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東海村主要施設一覧

名称　　　　　　 所在地　　　　電話番号 ページ

笊東海村役場 東海3-7-1 282-1711 60
笆東海村合同庁舎 豊白1-3-20 283-3344
東海村シルバー人材センター 282-3446 39
東海村土地改良合同事務所 283-2055
東海村社会福祉協議会ボランティア 283-4538
市民活動センター「えがお」

経済産業省保安院東海・大洗 282-4833
原子力保安検査官事務所

文部科学省茨城原子力安全管 283-2880
理事務所

笳総合福祉センター「絆
きずな

」 村松2005 283-2299 38
保健センター 282-2797
（社福）東海村社会福祉協議会 282-2804
高齢者センター 282-4300
障害者センター 282-4599
児童センター 306-1017

笘長堀すこやかハウス 村松2116-1 283-3664
笙東海村立東海病院 村松2081-2 282-2188 38
笞東海村地域包括支援センター 舟石川777 287-2516
笵東海村消防本部・消防署 村松2124-11 282-2038
笨東海村中央公民館 船場768 282-3329
笶東海村青少年センター 船場768 282-7049
筐姉妹都市交流会館 東海3-6-7 282-0535
筺石神コミュニティセンター 石神内宿1609 283-2868
笄村松コミュニティセンター 村松3370 282-9944
筍白方コミュニティセンター 白方2077 287-3534
笋真崎コミュニティセンター 村松833 283-4477
筌中丸コミュニティセンター 須和間345-1 287-2128
筅舟石川コミュニティセンター 舟石川158-1 283-1951
筵（財）東海村文化・スポーツ振興財団 船場768-1 282-8511
筥東海文化センター 船場768-1 282-8511
筴東海ステーションギャラリー 舟石川駅西1-1-1 287-3680
筧東海村立図書館 船場768 282-3435
筰東海村総合体育館 船場768 283-0673
筱東海村テニスコートクラブハウス 船場741 282-8571
筬東海スイミングプラザ 船場768 287-0807
筮阿漕ヶ浦公園管理事務所 村松579 282-3835 8
箝東海村清掃センター 村松2083 282-7289
箘東海村衛生センター 豊岡1-29 287-2600
箟東海村外宿浄水場 石神外宿1877 282-9200
箍東海村立東海中学校 舟石川825 282-1625
箜東海村立東海南中学校 船場768 282-7821
箚茨城県立東海高等学校 村松771-1 282-7501
箋東海村立白方小学校 白方中央2-21-1 282-2680
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箒東海村立照沼小学校 照沼930 282-2024
箏東海村立中丸小学校 村松2124 282-2767
筝東海村立石神小学校 石神外宿1055 282-2005
箙東海村立舟石川小学校 舟石川690-1 282-9238
篋東海村立村松小学校 村松1443 282-4885
篁東海村立村松幼稚園 村松北1-4-1 282-2867
篌東海村立石神幼稚園 石神外宿945 282-3100
篏東海村立舟石川幼稚園 舟石川453 282-2962
箴東海村立宿幼稚園 村松3370-1 282-3701
篆東海村立須和間幼稚園 須和間440 282-4631
篝（学）諏訪学園みぎわ幼稚園 須和間1296-4 282-9155
篩東海村立百塚保育所 豊岡1831-2 282-2949
簑東海村立村松保育所 村松3370-19 282-3700
簔東海村立舟石川保育所 舟石川576-27 282-4792
篦（社福）親和会南台保育園 須和間679-130 282-3380
篥（社福）こばと会チューリップ保育園 船場784-4 282-3158
籠（社福）淑徳会おおぞら保育園 村松2822-1 287-3535
簀（社福）孝友会サンフラワーこどもの森保育園 船場718-3 287-7111
簇（社福）愛信会幸の実園 石神内宿1213 282-0644
簓（社福）愛信会第二幸の実園 石神内宿2382-1 306-0068
篳ひたちなか西警察署東海地区交番 村松北1-1-18 287-0110
篷ひたちなか西警察署石神駐在所 石神外宿1364-1 283-0940
簗ひたちなか農業協同組合東海中央支店 船場544-2 282-0203
簍東海村商工会 村松北1-2-34 282-3238
篶東海郵便局 東海3-1-27 282-2001
簣村松郵便局 村松3382-1 282-2021
簧原研前郵便局 村松229-10 282-2399
簪東海駅西口郵便局 舟石川駅西4-7-9 287-3488
簟石神外宿簡易郵便局 石神外宿1054 282-0724
簷東海須和間簡易郵便局 須和間640-75 282-1477
簫JR東日本東海駅 舟石川駅西1-1-1 282-2008
簽国立病院機構茨城東病院 照沼825 282-1151
籌（独）日本原子力研究開発機構本部 村松4-49 282-1122 20
籃東海研究開発センター原子力 白方2-4 282-5100 20
科学研究所

籔東海研究開発センター核燃料 村松4-33 283-1111 20
サイクル工学研究所

籏日本原子力発電㈱東海第二発電所 白方1-1 282-1211 22
籀（社）茨城原子力協議会原子力科学館 村松225-2 282-3111 27
籐インフォメーションプラザ東海 村松2-5 284-3688
籘（独）日本原子力研究開発機構 村松4-49 282-2256 26
東海展示館アトムワールド

籟（独）日本原子力研究開発機構 舟石川796-1 306-1155 26
テクノ交流館リコッティ

籤日本原子力発電㈱東海テラパーク 白方1-1 287-1252 27


