
区分 施設名 所在地 電話番号
市
役
所

本庁舎（代表） 笹原26� （32）8888�
市民課南河内窓口 田中681-1 （48）2111�
市民課石橋窓口 石橋416 （32）8700�

公
民
館

南河内公民館 田中681-1 （48）2393
南河内東公民館 本吉田783 （48）5511
石橋公民館 石橋416 （52）1157
国分寺公民館 小金井1127 （40）5563

図
書
館

南河内図書館 田中681-1 （48）2395
石橋図書館 大松山1-7-3 （52）1136
国分寺図書館 駅東3-1-19　 （44）3399

生涯学習情報センター 緑3-5-1 （40）0911
ス
ポ
ー
ツ

施
設

スポーツ交流館 大松山1-7-1　 （52）1124
国分寺B＆G海洋センター 小金井277-2 （44）5131
南河内体育センター 仁良川1141 （48）2392

保健福祉センターきらら館 下古山1220 （52）3711
保健福祉センターゆうゆう館 小金井789 （43）1231
ふれあい館 三王山698-5 （47）1126
消費生活センター 笹原26 （44）4883
農業公社 笹原26 （32）8951

コ
ミ
セ
ン

コミュニティセンター友愛館 柴1019-1 （40）8111
グリーンタウンコミュニティセンター 緑3-5-4 （44）6301
薬師寺コミュニティセンター 薬師寺1387-25 （48）5522
東方台地コミュニティセンター 駅東7-4 （44）2604
国分寺中央コミュニティセンター 小金井5-22-1 （44）0786
姿西部考古台地コミュニティセンター 国分寺1599-2 （44）9318

市民農園（市農業公社） 薬師寺2850-1 （32）8951
農村環境改善センター 下長田146 （52）1184
グリムの館 下古山747 （52）1180
地域活動支援センターゆうがお 石橋950-2 （53）4621
障がい児者相談支援センター 笹原26 （37）9970
地域包括支援センターみなみかわち 仁良川1651-1 （48）1177
地域包括支援センターいしばし 下古山1174 （51）0633
地域包括支援センターこくぶんじ 小金井789 （43）1229
蔓巻公園管理事務所 箕輪420-2 （40）8428
三王山ふれあい公園管理事務所 三王山700-1 （38）7150
駐
輪
場

小金井駅東自転車駐車場 駅東3-4-17　 （44）9966
自治医大駅東自転車駐車場 医大前4-4-1 （44）7058
石橋駅自転車駐車場 石橋214-8 （52）1171

下野薬師寺歴史館 薬師寺1636 （47）3121
しもつけ風土記の丘資料館 国分寺993 （44）5049

警
察

下野警察署 下古山2451-41 （52）0110
石橋駅前交番 石橋240 （53）7374
祇園交番 祇園2-1-1 （44）7867
本吉田駐在所 本吉田783-1 （48）5040
川中子駐在所 川中子2427 （44）0908
小金井駅前交番 小金井3009-19 （44）0045

消
防

石橋地区消防組合 下石橋246-1 （53）0509
石橋消防署 下石橋246-1 （53）6169

清
掃
施
設

クリーンパーク茂原 宇都宮市茂原町777-1 028（654）0018
南部清掃センター 野木町南赤塚1513-2�0280（33）3310
中央清掃センター 小山市塩沢576-15（24）3194
リサイクルセンター 下坪山1632 （39）8844

斎
場

小山聖苑 小山市外城717-1（22）1175
宇都宮市　悠久の丘 宇都宮市上欠町719-1 028（649）1150

社会福祉協議会 小金井789 （43）1236
FMゆうがお 祇園1-17 （37）8790

区分 施設名 所在地 電話番号

学
校
教
育
施
設

薬師寺小学校 薬師寺1412 （48）0009
吉田東小学校 中川島7 （48）5007
吉田西小学校 下坪山959 （48）5008
祇園小学校 祇園2-21-3 （44）5002
緑小学校 緑3-16-1 （40）6601
南河内中学校 薬師寺986 （48）0010
南河内第二中学校 祇園4-16-3 （40）6030
石橋小学校 花の木1-4 （52）1131
古山小学校 下古山3-1-9 （52）1132
細谷小学校 細谷693 （52）1133
石橋北小学校 上古山1932 （52）1134
石橋中学校 石橋1130 （52）1130
国分寺小学校 小金井4-2-3 （44）0004
国分寺東小学校 柴897-1 （44）3161
国分寺中学校 小金井4-1-8 （44）0050
栃木県立石橋高等学校 石橋845 （53）2517
栃木県立国分寺特別支援学校 柴6-2 （44）5121
自治医科大学 薬師寺3311-1 （44）2111

適応指導教室（スマイル教室） 花の木2-2-25　 （52）2116
学校教育サポートセンター 花の木2-2-25　 （52）1140
国分寺学校給食センター 小金井1210-19 （43）1577

児
童
館
等

南河内児童館 緑3-5-4 （44）8420
国分寺東児童館 駅東7-4 （44）2604
国分寺駅西児童館 小金井5-22-1 （44）0786
国分寺姿西児童館 国分寺1599-2 （44）9318
こどもの広場いしばし 花の木3-8-21　 （52）1129

ファミリー・サポート・センター 緑3-5-4 （40）5963
子育て支援センターつくし 小金井789 （43）1233
子育て支援センターゆりかご 薬師寺1584-6 （48）5530
子育て支援センターみるく 下古山3025-1 （39）6305

保
育
所

吉田保育園 本吉田783-1 （48）5054
グリム保育園 下長田69 （52）1127
こがねい保育園 小金井1249-1 （44）3377
しば保育園 駅東6-10-3　 （44）2788
わかくさ保育園 薬師寺3311-229（58）7438
あおば保育園 薬師寺1584-6 （48）5530
わかば保育園 下古山3025-1 （39）6305
薬師寺保育園 薬師寺2362-5 （48）0063

認
定
こ
ど
も
園

第二薬師寺幼稚園 祇園4-6-3 （44）9988
野ばら幼稚園 中大領386-1 （53）5508
愛泉幼稚園 小金井4-12-8 （44）7783
第二愛泉幼稚園 柴1403-12 （44）2838
むつみ愛泉こども園 柴769-17 （44）0405
薬師寺幼稚園 薬師寺1584-2 （48）0132

幼稚園 石橋幼稚園 石橋535 （53）0218
こども発達支援センターこばと園 下古山1220 （44）6783
こども通園センターけやき 駅東3-1-19　 （40）0909
商
工
会

下野市商工会（本所） 柴897-10 （44）0202
下野市商工会（南河内支所） 薬師寺1515� （48）0059
石橋商工会 石橋790-17� （53）0463

農
協

宇都宮農業協同組合�南河内支所 田中579-1 （48）2211�
小山農業協同組合��国分寺支店 小金井3009� （44）1115
小山農業協同組合�石橋支店� 石橋531-3� （53）1344�

シルバー人材センター 薬師寺1949 （47）1124
一般社団法人　下野市観光協会 小金井3009-12 （39）6900
道の駅しもつけ 薬師寺3720-1 （38）6631

便利な電話帳
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