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付表１ 各種統計調査の概要 

区分 国勢調査 指定統計第１号（総務省統計局） 

調査期日と

沿革 

５年ごとに、10 月 1 日現在の人口を主として全国いっせいに調査する

「人口センサス」である。 
この調査は、大正９年の第１回調査以来 10 年目の調査は大規模調査で、

その中間の年の調査は簡易調査である。（昭和 45 年、55 年、平成 2 年､12
年の調査は 10 年目にあたる大規模調査、昭和 50 年、昭和 60 年、平成７

年、平成 17 年は５年目にあたる簡易調査） 
なお、昭和 20 年は調査年にあたっていたが、第２次世界大戦のため中

止し、戦後昭和 22 年に臨時国勢調査が行われた。 
 

調査の対象 

常住している人をすべて対象とし、その世帯を単位に「常住人口」を調

査。 
「常住している人」とは、調査日現在すでに、その世帯に３か月以上にわ

たって住んでいるか、または３か月以上にわたって住むことになっている

人。 
「常住人口」とは、調査の時期に調査の地域にふだん住んでいる人。 
 

区分 事業所・企業統計調査 指定統計第２号（総務省統計局） 

調査期日と

沿革 

この調査は、昭和 22 年から始まり、全産業の全事業所を対象とするも

のである。 
翌 23 年に第２回調査が行われ、以来３年ごと、56 年からは５年ごとに全

国的規模で実施されている。また平成８年以降、調査から３年目に当たる

年に簡易な方法による調査を実施している。 
調査の時期は、昭和 41 年、44 年の各年７月１日現在、47 年は９月１日、

50 年は５月 15 日、53 年は６月 15 日、56 年、61 年、平成３年は７月１

日、平成８年、平成 13 年、平成 18 年は 10 月１日、簡易調査の平成１１

年は７月１日、１６年は６月１日現在で行われた。 

調査の対象 

  調査期日に所在するすべての事業所。ただし、次の事業所は除く。 
① 日本標準産業分類における「農業」「林業」及び「漁業」に属する個

人経営の事業所並びに「家事サービス業」及び「外国公務」に属する事

業所 
②  収入を得て働く従業者がいない事業所。 
③  休業中で、従業者がいない事業所。 
④  季節的に営業する事業所で、調査期日に従業者がいないもの。 
⑤  劇場、遊園地、運動競技場、駅の改札口内などの有料施設の中に設け

られている事業所。 
⑥ 家事労働の傍ら、特に設備を持たないで賃仕事をしている個人の世帯。
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区分 農林業センサス 指定統計第 26 号（農林水産省） 

調査期日と

沿革 

５年ごとに、２月１日現在で農業経営状況等について全国的規模で調査
する「農林業統計」である。 

この調査が、センサス方式で行われたのは、昭和 16 年の農林水産統計
調査が最初で、戦後昭和 22 年の「臨時農業センサス」につぐ本格的な調
査は、昭和 25 年 2 月 1 日に行われた「1950 年世界農業センサス」である。

昭和 25 年調査から 10 年目に実施されるのが「世界農林業センサス」5
年目に実施されるのが「中間農業センサス」である。 

昭和 45 年、55 年、平成 2 年、12 年の調査は 10 年にあたる「世界農林
業センサス」、昭和 50 年、60 年、平成 7 年、17 年の調査は 5 年目にあた
る「中間農業センサス」である。 

調査の対象 

次の規定にいずれかに該当するすべての農林業経営体を対象とする。 
①経営耕地面積が 30 アール以上の規模の農家 
②農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他
の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業 

(1)露地野菜作付面積 15 アール 
(2)施設野菜栽培面積 350 ㎡ 
(3)果樹野菜面積 10 アール 
(4)露地花木栽培面積 10 アール 
(5)施設花木栽培面積 250 ㎡ 
(6)搾乳牛飼養頭数 1 頭 
(7)飼育牛飼養頭数 1 頭 
(8)豚飼養頭数 15 頭 
(9)採卵鶏飼養羽数 150 羽 
(10)ブロイラー年間出荷羽数 1,000 羽 
(11)その他（調査期日前 1 年間における農業生産物の総販売額 50 万円

に相当する事業の規模） 
③権原に基づいて育林又は伐採を行うことができる山林の面積が 3 ヘク
タール以上の規模の林業 
④農作業の受託の事業 
⑤委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材
生産の事業 

