
ブロック塀対応状況（8/1現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

7/12時点 8/1現在
1 志村第三小学校 工事中（8月上旬完了予定）
2 富士見台小学校 工事中（8月上旬完了予定）
3 上板橋小学校 工事中（9月中旬完了予定）
4 上板橋第二小学校 完了（7/31）
5 板橋第二中学校 工事中（8月上旬完了予定）
6 赤塚第一中学校 工事中（8月上旬完了予定）
7 志村第一小学校 準備中
8 蓮根小学校 準備中
9 板橋第二小学校 準備中
10 板橋第五小学校 準備中
11 板橋第六小学校 準備中
12 板橋第八小学校 準備中
13 紅梅小学校 準備中
14 板橋第五中学校 準備中
15 上板橋第三中学校 準備中
16 赤塚第三中学校 準備中
17 志村第五小学校 準備中
18 徳丸小学校 準備中
19 高島第二中学校 準備中
20 志村第二小学校 準備中
21 舟渡小学校 準備中
22 板橋第七小学校 準備中
23 中根橋小学校 準備中
24 常盤台小学校 準備中
25 弥生小学校 準備中
26 赤塚小学校 準備中
27 志村第四中学校 準備中
28 上板橋第一中学校 準備中
29 上板橋第二中学校 準備中
30 桜川中学校 準備中

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

7/12時点 8/1現在
1 旧弥生荘 8月末完了予定 工事中（8月中旬完了予定）
2 向台保育園 準備が整い次第、工事を実施予定 準備中
3 富士見台児童館 準備中
4 志村橋保育園 準備中
5 東新保育園 準備中

その他施設　（調査対象：213施設）

7/12時点 8/1現在
1 旧板橋第九小学校 準備中
2 新河岸陸上競技場 準備中
3 赤塚健康福祉センター 準備中
4 常盤台おとしより相談センター 準備中
5 旧三園中継所 準備中
6 フレンドセンター 準備中

公園等　（調査対象：395施設）

7/12時点 8/1現在
1 水久保公園 完了(7/10)
2 小豆沢公園 完了(7/12)
3 成増北第一公園 完了(7/20)
4 桜川二丁目3番遊び場 準備中
5 なかいたプチパーク 準備中
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するため
の測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

№ 施設名称
対応状況

№ 施設名称
対応状況

№ 施設名称
対応状況

対応完了

準備が整い次第、工事を実施予定

平成30年度中に改善のための工事を実施予
定

隣接地との調整や準備を整えたうえで、工事
を実施予定

隣接地との調整や準備を整えたうえで、工事
を実施予定

隣接地との調整や準備を整えたうえで、工事
を実施予定

準備が整い次第、工事を実施予定

緊急工事中
7月末完了予定校１校
8月上旬完了予定校4校
9月中旬完了予定1校

№ 施設名称
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準備が整い次第、工事を実施予定



ブロック塀対応状況（8/20現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

1 志村第三小学校 工事完了 8月17日
2 富士見台小学校 工事完了 8月10日
3 上板橋小学校 工事中 9月20日完了予定
4 上板橋第二小学校 工事完了 7月31日
5 板橋第二中学校 工事中 8月24日完了予定
6 赤塚第一中学校 工事完了 8月10日
7 志村第一小学校 工事準備中
8 蓮根小学校 工事準備中
9 板橋第二小学校 工事準備中
10 板橋第五小学校 工事準備中
11 板橋第六小学校 工事準備中
12 板橋第八小学校 工事準備中
13 紅梅小学校 工事中 9月下旬完了予定
14 板橋第五中学校 工事中 9月下旬完了予定
15 上板橋第三中学校 工事準備中
16 赤塚第三中学校 工事中 9月下旬完了予定
17 志村第五小学校 工事中 9月下旬完了予定
18 徳丸小学校 工事準備中
19 高島第二中学校 工事準備中
20 志村第二小学校 調整中
21 舟渡小学校 調整中
22 板橋第七小学校 調整中
23 中根橋小学校 調整中
24 常盤台小学校 調整中
25 弥生小学校 工事準備中
26 赤塚小学校 調整中
27 志村第四中学校 工事中 9月下旬完了予定
28 上板橋第一中学校 工事中 9月下旬完了予定
29 上板橋第二中学校 工事中 9月下旬完了予定
30 桜川中学校 工事準備中

