
区分 名称 所在 連絡先 区域

久喜市役所 下早見85-3 22-1111 久喜

菖蒲総合支所 菖蒲町新堀38 85-1111 菖蒲

栗橋総合支所 間鎌251-1 53-1111 栗橋

鷲宮総合支所 鷲宮6-1-1 58-1111 鷲宮

公文書館 下早見85-1 23-5010 久喜

栗橋駅構内市民サービスコーナー 栗橋北1-1-1 55-3380 栗橋

吉羽浄水場 吉羽3-4-7 21-0469 久喜

森下浄水場 菖蒲町下栢間5588 85-2301 菖蒲

佐間浄水場 佐間1178 52-2112 栗橋

鷲宮浄水場 鷲宮560 58-1400 鷲宮

久喜宮代清掃ｾﾝﾀｰ 宮代町大字和戸1276-1 34-2042

菖蒲清掃センター 菖蒲町台2770-1 85-7027 菖蒲

八甫清掃センター 八甫2525 58-1309 鷲宮

久喜警察署 上早見154 24-0110 久喜

　久喜駅西口交番 久喜中央1-1-1 22-1215 久喜

　久喜駅東口交番 久喜東1-1-4 21-0749 久喜

　太田交番 青毛3-1-13 22-1210 久喜

　清久駐在所 六万部1081-2 22-1214 久喜

　菖蒲交番 菖蒲町新堀550-5 85-1204 菖蒲

　小林駐在所 菖蒲町小林2264-8 85-1209 菖蒲

　鷲宮交番 葛梅3-11-1 58-1208 鷲宮

　東鷲宮駅前交番 桜田3-1-2 58-1007 鷲宮

幸手警察署 幸手市大字上吉羽964 42-0110

　栗橋交番 栗橋中央2-6-1 52-0049 栗橋

　南栗橋交番 南栗橋4-15-5 52-9801 栗橋

久喜地区消防組合消防本部・久喜消防署 上早見396 21-0119 久喜

　東分署 吉羽2-30-2 22-1217 久喜

　菖蒲分署 菖蒲町新堀964-1 85-1009 菖蒲

　栗橋分署 栗橋324-2 52-2119 栗橋

　鷲宮分署 西大輪2111-6 58-1001 鷲宮

斎場 メモリアルトネ 加須市川口4ｰ3-5 65-8234

さいたま地方法務局久喜支局 本町4-5-28 21-0215 久喜

久喜簡易裁判所 久喜東1-15-3 21-0157 久喜
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久喜簡易裁判所 久喜東1 15 3 21 0157 久喜

さいたま家庭裁判所久喜出張所 久喜東1-15-3 21-0157 久喜

久喜区検察庁 久喜東1-15-7 048-863-2221 久喜

県農林総合研究センター園芸研究所 六万部91 21-1113 久喜

久喜市ふるさとハローワーク 下早見85-3 29-2768 久喜

国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所 栗橋北2-19-1 52-3952 栗橋

中央保健センター 本町5ｰ10-47 21-5354 久喜

菖蒲保健センター 菖蒲町新堀1 85-7021 菖蒲

栗橋保健センター 間鎌251-1 53-1111 栗橋

鷲宮保健センター 鷲宮6-1-2 58-8521 鷲宮

久喜・白岡休日夜間急患診療所 本町5-10-47 21-9090 久喜

菖蒲老人福祉センター 菖蒲町三箇2904 85-1205 菖蒲

鷲宮福祉センター 鷲宮6-1-5 58-6666 鷲宮

高齢者福祉ｾﾝﾀｰ「いきいき温泉久喜」 江面1574-1 22-7933 久喜

偕楽荘 上清久930 21-0307 久喜

彩嘉園 菖蒲町三箇1235-1 85‐7315 菖蒲

ふれあいセンター久喜 青毛753-1 25-1010 久喜

いちょうの木 所久喜835-1 23-4711 久喜

けやきの木共同作業所 青毛1146-1 21-7555 久喜

のぞみ園 北青柳1331 22-2381 久喜

健康福祉センター(くりむ) 間鎌255-1 52-8787 栗橋

くりの木 間鎌276-2 55-2341 栗橋

趣味の家 鷲宮6-1-6 58-8956 鷲宮

ゆう・あい 上内327-6 57-4353 鷲宮

児童センター 吉羽1-40-14 21-8181 久喜

しょうぶ会館 菖蒲町菖蒲1077-1 85-0370 菖蒲

鷲宮児童館 上内878 58-7054 鷲宮

久喜市ファミリー･サポート･センター 下早見123-1 29-1900 久喜

久喜市ファミリー･サポート･センター菖蒲 菖蒲町新堀38(菖蒲総合支所内) 85-1111 菖蒲

久喜市ファミリー･サポート･センター栗橋 中里1048-1(栗橋地域子育て支援ｾﾝﾀｰ内) 55-1148 栗橋

久喜市ファミリー･サポート･センター鷲宮 鷲宮6-1-1(鷲宮総合支所内) 59-6600 鷲宮

久喜地域子育て支援センター　（ぽかぽか） 吉羽692-1 21-8596 久喜

栗橋地域子育て支援センター　（くぷる） 中里1048-1 55-1147 栗橋
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さくら保育園 所久喜794-5 21-0787 久喜

