
No. 施設の名称 設置場所 市町村 所在地 利用可能な曜日 利用可能時間

1 加須はなさき公園
管理事務所内救護室（夏季
は従業員詰所）

加須市 水深１７２２ 毎日使用可能 ９：００～１７：００

2 環境科学国際センター 展示館受付 加須市 上種足９１４ 原則毎日使用可能、年末年始（１２／２９～１／３）は使用不 ８：３０～１７：１５

3 埼玉県立不動岡高等学校 小会議室 加須市 不動岡１－７－４５
月～金曜日使用可能、土・日曜日、休日、年末年始（１２／
２９～１／３）は使用不可

８：３０～１７：１５

4 埼玉県立不動岡高等学校 体育研究室 加須市 不動岡１－７－４５
月～金曜日使用可能、土・日曜日、休日、年末年始（１２／
２９～１／３）は使用不可

８：３０～１７：１５

5 埼玉県立騎西特別支援学校 職員室前廊下 加須市 上種足四番８８８－１
月～金曜は使用可能、土、日、休日、年末年始（１２／２９～
１／３)は使用不可

８：３０～１７：１５

6 加須市役所 １階ロビー 加須市 三俣２－１－１ 月～金曜は使用可能、土曜は使用不可、 ８：３０～１７：１５

7 加須市医療診断センター 待合室隣（１階） 加須市 富士見町５－３８
月～金曜は使用可能、土・日・休日・年末年始（１２／２９～
１／３）は使用不可

８：３０～１８：００

8 埼玉東部消防組合　加須消防署 正面入り口カウンター 加須市 北小浜７８０－１ 毎日使用可能 ２４時間
9 埼玉東部消防組合　加須消防署騎西分 正面入り口受付カウンター 加須市 騎西３－２ 毎日使用可能 ２４時間

10
埼玉東部消防組合　加須消防署大利根
分署

正面入り口受付カウンター 加須市 北下新井７７３ 毎日使用可能 ２４時間

11
埼玉東部消防組合　加須消防署北川辺
分署

正面入り口受付カウンター 加須市 麦倉１２５８－１ 毎日使用可能 ２４時間

12
埼玉東部消防組合　加須消防署加須南
分署

正面入り口受付カウンター 加須市 下高柳１９３２－１ 毎日使用可能 ２４時間

13 柳生診療所 待合室 加須市 柳生２８２４－１ 診療日のみ使用可能 診療時間中のみ使用可能
14 松本医院 診察室 加須市 本町１１－５ 診療時間中のみ使用可能 診療時間中のみ使用可能
15 塩崎歯科 持出用（２階受付横） 加須市 大門町４－５ 月～水、金、土曜は使用可能、木、日曜は使用不可 ９：００～１８：００

16 加須市民体育館 事務室 加須市 下三俣５９０ 毎日使用可能、年末年始は使用不可
８：３０～２１：００、日曜日は
８：３０～１７：００

17 緑の中のファミリーランドむさしの村 ファミリー館フロント 加須市 志多見１７００－１ 毎日使用可能、１２／３１，１／１は使用不可
９：３０～１６：３０(一般日帰り
客)、８：３０～１９：００(ホテル
宿泊費)

18 不動ヶ丘病院 ３病棟ナースステーション内 加須市 岡古井１０７ 毎日使用可能 ２４時間

19 加須市立わらべ保育園 医務室内 加須市 北下新井６６９－１ 月～土曜は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用不可
７：１５～１９：３０、土曜は７：１
５～１４：００