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

1 旧弥生荘 工事完了 8月3日
2 向台保育園 工事中 8月下旬完了予定 ※一部調整
3 富士見台児童館 調整中
4 志村橋保育園 調整中
5 東新保育園 調整中

その他施設　（調査対象：213施設）

1 旧板橋第九小学校 工事準備中
2 新河岸陸上競技場 工事準備中
3 赤塚健康福祉センター 工事準備中
4 常盤台おとしより相談センター 工事準備中
5 旧三園中継所 工事準備中
6 フレンドセンター 工事準備中

公園等　（調査対象：395施設）

1 水久保公園 工事完了 7月10日
2 小豆沢公園 工事完了 7月12日
3 成増北第一公園 工事完了 7月20日
4 桜川二丁目3番遊び場 工事準備中
5 なかいたプチパーク 工事準備中
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

※調整中・・・隣地との協議を要する工事

№ 施設名称 対応状況

工事準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

№ 施設名称 対応状況

対応状況№ 施設名称

№ 施設名称 対応状況



ブロック塀対応状況（9/5現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

1 志村第三小学校 工事完了 8月17日
2 富士見台小学校 工事完了 8月10日
3 上板橋小学校 工事中 9月20日完了予定
4 上板橋第二小学校 工事完了 7月31日
5 板橋第二中学校 工事完了 8月24日
6 赤塚第一中学校 工事完了 8月10日
7 志村第一小学校 工事準備中
8 蓮根小学校 工事準備中
9 板橋第二小学校 工事準備中
10 板橋第五小学校 工事準備中
11 板橋第六小学校 工事準備中
12 板橋第八小学校 工事準備中
13 紅梅小学校 工事中 9月下旬完了予定
14 板橋第五中学校 工事中 9月下旬完了予定
15 上板橋第三中学校 工事準備中
16 赤塚第三中学校 工事中 9月下旬完了予定
17 志村第五小学校 工事中 9月下旬完了予定
18 徳丸小学校 工事準備中
19 高島第二中学校 工事準備中
20 志村第二小学校 調整中
21 舟渡小学校 調整中
22 板橋第七小学校 工事中 10月中旬完了予定
23 中根橋小学校 調整中
24 常盤台小学校 調整中
25 弥生小学校 工事準備中
26 赤塚小学校 工事準備中
27 志村第四中学校 工事中 9月下旬完了予定
28 上板橋第一中学校 工事中 9月下旬完了予定
29 上板橋第二中学校 工事中 9月下旬完了予定
30 桜川中学校 工事準備中

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

1 旧弥生荘 工事完了 8月3日
工事完了 8月31日
工事準備中

3 富士見台児童館 調整中
4 志村橋保育園 工事準備中
5 東新保育園 工事準備中

その他施設　（調査対象：213施設）

1 旧板橋第九小学校 工事準備中
2 新河岸陸上競技場 工事準備中
3 赤塚健康福祉センター 工事準備中
4 常盤台おとしより相談センター 工事準備中
5 旧三園中継所 工事準備中
6 フレンドセンター 工事準備中

公園等　（調査対象：395施設）

1 水久保公園 工事完了 7月10日
2 小豆沢公園 工事完了 7月12日
3 成増北第一公園 工事完了 7月20日
4 桜川二丁目3番遊び場 工事準備中
5 なかいたプチパーク 工事中 9月下旬完了予定
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

※調整中・・・隣地との協議を要する工事

2 向台保育園

工事準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況



ブロック塀対応状況（9/18現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

1 志村第三小学校 工事完了 8月17日
2 富士見台小学校 工事完了 8月10日
3 上板橋小学校 工事中 9月20日完了予定
4 上板橋第二小学校 工事完了 7月31日
5 板橋第二中学校 工事完了 8月24日
6 赤塚第一中学校 工事完了 8月10日
7 志村第一小学校 工事中 12月下旬完了予定
8 蓮根小学校 工事中 12月下旬完了予定
9 板橋第二小学校 工事中 11月下旬完了予定
10 板橋第五小学校 工事中 10月下旬完了予定
11 板橋第六小学校 工事中 10月下旬完了予定
12 板橋第八小学校 工事中 12月下旬完了予定
13 紅梅小学校 工事中 9月28日完了予定
14 板橋第五中学校 工事中 9月28日完了予定
15 上板橋第三中学校 工事中 12月下旬完了予定
16 赤塚第三中学校 工事中 9月28日完了予定
17 志村第五小学校 工事中 9月28日完了予定
18 徳丸小学校 工事中 12月下旬完了予定
19 高島第二中学校 工事中 12月下旬完了予定
20 志村第二小学校 調整中
21 舟渡小学校 調整中
22 板橋第七小学校 工事中 10月15日完了予定
23 中根橋小学校 調整中
24 常盤台小学校 調整中
25 弥生小学校 工事準備中
26 赤塚小学校 工事中 10月19日完了予定
27 志村第四中学校 工事中 9月28日完了予定
28 上板橋第一中学校 工事中 9月28日完了予定
29 上板橋第二中学校 工事中 9月28日完了予定
30 桜川中学校 工事準備中

