
(2)　光あふれる　武蔵野に栄えある　　力あわせて　はげみ合う　　町田　町田　われらの町田

(3)　多摩の山なみ　みどり濃く　　虹は呼ぶ呼ぶ　地は豊か　　ああ躍進の　旗たかく　

(3)　息吹きも若き　産業の　　ゆくて輝く　繁栄こそ　　町田　町田　われらの町田

（昭和３８年５月４日制定　総務部 総務課）

(1)　大富士はるか　朝あけの　　雲は飛ぶ飛ぶ　陽はおどる　　ああ建設の　意気に燃え

(1)　栄えある歴史　汚さじと　　市民ぞわれら　こぞり起つ　　町田　町田　われらの町田

(2)　史跡にかおる　高ケ坂や　　四季おりおりの　薬師池　　ああうるわしき　春や秋　　　

町　田　市　歌
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市役所・市民センターなど

●本庁舎

町田市役所 中町1-20-23 （代表） 042(722)3111

●分庁舎

中町分庁舎 中町1-25-14
中町第2庁舎 中町1-4-4
中町第3庁舎 中町1-4-2
森野分庁舎 森野1-33-10
水道部庁舎 木曽町373-10

●各市民センター

南市民センター 金森1,700 042(795)3165
なるせ駅前市民センター 南成瀬1-2-5 042(724)2511
鶴川市民センター 大蔵町1,981-4 042(735)5704
忠生市民センター 忠生3-14-2 042(791)2802
堺市民センター 相原町795-1 042(774)0003
小山市民センター 小山町2,507-1 042(798)1927

●各センター

玉川学園文化センター 玉川学園2-19-12 042(732)9372
木曽山崎センター 山崎町2,160-4 042(793)3030
市民課駅前連絡所 原町田6-12-20 042(732)0777

●その他

教育センター 木曽町713-2 042(793)2481
原町田1丁目駐車場 原町田1-6-21 042(726)8090
土木サービスセンター 下小山田町3,267-4 042(797)9781
町田市公園管理事務所 木曽町2,185-1 042(793)7611
町田市区画整理事務所 木曽町2,185-1 042(792)3771
町田市民フォーラム 原町田4-9-8 042(723)2888
町田市男女平等推進センター 原町田4-9-8 042(723)2908
鶴川駅前区画整理事務所 大蔵町12-1 042(735)7633
子ども家庭支援センター 森野3-11-16 042(710)1525

文化・学習・スポーツ施設

●文化施設

町田市民ホール 森野2-2-36 042(728)4300
市立博物館 本町田3,562 042(726)1531
国際版画美術館 原町田4-28-1 042(726)2771
自由民権資料館 野津田町897 042(734)4508
考古資料室 下小山田町4,016 042(797)9661
町田ぼたん園（民権の森公園内） 野津田町2,274-1 042(736)4477
ふるさと農具館 野津田町2,288 042(736)8380
七国山ファーマーズセンター 野津田町3,497-1 042(736)3615
町田市フォトサロン 野津田町3,272 042(736)8281

●学習施設

まちだ中央公民館 原町田6-8-1 042(728)0071
市立中央図書館 原町田3-2-9 042(728)8220
  〃  さるびあ図書館 中町2-13-23 042(722)3768
  〃  金森図書館 金森1,021 042(710)1717
  〃  鶴川図書館 鶴川6-7-2（1-101号） 042(735)5691
  〃  木曽山崎図書館 山崎町2,160 042(793)6767
  〃  堺図書館 相原町795-1 042(774)2131
まちだ市民大学HATS 森野1-33-10 森野分庁舎内 042(729)1195
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●スポーツ施設

市立総合体育館 南成瀬5-12 042(724)3440
市民球場・町田中央公園テニスコート 旭町3-20-60 042(720)0611
サン町田旭体育館 旭町3-20-60 042(720)0611
市立室内プール 図師町199-1 042(792)7761
町田第一中学校温水プール 中町1-27-5 042(727)7009
南中学校温水プール 金森1,200 042(799)2421
鶴川中学校温水プール 小野路町1,905-1 042(736)0591
陸上競技場 野津田町2,035 042(735)4511
野津田公園テニスコート 野津田町2,035 042(735)4511
野津田公園事務所 野津田町2,035 042(736)3131
鶴川球場・鶴川中央公園テニスコート 鶴川6-6 042(734)1938
藤の台球場 本町田3,486 042(722)6980
三輪みどり山球場 三輪緑山1-24-1 044(987)1444
鶴間公園テニスコート 鶴間3-1-3 042(796)0233
成瀬クリーンセンターテニスコート 南成瀬8-1-1 042(727)1350
木曽中学校校庭夜間照明管理事務所 木曽町2,356 042(792)3287

