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Ｎｏ A.主要観光地（商工観光課推奨） 所在地
A1 ふれあいの丘 福原1411-22

A2 与一温泉 佐久山3123-2

A3 佐久山温泉きみのゆ 佐久山2508

Ｎｏ B.公共施設等 所在地
B1 野崎駅 薄葉2233

B2 野崎地区公民館 野崎2-26-2

B3 上石上自治公民館 上石上57

B4 下石上自治公民館 下石上1364-3

B5 野崎自治公民館 野崎2-20

B6 野崎東町自治公民館 下石上1770-8

B7 上薄葉自治公民館 薄葉2291-4

B8 薄葉団地自治公民館 薄葉2153-35

B9 薄葉第二団地自治公民館 薄葉1998-27

B10 薄葉第三団地自治公民館 薄葉1922-5

B11 中薄葉自治公民館 薄葉1847-2

B12 平沢自治公民館 親園1855-3

B13 野崎ニュ－タウン自治公民館 実取806-92

B14 野崎公園 野崎2-68

B15 下石上公園 下石上1386

B16 上石上公園 上石上1838-1

B17 佐久山地区公民館 佐久山2287-1

B18 岩井町自治公民館 佐久山1292-2

B19 桜町自治公民館 佐久山1960-2

指定の行き先【区分一覧】　（野崎・佐久山地区）

計　１２区分



B20 上町自治公民館 佐久山2242

B21 仲町自治公民館 佐久山2016-3

B22 下町自治公民館 佐久山2043

B23 荒町公民館 佐久山2169

B24 新町自治公民館 佐久山2189

B25 松原集落センター 佐久山3961-3

B26 大沢集落センター 佐久山4249-3

B27 平山自治公民館 佐久山2659-1

B28 佐久山南部自治公民館 佐久山3543-7

B29 藤沢自治公民館 藤沢284

B30 琵琶池自治公民館 藤沢110-2

B31 大神集落センター 大神795

B32 大神南部自治公民館 大神551-13

B33 福原集落センター 福原349

B34 福原南部公民館 福原1743

Ｎｏ C.寺院・神社等 所在地
C1 愛宕神社 佐久山4215

C2 正浄寺 佐久山1301

C3 実相院 佐久山2243

C4 太子堂 佐久山775

C5 玄性寺 福原361

C6 永興寺 福原283

C7 常敬寺 福原275

Ｎｏ D.商業(販売業)施設 所在地
D1 ダイユー野崎店 薄葉2157-2

D2 セブンイレブン野崎店・実取店 下石上2108-7／実取805-1

D3 ファミリーマート大田原野崎店 下石上2111-7

D4 ヒノヤ魚店 野崎2-11-3

D5 (有)磯ケ谷養鶏園たまご直売所 上石上1871

D6 ノザキ書店 下石上1771

D7 花壇生花店 薄葉2155

D8 きらり佐久山農産物直売所 佐久山2554-1

D9 石崎総合食品店 佐久山2123

D10 佐々木商店 福原2217

D11 橋本屋書店 佐久山2034

D12 魚鶴商店 佐久山2048

D13 上田豆腐店 佐久山2015

D14 松月菓子店 佐久山2505-1

D15 和気精肉店 佐久山2220-3



Ｎｏ E.飲食店 所在地
E1 鳥よし 薄葉2065

E2 米々亭 薄葉2033-2

E3 なか川 下石上1764-17

E4 からはし 薄葉1136

E5 栄楽苑 下石上1096-5

E6 喜多見家 上石上1532-3

E7 さかえや 薄葉2108-5

E8 お多福 野崎2-6-6

E9 幸寿司 下石上1810

E10 天ぷらふじた 薄葉2287-12

E11 レストラン保保 上石上1794-3

E12 農村レストランきらり 佐久山2554-1

E13 レストラン彩菜 佐久山2554

E14 キッチン菜胡野家 佐久山4328-58

Ｎｏ F.宿泊施設 所在地
F1 ホテルタマノ 野崎2-20-1

F2 佐久山温泉きみのゆ 佐久山2508

Ｎｏ G.金融機関・郵便局 所在地
G1 足利銀行野崎ATM

G2 栃木銀行野崎出張所 薄葉2207-38

G3 大田原信用金庫野崎支店 薄葉2287-9

G4 大田原野崎郵便局 野崎2-11-11-1

G5 佐久山郵便局 佐久山2226-8

G6 福原郵便局 福原331-2

Ｎｏ H.病院・医療機関 所在地
H1 那須中央病院 下石上1453

H2 藤田医院 野崎2-7-14

H3 小松歯科医院 薄葉2155-23

H4 快正堂薬局 野崎2-10-4

H6 阿部内科 佐久山2018

H7 前田歯科医院 佐久山2235

H8 とちぎ薬局佐久山 佐久山2020

Ｎｏ I.学校関係 所在地
I1 薄葉小学校 薄葉2014

I2 石上小学校 上石上1528

I3 野崎中学校 薄葉2250

I4 佐久山小学校 佐久山2271

I5 福原小学校 福原1132

I6 学童保育館あすなろ 佐久山2268-1

Ｎｏ J.身体障害者授産施設・ほほえみセンター 所在地



J1 下石上ほほえみセンター 野崎2-13-6

J2 薄葉ほほえみセンター 薄葉1903-2

J3 特別用語老人ホーム晴風園 下石上1258

J4 デイサービス咲楽　大田原 薄葉1360-2

J5 同仁苑 下石上1452

J6 佐久山ほほえみセンター 佐久山2277

Ｎｏ K.JA関連施設 所在地
K1 JAなすの野崎出張所 野崎1-7-10

Ｎｏ L.その他サービス施設・派出所 所在地
L1 石上ゴルフクラブ 上石上1537

L2 アクセント（美容室） 薄葉2822

L3 イマージュ（美容室） 薄葉1257-14

L4 野崎駐在所 野崎2-1-11

L5 千成ゴルフクラブ 大神633

L6 ニューセントアンドリュースゴルフクラブ 福原2002

L7 琵琶池ゴルフクラブ 藤沢91-4

※各施設の利用時間などについては、施設に直接お問い合わせください。