区分 工業統計調査 指定統計第 10 号 （経済産業省） 

調査期日と

沿革 

この調査は、明治 16 年に職工 10 人以上を有している工場に対して行わ

れたのが始まりで、明治 42 年には調査対象も職工 5 人以上を使用する工

場に広げ、調査方法を自計方式に改めた。 
大正 9 年になって 5 年ごとの調査を毎年の調査に改め、現在におよんで

いる。 
調査時期は、毎年 12 月 31 日現在で全国規模で行われている。 
 

調査の対象 

日本標準産業分類「製造業」に属する事業所。 
ただし、国に属する事業所は除く。 
（注） 
昭和 56 年調査からは、同年以降の特定年次については、3 人以下の事

業所で特 
定業種に該当しない事業所を除外して実施することになった。 
西暦末尾０，３，５，８は全事業所が調査対象 
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区分 商業統計調査 指定統計第 23 号 （経済産業省） 

調査期日と

沿革 

この調査は、昭和 6 年東京市を中心に行われ、昭和 14 年から 17 年まで

に毎年 12 月末現在で卸売業について実施された。 
戦後昭和 23 年に四日市市、新潟市で試験調査が行われ、以来昭和 26 年

10 月までの調査は大都市を中心に実施された。 
昭和 27 年 9 月 1 日にはじめて全国にわたる本格的な調査が行われ、そ

の後昭和 51 年までは 2 年ごと、平成 9 年までは 3 年ごと、それ以後は５

年ごとに実施されるようになった。 
調査時期は昭和 47 年、49 年、51 年、60 年は各年 5 月 1 日、昭和 54

年、57 年、63 年、平成 9 年、14 年、16 年は 6 月 1 日、昭和 61 年は 10
月 1 日、平成 3 年、6 年、11 年は７月１日現在である。 

なお、一般飲食店のみ、昭和 61 年から卸売・小売業と別調査となる。

調査時期は昭和 61 年、平成元年、平成 4 年の各年 10 月 1 日現在である。

 

調査の対象 

日本標準産業分類の「卸売・小売業・飲食店」に属する事業所。 
ただし、次の事業所は除く。 

① 国に属するもの。 
② 営業の場所が一定していないものまたは営業の固定設備がないもの。

③ 出入りに入場料、許可等の制限のある施設の中に設けられているも

の。 
④ 調査期日前引続き 3 か月以上休業している事業所。 
 

区分 学校基本調査 指定統計第 13 号 （文部科学省） 

調査期日と

沿革 

この調査は、学校に関する基本的事項の調査を行うため、昭和 23 年か

ら始まり、 
毎年 5 月 1 日現在で実施されている。 
 

調査の対象 

小学校・中学校・高等学校・盲・聾・養護学校・幼稚園・専修学校及び

各種学校。 
「学校」とは、学校教育法第１条の小・中・高・高等専門学校・大学・盲・

聾・養護及び幼稚園、同法第 82 条の 2 の専修学校ならびに同法第 83 条の

各種学校。 
「児童・生徒」とは、学校教育法第 22 条の学齢児童及び同法第 39 条の学

齢生徒で指導要録が作成されている者。 
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付表２ 渋川市行政機構図（平成１９年４月１日） 

【本庁】 
Ｇ：グループ 
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市長 副市長 総務部 行政課 行政防災Ｇ

文書管理Ｇ

職員課 人事研修Ｇ

財政課 財政Ｇ

用地管財Ｇ

契約検査Ｇ

税務課 市民税Ｇ

資産税Ｇ

納税課 納税管理Ｇ

企画部 秘書広報課 秘書広報Ｇ

企画課 企画Ｇ

情報管理課 ＩＴ推進・統計Ｇ

地域政策課 地域調整Ｇ

市民部 市民課 市民Ｇ

国保年金Ｇ
赤城国保診療所（南･北）

環境課 環境Ｇ

環境分析室

清掃管理事務所

市民生活課 コミュニティＧ

消費生活センター

社会福祉課保健福祉部

交通Ｇ

社会福祉Ｇ

障害福祉Ｇ
保育所（５）

高齢対策課 高齢福祉Ｇ

地域包括支援Ｇ

介護Ｇ

健康管理課 健康推進Ｇ

経済部 農林課 農政Ｇ

土地改良Ｇ

商工振興課 商業振興Ｇ

工業労政Ｇ

観光課 観光振興Ｇ

各地区温泉センター

建設部 土木管理課 管理Ｇ

土木Ｇ

建築住宅課 住宅管理Ｇ

建築指導Ｇ

都市計画課 計画・街路Ｇ

法制Ｇ

特別収納推進室 特別収納推進Ｇ

子どもの未来準備室 子どもの未来準備Ｇ

地域包括支援センター

子育て支援Ｇ



 

