
＜厚木地区＞
厚木北公民館 中町3-17-25ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ厚木1階
厚木南公民館 旭町2-4-18
保健福祉センター 中町1-4-1
老人福祉センター 中町1-1-3
アミューあつぎ 中町2-12-15
生きがいセンター 松枝2-5-17
駅連絡所 本厚木駅舎内
中央図書館 中町1-1-3
子ども科学館 中町1-1-3
社会福祉協議会 中町1ｰ4ｰ1
東町スポーツセンター 東町2-1
あつぎセーフティーステ―ション番屋 中町2-10-9
厚木郵便局総務課 田村町2-18
県央地域県政総合センター総務部県民安全防災課　 水引2-3-1
本厚木駅 泉町1
厚木シティホテル 中町2ｰ4
レンブラントホテル厚木 中町2ｰ13
ホテル東海 中町3ｰ6
厚木アーバンホテル 中町3ｰ14ｰ14
ザ・ビッグ厚木　旭町店 旭町5-35-8
愛光病院 松枝2-7-1
近藤病院 東町3-3
仁厚会病院 中町3-8-11
厚木南児童館 旭町5-16-1
吾妻町児童館 吾妻町1-22
ひまわり児童館 南町11-11
厚木南地域包括支援センター 旭町2-3-13（ｹｱｾﾝﾀｰあさひ内）
障がい者基幹相談支援センターゆいはあと 中町1-4-1保健福祉ｾﾝﾀｰ2階
ハートラインあゆみ 中町4-6-11山口ﾋﾞﾙ201
クリエイトエス・ディー厚木中町店 中町1-1-3ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ1階
セブンイレブン　厚木水引店 水引2-1-35
セブンイレブン　厚木市立病院前店 水引1-12-11
セブンイレブン　厚木旭町1丁目店 旭町1-33
セブンイレブン　厚木旭町5丁目店 旭町5-42-25
セブンイレブン　厚木中町4丁目店 中町4-5-11
イトーヨーカ堂食品館厚木店 田村町1-26
厚木市立病院総務課 水引1-16-36
厚木地域包括支援センター 中町3-18-5-401
社会福祉法人藤雪会　あつぎポポロ 東町7-2-2

＜依知地区＞
山際児童館 山際180
依知南公民館 下依知3-1-7
依知北公民館 上依知1313-1
依知地域包括支援センター 関口831-1
猿ヶ島スポーツセンター 猿ヶ島195－129
上依知児童館 上依知2722-3
中依知児童館 中依知479-1
下川入児童館 下川入1424
ｽｰﾊﾟｰｴｽﾊﾟﾃｨｵ　下川入店 下川入378-1
クリエイトエス・ディー下川入店 下川入381-1
セブンイレブン　厚木金田店 金田119-1
セブンイレブン　厚木山際南店 山際550-1
セブンイレブン　厚木山際店 山際619-1
セブンイレブン　厚木関口店 関口75-1
セブンイレブン　厚木工業団地店 上依知1242-1
藤塚児童館 上依知1334-7
あつぎ郷土博物館 下川入1366-4
神奈川中央病院 関口812-5



＜睦合地区＞
睦合北公民館 三田2735
睦合南公民館 妻田北1-18-33
睦合西公民館 及川667
及川球技場 及川1-17-1
いなげ屋厚木三田店 三田745-3
三田児童館 三田2722
及川児童館 及川496-1
妻田児童館 妻田西1-17-33
妻田東児童館 妻田東1-19-14
睦合地域包括支援センター 三田南2-1-1山口ビル101
睦合南地域包括支援センター 妻田北4-3-8-101
ケアーズ山藤よろずや 三田南2-1-1山口ビル201
セブンイレブン厚木妻田店 妻田東3-8-6
セブンイレブン厚木妻田南1丁目店 妻田南1-16-35
セブンイレブン厚木妻田北3丁目店 妻田北3-37-21
セブンイレブン厚木三田中央店 三田2712-1
セブンイレブン厚木三田南店 三田804-1
ｸﾘｴｲﾄｴｽ･ﾃﾞｨｰ厚木妻田店 妻田北1-17-18
ｸﾘｴｲﾄｴｽ･ﾃﾞｨｰ厚木東妻田店 妻田東1-3-22
ｸﾘｴｲﾄｴｽ･ﾃﾞｨｰ厚木林店 林1-20-29
グランモールさくら及川 及川793
並木産婦人科クリニック 妻田西2-17-12
妻田ナンバ歯科医院 妻田北1-2-3メール妻田ビル2F
セブンイレブン厚木及川店 及川891-1