すみれ保育園 北青柳1331 21-0120 久喜

ひまわり保育園 吉羽692-1 22-8246 久喜

あおば保育園 青葉2-9-4 22-2566 久喜

中央保育園 久喜中央1-9-1-100 23-6030 久喜

中央保育園分園 下早見85-15 21-7870 久喜

私立はるみ保育園 本町5-8-10 21-0275 久喜

私立たから保育園 吉羽2170-2 23-2233 久喜

私立エンゼル保育園 青葉3-9-2 22-3327 久喜

私立エンゼル東保育園  ※H23．4月から 久喜東1-16-12 21-1011 久喜

私立あやめ保育園 菖蒲町三箇181 85-1505 菖蒲

私立おばやし保育園 菖蒲町小林2848-1 31-9880 菖蒲

私立しょうぶ保育園 菖蒲町菖蒲414-1 85-5895 菖蒲

私立おおしか保育園 佐間1145 52-5988 栗橋

私立栗橋保育園 栗橋中央2-14-16 52-0074 栗橋

私立鷲宮保育園 上内1446-1 58-1510 鷲宮

私立鷲宮第二保育園 上内886 58-1510 鷲宮

私立さくらだ保育園 西大輪266-5 58-9895 鷲宮

中央幼稚園 下早見85-15 22-8547 久喜

栗橋幼稚園 中里1044-1 52-3346 栗橋

私立久喜幼稚園 本町1-2-60 21-0234 久喜

私立あけぼの東幼稚園 久喜東1-16-12 21-1011 久喜

私立青葉台あけぼの幼稚園 青葉3-7 22-3327 久喜

私立久喜みなみ幼稚園 下早見481-2 23-2828 久喜

私立久喜あおば幼稚園 青毛4-11-5 23-1660 久喜

私立菖蒲幼稚園 菖蒲町菖蒲410-4 85-4151 菖蒲

私立長龍寺幼稚園 菖蒲町三箇992 85-1002 菖蒲

私立栗橋さくら幼稚園 伊坂46 52-5871 栗橋

私立栗橋白百合幼稚園 栗橋東2-13-1 52-0179 栗橋

私立銀の笛幼稚園 上内572 58-1610 鷲宮

私立桜田幼稚園 西大輪1-17-2 58-1003 鷲宮

私立鷲宮誠心幼稚園 上内478 58-6244 鷲宮
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私立鷲宮誠心幼稚園 上内478 58 6244 鷲宮

私立鷲宮幼稚園 鷲宮3-6-2 58-0075 鷲宮

久喜小学校 本町2ｰ5-1 21-0054 久喜

太田小学校 吉羽2ｰ16-10 21-0572 久喜

江面第一小学校 北青柳40-1 21-0571 久喜

江面第二小学校 除堀1380 22-8237 久喜

清久小学校 六万部590 21-0789 久喜

本町小学校 本町7-6-1 22-8245 久喜

青葉小学校 青葉1-3-1 22-6121 久喜

青毛小学校 青毛800 22-2125 久喜

久喜東小学校 久喜東4-25-20 22-1218 久喜

久喜北小学校 久喜北2-30-1 25-0678 久喜

菖蒲小学校 菖蒲町菖蒲625 85-1202 菖蒲

小林小学校 菖蒲町小林2197 85-1306 菖蒲

三箇小学校 菖蒲町台852-1 85-1309 菖蒲

栢間小学校 菖蒲町下栢間2720 85-1024 菖蒲

菖蒲東小学校 菖蒲町菖蒲427 85-1303 菖蒲

栗橋小学校 栗橋東3-3-1 52-2114 栗橋

栗橋西小学校 佐間266-1 52-0215 栗橋

栗橋南小学校 南栗橋4-21-1 52-0235 栗橋

鷲宮小学校 葛梅113 58-1006 鷲宮

桜田小学校 東大輪311 58-1306 鷲宮

上内小学校 上内716 58-1611 鷲宮

砂原小学校 砂原1-4-1 58-1614 鷲宮
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東鷲宮小学校 桜田3-10-1 59-3122 鷲宮

