


市役所等 小・中学校 

No 施設名 電話 No 施設名 電話 

●1 東松山市役所 23-2221 ●34 松山第一小学校 22-0050 

●1 総合会館 23-2221 ●35 松山第二小学校 22-0247 

●2 クリーンセンター 34-5550 ●36 新明小学校 22-0394 

●3 西本宿不燃物等埋立地 - ●37 市の川小学校 24-1025 

●4 環境センター 24-2888 ●38 大岡小学校 39-0317 

●5 市野川浄化センター 24-2022 ●39 唐子小学校 22-0675 

●6 高坂浄化センター 24-2022 ●40 高坂小学校 34-3127 

●7 水道庁舎 22-1123 ●41 野本小学校 22-0517 

●8 高坂区画整理事務所 35-0112 ●42 青鳥小学校 22-2120 

●9 東松山斎場 22-4279 ●43 新宿小学校 23-1225 

●44 桜山小学校 35-0160 

市民活動センター・コミュニティセンター ●45 松山中学校 22-0248 

No 施設名 電話 ●46 南中学校 22-0676 

●10 松山市民活動センター 23-9311 ●47 東中学校 24-1235 

●11 大岡市民活動センター 39-0602 ●48 北中学校 23-1223 

●12 唐子市民活動センター 22-0672 ●49 白山中学校 35-2881 

●13 高坂市民活動センター 34-3730 ●50 県立松山高等学校 22-0075 

●14 高坂丘陵市民活動センター 35-4311 ●51 県立松山女子高等学校 22-0251 

●15 野本市民活動センター 23-7077 ●52 東京農大第三高等学校 24-4611 

●16 平野市民活動センター 25-2220 ●52 東京農大第三高等学校付属中学校 24-4237 

●17 大岡コミュニティセンター - ●53 県立東松山特別支援学校 24-2611 

●18 野本コミュニティセンター - ●54 大東文化大学 34-3111 

保健・福祉施設 体育施設 

No 施設名 電話 No 施設名 電話 

●19 市立市民病院 24-6111 ●55 市民体育館 24-4707 

●20 保健センター 24-3921 ●12 唐子地区体育館 24-6598 

●20 休日歯科センター 24-3920 ●13 南地区体育館 34-5636 

●21 ひがしまつやま市総合福祉エリア 21-5556 ●16 北地区体育館 23-2237 

●21 住まいづくり体験館 21-5556 ●56 東松山陸上競技場 24-0160 

●22 市民福祉センター 23-1251 - 東松山武道場 24-5032 

●23 障害者生活支援センター 27-4077 - 東松山庭球場 23-7448 

●24 障害者就労支援センターZAC 24-5658 - 東松山野球場 24-5089 

●24 シルバー人材センター 22-2245 ●10 ウォーキングセンター 23-9090 

- 老人福祉センターすわやま荘 34-6440 

●25 市民健康増進センター 31-2660 国・県等の施設 

No 施設名 電話 

教育・文化施設 ●57 東松山警察署 25-0110 

No 施設名 電話 - さいたま地方法務局東松山支局 22-0379 

●26 東松山市民文化センター 24-2011 - 東松山税務署 22-0990 

●27 埋蔵文化財センター 27-0333 

●58

東松山地方庁舎   

●28 市立図書館 22-0324  川越比企地域振興センター東松山事務所 24-1110 

●29 高坂図書館 35-5120  東松山環境管理事務所 23-4050 

●30 学校給食センター 22-0741  東松山県税事務所 23-8946 

●31 彩の国いきがい大学 22-0295  東松山農林振興センター 23-8532 

●32 きらめき市民大学 21-3451 ●58 東松山県土整備事務所 22-2333 

●23 総合教育センター 25-0800 ●58 川越建築安全センター東松山駐在 22-4340 

●59 東松山保健所 22-0280 

保育園・子育て支援等施設 ●60 東松山消防署 23-2266 

No 施設名 電話 - 消防署松山北分署 23-2260 

●10 子育て支援センターソーレ 23-2231 - 消防署高坂分署 34-4535 

●33 子育て支援センターマーレ 27-0211 ●1 東松山文化まちづくり公社 24-6080 

- まつやま保育園 22-1194 ●1 比企広域市町村組合 23-9331 

- わかまつ保育園 22-3962 ●1 東松山市商工会 22-0761 

- たかさか保育園 34-3389 ●1 東松山市観光協会 23-3344 

- からこ保育園 23-7058 ●61 県こども動物自然公園 35-1234 

- いちのかわ保育園 23-1150 ●62 県平和資料館 35-4111 

- きらめきクラブまつに 23-1361 
- 

関東地方整備局荒川上流 
河川事務所越辺川出張所 

34-3129 
- きらめきクラブいちのかわ 21-6480 

- きらめきクラブからこ 23-1325 - ハローワーク東松山 22-0240 

- きらめきクラブたかさか 31-2360 - 東松山公証役場 23-4413 

- きらめきクラブしんめい 24-3346 ※近接している施設については、同じ番号を使用しています。 