20 加須市立大利根東小学校 職員室 加須市 旗井８０７
月～金曜日は使用可能、土・日曜日、休日、学校休業日は
使用不可

８：３０～１７：００

21 加須市立原道小学校 職員室 加須市 細間６９９
月～金曜日は使用可能、土・日曜日、休日、学校休業日は
使用不可

８：３０～１７：００

22 加須市立豊野小学校 職員室 加須市 生出３１３－１
月～金曜日は使用可能、土・日曜日、休日、学校休業日は
使用不可

８：３０～１７：００

23 加須市立元和小学校 職員室 加須市 北下新井５２１－１
月～金曜日は使用可能、土・日曜日、休日、学校休業日は
使用不可

８：３０～１７：００

24 加須市立大利根中学校 職員室 加須市 北下新井１７０５－１
月～金曜日は使用可能、土・日曜日、休日、学校休業日は
使用不可

８：３０～１７：００

25 北川辺体育館 管理室 加須市 柏戸２０３７
火～日曜は使用可能、月曜、年末年始（１２／２９～１／
３）、盆休み（８／１３～８／１５）は使用不可

９：００～２１：３０

26 加須市立北川辺中学校 職員室 加須市 麦倉３７０５ 月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始は使用 ８：０５～１６：５０
27 加須市立北川辺東小学校 職員室 加須市 向古河５４ 月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始は使用 ８：０５～１６：５０
28 加須市立北川辺西小学校 職員室 加須市 麦倉１１８９ 月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始は使用 ８：１０～１６：５５

29 加須市立昭和中学校 保健室前廊下 加須市 北小浜７０
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２／
２９～１／３）は使用不可

８：０５～１６：５０

30 加須市立加須東中学校 職員室前廊下 加須市 花崎１－２２－１
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２／
２９～１／３）は使用不可

８：００～１６：４５



31 加須市立加須平成中学校 ２階校長室前廊下 加須市 南大桑１８６０
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２／
２９～１／３）は使用不可

８：００～１６：４５

32 加須市立加須北中学校 職員室前廊下 加須市 上樋遣川４１２８
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２／
２９～１／３）は使用不可

８：００～１６：４５

33 加須市立加須西中学校 職員室前廊下 加須市 馬内１
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２／
２９～１／３）は使用不可

８：００～１６：４５

34 市民プラザかぞ ３階事務室前 加須市 中央２－４－１７
水～月曜は使用可能、火曜（祝日の場合は翌日）、年末年
始（１２／２９～１／３）は使用不可

８：３０～２２：００

35 パストラルかぞ 事務室前 加須市 上三俣２２５５
水～月曜は使用可能、火曜（祝日の場合は翌日）、年末年
始（１２／２８～１／４）は使用不可

８：３０～２２：００

36 加須未来館 事務室前 加須市 外野３５０－１
水～月曜は使用可能、火曜（祝日の場合は翌日）、年末年
始（１２／２９～１／３）は使用不可

８：３０～１７：１５

37 南篠崎コミュニティセンター 事務室前 加須市 南篠崎２－１－６ 毎日使用可能、年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可
８：３０～２２：００、（８／１３～
１６は１７：００まで）

38 花崎コミュニティセンター 事務室 加須市 花崎１－２２－１６
水～月曜は使用可能、火曜、休日、年末年始（１２／２９～１
／３）は使用不可

８：３０～２２：００

39 加須市川口コミュニティセンター 事務室前 加須市 川口２－１２－１
水～月曜は使用可能、火曜、休日、年末年始（１２／２９～１
／３）は使用不可

８：３０～１７：１５

40 いけざわ医院 処置室 加須市 南篠崎１４１－５ 診療日のみ使用可能 診療時間中のみ使用可能
41 ドコモショップ加須店 お客様窓口内 加須市 向川岸町２３７－３　喜美恵ビル１ 毎日使用可能 １０：００～２０：００
42 ドコモショップカインズモール大利根店 お客様窓口内 加須市 琴寄７０　カインズモール１階 毎日使用可能、カインズモール定休日は使用不可 １０：００～２０：００

43 加須はなさき公園
管理執務室（夏季プール期
間は中央監視塔）

加須市 水深１７２２ 毎日使用可能、 ９：００～１７：００、

44 平成国際大学 事務室 加須市 水深大立野２０００
月～土曜使用可能　日、休日、年末年始（１２/２６～１/５）、
夏季休業（８/１３～１５）は使用不可

月～金曜８：３０～２０：３０、
土曜８：３０～１５：００

45 平成国際大学 アリーナ 加須市 水深大立野２０００
月～土曜使用可能　日、休日、年末年始（１２/２６～１/５）、
夏季休業（８/１３～１５）は使用不可

月～金曜８：３０～２０：３０、
土曜８：３０～１５：００

46 平成国際大学 剣道場 加須市 水深大立野２０００
月～土曜使用可能　日、休日、年末年始（１２/２６～１/５）、
夏季休業（８/１３～１５）は使用不可

月～金曜８：３０～２０：３０、
土曜８：３０～１５：００

47 平成国際大学 野球場 加須市 水深大立野２０００
月～土曜使用可能　日、休日、年末年始（１２/２６～１/５）、
夏季休業（８/１３～１５）は使用不可

月～金曜８：３０～２０：３０、
土曜８：３０～１５：００

48 平成国際大学 陸上競技場 加須市 水深大立野２０００
月～土曜使用可能　日、休日、年末年始（１２/２６～１/５）、
夏季休業（８/１３～１５）は使用不可

月～金曜８：３０～２０：３０、
土曜８：３０～１５：００

49 加須市立加須小学校 アリーナホール 加須市 本町４－２５
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：００～１６：４５

