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太田 １丁目 ○ 一丁目会館 東本町32-23 北389 韮川 熊野町 ○ 熊野町集会所 熊野町13-19 北359 毛里田 只上町１区 ○ 只上町一区集会所 只上町1858-1 北143 生品 下村田 ○ 呑嶺会館 新田村田町 324-2 北324

２丁目 ○ 二丁目会館 東本町18-7 北406 公営 熊野市営住宅集会室 熊野町31 北341 ○ 只上町一区清水集会所 只上町甲1969 北134 村田 ○ 村田新道会議所 新田村田町448-1 北319

公営 東本町市営住宅 東本町29-41 北388 矢場町 ○ 矢場町集会所 矢場町2686-1 南23 只上町２区 ○ 下只上集会所 東新町517 北180 ○ 村田区民会館 新田村田町 468-2 北319

３丁目 ○ 三丁目集会所 本町28-7 北388 矢場新町 ○ 矢場新町会館 矢場新町123 南9 ○ 楽前集会所 只上町780 北175 上村田 ○ 四軒集会所 新田村田町 1586-3 北209

公営 太田再開発住宅 本町5-26 北388 公営 矢場市営住宅集会所 矢場新町144 南8 他【農政課】 矢部集会所 只上町662 北191 教育 上村田集会所 新田村田町1220 北208

４丁目 植木野町 ○ 植木野区会館 植木野町889 北298 ○ 三ツ矢集会所 只上町120-1 北179 他【農政課） 上村田農機具保管庫 新田村田町2107 北208

５丁目 ○ 五丁目会館 本町12-5 北387 鳥之郷 大島町１区 ○ 大島町一区集会所 大島町1118-2 北356 市場町１区 教育 みちはら集会所 市場町757-2 北182 村田東 教育 村田東集会所 新田村田町1706 北209

西本町 ○ 西本町会館 西本町10-9 北404 公営 大島市営住宅集会室 大島町312-1 北354 市場町２区 ○ 市場町二区集会所 市場町474-1 北198 小金井南 ○ 小金井公会堂 新田小金井町 1042-2 北210

大門仲町 ○ 大門仲町会館 本町38-21 北387 大島町２区 ○ 大島町二区集会所 大島町707-1 北334 高瀬町 ○ 高瀬町自治会館 高瀬町182-3 北241 ○ 中里会館 新田小金井町992-7 北210

入町 ○ 入町会館 金山町11-6 北356 長手町 ○ 長手町集会所 長手町389-1 北287 富若町 ○ 富若中央集会所 富若町722-1 北234 小金井北 教育 小金井集会所 新田小金井町1418-1 北210

双葉町 ○ 双葉町会館 金山町19-29 北357 鶴生田町東 ○ 鶴東区民会館 鶴生田町210 北226 ○ 富若町南集会所 富若町528-5 北249 市野井北 ○ 市野井北集会所 新田市野井町 1906-1 北207

浜町１区 教育 鶴生田２区集会所 鶴生田町1968-36 北278 教育 富若集会所 富若町748-2 北192 市野井南 ○ 市野井南集会所 新田市野井町 534-1 北265

浜町２区 鶴生田町西 公営 鳥之郷市営住宅集会室 鶴生田町888 北224 東今泉町 ○ 東今泉町集会所 東今泉町140-1 北231 反町 ○ 反町多目的集会所 新田反町町 896-2 北323

浜町３区 他【市民課】 西浜会館 浜町66-57 南57 鳥山上町 ○ 鳥山上町会館 鳥山上町1509 北214 教育 東今泉集会所 東今泉町927-1 北187 市多村新田 ○ 市多村新田公民館 新田市町 92-2 北206

公営 浜町県営住宅集会所 浜町65-9 南57 公営 鳥山県営住宅集会室 鳥山上町1057 北223 緑町 ○ 緑町集会所 緑町2131-1 北172 ○ 市多村新田多目的ホール 新田市野井町 3059-1 北206

栄町 ○ 栄町集会所 東本町4-3 北390 鳥山中町 ○ 鳥山中町集会所 鳥山中町851-1 北275 矢田堀町 ○ 矢田堀町集会所 矢田堀町124-1 北174 ○ 多村新田北集会所 新田多村新田町79-6 北113