●青少年施設

子どもセンターばあん 金森1,700-9 042(788)4181
子どもセンターつるっこ 大蔵町1,913 042(708)0236
南大谷子どもクラブ 南大谷264 (都営4号棟1階） 042(739)6791
青少年施設ひなた村 本町田2,863 042(722)5736
大地沢青少年センター 相原町5,307-2 042(782)3800
玉川学園子どもクラブころころ児童館 玉川学園3-35-45 042(710)1475

●地域センター（集会施設）

成瀬センター 成瀬2,144-1 042(727)0731
つくし野センター つくし野2-26-5 042(796)1955
上小山田センター 上小山田町2,616-2 042(791)2802
木曽森野センター 木曽町187-1 042(725)4939
三輪センター 三輪緑山4-14-1 044(987)1951

●その他

市政情報やまびこ 中町1-25-14（中町分庁舎内） 042(724)8407
消費生活センター 原町田4-9-8（町田市民フォーラム内） 042(725)8805
自然休暇村 長野県南佐久郡川上村秋山53-15 0267(99)2912
こどもの国 横浜市緑区奈良町700 045(961)2111

福祉施設

ニーズセンター・花の家 下小山田町3,160 042(797)6004
町田ダリア園 山崎町1,213-1 042(722)0538
町田リス園 金井町733-1 042(734)1001
授産センター（町田美術工芸館） 忠生3-6-22 042(793)2227
授産センター（授産場） 忠生3-6-22 042(793)2305
すみれ会館・すみれ教室 中町2-13-14 042(726)6570
こころみ農園 山崎町996 042(791)3388
大賀藕絲館 下小山田町3,267 042(797)1616
ひかり療育園 忠生3-6-2 042(794)0730
せりがや会館 原町田4-24-6 042(729)7589
福祉機器リサイクルまちだ 成瀬2,229-2 042(722)2444
東京都町田生活実習所 小野路町1,605-2 042(735)2313
つるかわ学園 真光寺町186 042(735)2220
町田荘 図師町2,987 042(791)0905
愛恵会乳児院 小山町3,191-3 042(773)2806
精舎児童学園 木曽町605 042(722)5225
バット博士記念ホーム 下小山田町2,722 042(797)1371
桜ヶ丘共働学舎 小野路町2,157 042(734)7676
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町田ボランティア・センター 原町田4-9-8（町田市民フォーラム内） 042(725)4465
町田市福祉サービス協会 森野4-8-39 042(728)9067
わくわくプラザ町田 森野1-1-15 042(723)2180

●高齢者福祉センター

ふれあい桜館（小山田） 下小山田町3,580 042(797)2971
ふれあいもみじ館（金森） 金森1,839 042(796)1020
ふれあいいちょう館（鶴川） 大蔵町1,984-1 042(735)5020
ふれあいくぬぎ館（木曽山崎） 山崎町2,160-4（木曽山崎センター内） 042(793)6331
ふれあいけやき館（堺） 相原町795-1（堺市民センター内） 042(770)6234
ふれあいもっこく館（町田） 原町田5-8-21（健康福祉会館内） 042(724)5076

●地域包括支援センター

サンシルバー町田地域包括支援センター 相原町2,373-1 042(770)2552
美郷地域包括支援センター 小山ヶ丘1-2-9 042(797)0200
桜館地域包括支援センター 下小山田町3,580 ふれあい桜館１階 042(797)8032
福音会地域包括支援センター 山崎町2,200 042(792)1105
悠々会地域包括支援センター 能ヶ谷町3,038-1　 042(737)7292
福音会地域包括支援センター 野津田町1,932 042(734)1141
第二清風園地域包括支援センター 薬師台3-270-1 042(736)6907
桜実会地域包括支援センター 玉川学園3-35-1 042(710)3378
湧和地域包括支援センター 本町田2,102-1 042(729)0747
いづみの里地域包括支援センター 原町田5-1-12 042(726)9753
コモンズ地域包括支援センター 森野4-8-39 042(728)9215
創和会地域包括支援センター 成瀬台3-24-1 042(720)3801
合掌苑地域包括支援センター 金森1,075-1 042(796)0899
芙蓉園地域包括支援センター 鶴間661-8 042(796)2789
みぎわホーム地域包括支援センター 鶴間329 042(796)1288

