
さ い た ま 市 主 要 施 設 一 覧
施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

さいたま市役所（浦和市役所） 〒336-8633  常盤６－４－４ 829-1111

浦和総合行政センター（浦和市役所） 〒336-8633  常盤６－４－４ 825-1111

大宮総合行政センター（大宮市役所） 〒330-8501  大門町３－１ 643-4321

与野総合行政センター（与野市役所） 〒338-8686  下落合５－７－10 853-2211

三室支所（浦和市） 〒336-0911  三室１９４６－５ 873-4827

尾間木支所（浦和市） 〒336-0923  大間木７２２ 873-4820

土合支所（浦和市） 〒338-0832  西堀４－２－３５ 862-5101

大久保支所（浦和市） 〒338-0815  五関８３９－２ 852-4510

美園支所（浦和市） 〒337-0963  大門１９７３－１ 878-1251

武蔵浦和支所（浦和市） 〒336-0027  沼影１－１０－１ 861-5551

指扇支所（大宮市） 〒331-0071  高木４４９－１ 624-6925

馬宮支所（大宮市） 〒331-0061  西遊馬２３６－２ 624-4918

植水支所（大宮市） 〒331-0057  中野林１７３－２ 624-4958

片柳支所（大宮市） 〒330-0825  東新井１１７－２ 683-4985

七里支所（大宮市） 〒330-0016  東門前３７９－１ 683-4984

春岡支所（大宮市） 〒330-0003  深作１－５－１ 683-4982

日進出張所（大宮市） 〒331-0044  日進町２－９６５ 663-6938

宮原出張所（大宮市） 〒330-0038  宮原町３－８２４－２ 664-5931

東大宮出張所（大宮市） 〒330-0021  東大宮４－３１－１ 651-8007

大宮駅出張所（大宮市） 〒331-0851  錦町６３０大宮駅舎２Ｆ 642-1755

三橋出張所（大宮市） 〒331-0052  三橋６－６４２－４ 625-3853

大和田出張所（大宮市） 〒330-0023  大和田町１－1387－１ 688-8008

大戸出張所（与野市） 〒338-0012  大戸３－１４－２１ 832-5495

浦和駅市民の窓口（浦和市） 〒336-0011  高砂１－１６－２０ 825-3331

北浦和駅市民の窓口（浦和市） 〒336-0002  北浦和３－３－１ 833-8661

南浦和駅市民の窓口（浦和市） 〒336-0017  南浦和２－３７－１ 866-4761

東浦和駅市民の窓口（浦和市） 〒336-0923  大間木１３７２ー２３ 875-1515

西浦和駅市民の窓口（浦和市） 〒336-0037  田島５－９－１５ 861-5208

与野駅市民の窓口（浦和市） 〒338-0804  上木崎２－２－２ 825-6661

施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

栄和市民の窓口（浦和市） 〒338-0823  栄和６－１６－２ 857-1000

原山市民の窓口（浦和市） 〒336-0931  原山２－３３－７ 884-3511

山崎市民の窓口（浦和市） 〒336-0911  三室２２３－８ 874-6900

谷田市民の窓口（浦和市） 〒336-0015  太田窪１２７７－１ 885-9616

大戸連絡所（与野市市民課第１連絡所） 〒338-0012  大戸３－１４－２１ 832-5495

上落合連絡所（与野市市民課第２連絡所） 〒338-0001  上落合６－９－３ 852-3132

西与野連絡所（与野市市民課第３連絡所） 〒338-0005  桜丘２－６－２８ 854-8636

水道庁舎（県南水道本庁舎） 〒338-8532  針ヶ谷１－１８－２ 832-1111

水道総合センター（県南水道） 〒331-0043  東大成町２－４５５－１ 668-7172

浦和営業所（県南水道） 〒336-0001  常盤６－１４－１６ 831-6391

大宮営業所（県南水道） 〒330-0035  盆栽町２００－１ 665-5505

与野営業所（県南水道） 〒338-0002  下落合５－６－１１ 852-3274

さいたま市立病院（浦和市立病院） 〒336-0911  三室２４６０ 873-4111

さいたま市立市民医院大宮（大宮市市民医院） 〒330-0037  東大成町２－１０７ 663-9290

浦和保健センター（浦和市市民保健センター） 〒336-0001  常盤６－４－１８ 824-3971

大宮保健センター（大宮市保健センター） 〒330-0037  東大成町２－１０７ 652-8611

与野保健センター（与野市保健福祉センター） 〒338-0003  本町東４－４－３ 853-5251

浦和ふれあい館（浦和市） 〒336-0001  常盤９－３０－２２ 834-3131

グリーンヒルうらわ（浦和市） 〒336-0912  馬場１－７－１ 875-2000

老人福祉センター寿楽荘（浦和市） 〒338-0825  下大久保７２７－１ 854-2800

老人福祉センター和楽荘（浦和市） 〒336-0911  三室２４５８ 873-5585

養護老人ホーム年輪荘（浦和市） 〒336-0932  中尾１４０４ 873-1763

さくら草学園（浦和市） 〒336-0901  領家１－５－１６ 886-5214

けやき荘（浦和市） 〒338-0805  針ヶ谷１－４－１８ 824-3745

大崎むつみの里（浦和市） 〒337-0974  大崎３７－１ 878-3721

大宮ふれあい福祉センター 〒330-0801 土手町１－２１３－１ 667-1616

（大宮市ふれあい福祉センター）

健康福祉センター西楽園（大宮市） 〒331-0074  宝来６０－１ 624-0486
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施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