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

1 旧弥生荘 工事完了 8月3日
工事完了 8月31日
工事準備中

3 富士見台児童館 調整中
4 志村橋保育園 工事準備中
5 東新保育園 工事準備中

その他施設　（調査対象：213施設）

1 旧板橋第九小学校 工事準備中
2 新河岸陸上競技場 工事準備中
3 赤塚健康福祉センター 工事準備中
4 常盤台おとしより相談センター 工事準備中
5 旧三園中継所 工事準備中
6 フレンドセンター 工事準備中

公園等　（調査対象：395施設）

1 水久保公園 工事完了 7月10日
2 小豆沢公園 工事完了 7月12日
3 成増北第一公園 工事完了 7月20日
4 桜川二丁目3番遊び場 工事準備中
5 なかいたプチパーク 工事中 9月下旬完了予定
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

※調整中・・・隣地との協議を要する工事

工事準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

2 向台保育園

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況



ブロック塀対応状況（10/15現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

1 志村第三小学校 工事完了 8月17日
2 富士見台小学校 工事完了 8月10日
3 上板橋小学校 工事完了 9月20日
4 上板橋第二小学校 工事完了 7月31日
5 板橋第二中学校 工事完了 8月24日
6 赤塚第一中学校 工事完了 8月10日
7 志村第一小学校 工事中 12月下旬完了予定
8 蓮根小学校 工事中 12月下旬完了予定
9 板橋第二小学校 工事中 11月下旬完了予定
10 板橋第五小学校 工事中 10月下旬完了予定
11 板橋第六小学校 工事中 10月下旬完了予定
12 板橋第八小学校 工事中 12月下旬完了予定
13 紅梅小学校 工事完了 9月28日
14 板橋第五中学校 工事中 10月19日完了予定
15 上板橋第三中学校 工事中 12月下旬完了予定
16 赤塚第三中学校 工事完了 9月28日
17 志村第五小学校 工事完了 9月28日
18 徳丸小学校 工事中 12月下旬完了予定
19 高島第二中学校 工事中 12月下旬完了予定
20 志村第二小学校 工事準備中
21 舟渡小学校 工事準備中
22 板橋第七小学校 工事完了 10月15日
23 中根橋小学校 工事準備中
24 常盤台小学校 工事準備中
25 弥生小学校 工事中 11月14日完了予定
26 赤塚小学校 工事中 10月19日完了予定
27 志村第四中学校 工事完了 9月28日
28 上板橋第一中学校 工事完了 9月28日
29 上板橋第二中学校 工事完了 9月28日
30 桜川中学校 工事中 11月14日完了予定

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

1 旧弥生荘 工事完了 8月3日
工事完了 8月31日
工事準備中

3 富士見台児童館 調整中
4 志村橋保育園 工事準備中
5 東新保育園 工事準備中

その他施設　（調査対象：213施設）

1 旧板橋第九小学校 工事準備中
2 新河岸陸上競技場 工事準備中
3 赤塚健康福祉センター 工事準備中
4 常盤台おとしより相談センター 工事準備中
5 旧三園中継所 工事準備中
6 フレンドセンター 工事準備中

公園等　（調査対象：395施設）

1 水久保公園 工事完了 7月10日
2 小豆沢公園 工事完了 7月12日
3 成増北第一公園 工事完了 7月20日
4 桜川二丁目3番遊び場 工事準備中
5 なかいたプチパーク 工事完了 9月27日
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

