
機器番号 設備名 地区 名称 マスト種別

1 101 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） 小滝 小滝小学校 組立鉄塔

2 102 屋外拡声子局 荻 居残沢 標準柱

3 103 屋外拡声子局 酒町 酒町部落会館 高強度

4 104 屋外拡声子局 新屋敷 新屋敷 標準柱

5 105 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） 荻 荻小学校 組立鉄塔

6 106 屋外拡声子局 茶畑 茶畑 標準柱

7 107 屋外拡声子局 太郎 太郎地区集会所 高強度

8 108 簡易中継局 高平山 高平山中継局 パンザ

9 201 屋外拡声子局 黒在家六角 黒在家六角ポンプ庫 継柱

10 202 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） 川西 金山公民館 組立鉄塔

11 203 屋外拡声子局 尾島 尾島会館 高強度

12 301 屋外拡声子局 東町上 宮内中学校 標準柱

13 302 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） 宮町 宮内公民館 組立鉄塔

14 303 屋外拡声子局 田町下 ふれあいの丘 標準柱

15 304 屋外拡声子局 吉野町下 公立置賜南陽病院 標準柱

16 305 屋外拡声子局 南町下 南町中ポンプ庫 継柱

17 306 屋外拡声子局 黄金町 宮内児童遊園 標準柱

18 307 屋外拡声子局 和泉町一 和泉町一 標準柱

19 308 屋外拡声子局 桜田 南陽高校 標準柱

20 309 屋外拡声子局 内原 内原ポンプ庫 高強度

21 401 屋外拡声子局 １２組 夕鶴の里 継柱

22 402 屋外拡声子局 ２組 西工業団地 標準柱

23 403 屋外拡声子局 １６組 漆山１６組ポンプ庫 高強度

24 404 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） １６組 漆山小学校 組立鉄塔

25 405 屋外拡声子局 １組 矢ノ目多目的集会所 標準柱

26 501 屋外拡声子局 東和田 東和田 高強度

27 502 屋外拡声子局 和田 梨郷神社前 標準柱

28 503 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） 竹原 梨郷公民館 組立鉄塔

29 504 屋外拡声子局 梨郷 梨郷集会所 標準柱

30 505 屋外拡声子局 巻 巻　梨郷第５踏切 標準柱

31 506 屋外拡声子局 平野 平野 標準柱

32 507 屋外拡声子局 砂塚 砂塚公民館 高強度

33 601 屋外拡声子局 蒲生田 蒲生田公民館 高強度

34 602 屋外拡声子局 萩生田 萩生田ポンプ庫 高強度

35 603 屋外拡声子局 長瀞 長瀞ポンプ庫 継柱

36 604 屋外拡声子局 若狭郷屋 防災センター 標準柱

37 605 屋外拡声子局 郡山中 郡山公民館 高強度

38 606 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） 島貫 沖郷中学校 組立鉄塔

39 607 屋外拡声子局 高梨 沖郷小学校 標準柱

40 608 屋外拡声子局 萩生田 萩生田公民館 高強度

41 609 屋外拡声子局 中ノ目 中ノ目公民館 高強度

42 610 屋外拡声子局 鍋田 鍋田公民館 高強度

43 611 屋外拡声子局 沖田 沖田ポンプ庫 高強度

44 612 屋外拡声子局 宮崎 宮崎集落センター 高強度

45 613 屋外拡声子局 露橋 露橋コミュニティセンター 継柱

46 614 屋外拡声子局 関根 関根集会場 高強度

47 701 屋外拡声子局 三間通 市役所 屋上柱

48 702 屋外拡声子局 上野 市民体育館 標準柱

49 703 屋外拡声子局 清水町 清水町公民館 標準柱

50 704 屋外拡声子局 表町 烏帽子山公園 標準柱

51 705 屋外拡声子局 二色根 二色根公民館 標準柱

52 706 屋外拡声子局 緑町 川尻交差点 標準柱

53 707 屋外拡声子局 花見町 花見町公民館 標準柱

54 708 屋外拡声子局（警鐘台） 桜木町二 米沢信用金庫前警鐘台 継柱

55 709 屋外拡声子局 石田 赤湯中学校 標準柱

56 710 屋外拡声子局 椚塚一 椚塚一公民館 標準柱

57 711 屋外拡声子局 椚塚一 健康長寿センター 標準柱

58 712 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） 長岡 赤湯小学校 屋上柱

59 713 屋外拡声子局 椚塚二 椚塚第二公民館 高強度

60 714 屋外拡声子局 爼柳 爼柳公民館 高強度

61 715 再送信子局 大橋 大橋再送信子局 高強度

62 716 屋外拡声子局 北町 北町 標準柱

63 717 屋外拡声子局 金沢 金沢公民館 高強度

64 718 屋外拡声子局 松沢 松沢ポンプ庫 高強度

65 719 屋外拡声子局 松沢 市道川尻線 標準柱

66 720 簡易中継局 十分一山 十分一山中継局 中継局

67 801 屋外拡声子局 元中山 森合 標準柱

68 802 屋外拡声子局 元中山 中川中学校 標準柱

69 803 屋外拡声子局 元中山 元中山ポンプ庫 高強度

70 804 屋外拡声子局（モーターサイレン柱） 小岩沢 中川公民館 組立鉄塔

71 805 屋外拡声子局 川樋 川樋公民館 高強度

72 806 屋外拡声子局 川樋 川樋ポンプ庫 高強度

73 807 屋外拡声子局 新田 新田公民館 高強度

74 808 屋外拡声子局 川樋 大洞 標準柱
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