 邑楽郡大泉町城之内5-5-1 3

829 大泉町 カインズマート大泉店 邑楽郡大泉町中央1-1-31 2

830 大泉町 とりせん大泉店 邑楽郡大泉町日の出53-1 2

831 大泉町 （株）フレッセイ　大泉店 邑楽郡大泉町富士1-752 2

832 大泉町 群馬銀行大泉支店 邑楽郡大泉町いずみ2-2-1 2

833 大泉町 カインズホーム大泉店 邑楽郡大泉町坂田58街区1000番地 13

834 大泉町 （株）ベルクベスタ大泉店 邑楽郡大泉町住吉57-1 2

835 大泉町 （株）カワチ薬品　大泉店 邑楽郡大泉町住吉57-5 1

836 大泉町 桐生信用金庫　大泉支店 邑楽郡大泉町住吉57-10 1

837 大泉町 ネッツトヨタ高崎(株)大泉さかた店 邑楽郡大泉町古氷214 1

838 大泉町 （株）フレッセイ　クラシーズ寄木戸 邑楽郡大泉町寄木戸998-1 4

839 大泉町 いずみの杜 邑楽郡大泉町朝日４－７－１ 3

840 大泉町 大泉町文化むら生涯学習センター 邑楽郡大泉町朝日５－２４－１ 5
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841 大泉町 大泉スバル運動公園 邑楽郡大泉町いずみ１丁目３０８６ 6

842 大泉町 いずみ総合公園町民野球場 邑楽郡大泉町丘山５０－１ 3

843 大泉町 いずみ総合公園町民体育館 邑楽郡大泉町仙石３－２２－１ 4

844 大泉町 大泉町図書館 邑楽郡大泉町中央３－１１－２１ 1

845 大泉町 大泉町役場庁舎 邑楽郡大泉町日の出５５－１ 2

846 大泉町 大泉町公民館 邑楽郡大泉町吉田２４６５ 1

847 大泉町 大泉町保健福祉総合センター 邑楽郡大泉町吉田２４６５ 2

848 邑楽町 福祉センター寿荘 邑楽郡邑楽町1343-1 2

849 邑楽町 ヤングプラザ 邑楽郡邑楽町石打1123 6

850 邑楽町 生活協同組合コープぐんまコープ中野店 邑楽郡邑楽町大字中野4435 4

851 邑楽町 長柄公民館 邑楽郡邑楽町篠塚1415-1 1

852 邑楽町 町民体育館 邑楽郡邑楽町篠塚1423-1 2

853 邑楽町 （医社）醫光会 群馬アレルギー疾患・呼吸器内科病院 邑楽郡邑楽町篠塚3233-1 2

854 邑楽町 邑楽町役場 邑楽郡邑楽町中野2570-1 4

855 邑楽町 保健センター 邑楽郡邑楽町中野2570-3 2

856 邑楽町 町立図書館 邑楽郡邑楽町中野2676-1 2

857 邑楽町 とりせん邑楽町店 邑楽郡邑楽町中野3110-3 1

858 邑楽町 邑楽町中央公民館 邑楽郡邑楽町中野2569-1 1

859 邑楽町 カインズホーム邑楽店 邑楽郡邑楽町中野3888-1 2

860 館林市 館林市文化会館 館林市城町3-1 2
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