
狭山市役所 入間川1-23-5 2953-1111㈹

入間川地区センター 入間川1-3-1 2952-2230
社会福祉会館
(社会福祉協議会)

入間川2-4-13 2954-0294

入曽地域交流センター　 南入曽428-3 2959-3004 青い実学園 柏原758-1 2952-3302

狭山台地区センター 狭山台3-7-1 2957-7080 中央児童館 入間川4-14-8 2953-0208

堀兼地区センター 堀兼361 2959-3012 狭山台児童館 中央3-3-31 2958-7407

新狭山地区センター 新狭山2-4-7 2954-7811 広瀬児童館 広瀬2-2-17 2952-7120

奥富地区センター 下奥富1007-1 2952-2220 水野児童館 水野891-4 2958-7992

柏原地区センター 柏原1154 2952-2221 総合子育て支援センター 入間川1-3-1 2937-3624

水富地区センター 根岸2-17-13 2952-2219 老人福祉センター宝荘 柏原612 2952-7777

水野市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ 水野891-4 2958-9052 老人福祉センター寿荘 加佐志513-2 2959-7241

広瀬市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ 広瀬東3-34-1 2953-5746 老人福祉センター不老荘 南入曽737-1 2957-3502

　 　 　 軽費老人ホーム柏苑 柏原714 2953-7171

特別養護老人ﾎｰﾑさやま苑 柏原758-4 2954-8855

特別養護老人ﾎｰﾑむさしの園 南入曽1044-1 2956-7770
特別養護老人ﾎｰﾑむさしの園
               　　　　　　   わかば

南入曽1048⊶2 2956-7760

市民交流センター 入間川1-3-1 2954-2111 特別養護老人ﾎｰﾑつつじの園 柏原1185-6 2955-2300

コミュニティセンター 入間川4-16-4 2953-4007 特別養護老人ﾎｰﾑオリーブ 上赤坂290-1 2950-2400

市民会館 入間川2-33-1 2953-9101 特別養護老人ﾎｰﾑさくら 加佐志104 2950-0606
市民健康文化センター
(サンパーク奥富)

下奥富2552-1 2969-3809
特別養護老人ﾎｰﾑ
                  ジョアン宮地の里

笹井1568-2 2900-3600

消費生活センター 入間川2-2-25 2954-7799
特別養護老人ﾎｰﾑ
                  第二つつじの園

入間川865-1 2959-0860

狭山元気プラザ 狭山台1-21 2968-6885
特別養護老人ﾎｰﾑ
                  ひろせの杜

上広瀬939-1 2936-8244

男女共同参画センター 入間川1-3-1 2937-3617
特別養護老人ﾎｰﾑ
                  福寿の里

北入曽1502-1 2957-1163

奥富環境センター 上奥富897-1 2953-2831 保健センター 狭山台3-24 2959-5811

稲荷山環境センター 稲荷山1-12-1 2954-9062 急患センター 　　　〃 2958-8771

浄化センター 柏原3467-1 2952-2101
ふれあい健康センター
(サピオ稲荷山)

稲荷山1-12-3 2953-0577

リサイクルプラザ 上奥富897-1 2953-2831
障害者基幹
         相談支援センター

富士見1-1-11 2937-7771

産業労働センター 入間川1-3-3 2946-7643
内職相談室
(産業労働センター内)

　　　　〃 2946-7643

商工会館(商工会議所） 入間川3-22-8 2954-3333

農村環境改善センター 堀兼360 2958-0595 市立柏原保育所 柏原1141 2952-4245
さやまインキュベーション
                  センター21