老人福祉センター東楽園（大宮市） 〒330-0811  膝子１１５１－１ 686-1033

特別養護老人ホーム原殿園（大宮市） 〒330-0038  宮原町２－１２５－２ 663-0216

養護老人ホーム富士見園（大宮市） 〒331-0048  清河寺７９６ 624-6253

障害者福祉施設春光園（大宮市） 〒330-0011  宮ヶ谷塔１－２８０ 687-8517

心身障害総合センターひまわり学園（大宮市） 〒331-0052  三橋６－１５８７ 622-1211

こすもす荘（大宮市） 〒331-0052  三橋６－３２８－１ 623-3821

女性・労働福祉会館（大宮市） 〒330-0803  高鼻町２－２９２－１ 644-3360

与野本町デイサービスセンター（与野市） 〒338-0003  本町東４－７－２０ 853-5000

老人福祉センターいこい荘（与野市第1いこい荘）〒338-0002  下落合５－１１－１２ 853-6868

与野本町老人憩いの家（与野市第2いこい荘） 〒338-0003  本町東５－１７－２５ 855-5657

かやの木作業所（与野市） 〒338-0004  本町西１－６－３ 855-2355

みずき園（与野市） 〒338-0012  大戸２－７－２１ 857-6003

杉の子園（与野市） 〒338-0012  大戸２－７－１７ 855-2356

さいたま市消防本部（浦和市消防本部） 〒336-0001  常盤６－１－２８ 833-1231

浦和中央消防署（浦和市中央消防署） 〒336-0001  常盤６－１－２８ 833-1319

浦和東消防署（浦和市東消防署） 〒336-0932  中尾９７３－２ 873-0119

浦和西消防署（浦和市西消防署） 〒338-0831  南元宿２－２９－７ 853-0119

大宮東消防署（大宮市東消防署） 〒330-0834  天沼町１－８９３ 648-6505

大宮西消防署（大宮市西消防署） 〒331-0043  大成町１－２２６ 665-4231

大宮北消防署（大宮市北消防署） 〒330-0038  宮原町４－６６－１４ 654-3456

与野消防署（与野市消防署） 〒338-0002  下落合５－７－１８ 852-9119

防災センター（大宮市防災センター） 〒330-0834  天沼町１－８９３ 648-6511

高砂小学校（浦和市） 〒336-0012  岸町４－１－２９ 829-2737

常盤小学校（浦和市） 〒336-0001  常盤９－３０－９ 831-2349

木崎小学校（浦和市） 〒336-0901  領家４－１９－４ 831-2281

谷田小学校（浦和市） 〒336-0015  太田窪５－１０－６ 882-2980

仲本小学校（浦和市） 〒336-0004  本太２－１２－３１ 882-3008

本太小学校（浦和市） 〒336-0004  本太２－２６－２５ 882-3007

三室小学校（浦和市） 〒336-0911  三室１９９４ 874-1207

尾間木小学校（浦和市） 〒336-0923  大間木１０５８ 873-6000

南浦和小学校（浦和市） 〒336-0022  白幡１－１－２２ 861-3781

浦和別所小学校（浦和市立別所小学校） 〒336-0021  別所２－５－３４ 862-2775

施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

