
２．主な公共施設等
名 称 住 所 電 話

三芳町役場 藤久保1100-1

藤久保出張所 藤久保7232-1 (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

中央公民館 北永井 348-2 (258)0050

藤久保公民館 藤久保7232-1 (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7232-1 (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7232-1 (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

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5272

藤久保第１公園 藤久保5068

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7407

富士塚第２公園 藤久保7408

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6597

（仮称）北松原第３公園 藤久保6332

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7239 (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7237 (258)4853

藤久保第２学童保育室 藤久保7233 (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 藤久保1078-3 (259)0058

子育て支援センター 藤久保7238 (258)5106

ファミリー・サポート・センター 藤久保7238 (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6540

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7102

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 6443 (257)1101

そよかぜ保育園 藤久保 910-3 (258)6858

ベビールーム　つくしっこ みよし台  7-9 ｼｬﾙﾙみずほ101号 (257)2945

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

幼保連携型認定こども園こすず幼稚園 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7233 (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7232-2 (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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