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川北保育所
橘保育所
中島保育所

12
13
14

川北町児童館
西部地区児童館
東部地区児童館
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21 サンハイム川北
サンハイム橘22

23 サンハイム中島
サンハイム三反田24

保健センター10 ふれあい健康センター
1F 川北温泉
2F 町立図書館

11

西部地区学習等供用施設
東部地区学習等供用施設
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能美郡  川北町
の　み かわ きた まち

〒
以下に掲載がない場合 923-1200
ア 朝日 923-1278
カ 上先出 923-1265
上田子島 923-1269

ク 草深 923-1262
グリーンタウン 923-1261

ケ けやきタウン 923-1261
コ 木呂場 923-1274
木呂場新町 923-1275

サ 三反田 923-1253
サンハイム川北 923-1261
サンハイム三反田 923-1254
サンハイム橘 923-1276
サンハイム中島 923-1252

シ 下先出 923-1266
下田子島 923-1272
下土室 923-1263

タ 田子島 923-1271
橘 923-1276
橘新 923-1277

ツ 土室 923-1261
ト 藤蔵 923-1251
ナ 中島 923-1252
なでしこタウン 923-1271

ヒ 壱ツ屋 923-1267
ひばりタウン 923-1261

フ 舟場島 923-1273
ヤ 山田先出 923-1264
ヨ 与九郎島 923-1268

郵便番号

40 川北町　暮らしの便利帳
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表３表２

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

2020年 町制施行40周年に向けて

　この｢川北町暮らしの便利帳｣は、皆さんの生活に密着した｢地域情
報｣、｢行政情報｣、｢生活情報｣を1冊のガイドブックにまとめたもので
す。毎日の暮らしの中でぜひお役立てください。

暮らしの便利帳とは？

役場各課、教育委員会へのお問い合わせ電話番号は
すべて ☎076-277-1111(代表) です。
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