
図画外
　　 鴻沼川ポケットパーク
　　　図画外 「おやすみ処」さいたま‐１番地

　　（美女木１丁目　ロジャース東側の近隣） （20１4年9月30日現在） 町の小さなケーキ屋さん「おおはし」
　 （管理事務所：美女木８丁目） 「おやすみ処」かわぐち‐１番地
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「おやすみ処」設置箇所（店舗･事業所･公益施設･道路等）一覧 （ベンチの設置順 2014年9月 30日現在） 

 

｢おやすみ処｣番地

（通し記号・番号） 

参加団体または施設の名称 

（団体・店舗・事業所・施設・道路等） 

参加団体・施設

の分類 

設置先の店舗の業種、施設のテ

ーマまたは管理形態 

主なベンチのタイプ、植栽

の有無（収納型･･･防災用） 

とだ １番地  修繕 特定非営利活動法人 まち研究工房 

 

NPO法人 多機能コミュニティスポット 

（おやすみ処の先導的施設） 

ユニバーサル型・収納型等

のベンチ各種8脚、植栽有 

とだ ２番地  特定非営利活動法人 まち研究工房 NPO法人 保留 移設先検討中 

とだ ３番地  交換 特定非営利活動法人 まち研究工房 NPO法人 コミュニティスポット 収納型ベンチ等、植栽有 

とだ ４番地  埼京のぞみチャペル 教会 プロテスタント教会 ベンチ（据付型）増設 

とだ ５番地   居酒屋 玄海 （閉店） ベンチ据置き  個人店舗 元.小料理店 収納型ベンチ、植栽有 

とだ ６番地  交換 (有)サマー（ビューティ アロマ） 

 

個人店舗 アロマテラピー、健康ジュース 閉店にて、とだ45番地の氷

川神社参道にベンチを移設 

とだ ７番地  交換 e･class･inc（イー･クラス･アイエヌシー） 個人店舗 ファッション（若者向け） 一般型ベンチ、植栽無 

とだ ８番地  ㈱セルフネット（※土地区画整理事業区

域内につき移転先調整中） 

民間事業所 IT事業・パソコンスクール等 収納型ベンチ（修繕予定）、

植栽有 

とだ ９番地  修繕 竹 屋 個人店舗 お茶･陶器販売など 特注ベンチ、植栽有 

とだ10番地  篠崎電気（戸田店） 個人店舗 家電製品販売、電気工事･修理 一般型ベンチ、植栽有 

とだ11番地   修繕 セキ・スポーツ（閉店）→ 歯科医院 医療施設 歯科（元.スポーツ店） ベンチ修繕中、植栽有 

とだ12番地   修繕 三陸宮古市場 わ（WA） 店舗 居酒屋（魚介類など） 収納型ベンチ、植栽無 

とだ13番地  おしゃれショップ さかえ 個人店舗 美容 ガーデンベンチ、植栽有 

とだ14番地  修繕 ㈱地元不動産商事（移転）ベンチ入替済 個人店舗 空き店舗前（Ｒ17号交差点部） 一般型ベンチ、植栽無 

とだ15番地  交換 銘菓 きたや（閉店）ベンチ入替済 店舗 元.手焼きせんべい店 一般型ベンチ、植栽有 

とだ16番地   修繕 ㈱ふれあい広場 → 系列会社事務所 

 