※調整中・・・隣地との協議を要する工事

工事準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

2 向台保育園

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況



ブロック塀対応状況（11/1現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

1 志村第三小学校 工事完了 8月17日
2 富士見台小学校 工事完了 8月10日
3 上板橋小学校 工事完了 9月20日
4 上板橋第二小学校 工事完了 7月31日
5 板橋第二中学校 工事完了 8月24日
6 赤塚第一中学校 工事完了 8月10日
7 志村第一小学校 工事中 12月下旬完了予定
8 蓮根小学校 工事中 12月下旬完了予定
9 板橋第二小学校 工事中 11月下旬完了予定
10 板橋第五小学校 工事中 11月中旬完了予定
11 板橋第六小学校 工事中 11月中旬完了予定
12 板橋第八小学校 工事中 12月下旬完了予定
13 紅梅小学校 工事完了 9月28日
14 板橋第五中学校 工事完了 10月19日
15 上板橋第三中学校 工事中 12月下旬完了予定
16 赤塚第三中学校 工事完了 9月28日
17 志村第五小学校 工事完了 9月28日
18 徳丸小学校 工事中 12月下旬完了予定
19 高島第二中学校 工事中 12月下旬完了予定
20 志村第二小学校 工事準備中
21 舟渡小学校 工事準備中
22 板橋第七小学校 工事完了 10月15日
23 中根橋小学校 工事準備中
24 常盤台小学校 工事準備中
25 弥生小学校 工事中 11月中旬完了予定
26 赤塚小学校 工事完了 10月19日
27 志村第四中学校 工事完了 9月28日
28 上板橋第一中学校 工事完了 9月28日
29 上板橋第二中学校 工事完了 9月28日
30 桜川中学校 工事完了 10月24日

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

1 旧弥生荘 工事完了 8月3日
工事完了 8月31日
工事中 11月下旬完了予定

3 富士見台児童館 調整中
4 志村橋保育園 工事準備中
5 東新保育園 工事中 11月下旬完了予定

その他施設　（調査対象：213施設）

1 旧板橋第九小学校 工事準備中
2 新河岸陸上競技場 工事中 11月下旬完了予定
3 赤塚健康福祉センター 工事準備中
4 常盤台おとしより相談センター 工事中 12月中旬完了予定
5 旧三園中継所 工事準備中
6 フレンドセンター 工事準備中

公園等　（調査対象：395施設）

1 水久保公園 工事完了 7月10日
2 小豆沢公園 工事完了 7月12日
3 成増北第一公園 工事完了 7月20日
4 桜川二丁目3番遊び場 工事準備中
5 なかいたプチパーク 工事完了 9月27日
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

※調整中・・・隣地との協議を要する工事

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

工事準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

2 向台保育園

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況



ブロック塀対応状況（11/15現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

1 志村第三小学校 工事完了 8月17日
2 富士見台小学校 工事完了 8月10日
3 上板橋小学校 工事完了 9月20日
4 上板橋第二小学校 工事完了 7月31日
5 板橋第二中学校 工事完了 8月24日
6 赤塚第一中学校 工事完了 8月10日
7 志村第一小学校 工事中 12月下旬完了予定
8 蓮根小学校 工事中 12月下旬完了予定
9 板橋第二小学校 工事中 11月下旬完了予定
10 板橋第五小学校 工事完了 11月13日
11 板橋第六小学校 工事完了 11月13日
12 板橋第八小学校 工事中 12月下旬完了予定
13 紅梅小学校 工事完了 9月28日
14 板橋第五中学校 工事完了 10月19日
15 上板橋第三中学校 工事中 12月下旬完了予定
16 赤塚第三中学校 工事完了 9月28日
17 志村第五小学校 工事完了 9月28日
18 徳丸小学校 工事中 12月下旬完了予定
19 高島第二中学校 工事中 12月下旬完了予定
20 志村第二小学校 工事準備中
21 舟渡小学校 工事準備中
22 板橋第七小学校 工事完了 10月15日
23 中根橋小学校 工事準備中
24 常盤台小学校 工事準備中
25 弥生小学校 工事完了 11月14日
26 赤塚小学校 工事完了 10月19日
27 志村第四中学校 工事完了 9月28日
28 上板橋第一中学校 工事完了 9月28日
29 上板橋第二中学校 工事完了 9月28日
30 桜川中学校 工事完了 10月24日

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

1 旧弥生荘 工事完了 8月3日
工事完了 8月31日
工事中 11月下旬完了予定

3 富士見台児童館 調整中
4 志村橋保育園 工事準備中
5 東新保育園 工事中 11月下旬完了予定

その他施設　（調査対象：213施設）

1 旧板橋第九小学校 工事準備中
2 新河岸陸上競技場 工事中 11月下旬完了予定
3 赤塚健康福祉センター 工事準備中
4 常盤台おとしより相談センター 工事中 12月中旬完了予定
5 旧三園中継所 工事準備中
6 フレンドセンター 工事準備中

