
施設ガイド

福生警察署 TEL  551-0110 福生市加美平3-25
福生消防署 TEL  552-0119 福生市福生1072
福生消防署瑞穂出張所 TEL  556-0119 箱根ケ崎2353

警察署・消防署

西多摩保健所 TEL  0428-22-
6141

青梅市東青梅
1-167-15

保健所

青梅税務署 TEL  0428-22-
3185

青梅市東青梅
4-13-4

東京法務局西多摩支局 TEL  551-0360 福生市南田園
3-61-3

税務署・登記所

瑞穂郵便局 TEL  556-2800 武蔵20-1
瑞穂むさし野郵便局 TEL  554-6009 むさし野2-54-5
瑞穂長岡郵便局 TEL  557-7785 長岡4-1-4

羽村郵便局 TEL  0570-943-
804 羽村市緑ヶ丘5-3-2

郵便関係

東京都庁 TEL  03-5321-
1111 新宿区西新宿2-8-1

都庁

西多摩衛生組合 TEL  554-2409 羽村市羽4235
フレッシュランド西多摩 TEL  570-2626 羽村市羽4225
羽村・瑞穂地区学校給食
組合第1センター TEL  554-2084 羽村市神明台

4-2-19

東京都西多摩建設事務所 TEL  0428-22-
7210

青梅市東青梅
3-20-1

東京都西多摩保健所 TEL  0428-22-
6141

青梅市東青梅
1-167-15

東京都青梅合同庁舎 青梅市河辺町6-4-1

　青梅都税支所 TEL  0428-22-
1152

　�多摩建築指導事務所建
築指導第三課

TEL  0428-23-
3423

　西多摩福祉事務所 TEL  0428-22-
9375

　大多摩観光連盟 TEL  0428-22-
3525

東京都立川合同庁舎 立川市錦町4-6-3
　立川都税事務所 TEL  523-3171
　多摩建築指導事務所 TEL  548-2025
　�多摩環境事務所環境改善課 TEL  523-3516
　東京都多摩教育事務所 TEL  524-7132
東京都多摩教育センター 立川市錦町6-3-1
　都立多摩社会教育会館 TEL  524-7950
　都立多摩図書館 TEL  524-7186
東京家庭裁判所立川支部 TEL  845-0365 立川市緑町10-4
東京地方裁判所立川支部 TEL  845-0365 立川市緑町10-4
立川簡易裁判所 TEL  845-0281 立川市緑町10-4

青梅簡易裁判所 TEL  0428-22-
2459

青梅市師岡町
1-1300-1

身近な施設・官公署

町立小・中学校� P63参照

都立瑞穂農芸高等学校 TEL  557-0142 石畑2027

高校

幼稚園 P62参照

学童保育クラブ P62参照

保育園� P61参照

役場 TEL  557-0501 箱根ケ崎2335
ビューパーク・スカイホール TEL  557-7070 箱根ケ崎2475

町民会館 TEL  557-7608
（地域課） 石畑1875

地区会館
　殿ケ谷会館

TEL  557-7608
（地域課）

殿ケ谷988
　石畑会館 石畑211
　石畑中央会館 石畑1837
　箱根ケ崎北会館 箱根ケ崎2
　箱根ケ崎中央会館 箱根ケ崎127
　箱根ケ崎南会館 武蔵3

　箱根ケ崎西会館 箱根ケ崎東松原
16-3

　長岡会館 長岡長谷部248
　長岡南会館 長岡4-6-4
　むさしの会館 むさし野2-12-6
武蔵野コミュニティセン
ター TEL  570-0555 むさし野1-5（瑞穂ア

パート27号棟1階）
元狭山コミュニティセンター TEL  568-0333 二本木673-1
長岡コミュニティセンター TEL  568-0030 箱根ケ崎1180
教育相談室 TEL  557-0312 箱根ケ崎2475
郷土資料館けやき館 TEL  568-0634 駒形富士山316-5
高齢者福祉センター寿楽 TEL  556-1120 殿ケ谷1106
シルバー人材センター TEL  557-4566 二本木924-1
シルバーまちかど TEL  556-9966 箱根ケ崎2259

