
【デジタル防災行政無線】無線設置場所一覧表

＜屋外放送塔設備＞ ※「設置住所」のｱｲｳｴｵ順

No 設　置　場　所 設　置　住　所　 備　考

1 志村坂下小学校 相生町26－14

2 赤塚一丁目そよかぜ公園 赤塚1－5－3

3 赤塚二丁目児童遊園 赤塚2－34－13

4 赤塚小学校 赤塚3－1－22

5 上赤塚公園 赤塚3－40－10

6 石成公園 赤塚4－7－13

7 赤塚四丁目児童遊園 赤塚4－29－7

8 赤塚溜池公園 赤塚5－35－27

9 下赤塚小学校 赤塚6－14－1

10 赤塚支所 赤塚6－38－1

11 赤塚七丁目児童遊園 赤塚7－16－16

12 赤塚第三中学校 赤塚7－27－15

13 下赤塚公園 赤塚新町3－24－8

14 赤塚新町公園 赤塚新町3－35

15 東原公園 小豆沢1－20－13

16 志村坂上地域センター 小豆沢2－19－15

17 小豆沢公園 小豆沢3－1－1

18 志村第四小学校 小豆沢4－13－1 モーターサイレン設置箇所

19 志村第一小学校 泉町17－1

20 板橋駅前公園 板橋1－23－1

21 南板橋公園 板橋1－39－1

22 板橋第二小学校 板橋2－52－1

23 板橋区役所 板橋2－66－1

24 東板橋公園 板橋3－50－1

25 板橋第四小学校 板橋4－9－13

26 板橋第五中学校 板橋4－49－3 モーターサイレン設置箇所

27 加賀小学校 稲荷台23－1

28 稲荷台おなりばし緑地 稲荷台28－2

29 大原公園 大原町5－16

30 志村第一中学校 大原町33－1

31 千川上水 大谷ロ1－29

32 板橋第十小学校 大谷ロ上町43－1

33 大谷口小学校 大谷口北町21－1 モーターサイレン設置箇所

34 大谷口北町宮ノ下公園 大谷口北町79

35 板橋第七小学校 大山金井町31－1

36 板橋第六小学校 大山町13－1

37 大山東町児童遊園 大山東町14－2

38 板橋第一中学校 大山東町50－1

39 加賀第二公園 加賀1－16－1

40 加賀中学校 加賀2－19－1
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No 設　置　場　所 設　置　住　所　 備　考

41 上板橋第四小学校 上板橋1－3－1

42 七軒家公園 上板橋2－38－3

43 上板富士公園 上板橋2－51－5

44 上板橋第二中学校 小茂根1－2－1

45 小茂根公園 小茂根1－18－9

46 茂呂山公園 小茂根5－2－17

47 板橋第二中学校 幸町26－1

48 板橋第九小学校 栄町6－1

49 中根橋小学校 栄町14－1 モーターサイレン設置箇所

50 志村公園 坂下1－5－18

51 坂下一丁目児童遊園 坂下1－16－5

52 志村第六小学校 坂下2－18－1

53 坂下三丁目第二公園 坂下3－18－1

54 上板橋健康福祉センター 桜川3－18－6

55 清水町みどりの公園 清水町57－3

56 志村第三小学校 清水町83－1

57 志村第二小学校 志村1－7－1

58 志村第三公園 志村1－21－8

59 志村小学校 志村2－16－3

60 志村城山公園 志村2－17－1

61 徳丸橋公園 新河岸1－3－7 モーターサイレン設置箇所

62 赤塚土木事務所 新河岸1－9－8

63 戸田川公園 新河岸2－10－1

64 新河岸公園 新河岸3－9－1

65 板橋区防災研修センター 大門5－19

66 西台中学校 高島平1－4－1

67 高島平一丁目第四公園 高島平1－66－１

68 高島第二小学校 高島平2－25－1

69 高島平二丁目２６団地 高島平2－26－3

70 高島平二丁目３２団地 高島平2－32－2

71 高島平三丁目団地 高島平3－10－1

72 高島第五小学校 高島平3－11－1

73 高島第三小学校 高島平4－21－1

74 高島平五丁目第二公園 高島平5－24－1

75 高島平七丁目第二公園 高島平7－33－1

76 徳丸ヶ原公園 高島平8－24－1

77 高島第一中学校 高島平8－26－1

78 高島平九丁目公園 高島平9－19－1

79 高島平九丁目第二公園 高島平9－30－1

80 緑が丘第一公園 東新町1－27－8

81 桜川小学校 東新町2－29－1 モーターサイレン設置箇所

82 桜川地域センター 東新町2－45－6

83 常盤台公園 常盤台1－13－1
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84 常盤台北口公園 常盤台2－20－20