●地域包括推進センター

社会福祉協議会 原町田4-9-8 町田市民フォーラム4階 042(710)2404

●特別養護老人ホーム

芙蓉園 鶴間661-8 042(796)2736
友愛荘 図師町989 042(793)7530
清風園 金井7-17-13 042(735)3000
福音の家 野津田町1,932 042(734)0631
みぎわホーム 鶴間329 042(796)1521
杏林荘 相原町2,017-1 042(774)6606
サルビア荘 図師町2,987 042(794)0333
合掌苑桂寮 金森1,075-1 042(799)2144
いづみの里 原町田5-1-12 042(726)0753
第二清風園 薬師台3-270-1 042(736)6906
美郷 小山ヶ丘1-2-9 042(797)0565
悠々園 能ヶ谷町3,038-1 042(737)7288
コモンズ 森野4-8-39 042(724)1750

●養護老人ホーム

合掌苑 金森1,097-8 042(796)3015

●軽費老人ホーム

町田愛信園 野津田町1,932 042(734)0631
清林ハイツ 金井7-17-20 042(734)2823
いづみの里 原町田5-1-12 042(726)0753
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公立小学校

町田第一小学校 中町1-20-30 042(722)3105
町田第二小学校 原町田4-26-40 042(722)3316
町田第三小学校 本町田1,212 042(722)3329
町田第四小学校 森野2-21-28 042(722)3727
町田第五小学校 玉川学園4-14-7 042(725)8178
町田第六小学校 南大谷1,260 042(722)3659
南大谷小学校 南大谷811-1 042(725)2551
藤の台小学校 金井町3,040-15 042(726)1005
本町田小学校 本町田2,032 042(721)5561
本町田東小学校 本町田3,350 042(722)8193
南第一小学校 鶴間187 042(795)2274
南第二小学校 成瀬4,797 042(727)0805
南第三小学校 金森443 042(722)2663
南第四小学校 金森1,091-1 042(796)1326
つくし野小学校 つくし野2-21-11 042(795)3295
小川小学校 小川3-10-1 042(795)0002
成瀬台小学校 成瀬台2-5-2 042(723)3001
鶴間小学校 鶴間1,083 042(796)1951
高ヶ坂小学校 高ヶ坂729 042(725)4295
成瀬中央小学校 成瀬2-8 042(728)6020
南成瀬小学校 南成瀬3-6 042(726)1080
南つくし野小学校 南つくし野2-4-8 042(796)1950
鶴川第一小学校 野津田町1,290 042(735)1234
鶴川第二小学校 能ヶ谷町1,512 042(735)5498
鶴川第三小学校 鶴川6-5 042(735)2127
鶴川第四小学校 鶴川3-22 042(735)2868
金井小学校 金井町2,612-183 042(735)0010
大蔵小学校 大蔵町286 042(734)2321
三輪小学校 三輪町330-1 044(988)5214
忠生第一小学校 忠生3-10-2 042(791)1021
小山田小学校 上小山田町614 042(797)1824
忠生第三小学校 木曽町1,061 042(791)0721
山崎小学校 忠生2-15-26 042(793)2004
小山田南小学校 小山田桜台2-7 042(797)4541
木曽境川小学校 木曽町1,815-6 042(791)2086
七国山小学校 山崎町1,314-2 042(791)2171
小山小学校 小山町944 042(797)2733
小山ヶ丘小学校 小山ヶ丘5-37 042(770)6251
相原小学校 相原町1,673 042(771)2341
大戸小学校 相原町3,765-3 042(782)9091
都立町田養護学校小学部 野津田町2,003 042(737)0570

私立小学校

玉川学園小学部 玉川学園6-1-1 042(739)8613
日本聾話学校小学部 野津田町1,942 042(735)2361
和光鶴川小学校 真光寺町1,282-1 042(736)0036