水道部 水道課 管理Ｇ

工務Ｇ
浄水管理センター

渋川総合病院

院長 副院長 事務部 総務課 管理Ｇ

用度会計Ｇ

医事課 医事Ｇ

診療部 内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、
眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション
科、放射線科、麻酔科

診療技術部 薬剤科、放射線科、検査科、療法科、栄養科

看護部 外来診療棟、第１病棟、第２病棟、第３病
棟、中央材料室・手術室

会計課 出納Ｇ

教育委員会 教育長 教育部 管理課 管理Ｇ

学校教育課 学務・指導Ｇ

生涯学習課 生涯学習Ｇ

青少年センター

文化財保護課 文化財Ｇ

赤城歴史資料館

北橘歴史民俗資料館

図書館 図書管理Ｇ

体育課 スポーツ振興Ｇ

中央公民館 地区公民館（１１）

美術館 管理学芸Ｇ

文学館

渋川学校給食共同調理場 業務Ｇ

小野上学校給食共同調理場

子持学校給食共同調理場

赤城学校給食共同調理場

小学校（１７校）

中学校（１０校）

幼稚園（６園）

議会 議会事務局 議事Ｇ

監査委員 事務局 監査Ｇ

農業委員会 農地農政Ｇ

選挙管理委員会

公平委員会

固定資産評価審査委員会

（事務局：行政課）

（事務局：行政課）

（事務局：行政課）

区画整理課 管理換地Ｇ

補償工務Ｇ

事務局

会計部会計管理者

緑化公園Ｇ

下水道課 業務Ｇ

工務Ｇ

水質管理センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 160 -



【支所】 
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市長 副市長 伊香保総合支所 総務課 総務Ｇ

税務出納Ｇ

市民福祉課 市民Ｇ

生活環境Ｇ

健康福祉Ｇ

経済建設課 経済Ｇ

ロープウェイ

建設Ｇ

生涯学習課 生涯学習Ｇ

コミュニティセンター

世代間交流館

まちづくり対策室 まちづくり対策Ｇ

小野上総合支所 総務課 総務Ｇ

税務出納Ｇ

市民課 市民Ｇ

生活環境Ｇ

健康福祉Ｇ

経済建設課 経済Ｇ

建設Ｇ

生涯学習Ｇ生涯学習課

温泉事業開発課

子持総合支所 総務課 総務Ｇ

税務出納Ｇ

市民福祉課 市民Ｇ

生活環境Ｇ

健康福祉Ｇ

経済建設課 経済Ｇ

建設Ｇ

生涯学習Ｇ生涯学習課

花と食のむらづくり対策室 花と食のむらづくり対策Ｇ

赤城総合支所 総務課

市民福祉課

総務Ｇ

税務出納Ｇ

市民Ｇ

生活環境Ｇ

健康福祉Ｇ

経済建設課 経済Ｇ

建設Ｇ

生涯学習Ｇ生涯学習課

教育委員会

スケートセンターＧ

小野上温泉センターＧ

ＳＵＮおのがみＧ

土地改良推進室 土地改良推進Ｇ



 北橘総合支所 総務課

市民福祉課

総務Ｇ

税務出納Ｇ

市民Ｇ

生活環境Ｇ

健康福祉Ｇ

経済建設課 経済Ｇ

建設Ｇ

生涯学習Ｇ生涯学習課

城山Ｇ
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付表３ 官公署等一覧 

区 公共施設等名称 住所 電話番号 

渋川市役所(本庁) 石原 80 22-2111(代) 

渋川市役所第 2 庁舎 石原 6-1 22-2111(代) 

