
施錠
施設名 有・無

１丁目１番１０号 サークルK鳥羽中央店 外壁（寿司梅側）
１丁目１０番４８号 鳥羽市歴史文化ガイドセン
１丁目２０番１０４号 美台集会所 入口付近
１丁目 鳥羽マリンターミナル 管理事務所
１丁目２３番１号 鳥羽国際ホテル 鳥羽国際ホテル　本館
１丁目２３番１号 鳥羽国際ホテル 鳥羽国際ホテル　和風館潮路

１丁目2383番13号 鳥羽観光会館ビル(株)
鳥羽観光会館ビル(株)　鳥羽
一番街

２丁目４番１号 本町憩いの家 玄関内

２丁目６番６７号
大里老人会 里の家（辻本駐車
場内）

和室

２丁目９番７号 町内会長宅（竹内祥一さん）
３丁目１番４８号 鳥羽木型製作所
３丁目１６番２９号 錦町老人憩の家 屋外
３丁目１１番４号 横町憩の家（坂田文雄さん） 居間
３丁目２８番２３号 中之郷会館 屋外玄関左
３丁目８番３号 市民文化会館１階（市民課）

３丁目1-1 鳥羽市役所　本庁舎
日中→総務課
土日時間外→当直

有

３丁目8-3 市民文化会館　市民課 戸籍係付近 有
３丁目 鳥羽水族館 鳥羽水族館
３丁目 伊勢湾フェリー 伊勢湾フェリー（事務所内）
４丁目地内 町内会事務所 ふじのはな 入口付近
４丁目８番２０号 奥谷公民館 入口付近
４丁目１６番１５号 赤崎町内会会所 屋内玄関内
４丁目 定期船（第２５鳥羽丸） 船内（船橋） 有
４丁目 定期船（第２６鳥羽丸） 船内（船橋） 有
４丁目 中村クリニック 中村クリニック

五丁目
５丁目７番２－A２０
２号

町内会長（藤田米子さん）

小浜町６１０番１号 小浜老人憩の家 入り口
小浜町６４７番２５ 鳥羽磯部漁協小浜支所 １F事務所内
小浜町９７番地 小浜小学校 教育支援センター 有
小浜町 鳥羽グランドホテル 鳥羽グランドホテル
堅神町８１５番 堅神公民館 屋内玄関内カウンター上
堅神町８０５番地２ 鳥羽小学校 体育館玄関 有
堅神町８０５番６号 放課後児童クラブ 事務室内 有

屋内 屋内町５番１６号 屋内町公民館

池上町２４番８号
池上町内会東地区担当理事
宅（前田実教さん宅）

屋外玄関前

池上町 池上自主防災会（池上公民
池上町９番２４号 あおぞら保育所 職員室内 有
池上町 鳥羽商船高等専門学校 鳥羽商船高等専門学校（校
池上町 鳥羽商船高等専門学校 鳥羽商船高等専門学校（寮）

池上町 鳥羽商船高等専門学校
鳥羽商船高等専門学校（鳥羽
丸）

池上町 鳥羽商船高等専門学校
鳥羽商船高等専門学校（第二
体育館）

池上町 鳥羽商船高等専門学校 鳥羽商船高等専門学校（艇
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施錠
施設名 有・無
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大明西町２０番３号 大明西町公民館 屋内入口
大明西町４番１２号 かもめ幼稚園 職員室 有
大明西町 小林内科 小林内科（ハロー２F）
大明東町６番８号 毎日新聞 中世古光正さん宅
大明東町１０番１４ パール食品
大明東町１番６号 図書館 受付カウンター内 有
大明東町４番８号 市民体育館 管理室受付 有
大明東町８番２号 武道館 受付内 有
大明東町２番５号 保健福祉センター（ひだまり） 玄関右側 有

大明東町２番５号
保健福祉センター（休日夜間
応急診療所）

医師机横 有

大明東町 赤坂クリニック 赤坂クリニック
大明東町１番６号 開発公社管理棟１Ｆ 第一環境㈱　鳥羽事業所内 有
安楽島町８４４番 安楽島消防車格納庫内 １F格納庫内
安楽島町３２９番２
６０号

さくらが丘集会所 屋外入口付近

安楽島町１２２２番
７８号

安久志集会所（自治会詰所） 入口付近 有

安楽島町３７７番地 安楽島小学校 職員室 有
安楽島町１４５１番
地１９

鳥羽東中学校 職員玄関 有

安楽島町７０４番 安楽島保育所 玄関 有
安楽島町３７７番 学童保育「たんぽぽ」 事務室内 有
鳥羽市安楽島町 市営安楽島海水浴場 海水浴場管理棟 有
安楽島町 鳥羽高等学校 鳥羽高等学校（新校舎玄関）
安楽島町 鳥羽高等学校 鳥羽高等学校（体育館事務
安楽島町 エクシブ鳥羽 エクシブ鳥羽
安楽島町 エクシブ鳥羽 エクシブ鳥羽・アネックス
安楽島町 名古屋銀行 鳥羽荘 名古屋銀行 鳥羽荘
安楽島町 住友電装鳥羽保養所 住友電装鳥羽保養所
安楽島町 ウィスタリアンライフクラブ鳥羽 ウィスタリアンライフクラブ鳥
安楽島町 豊和苑 豊和苑
安楽島町 鳥羽シーサイドホテル 鳥羽シーサイドホテル
安楽島町 鳥羽石油 鳥羽石油（セルフ給油所）