50 加須市立加須南小学校 職員室前廊下 加須市 下高柳１９９１
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
８～１/３）は使用不可

８：００～１６：４５

51 加須市立不動岡小学校 職員室前廊下 加須市 不動岡７９８
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：０５～１６：５０

52 加須市立三俣小学校 職員室前廊下 加須市 北小浜８５０
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：０５～１６：５０

53 加須市立礼羽小学校 職員室前廊下 加須市 礼羽５６０
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：０５～１６：５０

54 加須市立大桑小学校 職員室前廊下 加須市 南大桑３３８８－１
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：０５～１６：５０

55 加須市立花崎北小学校 職員室前廊下（２階玄関） 加須市 花崎北３－１
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：０５～１６：５０

56 加須市立水深小学校 職員室前廊下 加須市 大室１６５
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：００～１６：４５

57 加須市立樋遣川小学校 職員室前廊下 加須市 下樋遣川４２７
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：０５～１６：５０



58 加須市立志多見小学校 職員室前廊下 加須市 志多見６３３
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：０５～１６：５０

59 加須市立大越小学校 職員室前廊下 加須市 大越２１１５
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：００～１６：４５

60 北川辺文化・学習センター 事務室前 加須市 麦倉１４７３－１
火～日曜、休日は使用可能、月曜、年末年始（１２/２９～１/
３）は使用不可

９：００～２１：３０

61 道の駅きたかわべ物産販売施設「いな 農村レストラン 加須市 小野袋１７３７ 毎日使用可能、年始（１/１～１/２）は使用不可 ９：００～１７：００
62 大利根総合支所 １階ロビー 加須市 北下新井１６７９－１ 毎日使用可能 ８：３０～１７：１５
63 十善病院 診察待合室 加須市 愛宕１－９－１６ 診療日のみ使用可能 診療時間中のみ使用可能
64 増田歯科クリニック 診療室 加須市 川口１２０－４ 月、火、水、金、土曜日使用可能 ９：００～１９：００

65 童謡のふる里図書館 １階カウンター相談窓口横 加須市 琴寄５９７－１
祝日、火～日曜は使用可能、月曜、祝日の翌日、年末年始
（１２/２９～１/３）、特別整理期間（５月中旬、１１月中旬）は

９：３０～１８：３０、６月～９月
の平日のみ９：３０～１９：３０

66 大利根文化体育館 １階事務室受付窓口横 加須市 北下新井６８４－１ 毎日使用可能、年末年始（１２/２９～１/３）は使用不可、
８：３０～１７：００、１７：００以
降は施設利用終了時まで使
用可能

67 花咲徳栄高等学校
メモリアルスタジアム（救護
室）

加須市 花崎江橋５１９ 月～土曜日は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用不可
月～金曜　９：００～１７：００、
土曜　　　９：００～１４：００

68 花咲徳栄高等学校 第一体育館 加須市 花崎江橋５１９ 月～土曜日は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用不可
月～金曜　９：００～１７：００、
土曜　　　９：００～１４：００

69 花咲徳栄高等学校
徳栄ドーム（室内野球練習
場）

加須市 花崎江橋５１９ 月～土曜日は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用不可
月～金曜　９：００～１７：００、
土曜　　　９：００～１４：００

70 花咲徳栄高等学校 保健室 加須市 花崎江橋５１９ 月～土曜日は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用不可
月～金曜　９：００～１７：００、
土曜　　　９：００～１４：００

