
燃料供給に係る重要施設一覧 R5.3.1現在

市町村 大字番地

1 ①災害拠点病院等 ○ 008-10101 病院 水戸済生会総合病院 水戸市 双葉台3-3-10

2 ①災害拠点病院等 ○ 008-10102 病院 水府病院 水戸市 赤塚1-1

3 ①災害拠点病院等 ○ 008-10103 病院 水戸中央病院 水戸市 六反田町1136-1

4 ①災害拠点病院等 ○ 008-10104 病院 県立こども病院 水戸市 双葉台3-3-1

5 ①災害拠点病院等 008-10105 病院 水戸赤十字病院 水戸市 三の丸3-12-48

6 ①災害拠点病院等 008-10106 その他 茨城県赤十字血液センター 水戸市 千波町508-6

7 ①災害拠点病院等 008-10108 病院 大場内科クリニック 水戸市 酒門町275-3

8 ①災害拠点病院等 ○ 008-10109 病院 総合病院水戸協同病院 水戸市 宮町3丁目2番7号

9 ①災害拠点病院等 008-10201 病院 ひたち医療センター 日立市 鮎川町2-8-16

10 ①災害拠点病院等 008-10202 病院 大原神経科病院 日立市 大みか町1-13-18 放射線防護施設・石油組合協議

11 ①災害拠点病院等 008-10203 病院 久慈茅根病院 日立市 久慈町4-16-10 放射線防護施設・石油組合協議

12 ①災害拠点病院等 008-10204 病院 株式会社日立製作所日立総合病院 日立市 城南町二丁目1-1

13 ①災害拠点病院等 ○ 008-10301 病院 総合病院土浦協同病院 土浦市 おおつ野4-4-1

14 ①災害拠点病院等 ○ 008-10401 病院 古河赤十字病院 古河市 下山町1150

15 ①災害拠点病院等 ○ 008-10402 病院 友愛記念病院 古河市 東牛谷707

16 ①災害拠点病院等 008-10403 病院 芳香会病院青嵐荘療育園 古河市 上大野698

17 ①災害拠点病院等 008-10601 病院 社会医療法人達生堂城西病院 結城市 結城10745-24

18 ①災害拠点病院等 ○ 008-10701 病院 龍ケ崎済生会病院 龍ケ崎市 中里1-1

19 ①災害拠点病院等 008-10901 病院 きぬ医師会病院 常総市 新井木町13-3

20 ①災害拠点病院等 008-11001 病院 大山病院 常陸太田市 金井町4810

21 ①災害拠点病院等 008-11201 病院 北茨城市民病院 北茨城市 関南町関本下1050

22 ①災害拠点病院等 ○ 008-11301 病院 県立中央病院 笠間市 鯉淵6528

23 ①災害拠点病院等 ○ 008-11302 病院 県立こころの医療センター 笠間市 旭町654

24 ①災害拠点病院等 ○ 008-11401 病院 JAとりで総合医療センター 取手市 本郷2-1-1

25 ①災害拠点病院等 008-11402 病院 取手北相馬保健医療センター医師会病院 取手市 野々井1926

26 ①災害拠点病院等 ○ 008-11501 病院 牛久愛和総合病院 牛久市 猪子町896

27 ①災害拠点病院等 ○ 008-11601 病院 筑波大学附属病院 つくば市 天久保2-1-1

28 ①災害拠点病院等 ○ 008-11602 病院 筑波学園病院 つくば市 上横場2573-1

29 ①災害拠点病院等 ○ 008-11603 病院 筑波メディカルセンター病院 つくば市 天久保1-3-1

30 ①災害拠点病院等 008-11604 病院 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 つくば市 要1187-299