高丘 高丘町１５番８号 高丘公民館 屋内玄関内
有
（当番制）

若杉 若杉町１０番４０号 若杉公民館 入口付近
幸丘 幸丘１番１５号 幸丘公民館 屋内

岩倉町３５１番 かたおかデンキ 店舗内
岩倉町１１４４番２３ みどりが丘集会所 入口
岩倉町１１４４番７７ 町内会長宅（奥村潤一さん） 玄関入口
岩倉町２７番地１ 加茂小学校 保健室 有
岩倉町１０５番地 加茂中学校 職員室 有
船津町７０７番１号 船津保育所 職員室内 有
船津町２８１番地 鳥羽市消防署 無

河内 河内町７５番１号 河内公民館 １F格納庫内
松尾町６４４番３号 松尾公民館 正面玄関左
松尾町２１番９９号 ハイタウン鳥羽集会所 屋内玄関右壁
松尾町 鳥羽警察 鳥羽警察

白木 白木町１９６番 白木コミュニティー 格納庫内

大明東

安楽島

岩倉
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松尾

大明西



施錠
施設名 有・無
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浦村町２４２番
今浦町内会事務所（今浦老人
クラブ）

入口付近

浦村町１３７３番８ 消防格納庫（鳥羽市消防本 入口横壁
浦村町１４８２番 コスモ石油　（有）猪島 入口壁
浦村町１７４４番地 鏡浦小学校 職員室 有
浦村町１７４４番地 鏡浦中学校 職員室 有
浦村町１３４８番２ かがみうら保育所 職員室内 有
浦村町１３７３番 鏡浦診療所 診察室 有
石鏡町２３９番 石鏡町自主防災会倉庫 倉庫内
石鏡町２４２番５号 鳥羽磯部漁協石鏡支所 入口付近
石鏡町１５１番 鏡浦診療所・石鏡分室 診察室 有

畔蛸 畔蛸町９５番 畔蛸自治会事務所 事務所内
千賀 千賀町１４０番 千賀公民館 １F室内

堅子町１２５番 自主防災会備品置場　格納庫 格納庫内
堅子町 鳥羽カントリークラブ 鳥羽カントリークラブ
相差町１２４０番１ 女性活動センター 玄関
相差町１９１０番地 長岡中学校 職員室 有
相差町１０１４番地 弘道小学校 保健室 有
相差町８１９番５号 相差保育所 職員室内 有
相差町１０２８番１ 長岡診療所 処置室 有
国崎町２１５番２号 岡本安郎宅前　格納庫 屋内格納庫内
国崎町４２１番９号 バス停横　消防庫 右側壁
国崎町３１２番 国崎町内会事務所 玄関口
国崎町１４０番地 国崎小学校 職員玄関 有
坂手町１９９番 救急・介護備品保管庫 入口正面壁

坂手港地先 市営定期船坂手待合所 待合ホール壁
最終便後
施錠

坂手町１７８番 坂手診療所 事務室窓側 有
桃取町３２９番７号 桃取分団第三部格納庫 １F格納庫内左側
桃取町２１番地２ 桃取小学校 職員玄関 有
桃取町２１９番 桃取診療所 診察室 有
桃取町 定期船（第２８鳥羽丸） 船内（船橋） 有

答志和 答志和具港地先 和具桟橋待合所 待合所前
答志町 答志町内会
答志町 答志分団
答志町４１５番 美さき旅館（橋本 清さん） 玄関横
答志町９４１番地１ 答志小学校 玄関ピロティ（外部） 無
答志町２２２０番地 答志中学校 職員玄関（外部） 無
答志町２０３番 答志保育所 職員室内 有
答志町 定期船（かがやき） 船内（客室） 有
答志町 答志漁協 答志漁協
菅島港地先 定期船待合所 事務所内
菅島町 団格納庫
菅島町１番地２ 菅島小学校 保健室 有
菅島町３番１号 菅島保育所 職員室内 有
菅島町４６番 菅島診療所 処置室 有
菅島町 定期船（きらめき） 船内（船橋） 有
神島町４１番 神島診療所医師住宅 玄関
神島町３８８番地３ 神島小学校 中学校玄関 有
神島町８５番２号 神島診療所 神島開発総合センター裏口 有
神島町２７４番１号 神島保育所 玄関 有
神島町 定期船（第２７鳥羽丸） 船内（船橋） 有
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