71 船曳歯科医院 診療室 加須市 東栄２－１－８ 月～土曜は使用可能、日曜、祝日は使用不可 ９：００～１８：００

72 鈴木歯科医院 診療室 加須市 睦町２－５－５ ○月、火、水、金、土曜日使用可能
○９：００～１２：００、１４：００
～１９：００

73 まるか歯科クリニック 診療室 加須市 南町６－９ 診療日のみ使用可能 診療時間中のみ使用可能
74 騎西コミュニティセンター 受付窓口内 加須市 騎西３６－１ 年末年始は使用不可 ９：００～２２：００
75 加須市立鴻茎小学校 保健室 加須市 鴻茎１５９６－２ 学校開校日のみ使用可能 学校開校時間中のみ使用可
76 加須市立種足小学校 保健室 加須市 中種足１２３ 学校開校日のみ使用可能 学校開校時間中のみ使用可
77 加須市立騎西小学校 保健室 加須市 騎西５２－３ 学校開校日のみ使用可能 学校開校時間中のみ使用可
78 加須市立田ヶ谷小学校 保健室 加須市 内田ケ谷４４７－３ 学校開校日のみ使用可能 学校開校時間中のみ使用可
79 加須市立高柳小学校 保健室 加須市 上高柳８８９ 学校開校日のみ使用可能 学校開校時間中のみ使用可
80 加須市立騎西中学校 保健室 加須市 騎西１００１ 月～金曜は使用可能（授業日） ８：００～１７：００

81 メモリアルトネ １Ｆ事務室前 加須市 川口４－３－５ 毎日使用可能

通夜のある日・・・８：３０～１
９：３０または２０：３０、通夜の
ない日、友引の前日、年末年
始（１/１～２）、８：３０～１７：１

82 ライオンズガーデン花崎管理組合 Ｅ棟集会所の自販機内 加須市 花崎北２－１６－１
原則　毎日使用可能、但し、年末年始（１２/３０～１/３）は使
用不可

９：００～１８：００

83 森井歯科医院 診療室 加須市 騎西１３４９ 診療日のみ使用可能、日曜、祭日は使用不可 診療時間中のみ使用可能

84 若山歯科医院 診療室内 加須市 騎西８３７－５ 月～土曜日使用可能
９：３０～１２：３０　１４：３０～１
９：００使用可能

85 野本歯科医院 院内 加須市 久下２－３６－４ 診療日のみ使用可能 診療時間中のみ使用可能
86 松村歯科医院 診療室 加須市 志多見７８１－２ 火、水、金、土、日曜は使用可能、月曜、木曜は休診 ９：００～１８：００

87 大利根藤幼稚園 職員室前 加須市 旗井５４７－１
月～土曜は使用可能、日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１
／３）は使用不可

９：００～１７：００（土曜は１５：
００まで）

88 ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ加須 ショールーム 加須市 愛宕１－６－４７ 火～日曜は使用可能、月曜、年末年始、夏季休暇は使用不 １０：００～１９：００

89 騎西総合支所 １階南側ロビー 加須市 騎西３６－１
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、祝日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：３０～１７：１５

90 イトーヨーカ堂　加須店 １階防災センター（受付） 加須市 大門町２０－５８ 定休日以外は使用可能（定休日２、８月中旬） １０：００～２１：００
91 中外物流（株） 事務所２階受付横 加須市 大桑１－２０ 月～金曜は使用可能（土、祝日、年末年始は使用不可） ８：４５～１７：３０



92 特別養護老人ホーム　愛泉苑 食堂 加須市 水深８６９－２ 毎日使用可能 ８：３０～１９：００

93 健康ふれあいセンター　いなほの湯 受付 加須市 馬内１８００－１
水～月曜は使用可能（ただし５月、８月は火曜も使用可
能）、年末年始（１２／３０～１／１）は使用不可

１０：００～２２：００

94 グリーンファーム加須 事務室前 加須市 上三俣１７２８
火曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２／２９～１／３）は
使用不可

８：３０～１７：１５

95 花咲幼稚園 園内ホール入口 加須市 大室２５５－１ 月～金曜は使用可能、 ８：００～１８：００
96 介護老人保健施設　虹の園 施設サービスステーション内 加須市 上崎２０４７－１ 毎日使用可能 ２４時間

97 荒川塗料工業（株） 正面玄関 加須市 豊野台２－７８９－８
月～金曜は使用可能、土、日、休日、１２／２８～１／５、８
／１３～８／１６は使用不可

８：３０～１７：４０

98 加須保健センター 西側玄関 加須市 諏訪１－３－６
月～金曜は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２/２
９～１/３）は使用不可