久喜中学校 本町4-1-1 21-0162 久喜

久喜南中学校 江面85 21-0544 久喜

久喜東中学校 青葉3-4-1 22-1213 久喜

太東中学校 吉羽2410 21-2410 久喜

菖蒲中学校 菖蒲町上大崎860 85-1201 菖蒲

菖蒲南中学校 菖蒲町小林110 85-1841 菖蒲

栗橋東中学校 栗橋1425 52-0436 栗橋

栗橋西中学校 間鎌330-1 52-0206 栗橋

鷲宮中学校 鷲宮782 58-1004 鷲宮

鷲宮西中学校 上内1797 58-9645 鷲宮

鷲宮東中学校 八甫4-46 58-2023 鷲宮

鷲宮第１学校給食センター 鷲宮819 58-5720 鷲宮

鷲宮第２学校給食センター 鷲宮816-1 58-5720 鷲宮

菖蒲学校給食センター 菖蒲町新堀75-3 85-1017 菖蒲

県立久喜高等学校 本町3-12-1 21-0038 久喜

県立久喜工業高等学校 野久喜474 21-0761 久喜

県立久喜北陽高等学校 久喜本837-1 21-3334 久喜

県立栗橋北彩高等学校 伊坂1 52-5120 栗橋

県立鷲宮高等学校 中妻1020 58-1200 鷲宮

県立久喜特別支援学校 上清久1100 23-0081 久喜

東京理科大学経営学部 下清久500 21-7600 久喜

（社）南埼玉郡市医師会久喜看護専門学校 本町5-10-12 23-3131 久喜

中央公民館 久喜中央4-7-7 21-1550 久喜

東公民館 久喜東1-27-20 21-8030 久喜

青葉公民館 青葉1-2-1 21-8030 久喜

清久コミュニティセンター・西公民館 上清久1489-2 25-5321 久喜

農村センター（南公民館） 北青柳51-2 21-1550 久喜

森下公民館 菖蒲町下栢間5495-2 85-7811 菖蒲

栗橋公民館 栗橋中央2-7-1 52-0061 栗橋

栗橋いきいき活動センターしずか館 栗橋中央1-11-1 52-0175 栗橋

鷲宮公民館 鷲宮6-1-4 58-8144 鷲宮

しょうぶ会館 菖蒲町菖蒲1077 1 85 0370 菖蒲
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コ しょうぶ会館 菖蒲町菖蒲1077-1 85-0370 菖蒲

内下集会所 鷲宮160-11 58-1228 鷲宮

久喜総合文化会館 下早見140 21-1799 久喜

菖蒲文化会館（アミーゴ） 菖蒲町菖蒲85-1 87-1377 菖蒲

栗橋文化会館(イリス) 伊坂1557 52-3221 栗橋

菖蒲コミュニティセンター 菖蒲町新堀38 85-1111 菖蒲

栗橋コミュニティセンター（くぷる） 中里1048-1 55-1122 栗橋

鷲宮東コミュニティセンター（さくら） 桜田3-10-2 58-1101 鷲宮

鷲宮西コミュニティセンター（おおとり） 中妻785 59-2121 鷲宮

東町集会所 久喜東5-31-6 22-1111 久喜

太田集会所 吉羽1-37-14 22-1111 久喜

本町集会所 本町2-4-11 22-1111 久喜

野久喜集会所 古久喜687-3 22-1111 久喜

栗原記念会館 栗原4-9-12 22-1111 久喜

地域交流センター 青葉1-2-2 22-1111 久喜

花みずき会館 青毛2-11-13 22-1111 久喜

久喜市総合運動公園 江面1616 21-3611 久喜

久喜市総合第1体育館・第2体育館 江面1616、江面1665-1 21-3611 久喜

久喜市市民プール（夏季のみ） 江面1616 21-3611 久喜

市営釣場清久大池・清久西池 清久町39、清久町10 23-5038・24-1688 久喜

菖蒲温水プール（アクレ） 菖蒲町三箇164-1 87-2616 菖蒲

寺田緑地グラウンド 菖蒲町菖蒲5561-42 87-2616 菖蒲

森下緑地グラウンド 菖蒲町下栢間5495-1 87-2616 菖蒲

八束緑地グラウンド 菖蒲町新堀7 87-2616 菖蒲

上大崎運動公園 菖蒲町上大崎872 87-2616 菖蒲

寺田公園テニスコート 菖蒲町菖蒲5013-91 87-2616 菖蒲

ふれあい広場 菖蒲町三箇2904 87-2616 菖蒲

栗橋B&G海洋センター 伊坂1551-1 52-5510 栗橋

森下テニスコート 菖蒲町下栢間5561-1 87-2616 菖蒲

上大崎テニスコート 菖蒲町上大崎807 87-2616 菖蒲

あやめ公園 菖蒲町新堀1695 87-2616 菖蒲
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南栗橋近隣公園（テニス場） 南栗橋10-18-2 52-2831 栗橋

