Ⅵ 生涯学習・社会教育の担当課所
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電子メール

教委 生涯学習部 生涯学習振興課

048-829-1705 048-829-1990 shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp

川口市

教委 生涯学習部 生涯学習課 生涯学習係

048-259-7655 048-258-7604 200.02000@city.kawaguchi.saitama.jp

鴻巣市

教委 生涯学習部 生涯学習課 生涯学習係

048-259-7655 048-258-7604 200.02000@city.kawaguchi.saitama.jp

上尾市

教育総務部 生涯学習課
教委
生涯学習・公民館・人権教育担当

048-775-9490 048-776-2250 s722500@city.ageo.lg.jp

草加市

教委 教育総務部 生涯学習課 生涯学習係

048-922-2819 048-922-3498 shogaigakushu@city.soka.ｌｇ.jp

蕨市
戸田市
朝霞市
志木市

教委 教育部 生涯学習スポーツ課 生涯学習振興係 048-433-7729
048-441-1800
教委 生涯学習課
（代表）
048-463-2920
教委 生涯学習部 生涯学習・スポーツ課 生涯学習係
（直通）
教育政策部生涯学習課
048-473-1111
教委
生涯学習・文化財グループ
（内線3130）

048-433-7731 sgaku@city.warabi.saitama.jp
048-432-9910 kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp
048-467-4716 syogaku_sports@city.asaka.lg.jp
（教育委員会共通）
048-474-4462 syogai@city.shiki.lg.jp

和光市

教委 生涯学習課 生涯学習担当

048-424-9150 048-464-7901 h0300@city.wako.lg.jp

新座市

教委 教育総務部 生涯学習スポーツ課

048-424-9616 048-458-0791 syougaku@city.niiza.lg.jp

桶川市

教委 生涯学習文化財課 生涯学習係

048-788-4970 048-786-5043 shogai@city.okegawa.lg.jp

北本市

教委 教育部 生涯学習課

048-594-5565 048-593-5985 a04600@city.kitamoto.lg.jp

伊奈町

教委 生涯学習課 社会教育係

048-721-2111 048-721-4851 syougaigakusyu@town.saitama-ina.lg.jp

教育総務部 地域教育支援課
教委
地域教育支援担当

049-224-6086 049-226-4699 chiikikyoiku@city.kawagoe.lg.jp

川越市

首長
所沢市
飯能市
東松山市

文化スポーツ部 文化芸術振興課
生涯学習推進担当

049-224-6157 049-224-8712 bunkashinko@city.kawagoe.lg.jp

教委 教育総務部 生涯学習推進センター

04‐2991‐0303 04‐2991‐0306 b29910303@city.tokorozawa.lg.jp

教委 教育総務部 社会教育課

04‐2998‐9242 04‐2998‐9176 a9242@city.tokorozawa.lg.jp

教委 生涯学習スポーツ部 生涯学習課 生涯学習担当 042-973-3681 042-971-2393 syogai@city.hanno.lg.jp
教委 教育部 社会教育課

0493-21-1431 0493-23-2239 HMY028@city.higashimatsuyama.lg.jp

狭山市

生涯学習部 社会教育課
教委
社会教育・青少年担当

04-2953-1111
04-2954-8671 shakyo@city.sayama.saitama.jp
（内線5672）
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教委
三芳町
毛呂山町

教育部 社会教育課
生涯学習・社会教育担当

04-2964-1111
04-2964-4841 ir815000@city.iruma.lg.jp
（内線4124）

生涯学習課

049-251-2711
049-255-9635 kyouiku@city.fujimi.saitama.jp
（内線631）

社会教育課 社会教育担当

049-283-1473 049-283-1691 sakado80@city.sakado.lg.jp

生涯学習スポーツ課 社会教育担当

049-271-1111
049-271-4280 10800050@city.tsurugashima.lg.jp
（内線532）

教育部 生涯学習課 生涯学習担当

042-989-2111 042-989-7792 sgakusyu@city.hidaka.lg.jp

協働推進課 生きがい推進係

049-262-8123 049-266-1227 ikigaisuishin@city.fujimino.lg.jp

社会教育課 社会教育係

049-220-2087 049-261-5100

教委 生涯学習課 生涯学習担当
教委 生涯学習課 学習支援係

syakaikyoiku@city.fujimino.lg.jp

049-258-0019 049-274-1056 shakai@town.saitama-miyoshi.lg.jp
049-295-2112
（内線521・522）

049-295-3939 gakusyu@town.moroyama.lg.jp

越生町
滑川町

教委 生涯学習課
教委 教育委員会事務局 生涯学習担当

049-292-3223 049-292-5110 syougai@town.ogose.lg.jp
0493-56-6907 0493-56-4171 na3412002@town.namegawa.lg.jp