八幡南 鳥山下町 ○ 鳥山下町会館 鳥山下町370-2 北283 吉沢町１区 ○ 落内公民館 吉沢町1739 北130 市野倉 ○ 市野倉会館 新田市野倉町 180-2 北157

八幡北 新野町 ○ 新野町集会所 新野町甲1350 北329 ○ 萩原区民会館 吉沢町2069-1 北129 瑞木 ○ 瑞木会館 新田瑞木町25-1 北266

八幡西 ○ 新野町第二集会所 新野町901 北350 吉沢町２区 ○ 唐沢集会所 吉沢町3964-78 北64 綿打 大根 ○ 大根本郷集会所 新田大根町 573-5 北258

九合 飯塚町 ○ 飯塚町集会所 飯塚町1351 南108 三枚橋 ○ 三枚橋集会所 大島町1046-1 北285 ○ 反丸公民館 吉沢町1083-4 北65 ○ 西本郷集会所 新田大根町 1013 北257

公営 飯塚市営住宅集会室 飯塚町931-2 南138 城西町 ○ 城西の杜集会所 城西町42-2 北280 ○ 反丸自治会館 吉沢町1082-5 北65 ○ 新屋敷集会所 新田大根町 198-3 北258

飯田町 ○ 飯田町住民センター 飯田町775 南62 強戸 成塚町 ○ 成塚町集会所 成塚町852-2 北125 丸山七日市 ○ 丸山七日市集会所 丸山町60 北132 ○ 北本郷集会所 新田大根町407 北258

新井町 ○ 新井町住民センター 新井町546-2 南59 ○ 成塚会館 成塚町150-156 北164 原宿町 ○ 原宿町住民センター 原宿町3627 北100 上江田 ○ 上江田会館 新田上江田町 525 北369

南新井町 公営 新井市営住宅集会所（南新井町集会所） 新井町235-1 南79 公営 成塚市営住宅集会室 成塚町150-86 北164 尾島 ○ 一丁目会館 尾島町169-16 南233 ○ 上江田転作促進研修施設 新田上江田町 1071-2 北314

西矢島町 ○ 西矢島町集会所 西矢島町291 南180 公営 成塚県営住宅集会室 成塚町150 北164 ○ 二丁目会館 尾島町145-7 南232 教育 上江田東集会所 新田上江田町619-5 北370

東矢島町 ○ 東矢島町集会所 東矢島町1108 南182 北長岡 ○ 北長岡集会所 西長岡町1425 北58 ○ 三丁目会館 尾島町95-2 南255 下田中 ○ 下田中会館 新田下田中町 656-1 北414

東別所町 ○ 東別所町住民センター 東別所町甲237 南185 西長岡町 ○ 西長岡第一集会所 西長岡町605 北92 ○ 四丁目会館 尾島町479 南255 花香塚 ○ 花香塚会館 新田花香塚町 817-1 北366

○ コモンシテｲ集会所 東別所町370-15 南184 ○ 西長岡原住民センター 西長岡町225-1 北118 ○ 上町会館 尾島町437 南255 上田中 ○ 上田中会館 新田上田中町 907-4 北313

公営 東別所市営住宅集会室 東別所町112-2 南221 ○ 西長岡住民センター 西長岡町769-1 北93 ○ 裏尾島集会所 尾島町292-1 南232 ○ 上田中西会館 新田上田中町 1077-1 北312

内ケ島町 ○ 内ヶ島町集会所 内ヶ島町589-1 南86 菅塩町 ○ 菅塩住民センター 菅塩町752 北94 ○ 阿久津集会所 阿久津町102-2 南257 ○ 上田中六供会館 新田上田中町 176-2 北313

内ケ島町目塚 ○ 内ケ島町目塚会館 内ヶ島町1342-4 南44 ○ 菅塩南部住民センター 菅塩町2005-2 北123 ○ 阿久津荒久集会所 阿久津町231-1 南278 上中溜池権萩 ○ 上中上会館 新田上中町 373-3 北152

○ 内ヶ島住民センター 内ヶ島町1278-19 南87 北金井町 ○ 北金井会館 北金井町402 北122 ○ 南岩松集会所 岩松町625-1 南236 ○ 上中下会館 新田上中町 246-7 北202

