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名称 地址 电话号码
鶴瀬小学校 羽沢2-1-1 049-251-0144
水谷小学校 水谷1-13-3 049-251-1130
南畑小学校 上南畑1280 049-251-1139
関沢小学校 関沢3-24-1 049-252-2886
勝瀬小学校 勝瀬674 049-262-1065
水谷東小学校 水子3614 049-252-3850
諏訪小学校 鹤马1932-1 049-253-1451
みずほ台小学校 東みずほ台3-21 049-253-2981
針ヶ谷小学校 針ヶ谷2-38-1 049-254-4482
ふじみ野小学校 ふじみ野東4-4-1 049-267-2312
つるせ台小学校 鶴瀬西2-9-1 049-251-2112
富士見台中学校 諏訪2-8-1 049-251-0473
本郷中学校 水子539 049-252-2889
東中学校 上南畑980 049-253-1555
西中学校 西みずほ台3-14-6 049-252-4145
勝瀬中学校 勝瀬400-1 049-266-2503
水谷中学校 水子3117 049-254-5335
富士見特別支援学校 上南畑1317 049-253-2820

24-2 ふじみ野市／小学校、中学校

名称 地址 电话号码
大井小学校 苗間37 049-261-0242
福岡小学校 西原2-6-1 049-261-0144
駒西小学校 駒西3-6-1 049-261-5915
上野台小学校 福岡1-2-1 049-261-1415
鶴ヶ丘小学校 鶴ヶ岡1-3-1 049-262-1008
西小学校 西2-10-25 049-261-1200
東原小学校 大井2-9-1 049-264-8519
西原小学校 大井武蔵1322-4 049-264-5404
元福小学校 元福岡3-15-2 049-264-5402
亀久保小学校 ふじみ野2-22-1 049-263-7533
三角小学校 亀久保1709－1 049-264-5001
さぎの森小学校 駒林28 049-263-2260
東台小学校 大井710-1 049-269-6232
大井中学校 苗間24-1 049-261-0005
福岡中学校 上野台3-3-1 049-261-0142
葦原中学校 川崎310 049-262-5433
花の木中学校 中福岡213-1 049-264-5400
大井西中学校 大井武蔵野408-1 049-264-1030
大井東中学校 ふじみ野3-2-1 049-263-5181

24-3 三芳町／小学校、中学校

名称 地址 电话号码
三芳小学校 北永井343 049-258-0674
藤久保小学校 藤久保7233 049-258-0555
上富小学校 上富1267-4 049-258-6808
唐沢小学校 藤久保410-2 049-258-8900
竹間沢小学校 竹間沢550-1 049-258-3235
三芳中学校 北永井350 049-258-0675
三芳東中学校 藤久保610-1 049-258-5188
藤久保中学校 藤久保420-2 049-258-3232

24-1 富士見市／小学校、中学校等

24　教育関係施設
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24-4 高中・大学

名称 地址 电话号码
県立富士見高校 富士見市上南畑950 049-253-1551
県立ふじみ野高校 ふじみ野市大井1158-1 049-264-7801
尚美学園大学 川越市豊田町1-1-1 049-246-2700
文京学院大学 ふじみ野市亀久保1196 049-261-6488
淑徳大学 三芳町藤久保1150-1 049-274-1511

24-5 保育院（园）

(1) 富士見市
名称 地址 电话号码

第一保育所 鹤马1-7-39 049-251-6553
第二保育所 水谷東2-12-23 048-472-9174
第三保育所 山室2-26-20 049-252-4811
第四保育所 西みずほ台1-7 049-251-9785
第五保育所 諏訪1-3-1 049-251-9784
第六保育所 鶴瀬西2-8-1 049-251-4741
ふじみ野保育園 ふじみ野東3-7-1 049-256-8862
こばと保育園 鹤马2-19-43 049-256-9360
子どものそのBaby保育園 ふじみ野西1-12-1 049-261-7077
西みずほ台保育園 水子6573-8 049-268-5558
勝瀬こばと保育園 勝瀬632-1 049-263-8800
けやきわかば保育園 鹤马1-6-41 049-253-8811
富士見すくすく保育園 山室2-5-9 049-252-3414
針ケ谷保育園 針ケ谷1-16-5 049-275-0077