北浦和小学校（浦和市） 〒336-0002  北浦和２－１８－３ 831-2463

仲町小学校（浦和市） 〒336-0001  常盤８－１８－４ 831-4781

上木崎小学校（浦和市） 〒338-0804  上木崎３－４－３ 831-3879

岸町小学校（浦和市） 〒336-0012  岸町５－２０－４ 861-4320

大谷場小学校（浦和市） 〒336-0017  南浦和１－１８－３ 882-2555

土合小学校（浦和市） 〒338-0832  西堀７－２１－１ 862-5156

大久保小学校（浦和市） 〒338-0815  五関２１ 854-7636

原山小学校（浦和市） 〒336-0931  原山１－３０－１２ 882-7907

針ヶ谷小学校（浦和市） 〒336-0901  領家７－２－１ 831-9040

大谷場東小学校（浦和市） 〒336-0016  大谷場２－１３－５４ 882-4618

大門小学校（浦和市） 〒337-0963  大門１１８９ 878-0024

野田小学校（浦和市） 〒337-0977  上野田１６ 878-0003

西浦和小学校（浦和市） 〒336-0033  曲本１－３－５ 862-3510

辻小学校（浦和市） 〒336-0026  辻６－３－２８ 862-1072

大東小学校（浦和市） 〒336-0902  大東３－１４－１ 886-7296

文蔵小学校（浦和市） 〒336-0025  文蔵５－１６－２９ 863-0721

沼影小学校（浦和市） 〒336-0027  沼影２－８－３６ 863-0777

大谷口小学校（浦和市） 〒336-0933  広ヶ谷戸２４ 887-2731

栄和小学校（浦和市） 〒336-0823  栄和１－７－１ 853-4022

道祖土小学校（浦和市） 〒336-0907  道祖土１－１－１ 885-2512

田島小学校（浦和市） 〒336-0037  田島１０－１２－１ 863-8122

大久保東小学校（浦和市） 〒338-0826  大久保領家３３１ 852-3065

浦和大里小学校（浦和市立大里小学校） 〒336-0021  別所７－１４－２８ 864-6731

新開小学校（浦和市） 〒338-0834  新開２－１８－１ 864-6741

神田小学校（浦和市） 〒338-0812  神田５４１－１ 853-4377

中尾小学校（浦和市） 〒336-0932  中尾２５９６ 873-0216

善前小学校（浦和市） 〒336-0015  太田窪２５００－１ 882-7871

大牧小学校（浦和市） 〒336-0922  大牧８０３ 874-3456

中島小学校（浦和市） 〒338-0822  中島１－２８－１ 854-9900

芝原小学校（浦和市） 〒336-0917  芝原２－５ 873-4133

常盤北小学校（浦和市） 〒338-0805  針ヶ谷４－２－１２ 825-6336

向小学校（浦和市） 〒336-0934  大谷口５４３７ 874-1150

大宮小学校（大宮市） 〒330-0846  大門町３－３ 641-7051

大宮東小学校（大宮市立東小学校） 〒330-0804  堀の内町３－１４５ 644-0311
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施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