公営 内ヶ島県営住宅集会室 内ヶ島町1158-1 南66 大鷲町 ○ 大鷲集会所 大鷲町114 北127 ○ 北岩松区民会館 岩松町721-12 南235 ○ 溜池公民館 新田溜池町 132-2 北153

新島町 ○ 新島町公民館 新島町703 南63 上強戸町 ○ 上強戸町集会所 上強戸町1706 北128 ○ 岩松住宅区民センター 岩松町803-47 南234 ○ 権右衛門会議所 新田権右衛門町 108-2 北151

公営 新島市営住宅 新島町873-1 南41 中強戸 教育 中強戸集会所 強戸町2082-186 北171 ○ 備前島研修センター 備前島町329-1 南261 ○ 萩集落センター 新田萩町 229 北153

小舞木町 ○ 小舞木町集会所 小舞木町277 南84 下強戸 ○ 下強戸住民センター 強戸町956-3 北170 ○ 押切集会所 押切町567-1 南287 大 ○ 大集会所 新田大町 120 北204

沢野 福沢町 ○ 福沢町住民センター 福沢町141-1 南176 寺井町 ○ 寺井会館 寺井町574-1 北211 ○ 堀口集会所（賀茂神社）　 堀口町甲111 南286 金井嘉祢 ○ 金井会館 新田金井町 467 北259

富沢町 ○ 富沢集会所 富沢町295-1 南240 ○ 寺井第二会館 寺井町694 北166 ○ 前小屋会館 前小屋町1814-1 南315 ○ 嘉祢集会所 新田嘉祢町 89-1 北205

公営 富沢市営住宅集会所 富沢町425 南208 天良町 公営 強戸市営住宅集会室 成塚町1115-6 北162 ○ 南ヶ丘会館 南ヶ丘町1234-1 南285 早川 ○ いずみ会館 新田早川町 330 北367

牛沢町 ○ 牛沢会館 牛沢町666-1 南241 休泊 龍舞町１区 ○ 龍舞町一区区民会館 龍舞町1929-1 南145 ○ 二ツ小屋集会所 二ﾂ小屋町1-1 南313 藪塚東部 寺下 ○ 寺下公民館 藪塚町 1756-5 北42

公営 新牛沢市営住宅集会室 牛沢町887-38 南265 公営 龍舞市営住宅集会所 龍舞町1911-3 南144 ○ 南部会館 武蔵島町498-1 南313 杉塚１区

公営 牛沢県営住宅集会室 牛沢町887-37 南266 龍舞町２区 ○ 龍舞町二区集会所 龍舞町3859-1 南91 ○ 尾島南部集会所 武蔵島町1 南278 杉塚２区

牛沢団地 公営 牛沢市営住宅集会所 牛沢町1000-1 南266 龍舞町３区 教育 竜舞集会所 龍舞町4370 北70 ○ 前島区民センター 前島町92-1 南283 中原 ○ 中原地区公民館 藪塚町 1928-5 北20

高林東町 ○ 高林東町集会所 高林東町1796 南246 教育 竜舞北集会所 龍舞町4773-1 北47 ○ 亀岡住民センター 亀岡町160-1 南279 台 ○ 台地区公民館 藪塚町 918-2 北31

高林西町 ○ 高林西町集会所 高林西町382-96 南292 龍舞町竜内 ○ 竜内会館 龍舞町5314 南143 ○ 裏地会館 亀岡町56-7 南255 教育 藪塚本町教育集会所 藪塚町2395 北11

高林南町 ○ 高林中央集会所 高林南町761 南268 沖之郷町 ○ 沖之郷集会所 沖之郷町839 南93 ○ 太子町集会所 太子町59 南256 滝之入 ○ 滝之入公民館 藪塚町 697-1 北31

○ 鶴巻集会所 高林南町724-1 南269 茂木町 ○ 茂木集会所 茂木町685-2 南32 ○ すずかけ区民会館 すずかけ町14-1 南256 湯之入 ○ 湯之入公民館 藪塚町 223-3 北32

○ 梁場集会所 高林南町269-2 南295 下小林町１区 ○ 花水木団地集会所 下小林町5-12 南88 亀岡軽浜 ○ 軽浜会館 亀岡町528-16 南252 三島 ○ 三島公民館 藪塚町 2921-16 北56

○ 不動集会所 高林南町431-2 南294 ○ 下小林区民会館 下小林町321-1 南46 ○ 大舘区民会館 大舘町1492-4 南276 西野 ○ 西野公民館 藪塚町2766-1 北91