公立中学校

町田第一中学校 中町1-27-5 042(722)2420
町田第二中学校 南大谷1,327 042(722)1101
町田第三中学校 本町田1,853 042(722)6095
南大谷中学校 南大谷985-1 042(723)5567
本町田中学校 本町田2,600-4 042(723)3662
南中学校 金森1,200 042(796)2248
つくし野中学校 南つくし野2-14-2 042(795)0323
成瀬台中学校 成瀬台2-5-1 042(728)6030
南成瀬中学校 南成瀬7-7-1 042(729)3441
鶴川中学校 小野路町1,905-1 042(735)2405
鶴川第二中学校 鶴川6-4 042(734)4343
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薬師中学校 金井1-20-1 042(725)5002
真光寺中学校 真光寺3-8-1 042(734)4605
金井中学校 金井6-15-1 042(734)0259
忠生中学校 忠生3-14-1 042(791)0821
山崎中学校 山崎町1,445 042(793)1021
木曽中学校 木曽町2,356 042(792)3081
小山田中学校 小山田桜台1-12 042(797)4545
堺中学校 相原町752 042(771)2348
武蔵岡中学校 相原町3,865 042(782)9155
都立町田養護学校中学部 野津田町2,003 042(737)0570

私立中学校

桜美林中学校 常盤町3,758 042(797)2668
玉川学園中等部 玉川学園6-1-1 042(739)8593
日本大学第三中学校 図師町2,375 042(793)2123
日本聾話学校中学部 野津田町1,942 042(735)2361
和光中学校 真光寺町1,291 042(734)3402

都立高等学校

町田高等学校 中町4-25-3 042(722)2201
忠生高等学校 木曽町2,276 042(791)1631
野津田高等学校 野津田町2,000 042(734)2311
成瀬高等学校 成瀬1,246 042(725)1533
小川高等学校 小川2-1,002-1 042(796)9301
町田工業高等学校 忠生1-20-2 042(791)1035
山崎高等学校 山崎町1,453-1 042(792)2891
町田養護学校高等部 野津田町2,003 042(737)0570

私立高等学校

桜美林高等学校 常盤町3,758 042(797)2667
玉川学園高等部 玉川学園6-1-1 042(739)8533
明泉学園鶴川高等学校 三輪町122 044(988)1126
日本大学第三高等学校 図師町2,375 042(793)2123
和光高等学校 真光寺町1,291 042(734)3403

大学・短期大学

桜美林大学 常盤町3,758 042(797)2661
国士舘大学 広袴1-1-1 042(735)3111
昭和薬科大学 東玉川学園3-3,165 042(721)1511
東京田中短期大学 三輪町704 044(988)5111
玉川大学 玉川学園6-1-1 042(739)8111
鶴川女子短期大学 三輪町1,135 044(988)1128
東京家政学院大学 相原町2,600 042(782)9811
東京女学館大学 鶴間1,105-1 042(796)1145
法政大学 相原町4,342 042(783)2091
和光大学 金井町2,160 044(988)1431

市立保育園

こうさぎ保育園 相原町792 042(772)3034
森野保育園 森野4-8-10 042(722)0352
本町田保育園 本町田29-8 042(723)2789
金森保育園 金森469-1 042(723)3664
大蔵保育園 大蔵町1,984 042(735)3600
山崎保育園 山崎町2,130 042(792)0155
町田保育園 原町田6-26-15 042(722)2679
わかば保育園 本町田2,591-20 042(726)1007
森野3丁目保育園 森野3-11-16 042(710)7888
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私立保育園