８：３０～１７：１５

99 加須コミュニティセンター 料理室前 加須市 南町３－５１ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
100 加須市社会福祉協議会 事務室前 加須市 大字下三俣３０７ 土曜・日曜・祝日、１２／２９～１／３は使用不可 ８：３０～１７：１５

101
加須市障害福祉サービス事業所　あけ
ぼの園

事務室 加須市 大字北小浜８００－１ 土、日曜、祝日（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５

102 埼玉日産自動車（株）加須店 ショールーム内 加須市 愛宕１－９－３２
月・水～日曜は使用可能、火曜定休、年末年始（１２／２８
～１／３）・夏休み（８／１０～８／１４）使用不可

９：３０～１９：００

103 加須市立大利根子育て支援センター 職員室内 加須市 旗井１４５０－１ 月～土曜は使用可能、日曜、お盆、年末年始、祝日は使用 ８：３０～１７：００
104 キサイフーズ工業（株） 第２工場３階管理室 加須市 戸崎３０８－６ 月～金曜は使用可能（ＧＷ及び夏季・年末年始を除く） ８：３０～１７：００
105 大桑コミュニティセンター 事務室前 加須市 南大桑２８８１－１ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
106 礼羽コミュニティセンター 事務室前 加須市 馬内６２３ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
107 三俣コミュニティセンター 事務室前 加須市 北小浜７８０－１ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
108 水深コミュニティセンター 事務室前 加須市 船越１１６ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
109 不動岡コミュニティセンター 事務室前 加須市 不動岡２－９－７５ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
110 樋遣川コミュニティセンター 事務室前 加須市 下樋遣川８３５－１ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
111 大越コミュニティセンター 事務室前 加須市 大越１９９１ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
112 志多見コミュニティセンター 事務室前 加須市 志多見６４５ 火曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可 ８：３０～１７：１５
113 加須児童館 事務室前 加須市 東栄１－５－２７ 日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１／４）は使用不可 ９：００～１７：００
114 花崎児童館 事務室前 加須市 花崎北３－１７－１４ 日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１／４）は使用不可 ９：００～１７：００
115 利根川こども館 事務室前 加須市 外野３５０－１６ 火曜・祝日の翌日・年末年始（１２／２８～１／４）は使用不 ９：００～１７：００
116 （株）リーブルテック埼玉工場 事務室玄関 加須市 古川２－３－１ 毎日使用可能 ２４時間
117 加須警察署 庁舎１階受付 加須市 大門町１９－５３ 全日 ２４時間

118 埼北自動車学校 校舎１階待合室 加須市 花崎北１－２１－１
原則木曜以外使用可能、年末年始（１２／３０～１／３）は使
用不可

８：３０～１９：３０（日曜は１７：
３０まで）

119 東武鉄道（株）花崎駅 改札口付近 加須市 花崎蓮田１５７ 毎日使用可能 初列車～終列車までの間
120 東武鉄道（株）加須駅 改札口付近 加須市 中央１－１－１５ 毎日使用可能 初列車～終列車までの間
121 東武鉄道（株）新古河駅 改札口付近 加須市 向古河７３２ 毎日使用可能 初列車～終列車までの間
122 東武鉄道（株）柳生駅 改札口付近 加須市 小野袋１８３４－４ 毎日使用可能 初列車～終列車までの間
123 加須福祉会　加須保育園 事務室 加須市 本町１５－３ 月～金曜は使用可能 ８：００～１９：００
124 ひやり川歯科医院 診療室内 加須市 下樋遣川５７９９－１ 月火水金土は使用可能、木、日、祝日は使用不可 ９：００～１８：３０
125 塩崎歯科 診療室内 加須市 大門町４－５ 月～水・金・土曜日使用可能、木・日曜日は使用不可 ９：００～１８：００
126 加須保健所 庁舎１階 加須市 南町５－１５ 月～水、木、金曜は使用可能（休日を除く） ８：３０～１７：１５
127 ＪＡほくさい　加須中央支店 １階エントランス 加須市 浜町４－３７ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
128 ＪＡほくさい　加須西支店 １階ロビー 加須市 不動岡６７６ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
129 ＪＡほくさい　加須北支店 １階ロビー 加須市 下樋遣川５１４ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
130 ＪＡほくさい　大桑支店 １階ロビー 加須市 南大桑２８８０－１ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
131 ＪＡほくさい　水深支店 １階ロビー 加須市 大室５７５ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
132 ＪＡほくさい　埼玉志多見支店 １階ロビー 加須市 志多見１４９５ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
133 ＪＡほくさい　騎西中央支店 １階正面玄関入り口 加須市 騎西３５－１ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
134 ＪＡほくさい　田ヶ谷支店 １階ロビー 加須市 道地１４７３－１ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
135 ＪＡほくさい　種足支店 １階ロビー 加須市 中種足１１８－２ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
136 ＪＡほくさい　鴻茎支店 １階エントランス 加須市 鴻茎１３３３－１ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能