東部高齢者支援センター TEL  557-3852 石畑2008
（ふれあいセンター内）

西部高齢者支援センター TEL  557-0609 箱根ケ崎1180
（長岡コミセン内）

寄り合いハウスいこい TEL  556-0151 殿ケ谷874-3
あすなろ児童館 TEL  557-7766 石畑1837
ふれあいセンター TEL  557-2061 石畑2008
子ども家庭支援センターひばり TEL  568-0051 石畑1972
ファミリー・サポート・センター TEL  557-4138 石畑1972
社会福祉協議会 TEL  557-0159 石畑2008
心身障害者（児）
福祉センターあゆみ TEL  556-6655 石畑2193

保健センター TEL  557-5072 石畑1970
耕心館 TEL  568-1505 駒形富士山317-1

生涯学習センター TEL  568-0050 箱根ケ崎2287
（瑞穂第一小学校内）

中央体育館 TEL  557-5194 石畑1989
武道館 TEL  557-6513 箱根ケ崎519
町営グランド TEL  557-5007 箱根ケ崎2189

町営プール TEL  557-6514
（期間中） 石畑1970

産業会館（商工会） TEL  557-3389 石畑1973
みずほリサイクルプラザ TEL  557-5364 箱根ケ崎1723
武蔵野防災会館 TEL  579-2623 南平2-50-15
箱根ケ崎駅自転車等駐車場 TEL  557-0981 箱根ケ崎249-7
農畜産物直売所ふれっしゅはうす TEL  557-4564 箱根ケ崎612-1
防災無線の電話音声応答
サービス TEL  557-6155
瑞穂斎場組合 TEL  557-0064 富士山栗原新田244
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軽自動車検査協会
東京主管事務所八王子支所

TEL050-3816-
3103

青梅市新町
6-18-2

八王子自動車検査登録事務所
（普通自動車）

TEL050-5540-
2034

八王子市滝山町
1-270-2

立川バス福生営業所 TEL042-551-
1200 福生市志茂151

西武バス飯能営業所 TEL042-972-
4123

飯能市美杉台
5-4-1

京王タクシー TEL553-9966 福生市福生800

大洋自動車交通㈱
TEL551-0215
TEL0120-07-

0215
福生市福生2049

交通関係

公立福生病院 TEL551-1111 福生市加美平1-6-1

医療機関等� 町内はP55参照

西多摩農協瑞穂支店 TEL557-0042 箱根ケ崎2261
西多摩農協元狭山支店 TEL557-2221 二本木715-1
青梅信用金庫瑞穂支店 TEL557-0511 箱根ケ崎2327
西武信用金庫瑞穂支店 TEL556-0171 箱根ケ崎2228-1
西武信用金庫長岡支店 TEL557-2212 長岡2-3-1
多摩信用金庫瑞穂支店 TEL556-4111 箱根ケ崎239-2