こひつじ保育園 原町田2-11-5 042(722)2672
赤ちゃんの家保育園 原町田6-27-10 042(726)9558
草笛保育園 本町田3,133-5 042(725)2652
こうりん保育園 金森208 042(725)7070
町田南保育園 金森1,793-435 042(796)8147
高ヶ坂保育園 高ヶ坂588-1 042(727)2373
町田わかくさ保育園 成瀬1,263 042(728)0288
成瀬南野保育園 成瀬が丘3-22-1 042(795)2101
田園保育園 鶴間411-4 042(795)1081
すみれ保育園 木曽町234-5 042(723)3229
木曽保育園 木曽町1,216-10 042(792)0361
たかね保育園 山崎町2,160 042(791)2705
たかね第二保育園 山崎町1,555 042(793)6736
三輪あいこう保育園 三輪町82-7 044(987)9871
子どもの森保育園 常盤町2,970-1 042(798)7321
ひかりの子保育園 根岸町652-2 042(793)6836
町田ときわ保育園 常盤町3,465-1 042(797)3345
しぜんの国保育園 忠生2-5-3 042(793)4169
ユニケ保育園 山崎町457 042(791)0800
つるかわ保育園 大蔵町2,177-2 042(735)5562
ききょう保育園 鶴川1-16-7 042(735)2242
花の木保育園 真光寺3-1-6 042(734)6113
小野路保育園 小野路町1,416 042(735)2314
小山保育園 小山町2,502 042(797)3042
桜台保育園 小山田桜台1-18 042(797)5131
三輪保育園 三輪町1,720-8 044(989)4639
ゆうき山保育園 金井町2,938-14 042(737)7607
クローバー保育園 相原町3,338-1 042(782)4401
成瀬くりの家保育園 成瀬1-5-1 042(710)8177
ねむの木保育園 金森1,073 042(706)0733
玉川さくら保育園 玉川学園3-35-48 042(725)2166
こばと保育園 金森1,392-1 042(796)3628
高ヶ坂ふたば保育園 高ヶ坂867-1 042(720)8215
多摩境敬愛保育園 小山町4,464 042(775)1470
光の原保育園 小川1,274-2 042(788)5381
敬愛桃の実保育園 小山ヶ丘3-28 042(770)1113
南つくし野保育園 南つくし野2-17-1 042(788)5228
未来保育CLUB 中町1-31-4 042(729)8228
東平ひまわり保育園 広袴町543-1 042(736)2266

公立学童保育クラブ

鶴川学童保育クラブ 鶴川6-5 042(734)0429
本町田学童保育クラブ 本町田2,032 042(722)0815
森野学童保育クラブ 森野2-21-28 042(726)2448
中央学童保育クラブ 中町1-20-30 042(725)5231
金森第二学童保育クラブ 金森1,189-1 042(795)4705
南大谷学童保育クラブ 南大谷264 042(739)6791
つるっこ学童保育クラブ 大蔵町1,913 042(708)0236

委託学童保育クラブ

金森学童保育クラブ 金森777 042(726)0290
鶴川第二学童保育クラブ 鶴川3-22 042(734)3845
藤の台学童保育クラブ 本町田3,350 042(726)2447
高ヶ坂学童保育クラブ 南大谷1,260 042(726)2449
木曽学童保育クラブ 木曽町149-1 042(739)0995
木曽境川学童保育クラブ 木曽町1,815-6 042(793)2270
七国山学童保育クラブ 山崎町1,314-8 042(791)1606
竹ん子学童保育クラブ 本町田1,212 042(722)3267
成瀬学童保育クラブ 成瀬2,149-1 042(726)7966
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自然学童保育クラブ 忠生2-7-5 042(791)4887
小山学童保育クラブ 小山町3,164-1 042(774)2947
なかよしクラブ 忠生3-12-11 042(791)2415
相原たけの子学童保育クラブ 相原町1,673 042(774)4826
わんぱく学童保育クラブ 小川3-10-1 042(795)5875
子どもの森桜台学童保育クラブ 小山田桜台1-3 042(797)6730
三輪子どもの学園学童保育クラブ 三輪町82-7 044(987)9871
そよかぜ学童保育クラブ 成瀬4,797 042(727)8384
大戸のびっ子クラブ 相原町3,236 042(783)1939
藤の台ポケット組学童保育クラブ 金井町3,040-15 042(727)8566
大蔵学童保育クラブ 大蔵町286 042(734)3277
学童21保育クラブ 原町田4-26-40 042(724)7784
すまいる学童保育クラブ 成瀬台2-5-2 042(722)0633
野津田学童保育クラブ 野津田町1,290 042(735)4568
なんなる学童保育クラブ 南成瀬3-6 042(726)1758
ころころ学童保育クラブ 玉川学園3-35-45 042(710)1475
鶴間ひまわり学童保育クラブ 鶴間1,083 042(706)4643
どろんこ学童保育クラブ 金森1,100-1 042(799)0989
小山ヶ丘学童保育クラブ 小山ヶ丘5-37 042(770)6522
小山田学童保育クラブ 上小山田町610 042(797)0920
南つくし野学童保育クラブ 南つくし野2-17-2 -