大宮南小学校（大宮市） 〒330-0843  吉敷町３－８７ 641-0339

大宮北小学校（大宮市） 〒330-0802  宮町３－８４ 644-0123

桜木小学校（大宮市） 〒331-0852  桜木町４－３２８－９ 641-0276

三橋小学校（大宮市） 〒331-0052  三橋２－２０ 641-0791

大成小学校（大宮市） 〒331-0043  大成町２－２８２ 663-1007

東大成小学校（大宮市） 〒330-0037  東大成町２－１２ 663-3210

日進小学校（大宮市） 〒331-0044  日進町２－９１１ 663-6942

日進北小学校（大宮市） 〒331-0044  日進町３－１７８ 663-1842

宮原小学校（大宮市） 〒330-0038  宮原町４－１０２－６ 664-5153

植竹小学校（大宮市） 〒330-0036  植竹町２－１ 663-7627

大砂土小学校（大宮市） 〒330-0033  本郷町１ 663-7005

大砂土東小学校（大宮市） 〒330-0023  大和田町２－９９８ 684-8003

見沼小学校（大宮市） 〒330-0021  東大宮２－４５ 663-7342

指扇小学校（大宮市） 〒331-0047  指扇４２２６ 623-0133

馬宮東小学校（大宮市） 〒331-0061  西遊馬１８９－１ 624-4452

馬宮西小学校（大宮市） 〒331-0068  飯田新田１８９－２ 624-4041

植水小学校（大宮市） 〒331-0057  中野林２２５－１ 624-4254

片柳小学校（大宮市） 〒330-0825  東新井２４４－１ 683-3174

七里小学校（大宮市） 〒330-0012  東宮下３１２ 683-3513

春岡小学校（大宮市） 〒330-0003  深作４３３８－２ 683-3281

大宮西小学校（大宮市立西小学校） 〒331-0052  三橋５－１３５９ 624-0035

栄小学校（大宮市） 〒331-0058  飯田８１１ 623-0775

大宮別所小学校（大宮市立別所小学校） 〒331-0041  別所町４２－１ 667-3633

芝川小学校（大宮市） 〒330-0834  天沼町２－１０７７ 644-7544

蓮沼小学校（大宮市） 〒330-0015  蓮沼１０７０ 684-3678

上小小学校（大宮市） 〒331-0853  上小町１３３７－１ 644-6246

宮前小学校（大宮市） 〒331-0046  宮前町３４１ 623-8121

大谷小学校（大宮市） 〒330-0014  大谷１８ 685-8511

島小学校（大宮市） 〒330-0006  島町５３３－２ 685-0607

指扇北小学校（大宮市） 〒331-0077  中釘１５０６－１ 622-4131

東宮下小学校（大宮市） 〒330-0012  東宮下２１５－１ 685-3652

泰平小学校（大宮市） 〒330-0032  今羽町６２８ 651-5637

海老沼小学校（大宮市） 〒330-0825  東新井７１０－５ 686-2125

春野小学校（大宮市） 〒330-0002  春野１－１０－１ 685-3055

施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

与野本町小学校（与野市立本町小学校） 〒338-0003  本町東３－５－２３ 852-4444