南栗橋スポーツ広場 南栗橋12-6-1 52-5510 栗橋

鷲宮体育センター 中妻776 59-7770 鷲宮

鷲宮温水プール 鷲宮6-4-1 59-2288 鷲宮

沼井公園テニスコート 桜田3-13-2 59-2288 鷲宮

桜田運動公園テニスコート 桜田2-7-1 59-2288 鷲宮

鷲宮運動広場 鷲宮6-3120 59-2228 鷲宮

西大輪運動広場 西大輪1396 59-2288 鷲宮

県営久喜菖蒲公園 河原井町地内、菖蒲町昭和沼地内 23-1366
久喜
菖蒲

県営権現堂公園（1号公園） 小右衛門地内 53-1553 栗橋

県立久喜図書館 下早見85-5 21-2659 久喜

中央図書館 吉羽1-40-1 21-0114 久喜

菖蒲図書館 菖蒲町菖蒲85-1 87-1388 菖蒲

栗橋文化会館図書室 伊坂1557 52-2000 栗橋

鷲宮図書館 鷲宮5-33-1 58-1002 鷲宮

郷土資料館 鷲宮5-33-1 57-1200 鷲宮

農村センター（南公民館） 北青柳51-2 21-1550 久喜

勤労福祉センター 清久町38 22-1111 久喜

農業者トレーニングセンター 菖蒲町上大崎820-1 85-2843 菖蒲

労働会館（あやめ会館） 菖蒲町菖蒲193-1 85-1055 菖蒲

しみん農園久喜 六万部1344-1 24-5678 久喜

しみん農園菖蒲 菖蒲町下栢間966-1 85-8266 菖蒲

しみん農園栗橋 栗橋483 53-1111 栗橋

農業センター 鷲宮580 58-5811 鷲宮

花と香りのふれあいセンター（あおぞら） 八甫4-106-1 58-1111 鷲宮

久喜郵便局 本町3-17-1 21-0001 久喜

久喜本町郵便局 本町1-2-48 22-1216 久喜

久喜東町郵便局 久喜東5-31-8 21-1694 久喜

久喜青葉団地内郵便局 青葉1-1-2-105 22-6125 久喜

菖蒲郵便局 菖蒲町菖蒲5013-51 85-0001 菖蒲

栗橋郵便局 栗橋東2-4-6 52-0001 栗橋

南栗橋郵便局 南栗橋5-5-11 53-0551 栗橋

鷲宮郵便局 鷲宮4 1 6 58 0001 鷲宮

公共施設等一覧　　市外局番（０４８０）
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鷲宮郵便局 鷲宮4-1-6 58-0001 鷲宮

鷲宮上内郵便局 上内478 58-4651 鷲宮

東鷲宮駅前郵便局 桜田3-1-6 58-7401 鷲宮

JA南彩　本店 菖蒲町新堀473 85-7331 菖蒲

JA南彩　久喜江面支店 北青柳73 21-1101 久喜

JA南彩　太田支店 吉羽2-15-18 21-0354 久喜

JA南彩　清久支店 所久喜793 21-0374 久喜

JA南彩　菖蒲支店 菖蒲町菖蒲902-1 85-0040 菖蒲

JA南彩　三箇支店 菖蒲町三箇1342-1 85-0049 菖蒲

JA南彩　小林支店 菖蒲町小林2302 85-0431 菖蒲

JA南彩　栢間支店 菖蒲町下栢間2653-14 85-1022 菖蒲

JA南彩　寺田支店 菖蒲町三箇2249 85-3535 菖蒲

JA埼玉みずほ　栗橋支店 間鎌290 52-0507 栗橋

JA埼玉みずほ　鷲宮支店 鷲宮中央1-2-5 59-0002 鷲宮

JA埼玉みずほ　桜田支店 東大輪441 59-0001 鷲宮

久喜市商工会 久喜中央4-7-20 21-1154 久喜

菖蒲商工会 菖蒲町菖蒲193 85-0311 菖蒲

栗橋商工会 栗橋北2-5-19 52-1559 栗橋

鷲宮商工会 鷲宮4-8-8 58-1202 鷲宮

久喜市社会福祉協議会 青毛753-1 23-2526 久喜

　　　　　　　菖蒲地域福祉センター 菖蒲町菖蒲89-1 85-8131 菖蒲

　　　　　　　栗橋地域福祉センター 間鎌255-1 52-7835 栗橋

　　　　　　　鷲宮地域福祉センター 鷲宮6-1-7 58-9131 鷲宮

久喜市シルバー人材センター久喜事務所 青毛753-1 23-2557 久喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　菖蒲事務所 菖蒲町菖蒲89-1 85-8363 菖蒲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗橋事務所 栗橋中央1-11-1 52-8521 栗橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷲宮事務所 鷲宮6-1-3 58-3677 鷲宮
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