85 水久保公園 常盤台3－15－7

86 教育科学館 常盤台4－14－1

87 徳丸一丁目児童遊園 徳丸1－2－7

88 徳丸一丁目西児童遊園 徳丸1－6－3

89 徳丸小学校 徳丸1－21－1

90 徳丸二丁目児童遊園 徳丸2－23－17

91 北野小学校 徳丸3－23－1

92 徳丸福祉園 徳丸3－41－16

93 赤塚第一中学校 徳丸4－13－1

94 石川橋公園 徳丸5－14－11

95 紅梅児童館 徳丸6－2－10

96 徳丸ヶ丘公園 徳丸6－27－11

97 紅梅小学校 徳丸8－10－1

98 中板さくら公園 中板橋19－11

99 仲宿ふれあい広場 仲宿44－2

100 中台小学校 中台1－9－7

101 中台中学校 中台1－56－23

102 緑小学校 中台3－27－1

103 中台しいの木公園 中台3－27－11

104 中台さくら公園 中台3－27－8

105 仲町防災さざんかの広場 仲町12

106 仲町区民事務所 仲町20－5

107 板橋第五小学校 中丸町19－1

108 成増小学校 成増1－11－1

109 成増一丁目第二児童遊園 成増1－29－6

110 成増児童遊園 成増2－24－8

111 成増二丁目児童遊園 成増2－37－14

112 成増三丁目児童遊園 成増3－6－2

113 成増ヶ丘小学校 成増3－17－1

114 成増うめの里公園 成増5－4

115 成増五丁目公園 成増5－11－37

116 成増北第二公園 成増5－19－2

117 志村学園 西台1－41－10

118 志村第五小学校 西台3－38－23

119 蓮沼公園 蓮沼町69－11

120 志村健康福祉センター 蓮根2－5－5

121 新蓮根団地 蓮根2－28－1

122 蓮根小学校 蓮根3－10－1

123 蓮根三丁目公園 蓮根3－15－4

124 東坂下一丁目児童遊園 東坂下1－6－25

125 東坂下二丁目公園 東坂下2－9－2 モーターサイレン設置箇所

126 上板橋小学校 東山町47－3
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127 板橋第一小学校 氷川町１３－１

128 板橋フレンドセンター 富士見町3－1

129 富士見西児童遊園 富士見町24－9

130 板橋第八小学校 双葉町42－1

131 舟渡一丁目児童遊園 舟渡1－7－21

132 東京都立中央・城北職業能力開発センター板橋校 舟渡2－2－1

133 区営舟渡二丁目第三アパート 舟渡2－33－2

134 舟渡小学校 舟渡3－6－15 モーターサイレン設置箇所

135 舟渡三丁目こども広場 舟渡3－23－14

136 舟渡四丁目児童遊園 舟渡4－14－7

137 旧公文書館 本町24－1 モーターサイレン設置箇所

138 富士見台小学校 前野町1－10－1

139 前野ホール公園 前野町2－43－15

140 東前野公園 前野町3－53－4

141 おとしより保健福祉センター 前野町4－16－1

142 見次公園 前野町4－59－1

143 日暮台公園 前野町5－20－15

144 北前野小学校 前野町5－44－3

145 西前野公園 前野町6－10－9

146 前野小学校 前野町6－40－1

147 三園小学校 三園1－24－1 モーターサイレン設置箇所

148 溝下東公園 三園1－49－26

149 三園浄水場 三園2－10－1 モーターサイレン設置箇所

150 中丸児童遊園 南町22－2

151 上板橋第一中学校 南常盤台1－1－1 モーターサイレン設置箇所

152 南ときわ台公園 南常盤台2－8－6

153 宮本公園 宮本町38－12

154 向原一丁目いこいの広場 向原1－6－１4

155 向原小学校 向原2－34－1

156 向原中学校 向原3－1－12

157 愛染児童遊園 大和町43－1

158 弥生小学校 弥生町１９－１

159 やよい防災広場 弥生町82－5

160 四葉二丁目公園 四葉2－9

161 にりんそう公園 若木1－3

162 若木小学校 若木1－14－1

163 若木原公園 若木1－24－4

164 若木中央公園 若木2－23－6

165 旧若葉小学校 若木3－15－1
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