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市役所

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川市役所大和庁舎 羽田1023 ☎0296-58-5111 3図A-3

桜川市役所岩瀬庁舎 岩瀬64-2 ☎0296-75-3111 1図C-3

桜川市役所真壁庁舎 真壁町飯塚911 ☎0296-55-1111 4図B-2

福祉・健康

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川市福祉事務所 岩瀬64-2 ☎0296-75-3111 1図C-3

桜川市岩瀬福祉センター 鍬田612 ☎0296-76-2940 1図B-3

岩瀬中央児童館 岩瀬353 ☎0296-75-3156
（市児童福祉課） 1図C-3

桜川市岩瀬高齢者センター 岩瀬1973-3 ☎0296-75-1328 1図E-3

桜川市真壁福祉センター 真壁町山尾604-1 ☎0296-54-2441 4図D-4

飯塚児童館 真壁町飯塚1 ☎0296-75-3156
（市児童福祉課） 4図C-3

上小幡児童館 真壁町上小幡1156 ☎0296-75-3156
（市児童福祉課） 8図A-4

桜川市いこいの家 羽田1038-25 ☎0296-58-7888 3図A-2

大和体力増進センター 羽田1028-1 ☎0296-58-5111 3図A-3

保育所・幼稚園

施設名 住所 電話番号 地図座標

市立岩瀬保育所 西桜川2-29 ☎0296-75-2074 1図C-3

市立岩瀬東部保育所 友部170-2 ☎0296-75-2309 2図C-3

市立岩瀬北部保育所 南飯田885-1 ☎0296-75-2204 6図B-3

市立やまと保育所 羽田803 ☎0296-58-6060 3図A-3

市立坂戸幼稚園 西飯岡558-1 ☎0296-75-2149 5図E-4

市立やまと幼稚園 大国玉13 ☎0296-58-5096 7図D-2

市立まかべ幼稚園 真壁町桜井848 ☎0296-55-3555 4図E-3

学校教育施設

施設名 住所 電話番号 地図座標

市立岩瀬小学校 鍬田553-5 ☎0296-75-2059 1図B-4

市立坂戸小学校 西飯岡512-4 ☎0296-75-2103 5図E-4

市立南飯田小学校 南飯田1-1 ☎0296-75-2048 6図B-3

市立羽黒小学校 友部201 ☎0296-75-2239 2図C-2

市立猿田小学校 猿田413-1 ☎0296-76-1255 8図C-2

市立雨引小学校 本木1591 ☎0296-58-5019 3図C-3

市立大国小学校 大国玉597 ☎0296-58-5022 7図D-2

市立真壁小学校 真壁町田25 ☎0296-55-0069 4図C-4

市立紫尾小学校 真壁町椎尾1687 ☎0296-55-0439 9図B-3

市立谷貝小学校 真壁町下谷貝1146-1 ☎0296-55-0671 7図D-5

市立樺穂小学校 真壁町長岡437 ☎0296-55-0279 8図A-5

市立岩瀬東中学校 磯部466 ☎0296-75-5119 6図B-4

市立岩瀬西中学校 富岡535 ☎0296-75-2104 5図E-4

市立大和中学校 羽田1000 ☎0296-58-5042 3図A-3

市立桃山中学校 真壁町伊佐々 158 ☎0296-55-0157 4図B-5

市立桜川中学校 真壁町亀熊570 ☎0296-55-0667 7図E-5

県立岩瀬高等学校 岩瀬1511-1 ☎0296-75-2475 1図D-2

県立真壁高等学校 真壁町飯塚210 ☎0296-55-3715 4図C-2

岩瀬日本大学高等学校 友部1739 ☎0296-75-2242 2図C-4

桜川市教育支援センター
（さくらの広場） 羽田1028-1 ☎0296-58-6112 3図A-3

桜川市学校給食
センター 羽田1008 ☎0296-58-8310 3図A-3

桜川市南学校給食
センター 真壁町亀熊786-1 ☎0296-55-0668 7図E-5

公民館・集会施設

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川市岩瀬中央公民館 東桜川1-21-1 ☎0296-75-0344 1図D-3

桜川市農村環境改善
センター 加茂部1491 ☎0296-75-0344

（市岩瀬中央公民館）2図D-3

桜川市真壁伝承館 真壁町真壁198 ☎0296-23-8521 4図C-3

桜川市真壁コミュニティ
センター 真壁町酒寄1665 ☎0296-55-1111

（市農林課） 9図B-5

桜川市公民館紫尾分館 真壁町椎尾3950 ☎0296-23-8521
（市生涯学習課） 9図B-3

桜川市公民館谷貝分館 真壁町下谷貝1139 ☎0296-23-8521
（市生涯学習課） 7図D-5

桜川市公民館樺穂分館 真壁町長岡621 ☎0296-23-8521
（市生涯学習課） 8図A-5

桜川市原方集会所 真壁町原方1245-2 ☎0296-23-8521
（市生涯学習課） 7図E-5

桜川市真壁農村高齢者
センター 真壁町東山田2266 ☎0296-55-1111

（市農林課） 9図B-2

桜川市大和中央公民館 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3
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観光・文化

