
凡例

※予約を取る時は「A101川越グリーンパーク郵便局」のように乗降場名を指定してください。

乗降場名称案内図に
表⽰された記号です

乗降場周辺にある
施設を表⽰しています

川越グリーンパーク郵便局����

■エコスグリーンパーク店  

■グリーンパーククリニック
周辺
施設

かわ     ごえ ゆう     びん きょく
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【商業施設等】

【交通結節点】

【医療施設】

【公共施設】

川越グリーンパーク郵便局����

■エコスグリーンパーク店  

■グリーンパーククリニック
周辺
施設

ゆう     びん きょくかわ     ごえ

川越古⾕郵便局����
かわ    ごえ   ふる      や      ゆう     びん きょく

川越今泉郵便局����
かわ    ごえ   いま いずみ  ゆう    びん きょく

エコス⽊野⽬店����
き        の         め       てん

ベルク南古⾕店����

■わかおクリニック ■おおひら⽿⿐咽喉科 
周辺
施設

みなみ ふる      や       てん

ヤオコー川越南古⾕店����

■ウニクス南古⾕⻭科医院
周辺
施設

かわ   ごえ  みなみ ふる      や      てん

川越問屋町簡易郵便局����
かわ    ごえ    とん      や      まち    かん      い      ゆう     びん きょく

埼⽟医科⼤学総合医療センター����
さい    たま      い        か       だい    がく   そう     ごう     い     りょう

トワーム⼩江⼾病院����
こ          え       ど     びょう  いん

帯津三敬病院����
おび       つ      さん    けい  びょう いん

愛和病院����
あい      わ     びょう いん

川越救急クリニック����
かわ   ごえ きゅうきゅう

伊佐沼クリニック⽿⿐咽喉科診療所����
い        さ      ぬま                                                              じ        び      いん    こう    か     しん りょう じょ

南古⾕病院����
みなみ ふる      や    びょう  いん

あさひ橋⻭科クリニック����
ばし      し        か

友愛⻭科医院����
ゆう    あい      し         か         い       いん

ゆず⻭科����
し        か  

⼭辺クリニック����

■野⽥医院 ■すどう⻭科医院 
周辺
施設

やま      べ

南古⾕なみき⻭科＋こども⻭科����
みなみ ふる      や                                                 し         か                し        か