私立幼稚園

町田こひつじ幼稚園 高ヶ坂1,490-1 042(723)3687
原町田幼稚園 原町田3-9-16 042(722)2454
町田文化幼稚園 旭町1-17 042(726)1008
玉川中央幼稚園 玉川学園2-3-27 042(725)8446
玉川学園幼稚部 玉川学園6-1-1 042(739)8623
さふらん幼稚園 本町田2,441 042(791)0036
町田こばと幼稚園 本町田2,904 042(723)1494
山ゆり幼稚園 本町田3,450 042(723)2474
開進幼稚園 本町田3,350-24 042(725)7851
高ヶ坂幼稚園 高ヶ坂235 042(728)0321
立華幼稚園 高ヶ坂976-1 042(726)4976
町田ひまわり幼稚園 金森1-8-26 042(726)1207
光幼稚園 金森1,218 042(796)1912
南ヶ丘幼稚園 小川1,546-3 042(795)0057
小川幼稚園 小川1-18-1 042(795)1134
鶴間幼稚園 鶴間437 042(795)1450
第一富士幼稚園 成瀬1,416 042(723)4055
成瀬台幼稚園 成瀬台2-2-12 042(726)9123
つくし野天使幼稚園 つくし野2-18-4 042(795)5127
鶴川若竹幼稚園 野津田町1,303 042(735)5210
日本聾話学校幼稚部 野津田町1,942 042(735)2361
鶴川シオン幼稚園 大蔵町2,216 042(735)3136
藤の台幼稚園 金井町3,040-2 042(725)5472
鶴川平和台幼稚園 能ヶ谷町1,648 042(735)4918
鶴川女子短大附属幼稚園 三輪町122 044(988)4074
慶松幼稚園 鶴川1-5-2 042(735)3252
和光鶴川幼稚園 真光寺町1,271-1 042(735)2291
きそ幼稚園 木曽町406 042(722)5144
境川幼稚園 木曽町941 042(791)3680
カナリヤ幼稚園 山崎町2,088-1 042(791)2290
正和幼稚園 山崎町2,261-1 042(791)2746
町田自然幼稚園 忠生2-7-5 042(791)0015
子どもの森幼稚園 常盤町3,031-2 042(797)7631
桜美林幼稚園 常盤町3,624-1 042(797)0796
町田すみれ幼稚園 小山町4,365-1 042(773)1151
相原幼稚園 相原町4,445-3 042(782)2104
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その他の官公署など

●警察・消防

町田警察署 旭町3-1-3 042(722)0110
町田消防署 中町3-2-19 042(722)0119
町田消防署忠生出張所 忠生3-6-1 042(792)0119
　　  〃  　　南出張所 金森1,770-1 042(795)0119
　  　〃  　　鶴川出張所 鶴川3-2-4 042(735)0119
　　  〃  　　西町田出張所 相原町45-3 042(770)0119
　　  〃  　　成瀬出張所 成瀬2,106-6 042(720)0119

●町田合同庁舎

東京法務局町田出張所 森野2-28-14 042(722)2414
八王子労働基準監督署　町田支署 　　   〃 042(724)6881
町田区検察庁 　　   〃 042(720)1803
町田公共職業安定所 　  　 〃 042(732)8609

●国・東京都の機関

町田税務署 中町3-3-6 042(728)7211
八王子都税事務所　町田都税支所 中町1-31-12 042(728)5111
町田簡易裁判所 森野2-28-11 042(727)5011
八王子社会保険事務所 八王子市南新町4-1 0426(26)3511
町田年金相談センター 森野1-15-13 日商パリオビル5階
町田公証役場 中町1-5-7M・Iフラット1階 042(722)4695
町田保健所 中町2-13-3 042(722)0621
東京都労働相談情報センター八王子事務所  
東京都労働センター報町田出張労働相談所
東京都町田高年齢者就業相談所 中町1-4-4 中町第２庁舎内 042(725)6271

●郵便局

町田郵便局 旭町3-2-22 042(722)2251
鶴川郵便局 大蔵町446 042(735)6505
町田西郵便局 小山町4,275-2 042(773)6090

●医師会

町田市医師会 森野3-13-20 医師会館 042(722)9486
町田市歯科医師会 原町田5-8-7 ガーデン町田 042(726)8018
東京都薬剤師会町田支部 森野2-24-11 042(722)3689

●農協

町田市農業協同組合本店 忠生3-7-2 042(792)6111
　　　   　 〃    　　　　町田支店 森野2-29-15 042(722)2022
　　　    　〃    　　　　鶴川支店 大蔵町1,877 042(735)1511
　　　    　〃　    　　　忠生支店 忠生3-6-23 042(791)3111
　　　    　〃　    　　　堺支店 相原町675 042(771)3151
　　　    　〃　    　　　南支店 小川1,259 042(795)2225