施設名 住所 電話番号 地図座標

上野沼やすらぎの里
キャンプ場 上野原地新田48 ☎0296-76-0952 5図C-5

桜川市筑波高原
キャンプ場

真壁町羽鳥土俵場
国有林 ☎0296-54-0403 9図C-4

みかげスポーツ公園 真壁町桜井1073 ☎0296-55-1159
（市商工観光課） 9図D-1

桜川市大和ふれあい
センター
（愛称シトラス）

羽田989-1 ☎0296-20-6300 3図A-3

スポーツ

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川市総合運動公園 岩瀬2685-14 ☎0296-75-6600 1図E-3

桜川市岩瀬運動場 青柳283 ☎0296-75-6600
（市岩瀬体育館） 1図D-4

桜川市岩瀬桜川運動公園 磯部437 ☎0296-75-6600
（市岩瀬体育館） 6図B-4

桜川市真壁運動場 真壁町源方寺43-1 ☎0296-54-0406 9図B-1

桜川市大和運動場 羽田1000 ☎0296-54-0753
（市真壁体育館） 3図A-2

桜川市大和スポーツ公園 高久2131-134 ☎0296-54-0753
（市真壁体育館） 7図D-4

桜川市岩瀬体育館
（愛称：ラスカ） 岩瀬2685-14 ☎0296-75-6600 1図E-3

桜川市真壁体育館 真壁町古城377 ☎0296-54-0753 4図D-3

桜川市大和体育館 羽田1028-1 ☎0296-54-0753
（市真壁体育館） 3図A-3

桜川市岩瀬温水プール
（愛称：サンパル） 岩瀬2685-14 ☎0296-75-4488 1図E-3

桜川市真壁農業者
トレーニングセンター 真壁町古城377 ☎0296-54-0753

（市真壁体育館） 4図D-3

桜川市社会体育研修
センター 真壁町古城377 ☎0296-54-0753

（市真壁体育館） 4図D-3

大和体力増進センター 羽田1028-1 ☎0296-54-0753
（市真壁体育館） 3図A-3

警察

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川警察署 真壁町塙世188-1 ☎0296-55-0110 4図A-2

椎尾駐在所 真壁町椎尾1793-132 ☎0296-55-1567 9図B-3

雨引駐在所 大曽根561-1 ☎0296-58-5074 3図C-4

岩瀬地区交番 鍬田553-34 ☎0296-76-0110 1図B-4

羽黒駐在所 加茂部1226-2 ☎0296-75-5356 2図D-4

小塩駐在所 小塩213-1 ☎0296-75-1997 6図C-3

南飯田駐在所 南飯田935-6 ☎0296-75-0859 6図B-3

消防署

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川消防署 西桜川2-29 ☎0296-75-3592 1図C-3

桜川消防署真壁分署 真壁町山尾793 ☎0296-55-2403 4図D-4

桜川消防署大和分署 羽田1000 ☎0296-58-6851 3図A-3

駅

施設名 住所 電話番号 地図座標

JR岩瀬駅 犬田1365
☎050-2016-1600
（JR東日本お問い
合わせセンター）

1図C-4

JR羽黒駅 友部1553
☎050-2016-1600
（JR東日本お問い
合わせセンター）

2図C-3

JR大和駅 �高森926
☎050-2016-1600
（JR東日本お問い
合わせセンター）

7図D-1

郵便局

施設名 住所 電話番号 地図座標

岩瀬郵便局 岩瀬71-1 ☎0296-75-3600 1図C-3

東那珂郵便局 西小塙426-1 ☎0296-75-5139 2図C-2

北那珂郵便局 南飯田1085-4 ☎0296-75-3163 6図B-3

真壁郵便局 真壁町飯塚1001-2 ☎0296-55-0010 4図B-3

紫尾郵便局 真壁町椎尾1261-1 ☎0296-55-2237 9図B-3

真壁長岡郵便局 真壁町長岡554-10 ☎0296-55-2238 8図A-5

雨引郵便局 本木445-2 ☎0296-58-5001 3図C-3

大国郵便局 大国玉601 ☎0296-58-5021 7図D-2

その他

施設名 住所 電話番号 地図座標

筑北環境衛生組合 長方1245 ☎0296-75-2533 5図E-5

県西総合病院 鍬田604 ☎0296-75-3171 1図B-3

筑西地域職業訓練センター 下泉625-1 ☎0296-75-1254 5図C-5

桜川シルバー人材センター 真壁町下谷貝435 ☎0296-55-0201 9図A-1
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AED（自動体外式除細動器）設置施設
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１９５
コード番号：０３８
顧客名称 ：公益社団法人 桜川市シルバー人材セ

ンター

シルバー人材センター エリアマップ9図 A‐1

多様な人材の宝庫！

公益社団法人 桜川市シルバー人材センター
植木剪定、除草作業、障子・襖の張替え
その他、お仕事のご相談承ります。
■桜川市真壁町下谷貝435
■TEL:0296-55-0201 ■FAX:0296-54-2488
■営業時間／8:15～17:15 ■定休日／土、日、祝日
■E-mail:sakuragawa@sjc.ne.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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