137 ＪＡほくさい　北川辺支店 １階ロビー 加須市 麦倉３７１７－１ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
138 ＪＡほくさい　大利根中央支店 １階ロビー 加須市 琴寄１０３９－１ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
139 ＪＡほくさい　東支店 １階ロビー 加須市 中渡９４－１ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
140 ＪＡほくさい　原道支店 １階ロビー 加須市 細間６３５－２ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
141 ＪＡほくさい　豊野支店 １階ロビー 加須市 阿佐間１０４３ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
142 ブリヂストンフローテック（株）ＭＤセン 正門　警備室内 加須市 南篠崎１－３－１ 月～金曜は使用可能 ８：３０～１７：３０

143 認定こども園　騎西桜が丘 正面玄関エントランス内横 加須市 下崎３７０
月～土曜は使用可能、日、休日、年末年始（１２／２９～１／
４）は使用不可

７：００～１９：００、土曜は７：０
０～１６：００

144 加須市民体育館（貸出用） 市民体育館事務室 加須市 下三俣５９０ 毎日使用可能、年末年始は使用不可
８：３０～２１：００、日曜は１７：
００まで

145 加須市民体育館（貸出用） 市民体育館事務室 加須市 下三俣５９０ 毎日使用可能、年末年始は使用不可
８：３０～２１：００、日曜は１７：
００まで

146 加須市役所（貸出用） 本庁舎１階ロビー 加須市 三俣２－１－１ 毎日使用可能、年末年始は使用不可 ８：３０～１７：１５

147 騎西総合体育館 事務室 加須市 外川３５５
月～土曜は使用可能、日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１
／４）は使用不可

－

148 騎西生涯学習センター 事務室前 加須市 根古屋６３３－１０
月～土曜は使用可能、日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１
／４）は使用不可

－

149 騎西保育所 事務室 加須市 上崎１８５４－１
月～土曜は使用可能、日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１
／４）は使用不可

－

150 騎西学童保育室 事務室 加須市 騎西５２－２１
月～土曜は使用可能、日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１
／４）は使用不可

－

151 種足学童保育室 事務室 加須市 中種足１２３－４
月～土曜は使用可能、日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１
／４）は使用不可

－

152 田ヶ谷総合センター 事務室前 加須市 上崎２０８０－１
月～土曜は使用可能、日曜、祝日、年末年始（１２／２８～１
／４）は使用不可

－

153 北川辺総合支所 第２庁舎１階廊下 加須市 麦倉１４８１－１ 毎日使用可能 ８：３０～１７：１５

154 アスタホール 1階事務室受付窓口横 加須市 旗井１４６１－１ 毎日使用可能、年末年始（１２／２９～１／３）は使用不可
８：３０～１７：００、１７：００以
降は施設利用終了時まで使
用可能

155 道の駅童話のふる里大利根 物産施設内 加須市 佐波２５８－１ 毎日使用可能 ８：３０～１７：１５
156 加須市社会福祉協議会　北川辺支所 事務所内 加須市 柳生５０－１ 月～金曜は使用可能、土、日曜は使用不可 ８：３０～１７：１５
157 福島小児科医院 １Ｆ事務受付 加須市 久下１－１０－３ 診療日のみ使用可能 診療時間中のみ使用可能

158 埼玉県立加須げんきプラザ 研修棟エントランス 加須市 花崎４５６
火～日曜は使用可能、月、休日、年末年始（１２／２９～１／
４）は使用不可

８：３０～１７：００

159 中央化学（株）関東工場 工場内 加須市 麦倉１７０１－１ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能
160 ビバモール加須 水の広場南側通路トイレ付 加須市 下高柳１－２９ 営業日のみ使用可能 １０：００～２１：００
161 （株）流通サービス騎西物流センターＡ棟 事務棟３階（食堂前廊下） 加須市 鴻茎３２００－２ 月～土曜は使用可能、日曜、祝日は使用不可 ８：３０～１７：００
162 （株）流通サービス騎西物流センターＢ棟 Ｂ棟３階（ＡＢ棟連絡通路） 加須市 鴻茎３２００－１ 年数回の不在日を除く毎日使用可能 ８：００～２４：００
163 埼玉スウィンスイミングスクール加須 フロント 加須市 浜町３４－６ 営業日のみ使用可能 営業時間中のみ使用可能

