
３ 広報まえばし

地区 名　称 所在地 電話番号
広瀬保育所 広瀬町一丁目27-3 261－1724
広瀬小 広瀬町三丁目19 263－2236
山王小 山王町160-1 266－5171
朝倉小 朝倉町165-1 261－7775
天神小 後閑町50-4 265－3312
上川淵小 朝倉町466 265－0650
七中 宮地町33-1 265－0946
春日中 上佐鳥町207 265－1941
広瀬中 後閑町437-1 265－3755
前橋工科大 上佐鳥町460-1 265－0111
上川淵公民館 後閑町35 265－0455
ひろせ老人福祉センタ－ 広瀬町二丁目16 261－0880
市民体育館 上佐鳥町460-1 265－0900
前橋工科大運動場 上佐鳥町460-1
八幡山公園 朝倉町四丁目
下川淵保育所 鶴光路町68-2 265－0945
下川淵小 鶴光路町38-1 265－0656
下川淵公民館 鶴光路町59-3 265－0651
芳賀保育所 鳥取町821-1 269－8721
芳賀小 勝沢町719 269－5826
嶺小 嶺町1409-2 269－6633
芳賀中 鳥取町796 269－5829
芳賀公民館 鳥取町817 269－6724
芳賀公園 小坂子町
桂萱保育所 上泉町1475-1 269－7865
桂萱小 上泉町178 231－3015
桃木小 上沖町732-1 233－2963
桂萱東小 堤町471 269－0935
桃瀬小 西片貝町三丁目343 224－5790
桂萱中 上泉町175 231－3066
桂萱公民館 上泉町141-3 261－0111
産業人スポーツセンター 東片貝町417-4 261－2562
山形公園 三俣町三丁目
前橋こども公園 西片貝町五丁目
荻窪公園 荻窪町
東保育所 箱田町618 251－4866
東小 箱田町1452-1 251－6421
大利根小 大利根町二丁目12-1 252－8111
新田小 上新田町1160 252－1833
東中 光が丘町３ 251－5491
箱田中 前箱田町396-1 252－5711
東公民館 箱田町1642 251－2598
大利根中央公園 大利根町一丁目
大利根緑地多目的広場 下新田町
元総社保育所 元総社町100-10 251－2658
石倉保育所 石倉町二丁目11-3 251－5657
元総社小 元総社町一丁目33-11 251－2181
元総社南小 元総社町80-2 251－2790
元総社北小 総社町総社3149 253－0026
元総社中 総社町総社3060 253－5481
元総社公民館 大友町三丁目6-14 251－2243
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地区 名　称 所在地 電話番号
さくら公園 大友町一丁目
大渡公園 大渡町二丁目
明神東公園 元総社町
総社保育所 総社町総社1596 251－6651
総社小 総社町総社1608 251－6662
勝山小 総社町植野123 253－2456
六中 総社町総社1625 251－6661
総社公民館 総社町総社1596-1 251－4933
王山運動場 総社町一丁目8-2
総社町５号公園 高井町一丁目
総社２号団地公園 総社町一丁目
南橘保育所 荒牧町823-2 231－9666
細井保育所 上細井町2006-4 231－7707
北保育所 関根町三丁目6-1 233－2144
細井小 下細井町67-1 231－1780
桃川小 荒牧町514 231－1779
荒牧小 荒牧町四丁目9-2 233－3080
南橘中 荒牧町975 231－5351
鎌倉中 上細井町2130 234－5757
市立前橋 上細井町2211-3 231－2738
南橘公民館 日輪寺町158 231－2376

荒牧町1154-1 233－2121

北部運動場 上細井町2127-4
下小出中央公園 下小出町二丁目
関根公園 関根町三丁目
上小出国体公園 上小出町二丁目
清里保育所 清野町417 251－9315
清里小 青梨子町446 251－9006
清里公民館 青梨子町339 251－9005
清里方面運動場 青梨子町
永明小 上大島町655 261－0409
市立養護学校 東上野町459-1 260－3001
駒形小 駒形町1172 266－0028

小屋原町1857-3 266－5775

大島公園 天川大島町
木瀬保育所 小屋原町1122-2 266－1491
荒砥保育所 荒子町1019-2 268－2525
荒子小 荒子町1240 268－2913
大室小 西大室町2817 268－2900
二之宮小 二之宮町1841 268－2251
笂井小 笂井町1160 266－0068
木瀬中 小屋原町1811-1 266－0069
荒砥中 荒子町1338 268－2004
城南公民館 二之宮町1320 268－2111
木瀬方面運動場 小屋原町1857-1
大室公園 西大室町
総合運動公園 荒口町
城南工業団地公園 東大室町
神沢の森公園 神沢の森
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永明公民館（東部地区
農村環境改善センター）