ナーサリースクール☆SUKUSUKU
山室1-1313-1 1F
12500(ららぽーと富士
見内）

049-257-5061

慶櫻ふじみ保育園 ふじみ野東2-2-4 049-265-8571
鶴瀬れんげ保育園 鶴瀬西2-5-33 049-252-0138
Kid’s Gardenきらり保育園 鶴馬2-17-32 049-255-1234
認定こども園
富士見れんげこども園 水子2647-1 049-275-0138
南畑幼稚園・なんばた保育園 下南畑3474-1 049-251-0410
けやき子ども園 水子4888 049-254-0022
きたはら幼稚園・ナーサリー 山室2-5-17 049-252-3407
谷津幼稚園 鶴瀬東2-13-17 049-251-3468
小規模保育施設等
ベビーパレス私立成城保育室 西みずほ台3-11-5-1F 049-255-5289
ベビーキャッスル私立白金保育室 ふじみ野東2-9-6 049-267-1189
ベビーシャトー私立松濤保育室 西みずほ台3-11-5-2F 049-255-5289

ピッコリーノぴよぴよ
水子4885-10（けやき
子ども園隣）

049-252-3335

つるせつくしっこルーム 鶴瀬東1-11-29-1F 049-293-8425
保育ルーム針ヶ谷 針ヶ谷2-1-24 049-257-5733
このえふじみ野小規模保育園 ふじみ野東1-7-3 049-257-5142
１☆２SUKUSUKU 勝瀬1031-9 049-214-1688
南畑小規模保育園あおぞら 鶴馬3244-25 049-293-2721
鶴瀬れんげ保育室 鶴瀬西2-5-43 049-253-0138

(2) ふじみ野市
名称 地址 电话号码

上野台保育所 上野台1-1-1 049-261-2841
霞ヶ丘保育所 霞ヶ丘1-5-5 049-261-0612
新田保育所 新田1-4-23 049-264-5405
滝保育所 長宮2-1-23 049-264-3867
大井保育所 市沢2-5-1 049-263-5200
たんぽぽ保育園 駒林79-2 049-263-0857
かすが保育園 東久保1-38-1 049-261-4714
ゆずり葉保育園 鶴ヶ岡4-16-1 049-263-8526
ふじみ野なかよし保育園 上福岡1-12-8 049-266-6662
風の里保育園 大井1125-4 049-263-8355
麦っ子保育園 ふじみ野3-10-2 049-264-3768
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たんぽぽ第二保育園 西2-12-25 049-256-5778
亀久保ひまわり保育園 亀久保4-12-33 049-264-5515
三丁目すまいる保育園 上福岡3-10-7 049-257-6653
ふじみ野どろんこ保育園 亀久保1256-6 049-257-4162
上福岡おひさま保育園 上福岡5-1-2 049-261-3000
緑保育園 亀久保1-13-2 049-261-2733
鶴ヶ岡すまいる保育園 鶴ヶ岡3-19-80 049-265-5123
子どものその苗間保育園 苗間390-5 049-264-3333
花の木なかよし保育園 花の木1-1-2 049-267-1000
ふじみのかぴら保育園 駒林元町3-4-3 049-256-9091
小規模保育室
いちご保育室 丸山7-4-105 049-261-4714
おともだち保育室 うれし野1-6-20 049-263-0089
たけっ子保育室 福岡中央2-15-1 049-293-1299
ひよこ保育室 うれし野1-3-11 049-261-3324
事業所内保育室
さくらんぼ保育室 福岡新田北谷108-1 049-266-0111
認定こども園
子どものその 中福岡79-1 049-266-3332
星和幼稚園 元福岡3-15-1 049-263-6000

児童発達支援

ふじみ野市立児童発育・発達支援セ
ンター

ふじみ野市福岡1-2-5
ふじみ野市総合セン
ターフクトピア2階

049-293-7874

(3) 三芳町
名称 地址 电话号码

第3保育所 竹間沢566-1 049-258-9961
桑の実三芳保育園 藤久保855-90 049-257-1051
あずさ保育園 藤久保357-7 049-274-1300
三芳元氣保育園 藤久保6443 049-257-1101
そよかぜ保育園 藤久保910-3 049-258-6858
小規模保育事業所
ベビールームつくしっこ みよし台7-9-101 049-257-2945
にじいろ保育園 藤久保539-6 049-274-1303
すくすく保育園 藤久保5064 049-257-5711
認定こども園
こすず幼稚園 北永井72-1 049-258-7331