164 開智未来中学・高等学校 Ａ棟２階職員室 加須市 麦倉１２３８ 月～土曜は使用可能
月～金曜は、７：３０～１９：０
０、土曜は、７：３０～１７：００

165 開智未来中学・高等学校 Ｂ棟１階保健室 加須市 麦倉１２３８ 月～土曜は使用可能
月～金曜は、７：３０～１９：０
０、土曜は、７：３０～１７：００

166 花咲徳栄高等学校 新棟２階 加須市 花崎江橋５１９ 月～土曜日は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用不可
月～金曜　　９：００～１７：０
０、土曜　　　　９：００～１４：０

167 花咲徳栄高等学校 Ｂ棟３階（西階段） 加須市 花崎江橋５１９ 月～土曜日は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用可能
月～金曜　９：００～１７：００、
土曜　　　９：００～１４：００

168 花咲徳栄高等学校 Ｃ棟２階（東階段） 加須市 花崎江橋５１９ 月～土曜は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用不可
月～金曜　９：００～１７：００、
土曜　　　９：００～１４：００

169 花咲徳栄高等学校 Ｃ棟４階（東階段） 加須市 花崎江橋５１９ 月～土曜日は使用可能、日曜、休日、年末年始は使用不可
月～金曜　９：００～１７：００、
土曜　　　９：００～１４：００、



170 武蔵野銀行加須支店 営業室ロビー 加須市 中央２－９－１２
月～金曜は使用可能、土日、祝日、年末年始（１２／３０～１
／３）は使用不可

９：００～１５：００

171 （株）吉野家ホールディングス　東京工場 製造棟　事務所 加須市 新利根２－５－２ 毎日使用可能 ８：３０～１７：３０

172 （株）埼玉りそな銀行　加須支店
１階クイックロビー（ＡＴＭ
コーナー）

加須市 中央１－１２－３４ 毎日使用可能、
平日８：００～２１：００、土曜・
日曜・祝日９：００～１９：００

173 （株）埼玉りそな銀行　騎西支店
１階クイックロビー（ＡＴＭ
コーナー）

加須市 騎西１２５４－１ 毎日使用可能、
平日８：００～２１：００、土曜・
日曜・祝日９：００～１９：００

174 大昭和紙工産業（株）　加須工場 従業員入口 加須市 南篠崎１－１１－１
月～金曜日は使用可能、日曜、祝日、年末年始、夏休み及
び指定休日は使用不可

８：００～１７：００（社員在勤時
は使用可能）

175 ウエルシア薬局加須店 店内入口付近 加須市
大門町２０－５８　カタクラパーク
内

年中無休（基本）、全日、使用可能、年末年始の休業日のみ
（要ＴＥＬ確認）、使用不可

９：００～２３：００

176 ウエルシア薬局騎西根古屋店 店内入口付近 加須市 根古屋６５１－７
年中無休（基本）、全日、使用可能、年末年始の休業日のみ
（要ＴＥＬ確認）、使用不可

９：００～２２：００

177 埼玉縣信用金庫　加須支店 １階営業室 加須市 本町１３－２６
月～金曜日は使用可能、土曜、日曜、休日、年末年始（１２
/３１～１/３）は使用不可、

９：００～１５：００

178 埼玉土建一般労働組合　加須支部 事務所内 加須市 南篠崎２－２－５
月～金曜日は使用可能、土、日、休日、年末年始（１２／２９
～１／５）夏休み（８／１２～８／１６）は使用不可

９：００～１７：００

179 平成国際大学 講義棟 加須市 水深大立野２０００
月～土曜使用可能　日、休日、年末年始（１２/２６～１/５）、
夏季休業（８/１３～１５）は使用不可

月～金曜８：３０～２０：３０、
土曜８：３０～１５：００

180 あいりがっと（理容店） 店舗内 加須市 大室２３７－３ 毎日使用可能
２４時間（在宅時）深夜でも対
応可能

181 長島鋳物（株）加須配送センター 事務所１階入口 加須市 間口８７０－１
月～土曜日は使用可能、日曜日、第２・第４土曜日、祝日、
年末年始、ゴールデンウィーク、盆（会社カレンダーによる）
は使用不可