渋川市役所伊香保総合支所 伊香保町伊香保 116-1 72-3155 

渋川市役所小野上総合支所 村上 3756-3 59-2111 

渋川市役所子持総合支所 吹屋 384 24-1211 

渋川市役所赤城総合支所 赤城町敷島 568-1 56-2211 

庁 

舎 

渋川市役所北橘総合支所 北橘町真壁 2372-1 52-2111 

渋川総合病院 渋川 1338-4 22-4111 

国民健康保険赤城南診療所 赤城町上三原田 82 56-2220 

医 
療 
施 
設 国民健康保険赤城北診療所 赤城町津久田 2308 56-2034 

渋川老人福祉センター 渋川 3890-1 23-1765 

子持福祉センター 吹屋 658-20 24-6611 

子持福祉会館 吹屋 658-21 24-6612 

ユートピア赤城 赤城町宮田 850－3 56-4126 

小野上地域福祉センター 小野子 9－1 30-8008 

みかげデイサービスセンター 渋川 3912-20 25-3030 

赤城デイサービスセンター 赤城町宮田 850-4 56-4101 

特別養護老人ホーム清流の郷 赤城町敷島 44-1 56-9201 

北橘デイサービスセンター 北橘町八崎 2349-17 52-3653 

障害者福祉センター 渋川 113-8 22-2096 

心身障害児通園施設ひまわり園 渋川 3667 25-0876 

複合福祉施設まつぼっくり 渋川 4229 24-8553 

福祉作業所かえでの園 吹屋 658-78 25-3761 

第一保育所 渋川 2103-22 22-0449 

第二保育所 石原 580-3 23-8833 

第四保育所 有馬 716 23-3759 

第五保育所 渋川 446-1 23-3002 

社 

会 

福 

祉 

施 

設 

伊香保保育所 伊香保町伊香保 335-3 72-2215 

渋川保健福祉センター 渋川 1760-１ 25-1321 

伊香保保健福祉センター 伊香保町伊香保 162-1 72-5777 

小野上保健センター 小野子 3047-１ 59-2621 

子持保健センター 吹屋 378 22-7791 

赤城保健センター 赤城町敷島 568-1 56-3557 

保

健

福

祉

施

設 
北橘保健センター 北橘町真壁 2354 52-4151 

村上農産物直売所 村上 305-2 59-2465 

小野子特産物直売所 小野子 1980 59-2839 

農
林
施
設 小野上農林漁業体験施設 村上 396-５ 59-2885 

 - 163 -



区 公共施設等名称 住所 電話番号 

メープルヴィレッヂこもち 中郷 2537-12 53-2344 

子持ふれあい館 吹屋 658-16 24-2266 

 

小野上山村広場 村上 3791 先 － 

勤労福祉センター 石原 1629-１ 20-1154 

伊香保温泉ビジターセンター 伊香保町伊香保 541-4 72-2855 

伊香保ロープウェイ 伊香保町伊香保 558-1 72-2418 

白井宿ふるさと物産館 白井 2318-1 60-6600 

赤城キャンプ場 赤城町北赤城山 1022 
090-4066-6561
(営業期間中) 