広瀬台2-16-15 2968-2155 市立祇園保育所 祇園14-3 2957-3001

市立新狭山保育所 東三ツ木300-1 2954-2300

市立水野保育所 水野632-41 2958-6347

市立笹井保育所 笹井2-17-1 2953-1808

市立狭山台南保育所 狭山台4-18 2958-0317

市立山王保育所 南入曽30-1 2958-3863

市立広瀬保育所 広瀬2-2-13 2952-6230

市立広瀬保育所分園 根岸2-22-2 2953-1738

こひつじ保育園 下奥富889-5 2952-2494

 みつばさ愛育園 入間川3273-13 2952-3678

　　　　　　　３　市内の主な施設（ダイヤル案内）　　　　　令和３年３月現在

地区センター・市民サービスコーナー

生　　　　活

福　　　　祉

保育所・保育園



青柳保育園 青柳317-3 2954-3850

狭山台みつばさ保育園 狭山台1-25-1 2957-4824

小山台保育園 柏原1238-3 2953-2484 智光山公園管理事務所 柏原561 2953-5301

けやの森保育園 根岸2-5-2 2955-3005 狭山台中央公園 狭山台3-28 2958-6794

堀兼みつばさ保育園 堀兼593-1 2957-4955 新狭山公園 新狭山1-4 2954-4878

風の森みどり保育園 入間川1235-3 2957-5335 鵜ノ木運動公園 広瀬1-390-15 2954-1483

あきくさ保育園 水野1246-7 2997-8661 上奥富運動公園 上奥富999 2953-0356

風の子保育園 祇園21-43 2999-5100 堀兼・上赤坂公園 堀兼2484-3 2959-1200

ひろせ台保育園 上広瀬948-1 2953-8900 広瀬河川敷公園 広瀬1-36-3 2954-6859
東京家政大学
　　　　　　　 かせい森のおうち

稲荷山2-15-1 2952-1625 柏原河川敷公園 柏原3357 2953-5111

むさしの森保育園 南入曽1042-1 2937-7517 下奥富運動公園 下奥富堤外地内 2953-5111

祇園風の光保育園 祇園21-45 2937-4445 狭山稲荷山公園 稲荷山１-23-1 2955-3228
（仮）チャイルドスクエア
　　　　　　　　　狭山台保育園

狭山台4-36
03-
 5490-6261

市民総合体育館 柏原555 2952-0511

けやき認定こども園 上奥富1038-1 2900-2230 智光山公園テニスコート 柏原561 2955-7898

狭山ふじみだい認定こども園 富士見2-18-28 2959-5494
地域スポーツ施設
(狭山台体育館・プール)