上落合小学校（与野市） 〒338-0001  上落合４－１４－２４ 852-5381

大戸小学校（与野市） 〒338-0011  新中里１－６－２８ 831-3796

下落合小学校（与野市） 〒338-0001  上落合１－７－３３ 852-2280

与野西北小学校（与野市立西北小学校） 〒338-0007  円阿弥４－３－７ 853-0109

鈴谷小学校（与野市） 〒338-0013  鈴谷５－１－１ 852-5675

与野八幡小学校（与野市立八幡小学校） 〒338-0003  本町東５－２３－１４ 854-5560

与野南小学校（与野市立南小学校） 〒338-0012  大戸６－２－２５ 831-0157

岸中学校（浦和市） 〒336-0018  南本町２－２５－２７ 822-4022

常盤中学校（浦和市） 〒338-0805  針ヶ谷４－１－９ 831-3189

木崎中学校（浦和市） 〒336-0909  瀬ヶ崎２－１７－１ 886-4302

原山中学校（浦和市） 〒336-0015  太田窪１－１０－２２ 882-3192

本太中学校（浦和市） 〒336-0901  領家１－４－１５ 886-4305

東浦和中学校（浦和市） 〒336-0932  中尾１２０７ー１ 873-4141

南浦和中学校（浦和市） 〒336-0026  辻６－１－３３ 863-0753

白幡中学校（浦和市） 〒336-0022  白幡２－１８－１３ 861-3203

大原中学校（浦和市） 〒338-0801  大原３－１－１１ 831-5397

土合中学校（浦和市） 〒338-0836  町谷１－１９－１ 853-7200

大久保中学校（浦和市） 〒338-0815  五関２８２ 852-3554

大谷場中学校（浦和市） 〒336-0016  大谷場２－１３－５４ 882-9962

美園中学校（浦和市） 〒337-0974  大崎２５５０－３ 878-0019

大谷口中学校（浦和市） 〒336-0933  広ヶ谷戸２１ 887-1000

田島中学校（浦和市） 〒336-0037  田島１０－１３－１ 864-3451

三室中学校（浦和市） 〒336-0912  馬場１－３８－２ 874-2331

上大久保中学校（浦和市） 〒338-0824  上大久保８６１－１ 855-3901

内谷中学校（浦和市） 〒336-0034  内谷６－１０－１ 861-7571

尾間木中学校（浦和市） 〒336-0923  大間木１０７３ 874-9733

大宮東中学校（大宮市立東中学校） 〒330-0804  堀の内町１－９９ 641-0808

大宮南中学校（大宮市立南中学校） 〒330-0834  天沼町２－３６２ 641-1142

大宮北中学校（大宮市立北中学校） 〒330-0024  寿能町１－２１ 641-1214

桜木中学校（大宮市） 〒331-0852  桜木町４－２１９ 641-0459

三橋中学校（大宮市） 〒331-0052  三橋１－１３００ 641-0793

大成中学校（大宮市） 〒331-0043  大成町２－３７９ 663-1008

日進中学校（大宮市） 〒331-0051  櫛引町２－５０３－１ 663-1251
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施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