スカイテルメ渋川 半田 3129-1 20-1126 

伊香保温泉石段の湯 伊香保町伊香保 36 72-4526 

ＳＵＮおのがみ 村上 396-1 20-8111 

小野上温泉センター 村上 305-2 59-2611 

白井温泉こもちの湯 吹屋 658-17 24-5526 

ユートピア赤城 赤城町宮田 850-4 56-4126 

赤城の湯ふれあいの家 赤城町敷島 165-3 56-2125 

北橘温泉ばんどうの湯 北橘町下箱田 605-5 60-1126 

商

工

観

光

施

設 

たちばなの郷 城山 北橘町下箱田 606-2 52-2405 

渋川スカイランドパーク 金井 2843-3 20-1589 

渋川市総合公園 渋川 4272 24-0535 

小野池あじさい公園 渋川 2979 - 

吾妻川公園 金井 226 - 

坂東橋緑地公園 半田 2836-1 24-6226 

大崎緑地公園 渋川 3999-1 - 

大日向いこいの公園 伊香保町伊香保 525-176 - 

小野上温泉公園 村上 305-2 - 

子持ふれあい公園 吹屋 658-1 - 

赤城健康公園 赤城町宮田 850-15 - 

赤城ふれあい公園 赤城町敷島 44-7 - 

沼尾川親水公園 赤城町津久田 2431 56-3531 

赤城総合運動自然公園 赤城町北上野 444 56-8840 

公

園

施

設 

愛宕山ふるさと公園 北橘町小室 404-1 52-4393 

渋川市立渋川北小学校 渋川 681-2 22-2544 

渋川市立渋川南小学校 渋川 2573-1 23-0373 

渋川市立金島小学校 金井 2310 22-2543 

渋川市立古巻小学校 八木原 852 22-2542 

渋川市立豊秋小学校 石原 1001 22-2541 

渋川市立渋川西小学校 金井 2817 24-2876 

小

中

学

校 

渋川市立伊香保小学校 伊香保町伊香保 322-1 72-2032 

 - 164 -



区 公共施設等名称 住所 電話番号 

渋川市立小野上小学校 村上 3767-1 59-2031 

渋川市立上白井小学校 上白井 1787 53-2532 

渋川市立中郷小学校 中郷 2626 53-3516 

渋川市立長尾小学校 北牧 85 53-3607 

渋川市立三原田小学校 赤城町上三原田 851-1 56-2320 

渋川市立三原田小学校栄分校 赤城町栄 929 56-5928 

渋川市立刀川小学校 赤城町見立 299 56-2200 

渋川市立津久田小学校 赤城町津久田 1905 56-2004 

渋川市立南雲小学校 赤城町長井小川田 1435 56-2911 

渋川市立橘小学校 北橘町真壁 524 52-3004 

渋川市立橘北小学校 北橘町八崎 995 23-3001 

渋川市立渋川中学校 渋川 2555-2 22-2548 

渋川市立渋川北中学校 金井 1044 22-2546 

渋川市立金島中学校 金井 2007-1 22-2547 

渋川市立古巻中学校 有馬 753 22-2549 

渋川市立伊香保中学校 伊香保町伊香保 544-16 72-2132 

渋川市立小野上中学校 村上 3788-1 59-2032 

渋川市立子持中学校 中郷 2258-3 53-3515 

渋川市立赤城南中学校 赤城町滝沢 191-1 56-2321 

渋川市立赤城北中学校 赤城町津久田 2280 56-2234 

 

渋川市立北橘中学校 北橘町真壁 46 52-2400 

渋川市立渋川幼稚園 渋川 1773 22-2550 

渋川市立渋川第二幼稚園 渋川 969-1 23-1877 

渋川市立かに石幼稚園 村上 3751-1 59-2100 

渋川市立こもち幼稚園 吹屋 658-30 60-6688 

渋川市立赤城幼稚園 赤城町勝保沢 110-6 20-6222 

幼

稚

園 

渋川市立北橘幼稚園 北橘町真壁 2376-4 52-2414 

渋川市中央公民館 渋川 908-21 22-4321 

渋川市渋川公民館 渋川 2403 22-0999 

渋川市渋川東部公民館 渋川 908-21 22-4321 

渋川市渋川西部公民館 渋川 247-1 25-3841 

渋川市金島公民館 金井 1999 22-0241 

渋川市古巻公民館 八木原 678 22-1892 

渋川市豊秋公民館 行幸田 943 22-0312 

渋川市伊香保公民館(コミセン) 伊香保町伊香保 163-1 72-4790 

渋川市小野上公民館(基幹集落センター) 村上 3756-3 59-2111 

渋川市子持公民館 吹屋 380-1 22-7780 

生

涯

学

習

施

設 

渋川市赤城公民館 赤城町敷島 568-1 56-2214 
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区 公共施設等名称 住所 電話番号 

渋川市北橘公民館 北橘町真壁 2354 52-2300 

渋川市立図書館 渋川 1767-1 22-0644 

渋川市立北橘図書館 北橘町真壁 2354 52-2300 

渋川市美術館･桑原巨守彫刻美術館 渋川 1901-24 25-3215 

渋川市北橘歴史資料館 北橘町真壁 246-1 52-4094 

渋川市赤城歴史資料館 赤城町勝保沢 110 56-8967 

渋川市徳冨蘆花記念文学館 伊香保町伊香保 614-8 72-2237 

 

