
No
施設の名称 設置位置

1 三郷市役所　庁舎 3410041 三郷市 花和田648-1 １F玄関

三郷市役所　庁舎 3410041 三郷市 花和田648-1 ４F

2 健康福祉会館　庁舎 3410041 三郷市 花和田638-1 １階　受付

健康福祉会館　庁舎 3410041 三郷市 花和田638-1 ４階　

3 三郷市文化会館 3410018 三郷市 早稲田5-4-1 １Ｆ事務室

三郷市文化会館 3410018 三郷市 早稲田5-4-1 １Ｆ大ホール

4 三郷市立コミュニティセンター 3410044 三郷市 戸ヶ崎2-654 １Ｆ事務室

5 三郷市立東和東地区文化センター 3410034 三郷市 新和3-261-2 １Ｆ事務室

6 三郷市立彦成地区文化センター 3410052 三郷市 彦野1-161 １Ｆ事務室

7 三郷市市立高州地区文化センター 3410037 三郷市 高州3-60-1 １Ｆ事務室

8 三郷市鷹野文化センター 3410035 三郷市 鷹野4-70 １Ｆ事務室

9 三郷市市立瑞沼市民センター 3410004 三郷市 上彦名870 １Ｆ事務室

10 三郷市立北公民館 3410003 三郷市 彦成3-7-19-101 １Ｆ事務室

11 三郷市勤労者体育館 3410042 三郷市 谷口571 １Ｆ事務所内

12 三郷市総合体育館 3410025 三郷市 茂田井2 １Ｆ受付

13 三郷市立高州地区体育館 3410037 三郷市 高州3-29 受付

14 三郷市立岩野木老人福祉センター 3410031 三郷市 岩野木123-2 １Ｆ事務所内

15 三郷市立彦沢老人福祉センター 3410057 三郷市 彦沢1-201 健康相談室

16 三郷市立戸ヶ崎老人福祉センター 3410044 三郷市 戸ヶ崎3-530-2 １Ｆ事務室キャビネット上段

17 三郷市立早稲田小学校 3410024 三郷市 三郷３－２－１ 職員室

18 三郷市立八木郷小学校 3410035 三郷市 鷹野１－３５－１ 職員室

19 三郷市立戸ヶ崎小学校 3410044 三郷市 戸ヶ崎３－７６－１ 保健室

20 三郷市立彦成小学校 3410053 三郷市 彦倉１－１３３ 保健室

21 三郷市立高州小学校 3410037 三郷市 高州２－２７５ 保健室

22 三郷市立吹上小学校 3410045 三郷市 寄巻９２１－１ 保健室

23 三郷市立桜小学校 3410003 三郷市 彦成４－５－１６ 保健室

24 三郷市立鷹野小学校 3410035 三郷市 鷹野３－２１１ 職員室

25 三郷市立新和小学校 3410043 三郷市 栄２－１１２－２ 職員室

26 三郷市立幸房小学校 3410025 三郷市 茂田井８８ 保健室

27 三郷市立立花小学校 3410003 三郷市 彦成４－３－１８ 職員室

28 三郷市立彦糸小学校 3410003 三郷市 彦成３－１０－２３ 職員室

29 三郷市立前谷小学校 3410044 三郷市 戸ヶ崎２－６００ 職員室

30 三郷市立高州東小学校 3410037 三郷市 高州２－４０９ 職員室

31 三郷市立彦郷小学校 3410003 三郷市 彦成３－８－２９ 職員室

32 三郷市立丹後小学校 3410018 三郷市 早稲田５－３ 職員室

33 三郷市立前間小学校 3410015 三郷市 前間１９７－１ 校長室
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34 三郷市立瑞木小学校 3410021 三郷市 さつき平１－６－１ 職員室

