
２．主な公共施設等
名 称 住 所 電 話

三芳町役場 藤久保１１００－１ （２５８）００１９

藤久保出張所 藤久保　１８５－１ （２５８）０６２６

竹間沢出張所 竹間沢　５５５－１ （２５９）８３１３

浄水場 藤久保１０４７－１ （２７４）１０１４

三芳町北松原土地区画整理組合事務所 藤久保３８５１ （２５９）５９５１

三芳町藤久保第一土地区画整理組合事務所 藤久保　５１６９ （２５９）５９５４

三芳町富士塚土地区画整理組合事務所 藤久保  ５２７１ （２９３）４９７５

中央公民館 北永井　３４８－２ （２５８）００５０

藤久保公民館 藤久保　１８５－１ （２５８）０６９０

竹間沢公民館 竹間沢　５５５－１ （２５９）８３１１

文化会館『コピスみよし』 藤久保１１００－１ （２５９）３２１１

総合体育館 藤久保１１００－１ （２５８）０３１１

中央図書館 藤久保　１８５－１ （２５８）６４６４

歴史民俗資料館 竹間沢　８７７ （２５８）６６５５

旧島田家住宅 上　富１２７９－３

農業センター 上　富１２７９－３

精神障害者小規模地域生活支援センター 藤久保　　２７－９

保健センター 藤久保　１８５－１ （２５８）００１９

三芳町立運動公園 藤久保１１１８－１ （２５９）３１３５

唐沢公園 みよし台　　４

新開公園 みよし台　１４

北松原公園 藤久保３９２９－４

俣埜公園 藤久保　３７８－７

竹間沢東緑道 竹間沢東１９、他６筆

緑地公園 藤久保１１１２－１

ひらの公園 北永井　６８１－１３１

北新埜中央公園 藤久保　８５５－１０４

竹間沢こぶしの里 竹間沢１０８１－１

藤久保第２公園 藤久保　２５２－１

藤久保第１公園 藤久保　８０１－１

竹間沢東公園 竹間沢東　２１－１

自然の森・レクリエーション公園 藤久保１１１２－２

富士塚第１公園 藤久保　１９３－１

富士塚第２公園 藤久保　２１５－１

宮本ふれあいの森 北永井　８８５－１

中ノ久保ふれあいの森 北永井　８６６－１

北松原第２公園 藤久保３８１０－１

運動公園テニスコート 藤久保１１２０－１ （２５９）３１３５

竹間沢テニスコート 竹間沢　２５４－１ （２５９）３１３５

三芳町弓道場 藤久保１１２０－１ （２５８）０３１１

学校給食センター 北永井　３４８－２ （２５８）３５５０

藤久保児童館 藤久保　２２２－７ （２５８）９９６５

北永井児童館 北永井　８０３－４ （２５８）９９６２

竹間沢児童館 竹間沢　５５５－１ （２５９）８３１５

第２保育所 藤久保　９１０－３ （２５８）６８５８

第３保育所 竹間沢　５６６－１ （２５８）９９６１

上富学童保育室 上　富１２６７－４ （２５７）１１５２

北永井学童保育室 北永井　３４３ （２５８）３８２４

藤久保第１学童保育室 藤久保　２２４－２ （２５８）４８５３

藤久保第２学童保育室 藤久保　２２４－２ （２５８）１２６３

唐沢学童保育室 藤久保　４１０－２ （２５８）０５２１

竹間沢学童保育室 竹間沢　５５０－１ （２５８）３７７９

ふれあいセンター 北永井　３８１－３ （２５８）７２１１

みどり学園 竹間沢　５６６－１ （２５８）９９６３

太陽の家 上　富１５９９－１ （２５９）００５８

子育て支援センター 藤久保　２２２－２０ （２５８）５１０６

ファミリー・サポート・センター 藤久保　２２２－２０ （２５８）００７５

上富第１区集会所 上　富１９０９－１

上富第１区第２集会所 上　富１５５２－１３４

上富第３区集会所 上　富　４０２－６

上富第３区第２集会所 上　富　４１４－５

北永井第１区集会所 北永井　２８５－１

北永井第２区集会所 北永井　７６１－１
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北永井第３区集会所 北永井　８９２－１１