高林北町 ○ 高林三入集会所 高林北町2053-1 南212 下小林町２区 ○ 安養寺会館 安養寺町199-15 南251 山之神 ○ 山之神公民館 山之神町甲 422 北79

○ 高林北集会所 高林北町997-1 南244 八重笠町 ○ 八重笠集会所 八重笠町447-6 南147 ○ 上町会館 世良田町1398-1 南157 百石 ○ 百石地区公民館 大原町 86-8 北85

高林寿町 ○ 高林寿町児童会館 高林寿町1810-17 南246 宝泉 藤阿久本村 ○ 藤阿久本村会館 藤阿久町435-6 北435 ○ 今井会館 世良田町786-1 南156 新星 ○ 新星公民館 山之神町 586 北115

末広町 ○ 末広町会館 末広町553 南271 藤阿久椿森 教育 藤阿久椿森集会所 藤阿久町973-9 北400 ○ 新町会館 世良田町997-1 南157 寄合 ○ 寄合公民館 寄合町 164-1 北117

古戸町 ○ 古戸町集会所 古戸町429-1 南303 藤久良一区会館（２階部分） 藤久良町6-3 北401 ○ 大門会館 世良田町1085-1 南157 藪塚西部 大原上 ○ 大原上地区公民館 大原町 1213-170 北14

岩瀬川町 ○ 岩瀬川町住民センター 岩瀬川町278-1 南130 藤久良一区会館（１階部分） 藤久良町6-3 北401 ○ 南八会館 世良田町309-2 南224 大原１区 ○ 大原一区公民館 大原町 1193-4 北16

公営 岩瀬川市営住宅集会所 岩瀬川478-1 南175 藤久良町２区 ○ 藤久良二区集会所 藤阿久町248-2 北434 ○ 小角田会館 小角田町211-2 南151 大原２区 ○ 大原二区公民館 大原町 1031-3 北25

下浜田町 ○ 下浜田町集会所 下浜田町997 南102 藤久良町３区・４区 ○ 藤久良会館 藤久良町51-17 北399 ○ 下町会館 世良田町1128 南158 大原３区 ○ 大原三区公民館 大原町 852-3 北39

細谷町 ○ 細谷西新町住民センター 西新町17 南172 由良町寺家 ○ 由良町寺家集会所 由良町907-2 北398 ○ 下新田会館 世良田町1188-1 南225 大原４区 ○ 大原四区公民館 大原町 738-8 北39

○ 細谷町西口集会所 細谷町1303-2 南98 ○ 由良町寺家区民会館 由良町926-2 北398 教育 下原集会所 世良田町1269-1 南158 大原５区 ○ 大原五区公民館 大原町 1857-4 北48

○ 細谷町八幡集会所 細谷町119-1 南174 由良町林 ○ 由良町林会館 由良町560-2 北431 ○ 粕川会館 粕川町338-1 南195 大原６区 ○ 大原六区公民館 大原町 322 北73

○ 細谷町西新町コミュニティセンター 細谷町1594-1 南100 由良町諏訪 ○ 諏訪会館 由良町1741-1 北430 ○ 粕川住宅区民センター 粕川町39-1 南229 大原７区 ○ 大原七区公民館 大原町 105-1 北82

米沢町 ○ 米沢町・西新町住民センター 米沢町155-3 南206 由良町北上 ○ 北上会館 由良町1472-4 北379 ○ 出塚新田会館 出塚町490-2 南225 六千石 ○ 六千石公民館 六千石町 56-12 北155

南矢島町 ○ 南矢島町会館 南矢島町641-5 南248 由良町西上 他【神社】 飯玉神社社務所 由良町1630-1 北396 ○ 出塚本村生活改善センター 出塚町64-7 南275 大久保１区

韮川 台之郷町１区 公営 韮川市営住宅集会室(1区） 台之郷町1039-5 南13 由良町体宮 ○ 由良町体宮集会所 由良町130 北433 ○ 徳川会館 徳川町390-1 南274 大久保２区

台之郷町２区 ○ 台之郷二区住民センター 台之郷町624-2 南15 別所町 ○ 別所会館 別所町403-1 北377 木崎 木崎上町 ○ 上町会館 新田木崎町 1192-1 北452 大久保３区