31 ①災害拠点病院等 ○ 008-11701 病院 日立製作所ひたちなか総合病院 ひたちなか市 石川町20-1

32 ①災害拠点病院等 ○ 008-11702 病院 勝田病院 ひたちなか市 中根5125-2

33 ①災害拠点病院等 ○ 008-11703 病院 さくら水戸クリニック ひたちなか市 東石川1581 放射線防護施設・石油組合協議

34 ①災害拠点病院等 ○ 008-11801 病院 医療法人社団善仁会小山記念病院 鹿嶋市 厨5-1-2

35 ①災害拠点病院等 ○ 008-12301 病院 茨城県西部メディカルセンター 筑西市 大塚555

36 ①災害拠点病院等 008-12401 病院 木根淵外科胃腸科病院 坂東市 辺田1430-1

37 ①災害拠点病院等 ○ 008-12501 病院 宮本病院 稲敷市 幸田1247

38 ①災害拠点病院等 ○ 008-12801 病院 神栖済生会病院 神栖市 知手中央7-2-45

39 ①災害拠点病院等 ○ 008-12901 病院 土浦協同病院なめがた地域医療センター 行方市 井上藤井98-8

40 ①災害拠点病院等 ○ 008-13301 病院 水戸医療センター 東茨城郡茨城町 桜の郷280

41 ①災害拠点病院等 ○ 008-13601 病院 茨城東病院 那珂郡東海村 照沼825

42 ①災害拠点病院等 008-13602 病院 村立東海病院 那珂郡東海村 村松2081-2 放射線防護施設・石油組合協議

43 ①災害拠点病院等 ○ 008-13901 病院 東京医科大学茨城医療センター 稲敷郡阿見町 中央3-20-1

44 ①災害拠点病院等 ○ 008-13902 病院 茨城県立医療大学付属病院 稲敷郡阿見町 大字阿見4733番地

45 ①災害拠点病院等 ○ 008-14301 病院 茨城西南医療センター病院 猿島郡境町 2190 小計45

46 ②ライフライン施設 ○ 008-20101 公益事業 NTT赤塚電話交換センター 水戸市 石川3-4131-1

47 ②ライフライン施設 ○ 008-20102 公益事業 NTT千波電話交換センター 水戸市 千波町2319

48 ②ライフライン施設 008-20103 公益事業 茨城放送下国井送信所 水戸市 下国井町2340

49 ②ライフライン施設 008-20104 公益事業 株式会社NTTドコモ　水戸ビル 水戸市 宮町1-1-83

50 ②ライフライン施設 ○ 008-20201 官公庁 日立市池の川処理場 日立市 東成沢町2-16-1

51 ②ライフライン施設 ○ 008-20202 官公庁 日立市清掃センター 日立市 宮田町3414-4

52 ②ライフライン施設 008-20203 官公庁 日立市河原子中継ポンプ場 日立市 河原子町3-26

53 ②ライフライン施設 ○ 008-20204 その他 日立・高萩広域下水道伊師浄化センター 日立市 十王町伊師2220

54 ②ライフライン施設 008-20301 公益事業 茨城放送土浦送信所 土浦市 上高津817-2

55 ②ライフライン施設 ○ 008-20302 官公庁 流域下水道事務所　霞ケ浦浄化センター 土浦市 湖北2-8-1

56 ②ライフライン施設 008-20601 公益事業 NTTドコモ結城無線中継所 結城市 結城11493-1

57 ②ライフライン施設 008-20602 官公庁 結城下水浄化センター 結城市 中1517

58 ②ライフライン施設 ○ 008-20801 官公庁 下妻市砂沼浄水場 下妻市 長塚乙89-1

59 ②ライフライン施設 ○ 008-20802 官公庁 流域下水道事務所　きぬアクアステーション 下妻市 中居指933-1

60 ②ライフライン施設 ○ 008-20901 官公庁 茨城県企業局県西水道事務所水海道浄水場 常総市 大塚戸町1956

61 ②ライフライン施設 008-20902 官公庁 茨城県企業局県西水道事務所東町取水場 常総市 東町3

62 ②ライフライン施設 ○ 008-20903 官公庁 茨城県企業局県西水道事務所 筑西市 辻2382

63 ②ライフライン施設 ○ 008-21201 官公庁 北茨城浄化センター 北茨城市 関南町神岡上142-4

64 ②ライフライン施設 008-21202 官公庁 北茨城市磯原駅東排水ポンプ場 北茨城市 磯原町本町2-5-15

65 ②ライフライン施設 008-21203 官公庁 北茨城市磯原駅西排水ポンプ場 北茨城市 磯原町磯原2-39

66 ②ライフライン施設 008-21203 公益事業 株式会社NTTドコモ華川無線中継所 北茨城市 華川町下津田字冷ナメリ沢1062-2外

67 ②ライフライン施設 008-21204 公益事業 株式会社NTTドコモ楊枝方衛星局 北茨城市 関本町富士ヶ丘字楊枝方2330,2332-1

68 ②ライフライン施設 008-21601 公益事業 東京ガスつくば支社　金田ビル つくば市 金田1917

69 ②ライフライン施設 008-21701 官公庁 茨城県水産試験場漁業無線局 ひたちなか市 新光町51

70 ②ライフライン施設 ○ 008-21702 官公庁 流域下水道事務所　那珂久慈浄化センター ひたちなか市 長砂163-8

71 ②ライフライン施設 ○ 008-21801 官公庁 茨城県企業局鹿行水道事務所 鹿嶋市 宮中3761-1

72 ②ライフライン施設 ○ 008-21901 官公庁 流域下水道事務所　潮来浄化センター 潮来市 日の出8-28-1

73 ②ライフライン施設 ○ 008-22201 官公庁 茨城県企業局中央水道事務所那珂川浄水場 那珂市 西木倉1648

74 ②ライフライン施設 ○ 008-22301 官公庁 流域下水道事務所　小貝川東部浄化センター 筑西市 中上野2648

75 ②ライフライン施設 ○ 008-22501 その他 利根川下流総合管理所 稲敷市 上之島3112

76 ②ライフライン施設 008-22901 官公庁 行方市次木配水場 行方市 次木390-15

77 ②ライフライン施設 008-22902 官公庁 行方市新原浄水場 行方市 小高1629-32

78 ②ライフライン施設 008-22903 官公庁 行方市泉配水場 行方市 次木390-15

79 ②ライフライン施設 008-23101 公益事業 つくばエクスプレス総合基地 つくばみらい市 筒戸3500

80 ②ライフライン施設 008-23201 官公庁 小美玉市小川浄水場 小美玉市 山野1094-1

81 ②ライフライン施設 008-23202 官公庁 小美玉市美野里浄水場 小美玉市 中野谷501-216

82 ②ライフライン施設 ○ 008-24301 官公庁 流域下水道事務所　さしまアクアステーション 猿島郡境町 2306-2

83 ②ライフライン施設 ○ 008-24401 官公庁 流域下水道事務所　利根浄化センター 北相馬郡利根町 布川三番割

84 ②ライフライン施設 008-29901 官公庁 古河市思川浄水場 下都賀郡野木町 野木2209 小計39
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85 ③庁舎等 ○ 008-30101 官公庁 茨城県庁本庁舎 水戸市 笠原町978-6