民間事業所 介護事業、介護用品販売等 ※閉店によりベンチの修繕

及び移設先調整中 

とだ17番地A  交換 ㈱大崎 民間事業所 ガーデニング、エクステリア 一般型ベンチ、植栽有 

とだ17番地B  ガーデン･カフェアンヴェールジャルダン 個人店舗 喫茶･西洋料理、洋菓子販売 一般型ベンチ、植栽有 

とだ18番地   第２ヤング理容店 個人店舗 理容 建替に伴うスペース上の理

由によりベンチの移設中 

とだ19番地 戸田ブラザー 個人店舗 ミシン販売、健康関連 保留 

とだ20番地    修繕  戸田駅前クリニック 医療施設 内科・外科・リハビリ科 特注ベンチ、植栽有 

とだ21 番地  交換 戸田市立福祉作業所「ゆうゆう」 福祉施設 心身障害者デイケア施設   一般型ベンチ、植栽有 

とだ22 番地  修繕 戸田市教育センター（正面入口右側） 公益施設 戸田市教育委員会所管施設 一般型ベンチ、植栽有 

とだ23 番地  修繕  戸田市文化会館前（北東側交差点付近） 公益施設 戸田市公園緑地課所管施設 一般型ベンチ、植栽有 

とだ24 番地  交換 戸田市スポーツセンター（正門右側） 公益施設 戸田市外郭団体所管施設 収納型ベンチ、植栽有 

とだ25 番地   修繕 北大通り・戸田駅東側通り交差点部 都市施設 戸田市道路課管理施設 特注ベンチ、植栽有 

とだ26 番地  戸田駅南側の市役所南通りバス停前 都市施設 戸田市道路課管理施設 収納型、ユニバーサルベン

チ、植栽有 

とだ27 番地   交換   北大通り・市役所南通り交差点部 都市施設 戸田市道路課管理施設 一般型ベンチ 

とだ28 番地  （匿名） 戸建住宅 個人宅（喜沢） 収納型ベンチ、植栽有 

とだ29番地  群泉堂 個人店舗 書籍販売 一般型ベンチ、植栽有 

とだ30番地 梅田うどん （暫定番号19番地） 個人店舗 生うどん製麺・販売 一般型ベンチ、植栽有 

とだ31番地 いきいきタウンとだ（社会福祉法人ぱる） 福祉施設 特養老人ホームなど 設置検討中 

とだ32番地  戸田市スポーツセンター北東側歩道上 公共施設 市道 特注ベンチ、植栽有 

とだ33番地  まちのえき ｢かめや｣ 店舗 市民交流施設 一般型ベンチ、植栽有 

とだ34番地 調整中    

とだ35番地  戸田中央総合病院 本院 医療施設 総合医療（外来・救急・検診等） 一般型ベンチ、植栽有 

とだ36番地  第一薬局 医療関連施設 薬局 一般型ベンチ、植栽有 

とだ37番地  本町薬局 医療関連施設 薬局 一般型ベンチ、植栽有 

とだ38番地  戸田中央 総合健康管理センター 医療関連施設 健診・健康管理 一般型ベンチ、植栽有 

※網掛けの箇所･･･平成23年12月及び 25年1月にベンチを修繕・交換または新設した「おやすみ処」 

      □囲みは、協賛企業㈱コトブキ製ベンチを設置してある箇所（寄贈、設置協力を含む計11箇所 既設15脚） 

（裏面につづく） 



 

復興応援ベンチ・プロジェクトにおける設置状況                （平成25年12月現在） 

                                 ※その他、本年度内に仮設住宅地内に2脚寄贈予定 

とだ39番地  戸田中央産院 医療関連施設 産婦人科 一般型ベンチ、植栽有 

とだ40番地  逢来房 個人店舗 焼き鳥・モツ煮込み（持ち帰り） 一般型ベンチ、植栽有 

とだ41番地  くつろぎの家 福祉施設 グループホーム、デイサービス 一般型ベンチ、植栽有 

とだ43番地①～⑦ 大規模分譲マンション（大栄不動産㈱） 集合住宅 緑道（マンション敷地の外周） 一般型（7箇所）、植栽有 

とだ44番地 彩湖・道満プレイパーク 公共施設 荒川河川敷の子供の遊び場 一般型ベンチ、植栽無 

とだ45番地  新設 氷川神社参道（氷川町内） 社寺施設 緑地内施設 一般型ベンチ、植栽有 

2箇所（各1脚）設置 

とだ46番地  新設 臼田屋酒店  個人店舗 自販機コーナー＆休憩所 一般型ベンチ 

とだ47番地  新設 コンビニエンス・タムラ 個人店舗 食料品販売 一般型ベンチ 

とだ48番地  新設 植音金子商店 個人店舗 食料品販売 一般型ベンチ 

かわぐち1番地 新設  町の小さなケーキ屋さん「おおはし」 個人店舗 洋菓子店（旧.鳩ヶ谷市内） 一般型（2脚）、植栽有 

さいたま1番地 新設 鴻沼川ポケットパーク（小さな憩いの場） 

※㈱カタヤマ様、㈱コトブキ様のご協力

により設置   

公益施設 埼玉県（都市整備部水辺再生

課）所管施設 ※近隣の保育

園・町会との協働管理 

一般型（1脚）、植栽有 

寄贈ベンチ 

（通し記号・番号） 

参加主体または施設の名称 

（団体・店舗・事業所・施設・道路等） 

参加施設の 

分類 

設置先の店舗の業種、施設のテ

ーマまたは管理形態 

主なベンチのタイプ、植栽

の有無（収納型･･･防災用） 

いしのまき（渡波）-1 被災から自主再建した地区の交流場所 個人店舗 飲食店 一般型（1脚） 

いしのまき（渡波）-2 被災から自主再建した家屋 個人住宅 居宅（個人） 一般型（1脚） 

いしのまき（渡波）-3 黄金浜地区のちびっこ広場 公益施設 地区管理施設 一般型（2脚） 

いしのまき（渡波）-4 被災から自主再建した地区の医療施設 整骨院2箇所 医療・福祉関連施設 一般型（2脚） 

りくぜんたかた-1 陸前高田未来商店街内のテラス、店舗前 商店街 竹駒地区の仮設商店街 一般型（4脚） 

りくぜんたかた-2 陸前高田未来商店街内の店舗前 商店街 竹駒地区の仮設商店街 子供用（3脚） 

おおつち‐1 おらが大槌夢広場前、おらが復興食堂前 復興関連施設 一般社団法人運営施設 一般型（2脚） 

おおつち‐2 大槌町内のプレイパーク関連施設 公益施設  子供用（3脚） 

計        18脚（設置済） 


