
№ 施設名 電話番号

1 高松市松島コミュニティセンター 〒760-0067 高松市松福町二丁目15-24 821-0435

2 高松市花園コミュニティセンター 〒760-0055 高松市観光通二丁目8-9 835-5398

3 高松市築地コミュニティセンター 〒760-0061 高松市築地町14-1 862-1166

4 高松市新塩屋町コミュニティセンター 〒760-0036 高松市城東町一丁目1-47 822-1066

5 高松市四番丁コミュニティセンター 〒760-0017 高松市番町二丁目3-5 851-8479

6 高松市二番丁コミュニティセンター 〒760-0013 高松市扇町二丁目8-7 822-3556

7 高松市日新コミュニティセンター 〒760-0012 高松市瀬戸内町22-9 834-9911

8 高松市亀阜コミュニティセンター 〒760-0005 高松市宮脇町一丁目6-18 834-0797

9 高松市栗林コミュニティセンター 〒760-0073 高松市栗林町三丁目2-12 835-5399

10 高松市鶴尾コミュニティセンター 〒761-8057 高松市田村町303-1 866-3176

11 高松市太田コミュニティセンター 〒761-8071 高松市伏石町2016-37 867-1139

12 高松市太田中央コミュニティセンター 〒760-0079 高松市松縄町1108-1 867-3396

13 高松市太田南コミュニティセンター 〒761-8074 高松市太田上町1045-2 865-9947

14 高松市木太コミュニティセンター 〒760-0080 高松市木太町3480-2 834-5547

15 高松市木太南コミュニティセンター 〒760-0080 高松市木太町1486 865-4273

16 高松市木太北部コミュニティセンター 〒760-0080 高松市木太町2603 831-9000

17 高松市屋島コミュニティセンター 〒761-0112 高松市屋島中町449-1 841-6927

18 高松市屋島西コミュニティセンター 〒761-0113 高松市屋島西町2483-2 843-2961

19 高松市屋島東コミュニティセンター 〒761-0111 高松市屋島東町928 841-9931

20 高松市古高松コミュニティセンター 〒761-0104 高松市高松町10-20 841-6262

21 高松市古高松南コミュニティセンター 〒761-0101 高松市春日町782-2 841-2186

22 高松市前田コミュニティセンター 〒761-0322 高松市前田東町838 847-6168

23 高松市川添コミュニティセンター 〒761-0311 高松市元山町136-4 847-5979

24 高松市林コミュニティセンター 〒761-0301 高松市林町329-1 866-3405

25 高松市三谷コミュニティセンター 〒761-0450 高松市三谷町1201-1 889-4938

26 高松市仏生山コミュニティセンター 〒761-8079 高松市仏生山町乙45-4 889-4955

27 高松市多肥コミュニティセンター 〒761-8076 高松市多肥上町433-5 889-4956

28 高松市一宮コミュニティセンター 〒761-8084 高松市一宮町838-1 886-4793

29 高松市川岡コミュニティセンター 〒761-8046 高松市川部町486-3 886-4963

30 高松市円座コミュニティセンター 〒761-8044 高松市円座町1622-1 886-4993

31 高松市檀紙コミュニティセンター 〒761-8042 高松市御厩町775-1 886-4955

市役所・コミュニティセンター

住所



№ 施設名 電話番号住所

32 高松市弦打コミュニティセンター 〒761-8032 高松市鶴市町356-3 882-0285

33 高松市鬼無コミュニティセンター 〒761-8023 高松市鬼無町佐藤31-3 882-0875

34 高松市香西コミュニティセンター 〒761-8012 高松市香西本町476-1 882-0294

35 高松市下笠居コミュニティセンター 〒761-8002 高松市生島町353-1 882-0856

36 高松市女木コミュニティセンター 〒760-0092 高松市女木町203-1 873-0105

37 高松市男木コミュニティセンター 〒760-0091 高松市男木町1988 873-0002

38 高松市川島コミュニティセンター 〒761-0442 高松市川島本町191-2 848-0054

39 高松市十河コミュニティセンター 〒761-0433 高松市十川西町579-1 848-0166

40 高松市東植田コミュニティセンター 〒761-0446 高松市東植田町1825-1 849-0104

41 高松市西植田コミュニティセンター 〒761-0445 高松市西植田町2247-1 849-0101

42 高松市川東コミュニティセンター 〒761-1706 高松市香川町川東上1865-13 879-4215

43 高松市東谷コミュニティセンター 〒761-1707 高松市香川町東谷873-3 879-7997

44 高松市塩江コミュニティセンター 〒761-1502 高松市塩江町安原下第2号1645 897-0137

45 高松市庵治コミュニティセンター 〒761-0130 高松市庵治町888－1 871-4162

46 高松市浅野コミュニティセンター 〒761-1703 高松市香川町浅野826-2 888－2537

47 高松市牟礼コミュニティセンター 〒761-0121 高松市牟礼町牟礼302-１ 845-4111

48 高松市大町コミュニティセンター 〒761-0122 高松市牟礼町大町1463-2 870－1306

49 高松市大野コミュニティセンター 〒761-1701 高松市香川町大野1329-1 886－1960

50 高松市香南コミュニティセンター 〒761-1402 高松市香南町由佐1172 879－8993

51 高松市国分寺北部コミュニティセンター 〒769-0101 高松市国分寺町新居1840-6 874－5805

52 高松市国分寺南部コミュニティセンター 〒769-0103 高松市国分寺町福家甲3106-3 874－1116

53 庵治支所 〒761-0130 高松市庵治町6393-5 871-3111

54 香川総合センター 〒761-1706 高松市香川町川東上1865-13 879-3211

55 国分寺総合センター 〒769-0192 高松市国分寺町新居1298 874-1111

56 仏生山地域交流センター 〒761-8078 高松市仏生山町甲２１８番地１ 889-4907

57 市民交流プラザＩＫＯＤＥ瓦町 〒760-0054 高松市常磐町1-3-1　コトデン瓦町ビル8階 863-2888

58 高松市役所　本庁舎 〒760-8571 高松市番町一丁目8-15
839-2011

所管課：839-2255（財産経営課）

59
高松市防災合同庁舎
（危機管理センター）

〒760-8571 高松市番町一丁目8-15
所管課：839-2255（財

産経営課）