台之郷町３区 ○ 台之郷町三区集会所 台之郷町846-1 南21 新道町 ○ 新道町集会所 新道町130-1 北348 木崎仲町 ○ 仲町会館 新田木崎町 836-2 北453 西ヶ原 ○ 西ヶ原公民館 大原町 2435-7 北36

公営 韮川東市営住宅集会所 台之郷町837 南21 脇屋町 ○ 脇屋町集会所 脇屋町622-1 北279 木崎下仲上田島 ○ 下仲会館 新田木崎町 乙822 北453

公営 韮川南市営住宅集会所 台之郷町780 南31 沖野町 ○ 沖野集会所 沖野町268 北374 ○ 上田島会館 新田木崎町 1664-1 北425 集計 集会所 245
台之郷町４区 公営 高原市営住宅 台之郷町1429 北306 西野谷町 ○ 西野谷集会所 西野谷町253-1 北459 木崎下町 ○ 下町会館 新田木崎町 637-7 北454 公営住宅集会室 31

教育 台之郷４区集会所 台之郷町1377 北307 上田島１区 ○ 杉之内集会所 上田島町330 北457 木崎神明 ○ 神明会館 新田木崎町 61-9 北470 教育集会所 18
台之郷町５区 ○ 台之郷町五区集会所 台之郷町714-2 南21 上田島２区 ○ 烏ヶ谷戸集会所 上田島町109-1 北460 中江田北高尾 ○ 寒沢会館 新田中江田町 951-5 北451 その他 5
台之郷町６区 ○ 台之郷町六区集会所 台之郷町1658-15 南6 中根町 ○ 中根集会所 中根町634-1 南165 ○ さくら会館 新田中江田町 1558-31 北416 合計 299
上小林町 ○ 上小林町集会所 上小林町362-2 北295 東田島 ○ 東田島会館 下田島町585 南201 ○ 宿赤会館 新田中江田町 1250-2 北415

東金井町１区 ○ 東金井町一区区民会館 東金井町147-3 北245 西田島１区 ○ 西田島会館 下田島町1031-3 南199 ○ 高尾会館 新田高尾町 乙83 北415

東金井町２区 教育 東金井集会所 東金井町409 北292 西田島２区 教育 下田島集会所 下田島町1216-1 南230 中江田南下江田 ○ 原会館 新田中江田町 166 北466

安良岡町 ○ 安良岡町集会所 安良岡町319-1 北345 泉町 ○ 泉町会館 泉町1405-2 南164 ○ 本郷会館 新田中江田町 447-2 北465

教育 安良岡集会所 安良岡町395-3 北306 宝町 ○ 宝町会館 宝町773-2 北429 ○ 新屋敷会館 新田中江田町 522-7 北448

石原町１区 ○ 石原町一区区民会館 石原町甲374 南19 公営 宝泉市営住宅第一集会室 宝町194 北428 ○ 下江田会館 新田下江田町 362-3 北480

石原町２区 公営 石原市営住宅集会室 石原町1048 南31 公営 宝泉市営住宅第二集会室 宝町193 北427 赤堀 ○ 赤堀会館 新田赤堀町 342 北417

公営 石原県営住宅集会室 石原町1041 南31 公営 宝泉県営住宅集会室 宝町191 北394

東長岡町伊豆山 ○ 東長岡町伊豆山集会所 東長岡町1479 北363
他【住宅課】 東長岡いずみ団地集会所 東長岡町1239-31 北341

東長岡町馬場 ○ 東長岡町馬場区民会館 東長岡町385-1 南27

教育集会所・・生涯学習課が管理しているもの

その他・・管理している者が上記のいずれでもないもの

○ 大久保公民館 大久保町 223-1 北69

集会所・・行政区（自治会含む）が管理しているもの
公営住宅集会室・・市営・県営住宅の集会施設で住宅課が管理しているもの

世良田中
藤久良町１区

○

世良田下

粕川町

徳川出塚

杉塚一・二地区公民館 藪塚町 1665-1 北43

わかば

大舘安養寺

世良田上

尾島町

阿久津岩松

尾島東部

前小屋南ヶ丘

尾島南部
○

○ 浜町会館 浜町27-26 北405

○ 八幡町会館 八幡町10-6 北386
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