＜荻野地区＞
上荻野分館 上荻野1925-1
荻野運動公園 中荻野1500
国際油化 中荻野621-19
厚木北郵便局 下荻野970
ケアハウスえがりて 下荻野2117-2
相州病院 上荻野1682-3
荻野児童館 上荻野6287-1
上荻野児童館 上荻野3643
まつかげ台児童館 まつかげ台9-15
荻野新宿児童館 下荻野1253-5
鳶尾児童館 鳶尾3-2-11
荻野地域包括支援センター 鳶尾2-25-10
厚木精華園相談支援事業所「ここから」 鳶尾2-25-10
ホームセンターコーナン　厚木下荻野店 下荻野1200-1
クリエイトエス・ディー厚木上荻野店 上荻野842-13
セブンイレブン厚木荻野北店 上荻野1789-1
荻野公民館 中荻野594-1
生活協同組合ユーコープ　鳶尾店 鳶尾2-25-9

＜小鮎地区＞
小鮎公民館 飯山南1-46-5
飯山中部児童館 飯山1115-4
古松台児童館 飯山南5-37-6
下古沢児童館 下古沢257-1
宮の里児童館 宮の里1-2-10
クリエイトエス・ディー厚木飯山店 飯山南1-23-27
セブンイレブン飯山黄金原店 飯山南1-18-6
セブンイレブン飯山北店 飯山1085-4
セブンイレブン飯山南店 飯山南1-18-14
介護老人保健施設　さくら 上古沢1915
介護老人保健施設　さくらサテライト 上古沢1702



＜南毛利地区＞
愛甲原児童館 愛甲西2-15-1
南毛利公民館 温水西1-17ｰ1
毛利台児童館 毛利台2-2-13
文化会館 恩名1-9-20
愛甲公民館 愛甲西1-17ｰ1
愛甲石田駅連絡所 愛甲1-1-1
ぼうさいの丘公園 温水783-1
南毛利学習支援センター 長谷1094ｰ1
南毛利スポーツセンター 温水西1-27-1
愛甲石田駅 愛甲1-1-1
ユーコープ　厚木戸室店 戸室5-6-2
ローソン厚木愛甲西2丁目店 愛甲西2-4-16
ＦＵＪＩ戸室店 戸室1-30-1
東名厚木病院総務課 船子232
湘南厚木病院 温水118－1
戸室児童館 戸室1-15-12
温水・恩名児童館 温水617-1
浅間山児童館 温水1908-1
愛甲児童館 愛甲3-23-1
クリエイトエス・ディー厚木戸室店 戸室5-7-20
クリエイトエス・ディー厚木恩名店 恩名1-6-70
クリエイトエス・ディー厚木長谷店 長谷1549
フードワン厚木長谷店 長谷6-20
㈱ヤマダ電機Dテックランド厚木店 長谷6-20
セブンイレブン厚木愛名店 愛名871-1
セブンイレブン厚木戸室1丁目店 戸室1-33-21
セブンイレブン厚木愛甲南店 愛甲1-11-7
セブンイレブン厚木愛甲石田駅前店 愛甲1-3-1
セブンイレブン厚木坊中店 愛甲3-10-1
セブンイレブン厚木毛利台2丁目店 毛利台2-18-1
南毛利地域包括支援センター 温水西2-27-38　　ｶｰﾈｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ1階
相川地域包括支援センター 愛甲東1-1-19
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ﾏｻﾞｰﾎｰﾑ戸室 戸室1-29-1

＜玉川地区＞
森の里公民館 森の里1-31-1
小野児童館 小野2287
玉川公民館 七沢175-6
東丹沢七沢観光案内所 七沢751-1
三和森の里店 森の里1-35-1
(医)鉄蕉会 森の里病院総務課　 森の里3-1-1
厚木佐藤病院　 小野759-1
神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 七沢516
七沢児童館 七沢1330-5
森の里児童館 森の里1-31-1
セブンイレブン厚木七沢北店 七沢1263-1
小町山グリーンホーム 小野2240-1
相談支援事業所すぎな 小野2136
玉川・森の里地域包括支援センター 小野2240-1
AOI七沢リハビリテーション病院 七沢1304

＜相川地区＞
相川公民館 下津古久703-2
厚木市情報プラザ 岡田3050厚木ｱｸｽﾄﾒｲﾝﾀﾜｰ2階
県総合防災センター 下津古久280
大和リビング㈱ 酒井3120
岡田児童館 岡田5-9-1
上戸田児童館 戸田588-3
中戸田児童館 戸田1061-2
上落合児童館 上落合562



ヨークマート　厚木インター店 酒井3052
セブンイレブン　厚木戸田店 戸田1093
クリエイトエス・ディー厚木岡田店 岡田4-25-22
セブンイレブン　厚木インター北店 岡田3008-1
セブンイレブン　厚木上落合店 上落合456

＜緑ケ丘地区＞
緑ケ丘公民館 緑ケ丘2ｰ2ｰ1
王子児童館 王子3-3-1
緑ケ丘児童館 緑ケ丘2-2-1
ｸﾘｴｲﾄｴｽ･ﾃﾞｨｰ厚木緑ケ丘店 緑ケ丘2-1-5
緑ヶ丘地域包括支援センター 緑ケ丘2-2-12　　　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ1階