渋川市伊香保世代間交流館 伊香保町伊香保 353-1 72-2182 

渋川市武道館 中村 830-6 24-7878 

渋川市民体育館 渋川 2566 - 

渋川市有馬野球場 有馬 167 24-2965 

渋川市民プール 半田 2900 23-2008 

渋川市伊香保屋外運動場 伊香保町伊香保 528-4 72-4030 

渋川市伊香保体育館 伊香保町伊香保 552-2 72-4285 

渋川市小野上運動公園 小野子 1822 先 - 

渋川市子持総合運動場 中郷 2537 53-3319 

渋川市子持社会体育館 吹屋 658-10 24-8148 

渋川市赤城第 2 総合グランド 赤城町津久田 1707 56-8510 

渋川市敷島緑地公園マレットゴルフ場 赤城町敷島 48－2 56-3457 

渋川市北橘総合グランド 北橘町真壁地内 - 

社

会

体

育

施

設 

渋川市北橘プール 北橘町真壁 43-47 52-2068 

市民会館 渋川 2795 24-2261 そ
の
他 渋川市教育研究所 赤城町敷島 568-1 56-3101 

渋川行政事務所 金井 395 22-0777 

渋川県税事務所 金井 395 22-4050 

渋川土木事務所 金井 395 22-4055 

渋川保健福祉事務所 金井 394 22-4166 

渋川農村整備センター 金井 731-2 22-4040 

渋川環境森林事務所 金井 731-2 22-2763 

憩の森森林学習センター 伊香保町伊香保 637 72-3220 

渋川地区農業指導センター 金井 731-2 23-1321 

群馬県北部食肉衛生検査所 金井 2842-33 24-4611 

群馬県農業技術センターこんにゃく特産
研究センター 

渋川 3092-1 22-2144 

渋川工業用水道事務所 白井 957 22-1726 

県央第二水道事務所 北橘町箱田 821 20-4012 

小児医療センター 北橘町下箱田 779 52-3551 

渋川警察署 金井 400 23-0110 

県

の

関

係

機

関

施

設

等 

駅前交番 渋川 1686-3 23-3756 
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区 公共施設等名称 住所 電話番号 

川島駐在所 川島 1601-3 24-2533 

有馬交番 有馬 167-2 24-2522 

北牧駐在所 北牧 894 53-2210 

上白井駐在所 上白井 2029-4 53-2219 

津久田駐在所 赤城町津久田 196-11 56-2110 

三原田駐在所 赤城町上三原田 847-4 56-2324 

北橘駐在所 北橘町真壁 1755-5 52-3000 

渋川公共職業安定所(ハローワーク) 渋川 1696-15 22-2636 

渋川社会保険事務所 石原 143-7 22-1611 

渋川高等学校 渋川 678-3 22-4120 

渋川女子高等学校 渋川 2684 22-4148 

渋川工業高等学校 渋川 8-1 22-2511 

渋川青翠高等学校 渋川 3912-1 24-2320 

榛名養護学校 渋川 3641-2 24-4911 

 

