
改修対象施設一覧

番号 区分 無線局等名称 省略名称 所在地

1 香川県 香川県庁 県庁統制局 高松市番町4-1-10

2 長尾土木事務所 長尾土木 さぬき市長尾東1538-1

3 高松土木事務所 高松土木 高松市多肥上町1251-1

4 小豆合同庁舎 小豆合庁 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5

5 中讃土木事務所 中讃土木 坂出市江尻町1355

6 三豊合同庁舎 三豊合庁 観音寺市坂本町7-3-18

7 仲多度合同庁舎 仲多度合庁 善通寺市生野本町1-1-12

8 合庁局 大川合同庁舎 大川合庁 さぬき市津田町津田930-2

9 高松合同庁舎 高松合庁 高松市松島町1-17-28

10 中讃保健福祉事務所 中讃保健 丸亀市土器町東8-526

11 中央病院 中央病院 高松市朝日町1-2-1

12 丸亀病院 丸亀病院 丸亀市土器町東9-291

13 白鳥病院 白鳥病院 東かがわ市松原963

14 東部林業事務所 東部林業 高松市東植田町1210-3

15 西部林業事務所 西部林業 仲多度郡まんのう町四条1192-1

16 高松港管理事務所 高松港管理 高松市サンポート1番1号

17 香川県消防学校 消防学校 高松市生島町689-11

18 千足ダム管理事務所 千足ダム 東かがわ市川股字千足989

19 五名ダム管理事務所 五名ダム 東かがわ市五名223-9

20 大内ダム管理事務所 大内ダム 東かがわ市水主2046

21 大川ダム管理事務所 大川ダム さぬき市大川町田面2948-1

22 前山ダム管理事務所 前山ダム さぬき市前山957-6

23 門入ダム管理事務所 門入ダム さぬき市寒川町石田東甲2563-7

24 内場ダム管理事務所 内場ダム 高松市塩江町上西字内場乙1339

25 椛川ダム管理事務所 椛川ダム 高松市塩江町安原上東字田中1655-1

26 内海ダム管理事務所 内海ダム 小豆郡小豆島町神懸通字後山甲1908

27 殿川ダム管理事務所 殿川ダム 小豆郡小豆島町中山字向條163-3

28 粟地ダム管理事務所 粟地ダム 小豆郡小豆島町安田字粟地甲1771-1

29 吉田ダム管理事務所 吉田ダム 小豆郡小豆島町吉田字川向乙92-3

30 長柄ダム管理事務所 長柄ダム 綾歌郡綾川町東分乙591-4

31 田万ダム管理事務所 田万ダム 綾歌郡綾川町枌所東字桜谷1554-34

32 五郷ダム管理事務所 五郷ダム 観音寺市大野原町有木53

33 野口ダム管理事務所 野口ダム 仲多度郡まんのう町塩入790-266

34 粟井ダム管理事務所 粟井ダム 観音寺市粟井町坂瀬4658-8

35 高松市役所 高松市 高松市番町1-8-15

36 丸亀市役所 丸亀市 丸亀市大手町二丁目4番21号

37 坂出市役所 坂出市 坂出市室町2-3-5

38 善通寺市役所 善通寺市 善通寺市文京町2-1-1

39 市 観音寺市役所 観音寺市 観音寺市坂本町1-1-1

40 さぬき市役所 さぬき市 さぬき市志度5385-8

41 さぬき市寒川庁舎 さぬき市寒川 さぬき市石田東甲935番地1

42 東かがわ市役所 東かがわ市 東かがわ市湊1847-1

43 三豊市役所 三豊市 三豊市高瀬町下勝間2373-1

44 小豆島町役場 小豆島町 小豆郡小豆島町片城甲44-95

45 土庄町役場 土庄町 小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2

46 三木町役場 三木町 木田郡三木町大字氷上310

47 直島町役場 直島町 香川郡直島町1122-1

48 町 綾川町役場 綾川町 綾歌郡綾川町滝宮299

49 宇多津町役場 宇多津町 綾歌郡宇多津町1881

50 まんのう町役場 まんのう町 仲多度郡まんのう町吉野下430

51 琴平町役場 琴平町 仲多度郡琴平町榎井817-10

52 多度津町役場 多度津町 仲多度郡多度津町栄町1-1-91
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番号 区分 無線局等名称 省略名称 所在地

53 高松市消防局 高松消防 高松市番町1-8-15

54 丸亀市消防本部 丸亀消防 丸亀市大手町2-1-37

55 坂出市消防本部 坂出消防 坂出市久米町1-17-23

56 善通寺市消防本部 善通寺消防 善通寺市文京町4-1-3

57 多度津町消防本部 多度津消防 仲多度郡多度津町本通3-1-33

58 大川広域消防本部 大川消防 東かがわ市土居82-1

59 小豆地区消防本部 小豆消防 小豆郡土庄町甲557-10

60 仲多度南部消防本部 仲多度消防 仲多度郡琴平町五条313

61 三観広域行政組合消防本部 三観消防 観音寺市坂本町1-1-7

62 防災航空隊 航空隊 高松市香南町岡1689-1（高松空港内)

63 広域水道企業団本部 企業団本部 高松市番町1-8-15

64 広域送水管理センター 府中事務所 坂出市府中町1265-1

65 東部浄水場 東部浄水場 高松市岡本町631番地10

66 中部浄水場 中部浄水場 仲多度郡琴平町大字下櫛梨111番地1

67 西部浄水場 西部浄水場 三豊市高瀬町佐股甲2366番地

68 陸上自衛隊 自衛隊 善通寺市南町2-1-1

69 高松海上保安部 海上保安部 高松市朝日新町1-30

70 高松地方気象台 気象台 高松市サンポート3-33

71 ＮＨＫ高松放送局 ＮＨＫ 高松市錦町1-12-7

72 香川県可搬地球局 可搬VSAT1 高松市番町4-1-10

73 　　　 〃 可搬VSAT2 　　　　〃

74 　　　 〃 可搬VSAT3 　　　　〃

75 　　　 〃 可搬VSAT4 　　　　〃
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