金融機関

青梅労働基準監督署 TEL0428-22-
0285 青梅市東青梅2-6-2

瑞穂ハローワーク求人情
報コーナー TEL568-5141

殿ケ谷442
（（株）ジョイフル
本田�瑞穂店内）

ハローワーク青梅（青梅
公共職業安定所）

TEL0428-24-
8609

青梅市東青梅
3-12-16

瑞穂町消費生活相談窓口 TEL557-7633 箱根ケ崎2335

東京都消費生活総合セン
ター

TEL03-3235-
1155

新宿区神楽河岸
1-1セントラルプ
ラザ15～17階

東京都立川児童相談所 TEL523-1321 立川市曙町3-10-19

東京障害者職業能力開発校 TEL042-341-
1411

小平市小川西町
2-34-1

東京都動物愛護相談セン
ター多摩支所 TEL581-7435 日野市石田

1-192-33

東京都水道局
青梅サービスステーション

ナビダイヤル
TEL0570-091-

100
（引越し・契約の変更）

青梅市師岡町
1-1301-10

ナビダイヤル
TEL0570-091-

101
（料金・その他のお

問合せ）
ナビダイヤルを
利用できない場合

TEL548-5100
八王子都税事務所（八王
子合同庁舎内）

TEL042-644-
1111

八王子市明神町
3-19-2

八王子自動車税事務所 TEL042-691-
6351

八王子市滝山町
1-270-5

名称 電話番号 開館時間 休館日

瑞穂町図書館 TEL557-5614
午前9時～
午後6時
（木曜日のみ
午後8時まで）

月曜日/16日（土
日の場合は開
館）/年末年始

図書館
各館の開館日・開館時間

名称 電話番号 開館時間 休館日
武蔵野コミュニティ
センター図書室 TEL533-4606 午前9時～

午後5時

月曜日/第2水曜
日/16日（土日の
場合は開館）/祝
日/年末年始

長岡コミュニティ
センター図書室 TEL557-5980

元狭山ふるさと
思い出館図書室 TEL556-3233

午後1時～
5時
（日曜日のみ午
前9時～正午）

月曜日/16日（土
日の場合は開館）
/祝日/年末年始

殿ケ谷図書室 TEL513-9810 午後1時～
5時

月・木・金・日曜
日/16日（土日の
場合は開館）/祝
日/年末年始

ニュー・グリーンピア津南
TEL025-765-4611　http://new-greenpia.com/
　町では、町民が割引価格でご利用いただける協定を、新潟県
中魚沼郡所在のニュー・グリーンピア
津南と結んでいます。
　広大な自然の中に、キャンプ場やス
キー場、テニスコート、ウオーキング
コースなどの施設を備えています。
場　所　�新潟県中魚沼郡津南町大字秋成12300
申込み　�ニュー・グリーンピア津南予約係� �

TEL025-765-4611（予約専用）� �
午前8時30分～午後6時

※町民であることをお伝えください。
※町民は通常料金から1割引きです。
※�ご利用の際は健康保険証など、住所が確認できるものをお
持ちください。

※詳しくは、ホームページをご覧ください。

保養施設

羽村市自然休暇村
TEL0551-48-4017　http://hamura-kyukason.jp/
　町では、町民が羽村市民と同額でご利用いただける協定を、
羽村市自然休暇村と結んでいます。
　豊かな自然に恵まれた清里高原にあ
り、天体観測室、体育館、キャンプ場な
どの施設を備えています。
場　所　�山梨県北杜市高根町清里� �

3545-3877
申込み　�羽村市自然休暇村　TEL0551-48-4017� �

フリーダイヤル0120-47-4017（携帯電話不可）
※町民であることをお伝えください。
※�ご利用日の1カ月前から前日までの申込み分について、羽
村市民価格が適用となります。

※�ご利用の際は健康保険証など、住所が確認できる
ものをお持ちください。

※詳しくは、ホームページをご覧ください。

　図書館の資料を借りるには、「貸出カード」が必要です。貸出
カードの発行をご希望される方は、住所が確認できるものを
お持ちの上、カウンターで登録してください。
○貸出冊数　6冊（DVDは2点まで）
○貸出期間　2週間
おはなしの会

　乳幼児から小学校低学年までを対象に、絵本や紙芝居の読
み聞かせをしています。
複写サービス

　著作権法第31条の範囲内に限り、1部10円でコピーできます。
インターネット閲覧サービス

　瑞穂町図書館、長岡コミュニティセンター図書室では、イン
ターネット端末を利用することができます。
CD、DVDの視聴

　瑞穂町図書館では、所蔵しているCDとDVDを視聴するこ
とができます。
図書館ホームページ（蔵書検索・予約・イベント案内）

　https://www.library.mizuho.tokyo.jp/
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