86 ③庁舎等 ○ 008-30102 その他 堀原運動公園 水戸市 新原2-11-1

87 ③庁舎等 ○ 008-30103 警察 茨城県警察本部庁舎 水戸市 笠原町978-6

88 ③庁舎等 ○ 008-30104 消防 水戸市消防本部北消防署 水戸市 緑町2-1-2

89 ③庁舎等 008-30105 警察 茨城県警察機動隊 水戸市 吉沢町1010-1

90 ③庁舎等 008-30106 官公庁 茨城県水戸合同庁舎 水戸市 柵町1-3-1

91 ③庁舎等 008-30107 その他 日本赤十字社茨城県支部庁舎 水戸市 小吹町2551

92 ③庁舎等 008-30108 その他 茨城新聞社 水戸市 笠原町978-25茨城県開発公社ビル

93 ③庁舎等 ○ 008-30201 消防 日立市消防本部 日立市 神峰町2-4-1

94 ③庁舎等 008-30202 官公庁 十王ダム管理事務所 日立市 十王町高原9-1

95 ③庁舎等 008-30501 消防 石岡市消防本部庁舎 石岡市 石岡1-2-18

96 ③庁舎等 008-30601 その他 結城市民情報センター 結城市 国府町1-1-1

97 ③庁舎等 008-30901 消防 常総広域消防本部庁舎 常総市 水海道山田町808

98 ③庁舎等 008-30902 消防 常総広域消防本部水海道消防署絹西出張所 常総市 菅生町3129

99 ③庁舎等 008-30903 消防 常総広域消防本部水海道消防署北出張所 常総市 大生郷町2631-1

100 ③庁舎等 008-31001 官公庁 茨城県常陸太田合同庁舎 常陸太田市 山下町4119

101 ③庁舎等 008-31002 消防 常陸太田市消防本部庁舎 常陸太田市 山下町1693

102 ③庁舎等 008-31003 官公庁 竜神ダム管理所 常陸太田市 下高倉町2153

103 ③庁舎等 008-31101 消防 高萩市消防本部庁舎 高萩市 東本町3-11

104 ③庁舎等 008-31102 官公庁 茨城県小山ダム管理事務所 高萩市 横川1533-1

105 ③庁舎等 008-31103 官公庁 花貫ダム管理事務所 高萩市 秋山字板木2989

106 ③庁舎等 008-31201 官公庁 北茨城市役所本庁舎 北茨城市 磯原町磯原1630

107 ③庁舎等 008-31202 官公庁 水沼ダム管理事務所 北茨城市 華川町小豆畑1586

108 ③庁舎等 008-31301 官公庁 飯田ダム管理所 笠間市 飯田字梨木平1125-12

109 ③庁舎等 ○ 008-31401 官公庁 取手市本庁舎 取手市 寺田5139

110 ③庁舎等 008-31402 消防 取手市消防本部椚木消防署 取手市 椚木950-1

111 ③庁舎等 ○ 008-31601 官公庁 つくば市役所 つくば市 研究学園一丁目1番地1

112 ③庁舎等 008-31602 警察 茨城県つくば警察署 つくば市 つくば市学園の森3－50－1

113 ③庁舎等 ○ 008-31701 官公庁 原子力オフサイトセンター ひたちなか市 西十三奉行11601-12

114 ③庁舎等 ○ 008-31702 官公庁 ひたちなか市本庁舎 ひたちなか市 東石川2-10-1

115 ③庁舎等 008-31703 官公庁 茨城県環境放射線監視センター ひたちなか市 西十三奉行11518-4

116 ③庁舎等 008-32001 消防 常総広域消防本部守谷消防署 守谷市 御所ケ丘4-1-2

117 ③庁舎等 008-32002 消防 常総広域消防本部守谷消防署南守谷出張所 守谷市 みずき野1-16-1

118 ③庁舎等 008-32101 官公庁 常陸大宮市役所本庁舎 常陸大宮市 中冨町3135-6