35 三郷市立後谷小学校 3410014 三郷市 後谷３６－３ 保健室

36 三郷市立南中学校 3410035 三郷市 鷹野３－３５６ 職員室

37 三郷市立北中学校 3410054 三郷市 泉２６７－１ 保健室

38 三郷市立栄中学校 3410043 三郷市 栄４－３２５ 保健室

39 三郷市立彦成中学校 3410003 三郷市 彦成４－１－１９ 職員室

40 三郷市立彦糸中学校 3410003 三郷市 彦成３－１４－４ 職員室

41 三郷市立前川中学校 3410043 三郷市 栄５－１４１ 職員室

42 三郷市立早稲田中学校 3410003 三郷市 彦成５－５６ 体育館管理室

43 三郷市立瑞穂中学校 3410022 三郷市 大広戸１００１ 職員室

44 三郷スカイパーク 3410057 三郷市 彦沢3-51-1 管理事務所

45 三郷市水道部 3410025 三郷市 茂田井２００ 事業所２階事務所入り口

46 さくら保育所 3410003 三郷市 彦成４－４－１６ 事務室

48 上口保育所 3410055 三郷市 上口1-208 事務室

49 高州保育所 3410037 三郷市 高州2-259-2 事務室

50 丹後保育所 3410018 三郷市 早稲田8-7-5 事務室

51 彦成保育所 3410003 三郷市 彦成2-278 事務室

52 早稲田保育所 3410018 三郷市 早稲田3-18-13 事務室

53 市立図書館 3410042 三郷市 谷口544 受付

54 市立早稲田図書館 3410018 三郷市 早稲田5-6-15 受付

55 市立北部図書館 3410003 三郷市 彦成3-364 受付

56 三郷市斎場 3410025 三郷市 茂田井15 受付

57 三郷市斎場 3410025 三郷市 茂田井15 別館

58 三郷市役所みさと団地出張所 3410003 三郷市 彦成3-7-10 受付

59 市立南児童センター 3410044 三郷市 戸ヶ崎2-654 受付

60 三郷市立早稲田児童センター 3410018 三郷市 早稲田3-18-14 受付

61 三郷市立北児童館 3410003 三郷市 彦成3-7-19 受付

62 三郷市世代交流館ふれあいパーク 3410003 三郷市 彦成2-122-1 受付

63 三郷市立さつき学園 3410026 三郷市 幸房１４３０－３ 事務室

64 三郷市立ワークセンターしいの木 3410025 三郷市 幸房1433 －

65 三郷市立しいのみ学園 3410034 三郷市 新和２－１９３ －

66 三郷市消防本部消防署車庫 3410026 三郷市 幸房1155 消防１号車

三郷市消防本部消防署車庫 3410026 三郷市 幸房1155 救助工作車

67 三郷市消防本部消防署南分署車庫 3410035 三郷市 鷹野3-474 消防南２号車

三郷市消防本部消防署南分署車庫 3410035 三郷市 鷹野3-474 消防南３号車

68 三郷市消防本部消防署北分署車庫 3410006 三郷市 上彦川戸886 消防北２号車

三郷市消防本部消防署北分署車庫 3410006 三郷市 上彦川戸886 消防北３号車

69 三郷市消防本部 3410026 三郷市 中央５－４５－４ 消防本部警防課（貸し出し用）

三郷市消防本部 3410026 三郷市 中央５－４５－４ 消防本部玄関内（エレベーター前）



三郷市消防本部 3410026 三郷市 中央５－４５－４ 消防本部警防課（貸し出し用）

三郷市消防本部 3410037 三郷市 中央５－４５－４ 消防本部警防課（貸し出し用）

三郷市消防本部 3410044 三郷市 中央５－４５－４ 消防本部警防課（貸し出し用）

三郷市消防本部 3410026 三郷市 中央５－４５－４ 消防本部警防課（貸し出し用）

三郷市消防本部 3410026 三郷市 中央５－４５－４ 消防本部警防課（貸し出し用）

70 ほっとサロンいきいき 3410003 三郷市 彦成3－7－9－1 事務室

71 鷹野地区防犯ステーション 3410035 三郷市 鷹野1-372-2 事務室

72 やすらぎ荘 3410003 三郷市 彦成４－２４－１ 事務室

73 みさと団地防犯ステーション 3410003 三郷市 彦成４－２４ 事務室

74 ピアラシティ防犯ステーション（車両用） 3410054 三郷市 泉77 事務室

75 三郷中央駅前子育て支援センターにこにこ 3410032 三郷市  谷中３８３番地ザ・ライオンズ三郷中央１階 事務室

76 高州・東町地区防犯ステーション 3410037 三郷市 高州3-32

77 岩野木給食センター 3410031 三郷市 岩野木１４６

78 鷹野給食センター 3410035 三郷市 鷹野３－２３４

79 早稲田地区防犯ステーション 3410018 三郷市 三郷３－１５－３

80 埼玉県立三郷高等学校 3410041 三郷市 花和田６２０－１

81 埼玉県立三郷北高等学校 3410022 三郷市 大広戸８０８

82 埼玉県立三郷工業技術高等学校 3410003 三郷市 彦成３－３２５

83 埼玉県立三郷特別支援学校 3410008 三郷市 駒形５６

84 みさと公園 3410037 三郷市 高州３丁目

85 吉川警察署 3410004 三郷市 上彦名１４４－３