８：００～１７：１０

182
トヨタカローラ埼玉株式会社　加須愛宕
店

ショールーム内 加須市 愛宕１－９－１３
営業日は使用可能、月曜日定休（祭日時は翌火曜日）年末
年始、夏季休暇、５月連休は使用不可

１０：００～１９：００

183 NPA製造株式会社埼玉工場 食堂 加須市 豊野台１－５６３－８ 月～金曜は使用可能 ９：００～１７：００
184 株式会社エービーシー商会ファブリック 事務所 加須市 豊野台２－７８９－１０ 月～金曜は使用可能 ８：００～１７：３０
185 （株）ベルク　加須久下店 １F店内 加須市 久下４－４３－８ 全日 ９：００～２４：００
186 とんでん（株）加須店 入口付近 加須市 諏訪２－７－１ 毎日使用可能 １１：００～２３：００
187 キサイフーズ工業株式会社 ２階事務所 加須市 戸崎３０８－６ 月～金曜（ＧＷ及び夏期、年末年始を除く） ８：３０～１７：００
188 キサイフーズ工業株式会社 第１工場１階玄関 加須市 戸崎３０８－６ 月～金曜（ＧＷ及び夏期、年末年始を除く） ８：３０～１７：００
189 キサイフーズ工業株式会社 古宮プラント 加須市 戸崎３０８－６ 月～金曜（５月及び夏期、年末年始を除く） ８：３０～１７：００

190
（株）マツモトキヨシ　ドラッグストア加須
大桑店

店舗 加須市 鳩山町７－８ 毎日使用可能 ９：００～２０：００

191 みつまたデイサービスセンター 相談室 加須市 北小浜５７２
月～土曜は使用可能、日曜、祝休日、年末年始、夏休みは
使用不可

９：００～１７：００

192 特別養護老人ホーム　万葉の郷 １F医務室 加須市 新川通１０５－１ 毎日使用可能 ２４時間
193 特別養護老人ホーム　利根いこいの里 事務所 加須市 大越１９３３ 毎日使用可能 ９：００～１８：００
194 特別養護老人ホーム　利根いこいの里 事務所 加須市 大越１９３３ 毎日使用可能 ９：００～１８：００
195 愛の泉デイサービスセンター ホール東側 加須市 水深８１１－２ 月～土曜日は使用可能、１２／３１～１／３は使用不可 ８：００～１７：３０
196 別邸　暁 事務所カウンター 加須市 琴寄２７０－３ 毎日使用可能 ２４時間
197 別邸　暁 地球交流ホールカウンター 加須市 琴寄２７０－３ 毎日使用可能 ２４時間
198 あいせんハイム 正面玄関 加須市 水深８６９－１７ 毎日使用可能 ２４時間
199 ライゼ清輝苑 施設医務室 加須市 陽光台２－８８３－７５ 毎日使用可能 ８：３０～１７：３０

200 加須市立北川辺コミュニティセンター １階事務スペース内 加須市 麦倉３７０５
月曜、水～日曜は使用可能、火、祝、年末年始（１２／２９～
１／３）は使用不可

９：００～２２：００

201 加須市立こすもす保育園 職員室 加須市 久下２－２７
月～金曜日は使用可能、年末年始（１２／２８～１／３）使用
不可、お盆期間中（８／１３～８／１６）使用不可の場合あり

７：３０～１７：１５



202 水深小学校第二健全育成室 １F　事務室 加須市 大室１７４－１
月～金曜日は使用可能、年末年始（１２／２８～１／３）使用
不可

１３：３０～１９：００
※学校長期休業期間は７：３
０～１９：００

203 加須市立北川辺保育所 職員室 加須市 麦倉１０８２－１
月～金曜日は使用可能、年末年始（１２／２８～１／３）使用
不可、お盆期間中（８／１３～８／１６）使用不可の場合あり

７：３０～１７：１５

204 加須市立北川辺幼稚園 職員室 加須市 向古河２０２５－１
月～金曜日は使用可能、土日、祝日、園閉庁日（お盆期
間）、年末年始（１２／２８～１／３）使用不可

８：００～１６：４５


