
テレフォンガイド
施設名 所在地 電話番号

市
役
所
な
ど

鹿嶋市役所 平井1187-1 ☎82-2911
大野出張所 津賀1919-1 ☎69-1111
浄化センター 平井2271-1 ☎83-6332
広域鹿嶋RDFセンター 平井2264 ☎90-7220
鹿嶋斎苑 棚木209 ☎69-7511
学校給食センター 宮中3884-2 ☎82-7406

図
書
館・ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー（
公
民
館
）

中央図書館 宮中2398-1 ☎83-2510
中央図書館大野分館 津賀1919-1 ☎69-1114
まちづくり市民センター 宮中4631-1 ☎83-1551
鹿島まちづくりセンター 城山4-7-17 ☎83-5650
高松まちづくりセンター 木滝478-53 ☎83-0841
平井まちづくりセンター 平井1128-64 ☎83-4228
豊津まちづくりセンター 大船津4277-6 ☎83-5680
豊郷まちづくりセンター 須賀1692-1 ☎82-7246
波野まちづくりセンター 明石520-2 ☎83-3573
鉢形まちづくりセンター 鉢形台3-15-1 ☎90-3430
三笠まちづくりセンター 宮中2042-1 ☎82-6211
大野まちづくりセンター 津賀1919-1 ☎69-1116
はまなすまちづくりセンター 角折2096-1 ☎69-6211
平井コミュニティセンター 平井1-300 ☎83-4555

保
育
園

宮下保育園 宮下1-9-5 ☎82-0199
佐田保育園 佐田503 ☎82-0198
平井保育園 平井565-1 ☎82-6277
大船津保育園 大船津3537 ☎82-6066
私立大野めぐみ保育園 浜津賀457-6 ☎69-2106
私立港ケ丘保育園 平井1276-5 ☎83-3829
私立月の輪保育園 下塙1366 ☎82-6100
私立子どもの家　野草舎 宮中2321-32 ☎83-5825
私立鹿の輪保育園 下塙1314 ☎82-7596
私立大野ひかり保育園 中1593-1 ☎90-4800
私立鹿島いずみ保育園 宮中4526-5 ☎90-8686
私立鹿嶋さくら園 清水1728-1 ☎82-6388
私立ひよどり保育園 下津237-3 ☎83-8260
私立美空野保育園 平井1178-20 ☎95-9215

幼
稚
園

三笠幼稚園 平井1184-4 ☎82-6150
高松幼稚園 粟生301 ☎82-6067
波野幼稚園 神向寺126 ☎82-7647
豊郷幼稚園（休園中） 須賀372-1 ☎82-7648
平井幼稚園 港ケ丘273-72 ☎82-5010
はまなす幼稚園 中595 ☎69-2880
私立鹿島幼稚園 宮中7-10-7 ☎82-1907
私立子鹿幼稚園 平井1-100 ☎82-0538

小・中
学
校

波野小学校 明石516 ☎82-7900
豊郷小学校 須賀1170 ☎82-2936
豊津小学校 大船津2328-1 ☎82-1139
鹿島小学校 城山4-3-43 ☎82-1044
高松小学校 粟生301 ☎82-4620
平井小学校 平井20-2 ☎82-1751
三笠小学校 宮中2042-1 ☎82-8101
鉢形小学校 鉢形台3-15-1 ☎82-5011
中野東小学校 荒野1221 ☎69-0108
中野西小学校 中1729-3 ☎69-0042
大同東小学校 荒井373 ☎69-0022
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施設名 所在地 電話番号

小・中
学
校

大同西小学校 武井264 ☎69-0027
大野中学校 津賀1925-1 ☎69-0023
鹿島中学校 宮中2398-1 ☎82-1455
高松中学校 木滝274 ☎82-1545
鹿野中学校 城山4-7-10 ☎83-6621
平井中学校 平井1125-1 ☎83-6671
私立清真学園中学校 宮中4448-5 ☎83-1811