嵐山町
小川町
川島町

教委 文化スポーツ課
教委 生涯学習課
教委 生涯学習課

0493-62-0824 0493-62-0715 r-bunkasupo01@town.ranzan.saitama.jp
0493-72-1221 0493-72-7144 ogawa117@town.saitama-ogawa.lg.jp
049-299-1711 049-297-8410 syougai@town.kawajima.lg.jp

吉見町 教委 生涯学習課 生涯学習係
鳩山町 教委 生涯学習担当
ときがわ町 教委 生涯学習課

0493-54-8311 0493-54-5654 y-0281@town.yoshimi.saitama.jp
049-296-1263 049-296-7557 h330@town.hatoyama.lg.jp
0493-65-2656 0493-65-1510 lifelong@town.tokigawa.lg.jp

東秩父村

0493-82-1230 0493-82-1250 kyouiku@vill.higashichichibu.lg.jp

教委 生涯学習担当
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担当部課係
社会教育課 生涯学習係
生涯学習課 生涯学習係

ＴＥＬ
048-524-1111
0495-22-3248
教育部 生涯学習スポーツ振興課 生涯学習係 048-572-9581
教育委員会事務局 生涯学習係
0495-76-3431
生涯学習課 生涯学習担当
0495-77-4651
生涯学習課 生涯学習係
0495-35-1245
生涯学習課 社会教育・スポーツ班
048-581-9994
市民部 生涯学習課
0494-22-0420
生涯学習グループ
0494-25-0118
社会教育担当
0494-62-4563
生涯学習担当
0494-66-3113
社会教育課
0494-75-0063
生涯学習部 ひとつくり支援課
048-556-8319
生涯学習部 生涯学習課 生涯学習・公民館担当 0480-62-1223
社会教育部 社会教育課
048-763-2445
生涯学習部 生涯学習課 生涯学習係
048-561-1121
教育総務部 生涯学習課
048-963-9283
生涯学習課 生涯学習係
0480-22-5555
教育総務部 社会教育課
社会教育係兼青少年係

048-996-4285 048-998-0828 shakaikyoiku@city.yashio.lg.jp

首長

市民活力推進部 市民協働推進課
生涯学習推進担当・自治振興担当

048-996-2016 048-995-7367 shiminkyodo@city.yashio.lg.jp

三郷市

教委 生涯学習課

蓮田市

教委 生涯学習部 社会教育課 生涯教育担当

幸手市
吉川市
白岡市

教委
教委
教委
教委
首長
教委
教委

杉戸町
松伏町

電子メール
shakaikyoiku@city.kumagaya.lg.jp
gakusyu@city.honjo.lg.jp
syogai@city.fukaya.lg.jp
shogaku@town.saitama-misato.lg.jp
syougai@town.saitama-kamikawa.lg.jp
syougai@town.kamisato.lg.jp
shougai@town.yorii.lg.jp
syogai@city.chichibu.lg.jp
kyouiku@town.yokoze.lg.jp
syakai@town.minano.saitama.jp
kyoiku@town.nagatoro.lg.jp
syakyo@town.ogano.lg.jp
hito@city.gyoda.lg.jp
shogai@city.kazo.lg.jp
s-kyoiku@city.kasukabe.lg.jp
gakushuu@city.hanyu.lg.jp
shogaigakushu@city.koshigaya.lg.jp
shogaigakushu@city.kuki.lg.jp

教委
八潮市

宮代町

ＦＡＸ
048-525-9330
0495-25-1193
048-574-5861
0495-76-3763
0495-77-5066
0495-33-9388
048-581-3606
0494-24-0430
0494-23-9349
0494-62-4571
0494-66-3176
0494-75-0032
048-556-0770
0480-62-2221
048-763-2218
048-561-6562
048-965-5954
0480-31-9550

教育部 社会教育課
生涯学習課 生涯学習係
教育部 生涯学習課 学習支援担当
教育推進課 生涯学習担当
町民生活課 地域振興担当
社会教育課
教育文化振興課 社会教育担当

048-930-7759 048-953-1160 gakushuu@city.misato.lg.jp
048-765-1730
（直通）
0480-43-1111
048-984-3563
0480-92-1111
0480-34-1111
0480-34-1111
0480-33-1111
048-991-1873

048-765-1703 syakyo@city.hasuda.lg.jp
0480-42-5803
048-984-3562
0480-93-5039
0480-34-4152
0480-34-1093
0480-33-7217
048-991-1902

k-syakai@city.satte.lg.jp
syougai@city.yoshikawa.lg.jp
syougaigakusyuu@city.shiraoka.lg.jp
gakusyu@town.miyashiro.ｌｇ.jp
shimin@town.miyashiro.ｌｇ.jp
syakaikyoiku@town.sugito.lg.jp
kyobunka1100100@town.matsubushi.lg.jp