狭山台1-29-2 2958-1201

未来ふじみ認定こども園 入間川3-26-21 2969-3001 入曽多目的広場 南入曽755-1 2956-6797

いるまこども園 北入曽1294 2959-4856 都市緑化植物園 柏原622 2952-6131

未来たけのこ認定こども園 北入曽656-1 2958-2000 智光山公園こども動物園 柏原864-1 2953-9779

狭山市駅西口市民広場 入間川1-2 2953-1111
智光山公園前山の池
（へら鮒釣り場）

柏原564-1 2955-1167

入曽運動広場 北入曽1446-2 2953-1111

入間川小学童保育室 鵜ノ木5-9 2954-8625
入間川東小第一学童保育室
入間川東小第二学童保育室

入間川2-7-23 2968-7011
富士見小第一学童保育室
富士見小第二学童保育室

中央4-17-1 2957-0600
南小第一学童保育室
南小第二学童保育室

水野815-1 2958-7993 富士見集会所 富士見1-1-18 2959-6230

山王小学童保育室 南入曽55 2956-2005 中央図書館 入間川2-2-25 2954-4646
入間野小第一学童保育室
入間野小第二学童保育室

北入曽980 2958-2754 狭山台図書館 狭山台1-29-2 2958-3801

御狩場小学童保育室 北入曽755-4 2958-1537 博物館 稲荷山1-23-1 2955-3804

堀兼小学童保育室 堀兼1234 2958-7272 教育センター 狭山台2-7-4 2956-2299
狭山台小第一学童保育室
狭山台小第二学童保育室

狭山台4-25 2958-6852 入間川学校給食センター鵜ノ木6-48 2954-2414
新狭山小第一学童保育室
新狭山小第二学童保育室

入間川1108 2957-5521 堀兼学校給食センター 加佐志499-1 2959-4201

奥富学童保育室 下奥富1100 2953-3540 柏原学校給食センター 柏原2507 2955-6861
柏原小第一学童保育室
柏原小第二学童保育室

柏原1141 2954-8730

水富小第一学童保育室
水富小第二学童保育室

根岸2-22-1 2952-7150

笹井小学童保育室 笹井1700 2955-0410

入間川東小学童保育室分室 富士見1-13-33 2959-2671 中央公民館 入間川1-3-1 2952-2230

富士見小学童保育室分室 〃 〃 富士見公民館 入間川3156 2959-0175

広瀬小学童保育室 広瀬東4-4-1 2953-5577 入曽公民館　 南入曽428-3 2957-6615

けやの森学童クラブ 根岸2-5-2 2954-4515 堀兼公民館 堀兼361 2958-4050

狭山台公民館 狭山台3-7-1 2957-1271

新狭山公民館 新狭山2-17-1 2953-9034

奥富公民館 下奥富1007-1 2954-4829

教　　　　育

スポーツ・公園

公　　民　　館

学童保育室



柏原公民館 柏原1154 2954-4731

広瀬公民館 広瀬東3-34-1 2953-6500

水富公民館 根岸2-17-13 2954-4730 中央中学校 入間川1752-1 2959-2277

入間川中学校 鵜ノ木6-46 2953-3683

山王中学校 南入曽157 2957-4891

入間野中学校 北入曽1028-1 2959-9311

市立入間川幼稚園 入間川2-7-41 2954-3102 堀兼中学校 堀兼1237 2959-3342

市立水富幼稚園 根岸2-22-2 2952-7322 狭山台中学校 狭山台4-26 2958-6791

金剛幼稚園 水野461-3 2958-0422 西中学校 広瀬東3-23-1 2953-7617

狭山ひかり幼稚園 鵜ノ木7-18 2952-8700 柏原中学校 柏原2520-11 2954-5073

しいのみ幼稚園 北入曽395 2957-1201 西武学園文理中学校 柏原新田311-1 2954-4080

西武学園さやま幼稚園 中央3-11-37 2958-3223

みつぎ幼稚園 東三ツ木184-1 2953-7907

風の森狭山台みどり幼稚園 入間川1128-7 2957-1025

武蔵野短期大学附属幼稚園 上広瀬1110 2954-2521 県立狭山緑陽高等学校 広瀬東4-3-1 2952-5295

※認定こども園は保育所・保育園欄にあります 県立狭山清陵高等学校 上奥富34 2953-7161

県立狭山工業高等学校 富士見2-5-1 2957-3141

県立狭山経済高等学校 稲荷山2-6-1 2952-6510

西武学園文理高等学校 柏原新田311-1 2954-4080

入間川小学校 鵜ノ木5-9 2952-6221 秋草学園高等学校 堀兼2404 2958-4111

入間川東小学校 入間川2-7-23 2952-3118 県立狭山特別支援学校 笹井2958 2953-1612

富士見小学校 中央4-17-1 2957-9107

南小学校 水野815-1 2957-9102

山王小学校 南入曽55 2957-4857

入間野小学校 北入曽980 2958-2718 西武文理大学 柏原新田311-1 2954-7575

御狩場小学校 北入曽755-4 2957-3421 東京家政大学狭山校舎 稲荷山2-15-1 2952-1621

堀兼小学校 堀兼1234 2959-3343 武蔵野学院大学 広瀬台3-26-1 2954-6131

狭山台小学校 狭山台4-25 2958-6792 武蔵野短期大学 　　　〃 　　　〃

新狭山小学校 入間川1108 2958-4080 狭山准看護学校 狭山台1-21 2958-4411

奥富小学校 下奥富1019 2953-7615

柏原小学校 柏原1141 2953-5862

水富小学校 根岸2-22-1 2952-2265

広瀬小学校 広瀬東4-4-1 2953-7610 狭山消防署 上奥富1172 2953-7111

笹井小学校 笹井1700 2954-2290 富士見分署 中央4-15-10 2957-5651

西武学園文理小学校 下奥富600 2900-1800 広瀬分署 広瀬2-3-30 2953-0554

水野分署 水野15-1 2958-5119

狭山警察署 稲荷山2-5-1 2953-0110

狭山保健所 稲荷山2-16-1 2954-6212
狭山市シルバー
          人材センター

狭山台1-21 2935-4312

大  学　・　その他の学校

小　　学　　校

幼　　稚　　園

中　　学　　校

高等学校等

消　　　　防

その他の機関