宮原中学校（大宮市） 〒330-0038  宮原町４－１２９ 663-0961

植竹中学校（大宮市） 〒330-0034  土呂町３５２ 663-2115

大砂土中学校（大宮市） 〒330-0021  東大宮１－１００－１ 684-3942

指扇中学校（大宮市） 〒331-0048  清河寺１８５－２ 624-6234

馬宮中学校（大宮市） 〒331-0065  二ツ宮５８９－１ 624-0623

片柳中学校（大宮市） 〒330-0824  御蔵５５１ 683-3108

春里中学校（大宮市） 〒330-0005  小深作２６８－１９ 683-3458

大宮西中学校（大宮市立西中学校） 〒331-0052  三橋６－１５５８ 624-4339

七里中学校（大宮市） 〒330-0012  東宮下１－１－１ 685-0603

泰平中学校（大宮市） 〒330-0033  本郷町１９９１ 651-4134

宮前中学校（大宮市） 〒331-0046  宮前町１４６７－１ 623-7381

植水中学校（大宮市） 〒331-0056  三条町３４５－１ 623-2581

大谷中学校（大宮市） 〒330-0014  大谷１６３４－２ 685-6982

第二東中学校（大宮市） 〒330-0834  天沼町１－７６０ 643-2133

土屋中学校（大宮市） 〒331-0062  土屋１７６６－１ 622-4611

大宮八幡中学校（大宮市立八幡中学校） 〒330-0805  南中丸３５７ 687-8800

土呂中学校（大宮市） 〒330-0025  見沼３－７５ 654-5100

与野東中学校（与野市） 〒338-0002  下落合３－２１－１０ 831-4527

与野西中学校（与野市） 〒338-0013  鈴谷８－１０－３３ 852-6235

与野南中学校（与野市） 〒338-0012  大戸２－６－２５ 852-1579

八王子中学校（与野市） 〒338-0006  八王子４－２－１ 854-8381

さいたま市立浦和高等学校（浦和市立高等学校） 〒336-0003  元町１－２８－１７ 886-2151

さいたま市立浦和南高等学校 〒336-0026  辻６－５－３１ 862-2568

（浦和市立南高等学校）

さいたま市立大宮北高等学校（大宮市） 〒331-0042  奈良町９１－１ 663-2912

さいたま市立大宮西高等学校（大宮市） 〒331-0052  三橋４－９６ 624-3412

市立養護学校（大宮市） 〒331-0052  三橋６－１５８７ 622-5631

幼児教育センター付属幼稚園（大宮市） 〒330-0846  大門町３－３ 641-4987

大宮小学校内

北浦和図書館（浦和市立図書館） 〒336-0002  北浦和１－４－２ 832-2321

北浦和図書館東高砂分館 〒336-0006  東高砂町９－１ 885-9983

（浦和市立図書館中央分館）

南浦和図書館（浦和市） 〒336-0024  根岸１－７－１ 862-8568

施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

東浦和図書館（浦和市） 〒336-0932  中尾１４４０－８ 875-9977

大宮図書館（大宮市立図書館） 〒330-0803  高鼻町２－１ 643-3701

大宮西部図書館（大宮市立西部図書館） 〒331-0051  櫛引町２－４９９－１ 664-4946

大宮西部図書館三橋分館 〒331-0052  三橋６－６４２－４ 625-4319

（大宮市立西部図書館三橋分館） 西部文化センター２Ｆ

大宮東図書館（大宮市立東図書館） 〒330-0022  堀崎町４８－１ 688-1434

宮原図書館（大宮市） 〒330-0031  吉野町２－１９５－１ 662-5401

七里図書館（大宮市） 〒330-0014  大谷１２１０ 682-3248

春野図書館（大宮市） 〒330-0002  春野２－１２－１ 687-8301

与野図書館（与野市図書館本館） 〒338-0002  下落合５－１１－１１ 853-7816

与野図書館南分館（与野市図書館南分館） 〒338-0012  大戸６－２８－１６ 855-3735

与野図書館西分館（与野市図書館西分館） 〒338-0005  桜丘２－６－２８ 854-8636

うらわ美術館（浦和市） 〒336-0007  浦和仲町２－５－１ 827-3215

市立博物館（大宮市立博物館） 〒330-0803  高鼻町２－１－２ 644-2322

市立浦和博物館（浦和市立郷土博物館） 〒336-0911  三室２４５８ 874-3960

浦和くらしの博物館民家園（浦和市） 〒336-0925  下山口新田1179－１ 878-5025

青少年宇宙科学館（浦和市） 〒336-0908  駒場２－３－４５ 881-1515

旧坂東家住宅見沼くらしっく館（大宮市） 〒330-0816  片柳１２６６－２ 688-3330

土器の館（大宮市） 〒330-0803  高鼻町２－３０５－４ 644-8131

宇宙劇場（大宮市） 〒331-0851  錦町６８２－２ 647-0011

漫画会館（大宮市） 〒330-0035  盆栽町１５０ 663-1541

浦和中央公民館（中央公民館） 〒336-0012  岸町５－１－３ 824-0161

領家公民館（浦和市） 〒336-0901  領家４－２１－２０ 831-2265

土合公民館（浦和市） 〒338-0832  西堀４－２－３５ 862-5135

浦和南公民館（南公民館） 〒336-0023  神明１－２８－１３ 822-1088

南浦和公民館（浦和市） 〒336-0016  大谷場２－６－２５ 882-6035

谷田公民館（浦和市） 〒336-0934  大谷口１０８９－１ 882-9272

三室公民館（浦和市） 〒336-0911  三室１９４６－５ 873-2594

上木崎公民館（浦和市） 〒338-0804  上木崎３－２－１４ 831-5342

大東公民館（浦和市） 〒336-0902  大東２－１３－１６ 886-0656

仲本公民館（浦和市） 〒336-0004  本太２－１２－４０ 882-4695

六辻公民館（浦和市） 〒336-0024  根岸３－１０－７ 861-1930

大久保公民館（浦和市） 〒338-0815  五関８３９－２ 854-8441
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施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