ゆうあいピック記念温水プール 行幸田 3011 25-3033 

関東地方整備局高崎河川国道事務所 渋川 1513 24-7238 

関東地方整備局利根川水系砂防事務所 渋川 121-1 22-4177 

独立行政法人国立病院機構西群馬病院 金井 2584 23-3030 

独立行政法人国立病院機構西群馬病院
附属看護学校 

金井 2584 24-7256 

国
の
関
係
機
関
等 

前橋地方法務局渋川出張所 石原 1099-1 22-0242 

渋川広域森林組合 金井 367 24-1495 

渋川商工会議所 渋川 2536-2 25-1311 

渋川地区医師会 金井 356 23-1181 

渋川交通安全協会 金井 432 22-1125 

(協)渋川漁菜市場 渋川 1129 25-0111 

渋川こばと保育園 金井 2352-15 23-9066 

行幸田保育園 行幸田 903-1 23-3025 

コスモス保育園 石原 1609-1 23-5389 

半田保育園 半田 1162-1 24-2864 

パンジー保育園 金井 1512-1 24-5315 

中村保育園 中村 369-4 24-5366 

たんぽぽ保育園 上白井 2525 53-4554 

北橘保育園 北橘町八崎 374 23-4213 

ひばり保育園 赤城町勝保沢 110-6 56-2144 

白ばら幼稚園 渋川 778 22-1068 

大島幼稚園 半田 2410 23-9930 

春日園 中郷 2399 53-2506 

そ

の

他

の

関

係

機 

関

施

設

等 

児童クラブすてーしょん 中郷 1028 53-4014 

 - 167 -



区 公共施設等名称 住所 電話番号 

とれいん学童クラブ 中郷 608-53 53-4051 

渋川家政高等専修学校 半田 2410 22-1785 

群馬服装専門学校 渋川 2411 23-6982 

渋川看護専門学校 金井 356 20-1174 

渋川准看護学校 金井 356 23-1182 

永光荘 半田 785-5 23-1122 

永光荘デイサービスセンター 半田 785-5 23-1122 

フジサン渋川 行幸田 200-1 25-0133 

三愛荘 渋川 3668-4 22-1027 

めぐみの里 渋川 3644-1 22-1730 

めぐみ 渋川 3646-3 22-1731 

あけぼのホーム 渋川 3645-17 22-1730 

恵の園 渋川 4418 22-1730 

グレイス･ホーム 渋川 4417 22-1730 

心身障害者デイサービスセンター 渋川 3646-4 23-6601 

誠光荘 渋川 2908 25-1055 

渋川子持高齢者能力活用センター 吹屋 658-19 30-3166 

渋川駅 渋川 1651-4 22-2370 

八木原駅 八木原 1145 22-2373 

東京電力㈱渋川営業所 石原 12-1 24-2250 

東京電力㈱渋川工務所 石原 12-1 24-2720 

渋川ガス 渋川 1092-1 23-5501 

NTT 渋川営業所(サービス) 渋川 1697-9 23-7342 

JA 北群渋川農業協同組合 渋川 157 23-3315 

JA 北群渋川農業協同組合(金島支所) 金井 1924 23-2131 

JA 北群渋川農業協同組合(渋川支所) 渋川 157 23-2141 

JA 北群渋川農業協同組合(豊秋支所) 石原 873-2 23-2151 

JA 北群渋川農業協同組合(古巻支所) 八木原 1135 22-0372 

JA 北群渋川農業協同組合(小野上支所) 村上 3781-1 59-2016 

JA 北群渋川農業協同組合(子持支所) 中郷 1314-1 53-3606 

JA 北群渋川農業協同組合(北部営農セン
ター) 

北牧 810 53-3511 

JA 赤城橘農業協同組合（本所） 赤城町滝沢 64-2 56-4151 

JA 赤城橘農業協同組合（横野支所） 赤城町滝沢 64-^2 56-2021 

JA 赤城橘農業協同組合（北橘支所） 北橘町真壁 1386-1 52-2103 

JA 赤城橘農業協同組合（しきしま支所） 赤城町津久田 1930-1 56-2301 

JA 赤城橘農業協同組合(営農生活センタ
ー) 

北橘町真壁 1386-1 52-2116 

 

JA 赤城橘農業協同組合(赤城営農経済セ
ンター) 

赤城町津久田 1930-1 53-3511 

 - 168 -



区 公共施設等名称 住所 電話番号 

渋川郵便局 渋川 1896-5 22-4027 

渋川石原郵便局 石原 747-6 22-2952 

渋川川島郵便局 川島 1566-7 22-2950 

渋川川原町郵便局 渋川 2290-3 22-2958 

渋川金井郵便局 金井 1244-1 22-2953 

渋川八木原郵便局 八木原 954-1 22-2956 

伊香保郵便局 伊香保町伊香保 336-13 72-3180 

小野上郵便局 村上 3783-9 59-2003 

子持郵便局 北牧 1210 53-3601 

鯉沢郵便局 吹屋 92-4 22-2954 

赤城郵便局 赤城町敷島 608-1 56-2051 

赤城三原田郵便局 赤城町上三原田 834-1 56-2052 

真壁郵便局 北橘町真壁 968 52-2411 

 

八崎郵便局 北橘町八崎 1028-1 22-2957 
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付表４ 歳時記 

