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25 其他的公共设施
25-1 警察署
名称
東入間警察署
富士見交番
鶴瀬駅前交番
みずほ台交番
ふじみ野駅前交番
水谷交番
南畑駐在所
福岡交番
霞ヶ丘交番
大井交番
東久保交番
三芳交番

地址
ふじみ野市うれし野1-4-1
富士見市鶴瀬東2-17-36
富士見市鶴馬2643-10
富士見市西みずほ台1-19-14
富士見市ふじみ野東1-16-5
富士見市水谷1-13-7
富士見市上南畑325-1
ふじみ野市上野台1-5-1
ふじみ野市霞ヶ丘1-102
ふじみ野市緑ヶ丘1-11-3
ふじみ野市ふじみ野1-8-39
三芳町北永井359-4

电话号码
049-269-0110
049-251-5542
049-252-9366
049-254-2516
049-261-4131
049-251-5664
049-252-3675
049-261-4479
049-261-5956
049-266-0390
049-264-8360
049-258-4402

地址
ふじみ野市大井中央1-1-19
ふじみ野市大井中央1-1-19
三芳町北永井617-8
富士見市鶴馬1850-1
富士見市水子4060-1
ふじみ野市川崎2-7-3

电话号码
049-261-6000
049-261-5837
049-259-2036
049-255-4119
049-255-4117
049-267-0119

地址
富士見市勝瀬728-1
富士見市鶴瀬西2-23-29
富士見市鶴瀬東2-15-14
富士見市西みずほ台1-12-1
富士見市南畑330-1
富士見市水子4463-1
富士見市水谷東2-12-18
富士見市羽沢1-31-3

电话号码
049-263-0053
049-251-7650
049-251-7652
049-253-3443
049-251-7651
049-251-7653
048-471-4121
049-253-0858

地址
ふじみ野市霞ヶ丘1-2-12
ふじみ野市上福岡1-14-1
ふじみ野市駒西1-6-22
ふじみ野市松山1-3-13
ふじみ野市福岡2-1-5
ふじみ野市大井中央1-1-8
ふじみ野市大井600-3
ふじみ野市緑ヶ丘1-10-13
ふじみ野市苗間1-1-20
ふじみ野市福岡武蔵野10-12

电话号码
049-263-0050
049-266-5657
049-264-2281
049-263-0054
049-262-2258
049-263-0052
049-264-8883
049-263-1811
049-263-0056
049-266-4080

地址
三芳町北永井376-4
三芳町みよし台6-23
三芳町藤久保320

电话号码
049-258-0112
049-258-7472
049-258-4401

25-2 消防署
名称
入間東部地区事務組合消防本部
西消防署
西消防署三芳分署
東消防署
東消防署富士見分署
東消防署ふじみ野分署

25-3 邮局
(1) 富士見市
名称
勝瀬郵便局
鶴瀬西郵便局
鶴瀬東郵便局
みずほ台郵便局
南畑郵便局
富士見東台郵便局
水谷東郵便局
羽沢郵便局
(2) ふじみ野市
名称
上福岡駅前郵便局
上福岡北口郵便局
駒林郵便局
松山郵便局
上福岡郵便局
亀久保郵便局
東台郵便局
緑ヶ丘郵便局
ふじみ野駅西口郵便局
上福岡駅武蔵野郵便局

(3) 三芳町
名称
北永井郵便局
みよし台郵便局
三芳郵便局
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25-4 休日急患诊疗所
名称
東入間医師会休日急患診療所

地址
ふじみ野市駒林元町3-1-20

电话号码
049-264-9592

地址
鹤马1932-7
ふじみ野市亀久保3-3-17
東大久保3655
みどり野南2番地1
鶴瀬東1-9-26カムトゥルー
イースト1階
上南畑3262-1
東大久保3655
三芳町上富322-2
みどり野南1番地1
鹤马3351-2

电话号码
049-254-0747
049-266-3001
049-252-4810
049-252-3237

25-5 福祉设施･保健卫生设施
(1) 富士見市
名称
社会福祉協議会
入間東部シルバー人材センター
老人福祉センター（びん沼荘）
みずほ学園
富士見市障がい者相談支援センター