北永井第３区第２集会所 北永井　９９４－１

藤久保第１区集会所 藤久保　３７８－６

藤久保第１区第２集会所 藤久保　３７８－７

藤久保第２区集会所 藤久保５２４５

藤久保第３区集会所 藤久保３９２９－３

藤久保第３区第２集会所 藤久保３８１０－１

藤久保第３区集会所分室 藤久保３９２９－５

藤久保第４区集会所 藤久保１０５４－５

藤久保第４区第２集会所 藤久保　５９５－１１

藤久保第４区第３集会所 藤久保１１０７－４３

藤久保第４区第４集会所 藤久保　５４１－１２

藤久保第５区集会所　 藤久保　１２２－５

藤久保第５区第２集会所 藤久保　９１３－１

藤久保第５区第３集会所 藤久保　８５５－１０２

藤久保第６区集会所 藤久保　　　８－３

竹間沢第１区集会所 竹間沢　８７７

竹間沢第１区第２集会所 竹間沢　５６６－２

竹間沢第１区第３集会所 藤久保１１５０－７

みよし台第１区集会所 藤久保　４４９－６

桑の実三芳保育園 藤久保　８５５－９０ （２５７）１０５１

あずさ保育園 藤久保　３５７－７ （２７４）１３００

三芳元氣保育園 藤久保３８５１ （２５７）１１０１

ベビールーム　つくしっこ みよし台　　７－９ （２５７）２９４５

シャルルみずほ１０１号

保育ルーム　げんき　みよし園 藤久保　５３９－６ （２７４）１３０３

すくすく保育園 藤久保５０６４ （２５７）５７１１

小鈴幼稚園 北永井　　７２－１ （２５８）７３３１

みふじ幼稚園 藤久保　７３３－１ （２５８）８１１１

かみとめ幼稚園 上　富１５６７－４ （２５８）８９９８

入間東部福祉会 入間東部　みよしの里 上　富　３２２－２ （２５８）８１３０

老人保健施設 むさしの苑 上　富１７８４－７ （２５９）６１２２

老人保健施設 埼玉ロイヤルケアセンター 上　富２１８１－５ （２５８）６０６０

老人保健施設 エムズガーデン 北永井　８９０－２ （２５７）１５００

特別養護老人ホーム みよし園 上　富１７８４－８　 （２５９）１２３３

特別養護老人ホーム みずほ苑 竹間沢　７３５－１ （２５８）９２１１

特別養護老人ホーム　桜荘　 北永井　４１５－１ （２７４）７１１１

特別養護老人ホーム　こころ三芳 北永井　９４６－１ （２５９）６０１８

社会福祉法人　めぐみ会　かしの木ケアセンター 北永井　３８１－３ （２５８）０５１５

上富小学校 上　富１２６７－４ （２５８）６８０８

三芳小学校 北永井　３４３ （２５８）０６７４

藤久保小学校 藤久保　２２４－２ （２５８）０５５５

唐沢小学校 藤久保　４１０－２ （２５８）８９００

竹間沢小学校 竹間沢　５５０－１ （２５８）３２３５

三芳中学校 北永井　３５０ （２５８）０６７５

三芳東中学校 藤久保　６１０－１ （２５８）５１８８

藤久保中学校 藤久保　４２０－２ （２５８）３２３２

淑徳大学 藤久保１１５０－１ （２７４）１５１１

三芳郵便局 藤久保　３２０ （２５８）４４０１

三芳北永井郵便局 北永井　３７６－４ （２５８）０１１２

三芳みよし台郵便局 みよし台　　６－２３ （２５８）７４７２

東入間警察署三芳交番 北永井　５３９－４ （２５８）４４０２

西消防署三芳分署 北永井　６１７－８ （２５９）２０３６

三芳町商工会館 藤久保　１８５－４ （２７４）１１１０

三芳町シルバー人材センター 藤久保１１００－１ （２５８）７１７１

三芳町社会福祉協議会 藤久保１１００－１ （２５８）０１２２

ＪＡいるま野三芳支店 北永井　３５８－１　 （２５８）００１０

埼玉縣信用金庫三芳支店 藤久保　２７５－１８ （２５９）２３１１

飯能信用金庫三芳支店 藤久保　９６８－６ （２５９）８４１１
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