芳野市⺠センター����
よし      の         し       みん

サンライフ川越・芳野台体育館����
かわ    ごえ                  よし     の       だい    たい    いく    かん

農業ふれあいセンター����
のう  ぎょう

古⾕市⺠センター����
ふる      や         し       みん

南古⾕市⺠センター����
みなみ ふる      や         し      みん

東部地域ふれあいセンター����

■川越税務署
周辺
施設

とう      ぶ          ち      いき

市⺠聖苑やすらぎのさと����
し       みん    せい   えん

斎場����
さい じょう

川越警察署����
かわ    ごえ    けい   さつ     しょ

川越運動公園����
かわ    ごえ    うん   どう    こう    えん

教育センター����
きょう いく       

あぐれっしゅ川越����
かわ    ごえ

南古⾕駅����

■⼩堀⻭科医院
周辺
施設

みなみ   ふる           や        えき

オーケー川越店����

■みやざわ⻭科  

■よこやまこどもアレルギークリニック
周辺
施設

かわ    ごえ    てん



【地域内乗降場】

杉下町公⺠館����

伊佐沼新町⾃治会館前����

仙波河岸史跡公園����

⾕中⽕の⾒やぐら� �

ローソン川越松郷店����

観⾳堂前���

下⽼袋公⺠館� �

東本宿⾃治会館���

ファミリーマート川越南⽥島店� �

薬王寺���

南⽥島公⺠館���

南⽥島南���

新南⽥島住宅���

川越ハイツ⾃治会集会所���

⽜⼦⼩南���

ぽぷらの樹���

さくら堤⾃治会集会所���

古市場公⺠館���

古市場北���

出⼝団地���

あさきテニスクラブ���

やすらーじゅ瑞穂���

渋井街道端公園���

渋井公⺠館���

⼭岸造園���

北側地蔵様���

⼤師���

南古⾕中学校東���

農業共済組合前���

下久下⼾北���

久下⼾前⽥第三公園���

宮本防災倉庫���

宮本⾃治会集会所裏���

萱沼公⺠館���

萱沼中荻野公園���

沼端公⺠館���

⿊須公⺠館向い���

古⾕本郷上���

古⾕本郷千⼿堂公⺠館���

古⾕本郷下公⺠館���

古尾⾕⼋幡神社⼊⼝���

柳原公園���

⾼島集会所���

⼋ツ島���

北⽥島⾃治会センター���

菅間緑地駐⾞場���

鍛冶屋敷集会所���

菅間中公⺠館���

菅間中第２���

⽯⽥本郷集会所���

⽯⽥本郷折⼾���

⿅飼公⺠館���

上⽼袋⾃治会集会場���

中⽼袋⾃治会館���

市場集会所���

伊佐沼児童遊園���

すぎ   した     まち    こう     みん     かん

い         さ       ぬま    しん     まち      じ          ち      かい     かん    まえ   

かわ     ごえ    まつ    ごう    てん   

せん       ば         が          し        し       せき     こう    えん   

や       なか       ひ                        み   

かん     のん    どう    まえ   

きた       た       じま      じ          ち       かい

すが       ま    りょく    ち     ちゅう  しゃ  じょう   

すが       ま        なか   こう      みん    かん   

いし      だ      ほん     ごう  しゅう  かい    じょ   

すが        ま       なか    だい   

いし      だ       ほん     ごう      おりっと   

しし    かい    こう    みん     かん   

かみ     おい  ぶくろ    じ         ち       かい  しゅう  かい  じょう   

なか    おい   ぶくろ    じ         ち       かい     かん   

か        じ          や      しき  しゅう  かい     じょ   

ひがし ほん  じゅく    じ         ち       かい     かん   

ぬま    ばた    こう     みん    かん   

くろ       す       こう    みん     かん    むか   

たか    しま  しゅう  かい    じょ   

や         つ        しま   

ふる       や       ほん    ごう     かみ   

ふる      や        ほん    ごう     せん    じゅ    どう     こう    みん     かん   

ふる        や       ほん    ごう    しも     こう     みん    かん   

ふる        お         や       はち    まん    じん     じゃ    いり    ぐち   

いち       ば    しゅう  かい    じょ   

い         さ      ぬま       じ       どう    ゆう    えん   

しも     おい  ぶくろ  こう    みん     かん   

やなぎ  はら    こう   えん

かわ    ごえ  みなみ    た      じま     てん  

やく     おう       じ   

みなみ    た      じま    こう     みん     かん   

みなみ    た      じま   みなみ  

しん   みなみ   た        じま  じゅう  たく   

かわ    ごえ                                                  じ         ち        かい しゅう   かい    じょ  

うし      こ    しょう みなみ   

き   

ふる     いち      ば       こう     みん    かん   

づつみ   じ         ち        かい  しゅう  かい    じょ  

ふる     いち      ば       きた   

で       ぐち     だん      ち   

みず      ほ

しぶ      い       かい     どう    ばた    こう えん   

たい       し   

みなみ  ふる       や    ちゅう  がっ    こう   ひがし   

のう  ぎょうきょう  さい   くみ     あい    まえ   

しも       く          げ         ど        きた   

く         げ          ど       まえ      だ       だい     さん    こう    えん   

みや    もと     ぼう    さい    そう        こ  

みや    もと       じ         ち       かい  しゅう  かい     じょ    うら   

かい    ぬま     こう    みん    かん   

かい    ぬま     なか    おぎ      の        こう    えん   

しぶ       い       こう     みん    かん   

やま    ぎし     ぞう    えん  

きた    がわ       じ      ぞう     さま   



      

   

   

   

   

乗降場詳細図［地区１］ 

くいプレート プレート（シール） サインポスト 

■ 凡例 

■ 乗降場のサイン（目印）の種類 

■ 乗降場のサイン（目印）のイメージ 

乗降場名称 

乗降場案内図に表示された記号 

乗降場のサイン(目印)の種類 

サイン(目印)が設置されている場所 



   

  

   

    

  

   

 
Ａ.商業施設等 

 
Ｂ.医療施設 



 

   

   

 

  

 

  

   

 
Ｃ.公共施設 



 

   

    

   

  

   

 
地域内乗降場 

本庁 ＝ 本庁 

芳  ＝ 芳野 

古  ＝ 古谷 

南  ＝ 南古谷 

 
Ｄ.交通結節点 



 

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   



 

   

                        

 

■この地図は、2020年 11月現在のものです。 

今後、道路の形状や施設等が変更になる場合もありますので、ご注意ください。 

 

問合せ  川越市役所 都市計画部 交通政策課 
 

電話番号：049-224-5519（直通） 

E-mail   ：kotsu@city.kawagoe.saitama.jp 
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