尾間木公民館（浦和市） 〒336-0923  大間木７２２ 873-4993

針ヶ谷公民館（浦和市） 〒338-0805  針ヶ谷３－４－１４ 833-4165

本太公民館（浦和市） 〒336-0004  本太４－３－２３ 887-4933

原山公民館（浦和市） 〒336-0931  原山２－３３－１ 882-8321

西浦和公民館（浦和市） 〒336-0033  曲本２－７－１１ 862-9522

美園公民館（浦和市） 〒337-0963  大門１９７３－１ 878-0515

仲町公民館（浦和市） 〒336-0001  常盤４－１－１２ 822-8425

常盤公民館（浦和市） 〒336-0001  常盤９－３０－１ 832-1841

別所公民館（浦和市） 〒336-0021  別所５－２１－１３ 864-6781

岸町公民館（浦和市） 〒336-0012  岸町５－１－３ 824-0168

北浦和公民館（浦和市） 〒336-0002  北浦和２－１９－２５ 832-3139

栄和公民館（浦和市） 〒338-0835  道場２－１１－２７ 857-1127

東浦和公民館（浦和市） 〒336-0934  大谷口５３３９ 874-0550

南箇公民館（浦和市） 〒336-0901  領家３－１５－１０ 882-1721

田島公民館（浦和市） 〒336-0037  田島３－２７－６ 863-0400

文蔵公民館（浦和市） 〒336-0025  文蔵４－１９－３ 845-5151

大古里公民館（浦和市） 〒336-0911  三室２６１４－２ 810-4155

大宮中央公民館（大宮公民館） 〒331-0852  桜木町１－１８８－１ 643-5651

大宮南公民館（南公民館） 〒330-0843  吉敷町４－２２３－２ 641-4980

大宮中部公民館（中部公民館） 〒330-0845  大宮仲町３－３０－２ 641-8955

大宮北公民館（北公民館） 〒330-0802  宮町３－１１３－３ 641-3747

桜木公民館（大宮市） 〒331-0852  桜木町１－１８８－１ 643-5652

三橋公民館（大宮市） 〒331-0052  三橋２－２０ 642-6893

大成公民館（大宮市） 〒331-0043  大成町２－３３５－１ 663-4927

日進公民館（大宮市） 〒331-0044  日進町２－１１９５－２ 663-6611

宮原公民館（大宮市） 〒330-0038  宮原町４－６６－４ 667-0621

大砂土公民館（大宮市） 〒330-0033  本郷町２８４ 666-3593

大砂土東公民館（大宮市） 〒330-0023  大和田町２－１４４５ 684-9226

植竹公民館（大宮市） 〒330-0035  盆栽町４３０ 666-1127

大宮東公民館（東公民館） 〒330-0804  堀の内町３－１４０ 643-4391

指扇公民館（大宮市） 〒331-0071  高木４４９－１ 622-4424

馬宮公民館（大宮市） 〒331-0061  西遊馬２３６－２ 623-1904

植水公民館（大宮市） 〒331-0057  中野林１７３－２ 623-0989

片柳公民館（大宮市） 〒330-0825  東新井１１７－２ 684-3492

施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

七里公民館（大宮市） 〒330-0012  東宮下２６５－１ 686-4721

春岡公民館（大宮市） 〒330-0003  深作１－５－１ 685-6911

与野中央公民館（中央公民館） 〒338-0002  下落合６－１０－３ 857-1001

与野本町公民館（本町公民館） 〒338-0004  本町西１－１４－１２ 853-6007

大戸公民館（与野市） 〒338-0012  大戸３－１４－２１ 832-5495

上落合公民館（与野市） 〒338-0001  上落合６－９－３ 852-3132

下落合公民館（与野市） 〒338-0002  下落合５－４－１７ 854-3411

浦和駒場体育館（浦和市民体育館） 〒336-0908  駒場２－５－６ 885-6010

浦和勤労者体育センター（浦和西体育館） 〒338-0825  下大久保１６７６－１ 855-4541

市営浦和球場（浦和市営球場） 〒336-0003  元町１－２９－１０ 885-1613

浦和総合運動場（浦和市総合運動場） 〒336-0003  元町１－２９－１０ 886-4071

駒場運動公園（浦和市） 〒336-0908  駒場２－１－１ 882-8149

荒川総合運動公園（浦和市･与野市） 〒338-0813  在家５９１ 857-0451

沼影市民プール／アイススケート場（浦和市） 〒336-0027  沼影２－７－３５ 861-9955

原山市民プール（浦和市） 〒336-0931  原山２－３３－７ 887-0016

大宮体育館（大宮市民体育館） 〒330-0023  大和田町１－３０５ 685-2121

大宮武道館（大宮市武道館） 〒330-0022  堀崎町１２－３６ 687-1011

天沼テニス公園（大宮市） 〒330-0834  天沼町１－６７６－１ 648-6699

西遊馬公園（大宮市） 〒331-0061  西遊馬３４３３－１ 623-6135

（管理事務所）

堀崎公園／グランド・テニスコート（大宮市） 〒330-0022  堀崎町１２－１ 687-2237

三橋総合公園／体育館・プール他（大宮市） 〒331-0052  三橋５－１９０ 623-0505

市営大宮球場（大宮市営球場） 〒330-0024  寿能町２－５１９ 642-0478

三橋プール（大宮市） 〒331-0052  三橋６－１７０９－３ 624-9444

大和田公園プール（大宮市） 〒330-0024  寿能町２－５１９ 642-0478

与野体育館（与野市） 〒338-0002  下落合５－８－１０ 853-4998

与野中央公園／テニスコート（与野市中央公園） 〒338-0011  新中里４－７－２ 854-0522

下落合プール（与野市市民プール） 〒338-0002  下落合５－１１－１０ 852-2518

さぎ山記念公園（浦和市） 南部領辻・上野田地内 886-4071

（公園管理事務所）

見沼自然公園（浦和市） 南部領辻地内 886-4071

（公園管理事務所）
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大崎公園（浦和市） 大崎３２０５ 878-2026