●電気・ガス・電話

NTT東日本相模原支店 相模原市富士見1-1-25 電話料金 0120(875)225
故障 113

東京電力町田営業所 原町田5-14-1  0120(995)662
東京電力相模原営業所 相模原市千代田6-12-25 042(754)1472
東京ガスカスタマーサービス 相模原市相模大野5-8-18 042(742)6721

●交通

横浜線町田駅 原町田1-1-36 050(2016)1600
　 〃 　相原駅 相原町1,218 050(2016)1600
　 〃 　成瀬駅 南成瀬1-1-5 050(2016)1600

森野1-33-10 森野分庁舎内 042(726)1394
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小田急線町田駅 原町田6-12 042(727)2200
　   〃  　玉川学園前駅 玉川学園2-21-9 042(727)2200
　   〃  　鶴川駅 能ヶ谷町66 042(727)2200
田園都市線つくし野駅 つくし野4-1 045(981)0476
　　   〃     すずかけ台駅 南つくし野3-1 045(981)0476
　　   〃  　 南町田駅 鶴間3-3-2 045(981)0476
京王相模原線多摩境駅 小山町2,718-1 042(779)6988
神奈川中央交通町田営業所 野津田町350 042(735)5970
　　　   〃  　 　　相模原営業所 相模原市下溝3,038 042(771)6793
　　   　〃   　　　津久井営業所 津久井郡三ヶ木331 042(784)0661
　　　   〃  　 　　多摩営業所 八王子市南大沢3-19-1  0426(78)6550
小田急バス町田営業所 野津田町284-1 042(734)5211

●その他

南多摩斎場 上小山田町2,147 042(797)7641
東京都南多摩東部建設事務所 中町1-31-12 042(720)8622
町田市社会福祉協議会 原町田4-9-8 町田市民フォーラム内 042(722)4898
町田商工会議所 原町田3-3-22 商工会館内 042(722)5957
町田まちづくり公社「ぽっぽ町田」 原町田4-10-20 042(723)8770
（社）町田市シルバー人材センター 森野1-1-15 わくわくプラザ町田内 042(723)2147
（財）町田市勤労者福祉サービスセンター 森野1-33-3 042(723)0667

市役所

八王子 〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 0426(26)3111
立川 〒190-0022 立川市錦町3-2-26 042(523)2111
武蔵野 〒180-0012 武蔵野市緑町2-2-28 0422(51)5131
三鷹 〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1 0422(45)1151
青梅 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 0428(22)1111
府中 〒183-8703 府中市宮西町2-24 042(364)4111
昭島 〒196-8511 昭島市田中町1-17-1 042(544)5111
調布 〒182-8511 調布市小島町2-35-1 0424(81)7111
小金井 〒184-8504 小金井市本町6-6-3 042(383)1111
小平 〒187-8701 小平市小川町2-1,333 042(341)1211
日野 〒191-8686 日野市神明1-12-1 042(585)1111
東村山 〒189-8501 東村山市本町1-2-3 042(393)5111
国分寺 〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 042(325)0111
国立 〒186-8501 国立市富士見台2-47-1 042(576)2111
西東京
　田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町5-6-13 0424(64)1311
　保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町1-5-1 〃
福生 〒197-8501 福生市本町5 042(551)1511
狛江 〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5 03(3430)1111
東大和 〒207-8585 東大和市中央3-930 042(563)2111
清瀬 〒204-8511 清瀬市中里5-842 0424(92)5111
東久留米 〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 0424(70)7777
武蔵村山 〒208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 042(565)1111
多摩 〒206-8666 多摩市関戸6-12-1 042(375)8111
稲城 〒206-8601 稲城市東長沼2111 042(378)2111
羽村 〒205-8601 羽村市緑ヶ丘5-2-1 042(555)1111
あきる野 〒197-0814 あきる野市二宮350 042(558)1111
相模原（神奈川県） 〒229-8611 相模原市中央2-11-15 042(754)1111

東京都庁

東京都庁 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 03(5321)1111
八王子合同庁舎 〒192-0046 八王子市明神町3-19-2 0426(44)1111
立川合同庁舎 〒190-0022 立川市錦町4-6-3 042(523)3171
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町村役場