24-6 下课后的课外活动中心・儿童馆・儿童中心

(1) 富士見市
名称 地址 电话号码

鶴瀬第1放課後児童クラブ 羽沢2-1-1 049-251-3292
鶴瀬第2放課後児童クラブ 羽沢2-1-1 049-252-8005
鶴瀬第3放課後児童クラブ 羽沢2-1-1 049-252-8006
水谷第1放課後児童クラブ 水谷1-13-3 049-254-3734
水谷第2放課後児童クラブ 水谷1-13-3 049-252-2821
水谷第3放課後児童クラブ 水谷1-13-3 049-252-2822
南畑第1放課後児童クラブ 上南畑1280 049-255-2406
南畑第2放課後児童クラブ 上南畑1280
関沢第1放課後児童クラブ 関沢3-24-1 049-254-5540
関沢第2放課後児童クラブ 関沢3-24-1 049-253-0606
勝瀬第1放課後児童クラブ 勝瀬674 049-251-2972
勝瀬第2放課後児童クラブ 勝瀬674 049-251-2973
水谷東放課後児童クラブ 水子3614 049-253-6047
諏訪第1放課後児童クラブ 鹤馬1932-1 049-251-6825
諏訪第2放課後児童クラブ 鹤馬1932-1 049-254-3551
諏訪第3放課後児童クラブ 鶴馬1932-1 049-253-2733
みずほ台第1放課後児童クラブ 東みずほ台3-21 049-251-0705
みずほ台第2放課後児童クラブ 東みずほ台3-21 049-253-3007
針ケ谷第1放課後児童クラブ 針ケ谷2-38-3 049-255-5517
針ケ谷第2放課後児童クラブ 針ケ谷2-38-3 049-252-7300
ふじみ野第1放課後児童クラブ ふじみ野東4-4-1 049-267-2362
ふじみ野第2放課後児童クラブ ふじみ野東4-4-1 049-267-2365
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ふじみ野第3放課後児童クラブ ふじみ野東4-4-1 049-262-2627
つるせ台第1放課後児童クラブ 鶴瀬西2-9-1 049-254-3397
つるせ台第2放課後児童クラブ 鶴瀬西2-9-1 049-293-2196
つるせ台第3放課後児童クラブ 鶴瀬西2-9-1 049-293-2197

名称 地址 电话号码
関沢児童館 西みずほ台1-7 049-251-9786

諏訪児童館*ぱれっと内 鹤馬1932-7 049-255-6671

ふじみ野児童館（＊ピアザ☆ふじ
み）

ふじみ野東1-16-6 049-257-6996

(2) ふじみ野市
名称 地址 电话号码

福岡・第2福岡・第3福岡放課後児童
クラブ

西原2-6-1 049-264-8134

駒西放課後児童クラブ 駒西3-6-2 049-263-8112
第2駒西・第3駒西放課後児童クラブ 駒西3-6-3 049-266-8345
上野台・第2上野台放課後児童クラ
ブ

福岡1-2-2 049-264-8021

第3上野台・第4上野台放課後児童ク
ラブ

福岡1-2-3 049-265-3832

西放課後児童クラブ 西2-10-25 049-263-9785
第2西放課後児童クラブ 西2-8-7 049-267-2244
元福放課後児童クラブ 元福岡3-15-2 049-264-8126
さぎの森放課後児童クラブ 駒林1263-2 049-262-4923
大井・第2大井・第３大井放課後児童
クラブ

苗間40-31 049-269-1314

鶴ケ丘放課後児童クラブ 鶴ケ岡1-3-1 049-262-3938
第2鶴ケ丘放課後児童クラブ 鶴ケ岡1-3-26 049-267-5021

東原・第2東原・第3東原放課後児童
クラブ

大井2-9-43 049-264-8815

西原放課後児童クラブ 大井武蔵野1322-4 049-264-3388
亀久保・第2亀久保・第3亀久保放課後
児童クラブ

ふじみ野2-22-53 049-263-7535

三角放課後児童クラブ 亀久保1709-1 049-264-8037
第2三角放課後児童クラブ 亀久保1709-1 049-257-4118
東台放課後児童クラブ 大井728-3 049-263-7499
風の里アフタースクール 大井1125-4 049-263-8355
ゆずり葉アフタースクール 鶴ヶ岡4-16-1 049-263-8526

名称 地址 电话号码
東児童センター 福岡1-2-5 049-264-7916
西児童センター 大井中央1-1-1 049-256-7670

(3) 三芳町
名称 地址 电话号码

藤久保第1学童保育室 藤久保7237 049-258-4853
藤久保第2学童保育室 藤久保7233 049-258-1263
唐沢学童保育室 藤久保410-2 049-258-0521
北永井学童保育室 北永井343 049-258-3824
竹間沢第1学童保育室 竹間沢550-1 049-258-3779
竹間沢第2学童保育室 竹間沢550-1 049-258-3779
上富学童保育室 上富1267-4 049-257-1152

名称 地址 电话号码
藤久保児童館 藤久保7239 049-258-9965
北永井児童館 北永井803-4 049-258-9962
竹間沢児童館 竹間沢555-1 049-259-8315
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