子
育
て
支
援

関
連
施
設

子育て支援センター 須賀372-1 ☎83-4152
おもちゃの城 平井1350-45 ☎82-6638
すくすく 宮中4526-5 ☎080-5450-9223
ひよこサロン 荒井370-1 ☎090-4940-7633

高
校・専
門
学
校
な
ど

県立鹿島高等学校 城山2-2-19 ☎82-1903
県立鹿島灘高等学校（フレックススクール鹿島灘） 志崎121 ☎69-2511
私立清真学園高等学校 宮中4448-5 ☎83-1811
私立鹿島学園高等学校 田野辺141-9 ☎83-3211
県立鹿島特別支援学校 沼尾1195 ☎82-7700
鹿島医師会付属准看護学院 宮中1998-2 ☎82-7278
県立鹿島産業技術専門学院 林572-1 ☎69-1171
私立つくば開成高等学校鹿嶋校（通信制） 宮下3-6-6 ☎84-0220

保
健・福
祉

鹿嶋市保健センター 宮中1998-2 ☎82-6218
潮来保健所 潮来市大洲1446-1 ☎66-2114
総合福祉センター 平井1350-45 ☎83-6185
心身障害者福祉センター 平井1350-45 ☎84-1200
鹿嶋市社会福祉協議会事務局 平井1350-45 ☎82-2621
鹿嶋市シルバー人材センター 平井1350-45 ☎83-5577
大野北いきいきふれあいプラザ 荒井370-1 －
障害者支援施設　松の木学園 平井1127-2 ☎84-6301
障害者支援施設　中台育心園 中431-20 ☎69-2222
救護施設　鹿島更生園救護寮 平井1129-10 ☎82-1276
障害者支援施設　鹿島更生園援護寮 平井1129-10 ☎82-1278
特別養護老人ホーム　サントピア鹿島 宮中5200 ☎83-2311
特別養護老人ホーム　松寿園 武井1956-3 ☎69-2339
特別養護老人ホーム　ウェルポート鹿嶋の郷 宮中4603-1 ☎90-3123
特別養護老人ホーム　セ・シボンかしま 須賀1350-1 ☎84-1165
特別養護老人ホーム　大野の郷 和825-5 ☎78-7881
軽費老人ホーム　ニュー鹿島 平井1350-39 ☎82-9080
有料老人ホーム　フレグレントかしま 平井1350-410 ☎82-9080
ケアハウス　鹿島の杜 須賀1346-5 ☎84-7611
老人保健施設　鹿野苑 宮津台188-17 ☎83-7311
老人保健施設　松寿園リハビリケアセンター 武井1961-1 ☎78-7080
グループホーム　陽だまり 平井1350-332 ☎82-9080
グループホーム　くぬぎの森 和825-2 ☎90-9900
グループホーム　こころ鹿嶋館 林1020-3 ☎77-8610

商
工・農
業・観
光
な
ど

鹿嶋市商工会 宮中2-1-34 ☎82-1919
鹿嶋市商工会大野支所（大野ふれあいセンター内） 津賀1919-1 ☎69-0125
鹿嶋市観光協会（観光案内所） 宮下2-13 ☎82-7730
鹿島神宮社務所 宮中2306-1 ☎82-1209
鹿嶋市農業公社 田野辺304-11 ☎83-5611
茨城県栽培漁業センター 平井2287 ☎83-3015
鹿島灘漁業協同組合 平井2289 ☎82-2089

文
化・ス
ポ
ー
ツ・

レ
ジ
ャ
ー

県立カシマサッカースタジアム 神向寺26-2 ☎84-6622
カシマサッカーミュージアム 神向寺26-2 ☎84-1155
カシマスポーツセンター 神向寺23-2 ☎83-1600
卜伝の郷運動公園 神向寺55-1 ☎83-1600
高松緑地体育館 光1 ☎82-9042
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施設名 所在地 電話番号