瑞穂町 〒190-1292 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2,335 042(557)0501
日の出町 〒190-0192 西多摩郡日の出町大字平井2,780 042(597)0511
奥多摩町 〒198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6 0428(83)2111
檜原村 〒190-0212 西多摩郡檜原村467-1 042(598)1011
大島町 〒100-0101 大島町元町1-1-14 04992(2)1441
八丈町 〒100-1498 八丈町大賀郷2,345-1 04996(2)1121
利島村 〒100-0301 利島村248 04992(9)0011
新島村 〒100-0402 新島村本村1-1-1 04992(5)0240
神津島村 〒100-0601 神津島村904 04992(8)0011
三宅村 〒100-1212 三宅村阿古497 04994(5)0981
御蔵島村 〒100-1301 御蔵島村字かねが沢 04994(8)2121
青ヶ島村 〒100-1701 青ヶ島村無番地 04996(9)0111
小笠原村 〒100-2101 小笠原村父島字西町 04998(2)2821

区役所

千代田 〒102-8688 千代田区九段南1-6-11 03(3264)2111
中央 〒104-8404 中央区築地1-1-1 03(3543)0211
港 〒105-8511 港区芝公園1-5-25 03(3578)2111
新宿 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 03(3209)1111
文京 〒112-8555 文京区春日1-16-21 03(3812)7111
台東 〒110-8615 台東区東上野4-5-6 03(5246)1111
墨田 〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 03(5608)1111
江東 〒135-8383 江東区東陽4-11-28 03(3647)9111
品川 〒140-8715 品川区広町2-1-36 03(3777)1111
目黒 〒153-8573 目黒区中央町2-4-5 03(3715)1111
大田 〒144-8621 大田区中央2-10-1 03(5744)1111
世田谷 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 03(5432)1111
渋谷 〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1 03(3463)1211
中野 〒164-8501 中野区中野4-8-1 03(3389)1111
杉並 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1 03(3312)2111
豊島 〒170-8422 豊島区東池袋1-18-1 03(3981)1111
北 〒114-8508 北区王子本町1-15-22 03(3908)1111
荒川 〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 03(3802)3111
板橋 〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 03(3964)1111
練馬 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 03(3993)1111
足立 〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 03(3880)5111
葛飾 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 03(3695)1111
江戸川 〒132-8501 江戸川区中央1-4-1 03(3652)1151



忠生市民センター

堺市民センター

鶴川市民センター

小山市民センター

なるせ駅前市民センター

　南市民センター

番号
1 大地沢青少年センター
2 南多摩斎場

3

4 野津田公園・陸上競技場
5 自由民権資料館
6 鶴川図書館・鶴川中央公園
7 鶴見川クリーンセンター
8 三輪センター

9

10 こころみ農園
11 薬師池公園
12 町田リス園
13 木曽山崎センター・木曽山崎図書館
14 町田ダリア園
15 日向山公園・ひなた村
16 市立博物館・本町田遺跡公園
17 玉川学園文化センター
18 境川クリーンセンター
19 木曽森野センター
20 町田市民病院
21 サン町田旭体育館・町田警察署
22 市民ホール

24
25 町田市役所
26 町田税務署・八王子都税事務所町田都税支所
27 町田消防署
28 町田市公民館
29 中町第２庁舎・中町第３庁舎
30 森野分庁舎
31 健康福祉会館
32 芹ヶ谷公園・国際版画美術館
33 せりがや会館
34 中央図書館
35 町田市民フォーラム
36 成瀬センター
37 ふれあい（もみじ館）・金森図書館
38 総合体育館
39 町田下水処理場
40 つくし野センター
41 鶴間公園

町 田 合 同 庁 舎 （ 法 務 局 ・ 地 方 検 察 庁 ・
簡 易 裁 判 所 ・ 労 働 基 準 監 督 署 ・ 職 安 ）
すみれ会館・町田保健所・中町分庁舎・さるびあ図書館

23

施　　設　　名

リ サ イ ク ル 文 化 セ ン タ ー ・ 花 の 家 ・ 大 賀 ぐ う し 館 ・
市 立 室 内 プ ー ル ・ ふ れ あ い （ 桜 館 ）

授 産 セ ン タ ー （ 町 田 美 術 工 芸 館 ）
町 田 市 障 が い 者 福 祉 セ ン タ ー （ ひ か り 療 育 園 ）

小田急　町田駅

ＪＲ　町田駅
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