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23 市·町关系的施

23-1 市役所·町役场

(1) 富士見市
名称 地址 电话号码

富士見市役所 鹤馬1800-1 049-251-2711
水谷出張所 水谷1-13-6 049-251-0700
南畑出張所 上南畑306-1 049-251-2716
西出張所（サンライトホール）
　※令和３年４月１日一時閉鎖中

水谷東出張所 水谷東2-12-10 048-473-9226
みずほ台出張所 西みずほ台1-19-2 049-254-8445
ふじみ野出張所 ふじみ野東1-16-6 049-262-8911

(2) ふじみ野市
名称 地址 电话号码

ふじみ野市役所 福岡1-1-1 049-261-2611
市役所出張所 霞ヶ丘1-2-7 049-261-0353
大井総合支所 大井中央1-1-1 049-261-2811

(3) 三芳町
名称 地址 电话号码

三芳町役場 藤久保1100-1 049-258-0019
藤久保出張所 藤久保7232-1 049-258-0626
竹間沢出張所 竹間沢555-1 049-259-8313

23-2 文化施设・公民馆・コミュニティセンター など

(1) 富士見市
名称 地址 电话号码

市民文化会館　キラリ☆ふじみ 鹤馬1803-1 049-268-7788
鶴瀬公民館（鶴瀬コミュニティ
センター）

羽沢3-23-10 049-251-1140

みずほ台コミュニティセンター 西みずほ台1-19-2 049-254-2221
針ケ谷コミュニティセンター 針ケ谷1-38 049-251-8478
ふじみ野交流センター ふじみ野東3-7-1 049-261-5371
鶴瀬西交流センター 鹤馬3575-1 049-251-2791
水谷公民館 水谷1-13-6 049-251-1129
南畑公民館（勤労文化会館） 上南畑306-1 049-251-5663
水谷東公民館 水谷東2-12-10 048-473-8717
サンライトホール（西出張所併
設）
ピアザ☆ふじみ ふじみ野東1-16-6 049-257-6446

(2) ふじみ野市
名称 地址 电话号码

フクトピア（市民交流プラザ） 福岡1-2-5 049-264-7971
産業文化センター うれし野2-10-48 049-269-4811
ふじみ野ステラ・イースト 福岡1-1-8 049-261-6678
上福岡西公民館 上福岡5-2-12 049-266-9501

大井中央公民館
大井中央2-19-5（大
井郷土資料館内）

049-261-0648

コスモスホール 上福岡1-5-14 049-264-7971
旭ふれあいセンター 苗間40-7 049-267-1777
鶴ヶ岡コミュニティセンター 鶴ヶ岡4-16-25 049-278-1122
市民憩の森 大井中央1-1094-3 049-262-8123
市民活動支援センター 霞ヶ丘1-2-7 049-261-0681
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(3) 三芳町
名称 地址 电话号码

文化会館 コピスみよし 藤久保1100-1 049-259-3211
藤久保公民館 藤久保7232-1 049-258-0690
中央公民館 北永井348-2 042-258-0050
竹間沢公民館 竹間沢555-1 049-259-8311

23-3 图书馆

(1) 富士見市
名称 地址 电话号码

中央图书馆 鹤馬1873-1 049-252-5825
图书馆ふじみ野分馆 ふじみ野東3-7-1 049-256-8860
图书馆鹤濑西分馆 鶴瀬西2-9-1 049-252-5945

(2) ふじみ野市
名称 地址 电话号码

上福岡图书馆※令和5年秋～令和
6年夏大規模改修工事休馆予定

上野台3-3-1 049-262-3710

大井图书馆※令和5年秋以后
大井中央2-1-8（ステ
ラ・ウェスト内）

049-263-1100

上福岡西公民館图书馆 上福岡5-2-12 049-264-5388

(3) 三芳町
名称 地址 电话号码

中央图书馆 藤久保7232-1 049-258-6464
竹間沢图书馆分馆 竹間沢555-1 049-274-1722

23-4 资料馆・スポーツ施设

(1) 富士見市
名称 地址 电话号码

市民総合体育館 鹤馬1887-1 049-251-5555
運動公園 南畑新田1267-1 049-251-5555
第2運動公園 みどり野南4-1 049-251-5555
びん沼公園 南畑新田1493-1 049-251-5555
水子貝塚資料館 水子2003-1 049-251-9686
難波田城資料館 下南畑568-1 049-253-4664
学校給食センター 勝瀬506-1 049-252-2881

(2) ふじみ野市
名称 地址 电话号码

スポーツセンター総合体育館 大井武蔵野1392-1 049-264-7711
スポーツセンターテニスコート 大井武蔵野1394-1 049-264-7711
スポーツセンター弓道場 大井武蔵野1393-2 049-264-7711
スポーツセンター多目的グラウ 大井武蔵野1386 049-264-7711
スポーツセンター上野台体育館 福岡1-1-3 049-263-8988

上野台体育館トレーニング室
福岡1-1-1 市役所第
4庁舎1F

049-263-8988

スポーツセンター駒林体育館 駒林28 049-269-2985
運動公園 福岡新田247-1 049-266-3941
第２運動公園 ふじみ野市福岡５ 049-265-3460

荒川運動公園
富士見市大字南畑新
田地内

049-264-7711

上福岡歴史民俗資料館 長宮1-2-11 049-261-6065
大井郷土資料館 大井中央2-19-5 049-263-3111
福岡河岸記念館 福岡3-4-2 049-269-4859
なの花学校給食センター 中福岡122-1 049-262-4357
あおぞら学校給食センター 西鶴ヶ岡1769-1 049-261-5564

水谷東公民馆图书室 水谷東2-12-10
049-252-5825
　（中央图书
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(3) 三芳町
名称 地址 电话号码

運動公園 藤久保1118-1 049-259-3135
運動公園テニスコート 藤久保1120-1 049-259-3135
竹間沢テニスコート 竹間沢254-1 049-259-3135
弓道場 藤久保1120-1 049-258-0311
歴史民俗資料館 竹間沢877 049-258-6655
学校給食センター 北永井348-2 049-258-3550
総合体育館 藤久保1100-1 049-258-0311
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