（農業者トレーニングセンター）

さくら草公園（浦和市） 田島・関・西堀地内 886-4071

（公園管理事務所）

市民の森・見沼グリーンセンター（大宮市） 〒330-0025  見沼２－９４ 664-5915

大宮花の丘農林公苑（大宮市ふるさと農林公苑） 〒331-0049  西新井１２４ 622-5781

大和田公園（大宮市） 〒330-0024  寿能町２－５１９ 642-0478

三橋総合公園（大宮市） 〒331-0052  三橋５－１９０ 623-0505

与野公園（与野市） 本町西１－１６７０－１ 886-4071

（公園管理事務所）

海浜保養施設しらさぎ荘（浦和市） 〒299-5503  千葉県安房郡天津 0470

小湊町大字天津１８４７－４ 94-2431

ホテル南郷（浦和市） 〒967-0631  福島県南会津郡 0241

南郷村大字界４５４ 73-2275

南郷ふるさとの家（浦和市） 〒967-0641  福島県南会津郡 0241

南郷村大字和泉田２８６０－１ 73-2622

さいたま市新治ファミリーランド（大宮市） 〒379-1404  群馬県利根郡 0278

新治村大字相俣１５９－１ 66-0402

舘岩少年自然の家（大宮市） 〒967-0300  福島県南会津郡 0241

舘岩村大字宮里字向山２８４７－１ 78-2311

六日町山の家（与野市山の家） 〒949-6611 新潟県南魚沼郡 0257

六日町大字坂戸８３１－２ 73-6366

文化センター（浦和市） 〒336-0024  根岸１－７－１ 866-3171

さいたま市民会館うらわ（浦和市民会館） 〒336-0007  浦和仲町２ー１０ー２２ 822-7101

プラザイースト（浦和市） 〒336-0932  中尾１４４０－８ 875-9933

浦和岸町コミュニティセンター 〒336-0012  岸町５－１－３ 824-0161

（浦和市コミュニティセンター）

南浦和コミュニティセンター（浦和市） 〒336-0016  大谷場２－６－２５ 886-5856

大宮ソニック市民ホール（大宮市） 〒331-0852  桜木町１－７－５ 647-4111

ソニックシティ４Ｆ

さいたま市民会館おおみや（大宮市民会館） 〒330-0844  下町３－４７－８ 641-6131

西部文化センター（大宮市） 〒331-0052  三橋６－６４２－４ 625-3851

大宮工房館（大宮市） 〒330-0804  堀の内町１－５７７－３ 645-3838

施設名（旧施設名または旧所属市） 所 在 電話番号

氷川の杜文化館（大宮市） 〒330-0803  高鼻町２－２６２－１ 648-1177

東大宮コミュニティセンター（大宮市） 〒330-0021  東大宮４－３１－１ 667-5604

七里コミュニティセンター（大宮市） 〒330-0014  大谷１２１０ 687-3688

宮原コミュニティセンター（大宮市） 〒330-0031  吉野町２－１９５－１ 653-8558

産業文化センター（与野市） 〒338-0002  下落合５－４－３ 854-0486

与野本町コミュニティセンター 〒338-0003  本町東３－５－４３ 853-7232

（与野市コミュニティセンター）

上峰コミュニティホール（与野市） 〒338-0014  上峰２－３－５ 852-0121

西与野コミュニティホール（与野市） 〒338-0005  桜丘２－６－２８ 854-8584

クリーンセンター大崎（浦和市） 〒337-0974  大崎３１７ 878-0956

クリーンセンター西堀（浦和市） 〒338-0834  新開４ー１－１ 862-5721

東部環境センター（大宮市） 〒330-0811  膝子６２６－１ 684-3802

西部環境センター（大宮市） 〒331-0074  宝来５２－１ 623-4100

東部リサイクルセンター（大宮市） 〒330-0811  膝子６２６－１ 683-0393

大宮南部浄化センター（大宮市） 〒330-0832  上山口新田５０８－１ 646-6030

クリーンセンター与野 〒338-0014  上峰１－１３－１ 852-3191

（与野市クリーンセンター）

見沼ヘルシーランド（浦和市） 〒337-0974  大崎３２２－１ 878-0901

園芸植物園・子供動物園（浦和市） 大崎地内 878-2026

（農業者トレーニングセンター）

浦和シルバーワークプラザ・高齢者職業相談所 〒336-0017  南浦和３－４６－１６ 884-5111

（浦和市シルバーワークプラザ）

盆栽四季の家（大宮市） 〒330-0035  盆栽町２６７－１ 664-1636

女性総合センター（与野市） 〒338-0001  上落合６－９－３ 853-8231

浦和斎場（浦和市） 〒338-0825  下大久保１５２３－１ 855-6246

大宮火葬場（大宮市） 〒330-0036  植竹町１－５９３ 667-1933

ひかり会館（与野市） 〒338-0003  本町東５－１３－２９ 852-5561
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