文
化・ス
ポ
ー
ツ・

レ
ジ
ャ
ー

NPO法人鹿嶋市体育協会 神向寺23-2 ☎83-1600
NPO法人かしまスポーツクラブ 光1 ☎82-9042
高松緑地温水プール 光1 ☎85-1158
鹿嶋市まちづくり市民センター体育館 宮中4631-1 ☎83-6518
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 宮中325-1 ☎84-0777
鹿嶋勤労文化会館 宮中325-1 ☎83-5911
鹿嶋市どきどきセンター 粟生2242-1 ☎84-0778
鹿島アントラーズクラブハウス 粟生2887 ☎84-6800
大野潮騒はまなす公園 角折2096-1 ☎69-4411
鹿島ハイツスポーツプラザ 田野辺659 ☎82-7941

警
察・消
防

鹿嶋消防署（緊急時119） 宮中4623-1 ☎82-0119
大野消防署 和707-4 ☎69-0119
鹿嶋警察署（緊急時110） 宮中1959-1 ☎82-0110
宮中交番 宮中3-1-2 ☎84-0110
荒井駐在所 荒井3219 ☎69-2287
津賀駐在所 津賀1313-2 ☎69-0137
小山駐在所 小山1099-8 ☎69-0139

医療機関 P61、P104以下に市内および近隣市町村の医療機関の一覧を掲載

通
信・運
輸・労
働
な
ど

鹿嶋郵便局 鉢形1527-2 ☎82-7604
大野郵便局 中618-5 ☎69-0001
鹿島神宮前郵便局 城山4-2-8 ☎82-0054
高松郵便局 木滝896 ☎82-4247
平井郵便局 平井1128-178 ☎83-4810
荒井郵便局 浜津賀308-1 ☎69-0402
中野郵便局 荒野1883 ☎69-0401
JR鹿島神宮駅 宮下4-1 ☎82-5100
鹿嶋労働基準監督署 宮中1995-1 ☎83-8461
ハローワーク常陸鹿嶋 宮中1995-1 ☎83-2318

報
道
な
ど

エフエムかしま市民放送 鉢形1527-4　☎84-7777　　　　ＦＡＸ84-7780
朝日新聞社鹿島支局 ☎82-2375　　　　ＦＡＸ82-2371
茨城新聞社鹿嶋支社 ☎83-5259　　　　ＦＡＸ83-3700
産経新聞社水戸支局 ☎029-221-7158　ＦＡＸ029-222-2407
毎日新聞社鹿島通信部 ☎82-1820　　　　ＦＡＸ82-1831
読売新聞鹿嶋通信部 ☎82-1953　　　　ＦＡＸ82-1945
NHKかしま報道室 ☎82-1208　　　　ＦＡＸ83-8369

常陽新聞 つくば市吾妻3-10-13
☎029-869-9800　ＦＡＸ029-869-9836

そ
の
他

茨城県庁 水戸市笠原町978-6 ☎029-301-1111
茨城県鹿行県民センター 鉾田市鉾田1367-3 ☎0291-33-4111
レイクエコー 行方市宇崎1389 ☎73-3877
白浜少年自然の家 行方市白浜1466 ☎73-2345
行方県税事務所 行方市麻生1700-6 ☎72-0771
潮来税務署 潮来市小泉南1358 ☎66-6931
水戸地方裁判所麻生支部 行方市麻生143 ☎72-0091
水戸地方法務局鹿嶋支局 宮下5-20-4 ☎83-6000
水戸南社会保険事務所 水戸市柳町2-5-17 ☎029-227-3278
鹿島港・空港整備事務所 粟生2254 ☎84-7711
鹿島宇宙技術センター 平井893-1 ☎82-1211
横浜税関　鹿島税関支署 神栖市東深芝9 ☎92-2558
鹿嶋公証役場 宮中8-12-6 ☎83-4822
公設鹿島地方卸売市場 神栖市平泉123 ☎92-1355
鉾田市役所 鉾田市鉾田1444-1 ☎0291-33-2111
潮来市役所 潮来市辻626 ☎63-1111
行方市役所 行方市麻生1561-9 ☎72-0811
神栖市役所 神栖市溝口4991-5 ☎90-1111
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