119 ③庁舎等 008-32102 消防 常陸大宮市消防本部庁舎 常陸大宮市 姥賀町621

120 ③庁舎等 ○ 008-32301 消防 筑西広域市町村圏事務組合消防本部 筑西市 直井1076

121 ③庁舎等 008-32601 官公庁 かすみがうら市役所霞ケ浦庁舎 かすみがうら市 大和田562

122 ③庁舎等 008-32801 警察 茨城県神栖警察署 神栖市 木崎1203-15

123 ③庁舎等 008-32901 官公庁 茨城県鹿行生涯学習センター・女性プラザ 行方市 宇崎1389

124 ③庁舎等 008-33101 消防 つくばみらい市消防署谷和原出張所 つくばみらい市 加藤507-2

125 ③庁舎等 008-33102 消防 つくばみらい市消防署東部出張所 つくばみらい市 台620-4

126 ③庁舎等 008-33201 消防 小美玉市消防本部庁舎 小美玉市 小川43-2

127 ③庁舎等 008-33202 消防 小美玉市玉里消防署 小美玉市 上玉里2956-4

128 ③庁舎等 008-33203 消防 小美玉市美野里消防署 小美玉市 部室1199-41

129 ③庁舎等 ○ 008-33301 警察 茨城県警察学校 茨城町 上石崎4667-4

130 ③庁舎等 008-33302 消防 茨城町消防本部庁舎 茨城町 小堤1736-5

131 ③庁舎等 008-33501 官公庁 藤井川ダム管理所 城里町 下古内1831

132 ③庁舎等 ○ 008-33601 官公庁 東海村役場本庁舎 東海村 東海3-7-1

133 ③庁舎等 008-33901 消防 稲敷広域消防本部阿見消防署 阿見町 若栗3337

134 ③庁舎等 ○ 008-34101 官公庁 八千代町役場本庁舎 八千代町 菅谷1170 小計50

135 ④その他 008-40201 介護・福祉 特別養護老人ホームMAO 日立市 下土木内町字荻町545-1 放射線防護施設・石油組合協議

136 ④その他 008-40202 介護・福祉 特別養護老人ホーム成華園 日立市 久慈町4-19-21 放射線防護施設・石油組合協議

137 ④その他 008-40203 介護・福祉 特別養護老人ホーム金沢弁天園 日立市 東金沢町4-16-10 放射線防護施設・石油組合協議

138 ④その他 008-41001 介護・福祉 特別養護老人ホーム世矢の里 常陸太田市 亀作481-1 放射線防護施設・石油組合協議

139 ④その他 ○ 008-41002 介護・福祉 障害者支援施設ピュア里川 常陸太田市 内田町大字亀田3168 放射線防護施設・石油組合協議

140 ④その他 008-41701 介護・福祉 介護老人保健施設プロスペクトガーデンひたちなか ひたちなか市 高野字柏野2455-1 放射線防護施設・石油組合協議

141 ④その他 ○ 008-41702 介護・福祉 特別養護老人ホームサンフラワーひたちなか　 ひたちなか市 長砂字久保633-1 放射線防護施設・石油組合協議

142 ④その他 008-43601 介護・福祉 特別養護老人ホームオークス東海 那珂郡東海村 船場588-7 放射線防護施設・石油組合協議

143 ④その他 008-43602 介護・福祉 介護老人保健施設サンフラワー東海 那珂郡東海村 舟石川689-4 放射線防護施設・石油組合協議

144 ④その他 008-43603 介護・福祉 障がい者支援施設第二幸の実園 那珂郡東海村 石神内宿2382-1 放射線防護施設・石油組合協議

145 ④その他 008-43604 介護・福祉 東海村総合福祉センター絆 那珂郡東海村 村松2005 放射線防護施設・石油組合協議 小計11

施設No.…「008（茨城県）-重要施設の区分（1桁）-所在市町村（2桁）-通し番号（2桁）」