期日 行事等 場所 

1 日 初詣 
伊香保町 水沢観音・伊香保
神社・天宗寺 
渋川 入沢八幡宮 

7 日 早尾神社お的 半田 早尾神社 

成人の日前日 渋川市成人式 渋川 市民会館 

12 日 初市 渋川 下郷 

14～15 日 道祖神のどんど焼き 渋川 各地区 

16 日 道祖神（どんど焼き） 伊香保町 市有墓地駐車場 

17 日 東円山観音堂縁日 
北橘町分郷八崎 東円山観
音堂 

18 日 別所観音例祭 北橘町小室 別所観音堂 

28 日 宮田不動尊大祭 赤城町 宮田不動尊 

１月 

28 日 棚下不動尊縁日 赤城町 棚下不動尊 

3 日 節分会 伊香保町 水沢観音 ２月 
15 日 眞光寺涅槃図ご開帳 渋川 眞光寺 

第 1 土・日曜日 石段ひな祭り 伊香保町 石段街 

下旬 秋葉神社 伊香保町境沢 秋葉神社 

３月 

下旬 境沢稲荷及び琴平宮春祭礼 
伊香保町境沢 境沢稲荷、物
聞山 琴平宮 

上旬 桜見ごろ「佐久発電所」 北橘町 佐久発電所 

上旬 桜が見ごろ「茂沢ダム公園」 渋川 茂沢ダム公園 

第 2 庚申 石原猿田彦神社の大和神楽 石原 猿田彦神社 

第 1 日曜日 下南室の太々御神楽 北橘町 赤城神社 

第 1 日曜日 中尾の獅子舞 村上 金比羅神社 

3 日 上小野子の獅子舞 小野子 七社神社 

3 日 村上の太々神楽 村上 佐久間神社 

8 日 １２社大神 伊香保町 長峰自然公園 

12 日 八木原諏訪神社の太々神楽 八木原 諏訪神社 

第 2 日曜日 箱田の獅子舞 北橘町 木曽三社神社 

第 3 日曜日 行幸田の獅子舞 行幸田甲波宿祢神社 

18 日 岩井堂観音祭典 村上 岩井堂観世音御堂 

29 日 勝保沢の太々神楽 赤城町 勝保沢諏訪神社 

中下旬 桜が見ごろ「総合公園」 渋川 総合公園 

末 白井宿八重桜まつり 子持 白井宿 

末 三国脇往還白井宿・彌酔の句会 
子持白井宿・子持老人福祉セ
ンター 

末 小野上温泉まつり 村上 小野上温泉センター 

４月 

下旬～5 月上旬 ぼたん祭り 渋川 正蓮寺 

1 日 神明宮の太々神楽 子持神社大祭 

8 日 温泉山医王寺例祭(目の神様) 伊香保町 石段街医王寺 

中旬 ツツジが見ごろ「長峰自然公園」 伊香保町 長峰自然公園 

第 4 日曜日 新緑とツツジのハイク 県立伊香保森林公園 

５月 

月間 ヒメギフチョウの活動 
赤城町 モロコシ山・ヤハズ
山 

中旬 ＮＨＫ学園伊香保短歌大会 伊香保町 

中旬 ＮＨＫ学園伊香保俳句大会 伊香保町 

６月 

下旬～７月中
旬 

あじさいが見ごろ(あじさいまつ
り） 

渋川 小野池あじさい公園 
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期日 行事等 場所 

第 1 月曜日 たびの日伊香保 
伊香保町 伊香保市営駐車
場 

中旬 八崎夏祭り 北橘町 八崎 

第４金・土曜日 渋川へそ祭り 渋川 新町五差路周辺 

下旬 猫祇園 赤城町 敷島 

～９月まで 坂東簗営業(鮎） 北橘町 下箱田 

７月 

～９月まで 落合簗営業(鮎) 北橘町 八崎 

上旬 伊香保ハワイアンフェスティバル
伊香保町 伊香保市営駐車
場 

上旬 たちばな古里まつり 北橘町 小室 

中旬(隔年） 渋川山車まつり 渋川 市街地 

27 日 三原田の獅子舞 赤城町 三原田八幡宮 

８月 

27 日 溝呂木諏訪神社大祭 赤城町 溝呂木諏訪神社 

18～20 日 伊香保祭囃子（伊香保祭り） 伊香保町 伊香保神社 

18 日 蘆花祭及び追悼茶会 
伊香保町 芦花公園・蘆花記
念文学館 

18 日 大山祗神社秋祭 伊香保町 大山祗神社 

19 日 伊香保神社祭礼 伊香保町 伊香保神社 

中旬 
全国スポレク祭記念群馬県インディ
アカ交流大会 

子持社会体育館 

９月 

上旬～11 月下旬 市民文化祭 渋川 市民会館外 

９月上旬～11 月
下旬 

市民文化祭 渋川 市民会館外 

９日 川島の獅子舞 川島 甲波宿祢神社 

第４土曜日 縄文まつり 北橘町 歴史資料館 

下旬 ヘルシーハイキング 
伊香保町 県立伊香保森林
公園 

１０月 

下旬～１１月上
旬 

全国創作こけし美術展ｉｎ渋川 渋川 市民会館 

９月上旬～11 月
下旬 

市民文化祭 渋川 市民会館外 

上旬 紅葉が見ごろ「伊香保森林公園」
伊香保町 県立伊香保森林
公園外 

上旬 紅葉が見ごろ「岩井堂」 小野上 岩井堂 

15 日 秋葉神社秋祭礼 伊香保町 秋葉神社 

23 日 日本のまんなか渋川駅伝 
渋川 市役所スタート・ゴー
ル 

１１月 

中旬～下旬 上三原田舞台まつり 
赤城町 上三原田歌舞伎舞
台 

16 日 酉の市 渋川 八坂神社 

第３日曜日 黒井峯遺跡マラソン 
子持 子持中学校(スター
ト・ゴール) 

１２月 

27 日 暮の市 渋川 下郷 
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