入間東部むさしの作業所
ふじの木作業所
入間東部みよしの里
ゆいの里
健康増進センター
志木地区衛生組合 リサイクルプラザ
勝瀬480
利彩館
入間東部地区事務組合浄化センター
ふじみ野市駒林1066
南畑新田16-1特別養護老人
高齢者あんしん相談センターむさしの
ホームむさしの内
鶴馬3360-1特別養護老人ホー
高齢者あんしん相談センターふじみ苑
ムふじみ苑内

049-293-2148
049-252-5270
049-254-0683
049-258-8130
049-268-6680
049-252-3771
049-254-1160
049-261-4891
049-255-6320
049-293-1168

高齢者あんしん相談センターえぶりわ 鶴瀬西2-8-25特別養護老人
ん鶴瀬Nisi
ホームえぶりわん鶴瀬Nisi内

049-293-8330

高齢者あんしん相談センターみずほ苑 関沢3-23-41関沢みずほ苑内

049-256-7423

高齢者あんしん相談センターひだまり 水子1882-1特別養護老人ホー
の庭むさしの
ムひだまりの庭むさしの内

049-268-5005

高齢者いきいきふれあいセンター

鶴瀬西2-8-2

049-252-0830

市民福祉活動センター

鹤马1932-7

049-255-6610

ぱれっと

(2) ふじみ野市
名称
ふじみ野市社会福祉協議会
福岡支所

本部・上

ふじみ野市社会福祉協議会

大井支所

福岡1-1-1
舎

地址
ふじみ野市第3庁

大井中央2-2-1
センター4F

大井総合福祉

入間東部シルバー人材センター本部事
亀久保3-3-17
務所
大井総合福祉センター
大井中央2-2-1
ふじみ野市障がい者総合相談支援セン
大井中央2-2-1
ターりあん（生活相談）

电话号码
049-264-7212
049-266-1981
049-266-3001
049-266-1111
049-266‐1100

ふじみ野市障がい者総合相談支援セン
大井中央2-2-1
ターりあん（就労相談）

049-266-1186

児童発育・発達支援センター
おおい作業所

049-257-6656
049-265-0078

大井デイケアセンター
かみふくおか作業所
中丸デイサービスセンター
ふじみ野市立介護予防センター

福岡1-2-5
大井武蔵野1558-1
大井中央2-2-1 大井総合福祉
センター内
西原2-5-1
中丸2-2-13
霞ケ丘1-5-1
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高齢者あんしん相談センター
がおか介護予防センター2F

高齢者あんしん相談センター
か

かすみ

霞ケ丘1-5-1

福岡1-1-6 ふじみ野市第4庁
舎2F
ふくお
（令和4年5月30日以后、福岡
1-1-1 ふじみ野市第3庁舎2F
移動）

高齢者あんしん相談センター つるが
まい
高齢者あんしん相談センター おおい
保健センター
入間東部地区事務組合
ふじみ野市・三芳町環境センター
ふじみ野市成年後見センター

049-264-7620

049-261-1126

亀久保1811-6

049-256-6061

大井621-1
福岡1-2-5
駒林1066
駒林1117
大井中央2-2-1大井総合福祉セ
ンター4F（令和4年5月30日以
后、福岡1-1-1ふじみ野市第3
庁舎1F）

049-261-3021
049-264-8292
049-261-4891
049-257-5374
049-266-1981

（3）三芳町
名称

地址
藤久保7232-1
北永井381-3 かしの木ケアセ
ふれあいセンター
ンター内
三芳太陽の家
上富1599-1
地域包括支援センターみずほ苑みよし 竹間沢735-1
地域包括支援センター埼玉セントラル 上富2177
障害者支援施設かしの木ケアセンター 北永井381-3
入間東部みよしの里
上富322-2
社会福祉協議会
藤久保1100-1 三芳町役場内
入間東部シルバー人材センター
ふじみ野市亀久保3-3-17
北永井381-3かしの木ケアセン
相談支援センターかしの木
ター内

电话号码

保健センター

ふじみ野市・三芳町環境センター

ふじみ野市駒林1117
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049-258-7211
049-259-0058
049-293-7341
049-274-2080
049-258-0515
049-258-8130
049-258-0122
049-266-3001
049-274-3472
049-257-5374
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