公園等　（調査対象：395施設）

1 水久保公園 工事完了 7月10日
2 小豆沢公園 工事完了 7月12日
3 成増北第一公園 工事完了 7月20日
4 桜川二丁目3番遊び場 工事準備中
5 なかいたプチパーク 工事完了 9月27日
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

※調整中・・・隣地との協議を要する工事

工事準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

2 向台保育園

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況



ブロック塀対応状況（12/1現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

1 志村第三小学校 工事完了 8月17日
2 富士見台小学校 工事完了 8月10日
3 上板橋小学校 工事完了 9月20日
4 上板橋第二小学校 工事完了 7月31日
5 板橋第二中学校 工事完了 8月24日
6 赤塚第一中学校 工事完了 8月10日
7 志村第一小学校 工事中 12月下旬完了予定
8 蓮根小学校 工事中 12月下旬完了予定
9 板橋第二小学校 工事中 12月中旬完了予定
10 板橋第五小学校 工事完了 11月13日
11 板橋第六小学校 工事完了 11月13日
12 板橋第八小学校 工事中 12月下旬完了予定
13 紅梅小学校 工事完了 9月28日
14 板橋第五中学校 工事完了 10月19日
15 上板橋第三中学校 工事中 12月下旬完了予定
16 赤塚第三中学校 工事完了 9月28日
17 志村第五小学校 工事完了 9月28日
18 徳丸小学校 工事中 12月下旬完了予定
19 高島第二中学校 工事中 12月下旬完了予定
20 志村第二小学校 工事準備中
21 舟渡小学校 工事準備中
22 板橋第七小学校 工事完了 10月15日
23 中根橋小学校 工事準備中
24 常盤台小学校 工事準備中
25 弥生小学校 工事完了 11月14日
26 赤塚小学校 工事完了 10月19日
27 志村第四中学校 工事完了 9月28日
28 上板橋第一中学校 工事完了 9月28日
29 上板橋第二中学校 工事完了 9月28日
30 桜川中学校 工事完了 10月24日

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

1 旧弥生荘 工事完了 8月3日
工事完了 8月31日
工事完了 11月30日

3 富士見台児童館 工事準備中
4 志村橋保育園 工事準備中
5 東新保育園 工事完了 11月30日

その他施設　（調査対象：213施設）

1 旧板橋第九小学校 工事準備中
2 新河岸陸上競技場 工事完了 11月29日
3 赤塚健康福祉センター 工事準備中
4 常盤台おとしより相談センター 工事中 12月中旬完了予定
5 旧三園中継所 工事中 12月下旬完了予定
6 フレンドセンター 工事準備中

公園等　（調査対象：395施設）

1 水久保公園 工事完了 7月10日
2 小豆沢公園 工事完了 7月12日
3 成増北第一公園 工事完了 7月20日
4 桜川二丁目3番遊び場 工事中 平成31年2月下旬完了予定
5 なかいたプチパーク 工事完了 9月27日
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

※調整中・・・隣地との協議を要する工事

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

工事準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

2 向台保育園

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況



ブロック塀対応状況（12/15現在）

小中学校・幼稚園　（調査対象：76施設）

1 志村第三小学校 工事完了 8月17日
2 富士見台小学校 工事完了 8月10日
3 上板橋小学校 工事完了 9月20日
4 上板橋第二小学校 工事完了 7月31日
5 板橋第二中学校 工事完了 8月24日
6 赤塚第一中学校 工事完了 8月10日
7 志村第一小学校 工事中 12月下旬完了予定
8 蓮根小学校 工事中 12月下旬完了予定
9 板橋第二小学校 工事完了 12月13日
10 板橋第五小学校 工事完了 11月13日
11 板橋第六小学校 工事完了 11月13日
12 板橋第八小学校 工事中 12月下旬完了予定
13 紅梅小学校 工事完了 9月28日
14 板橋第五中学校 工事完了 10月19日
15 上板橋第三中学校 工事中 12月下旬完了予定
16 赤塚第三中学校 工事完了 9月28日
17 志村第五小学校 工事完了 9月28日
18 徳丸小学校 工事中 12月下旬完了予定
19 高島第二中学校 工事中 12月下旬完了予定
20 志村第二小学校 工事準備中
21 舟渡小学校 工事中 平成31年3月下旬完了予定
22 板橋第七小学校 工事完了 10月15日
23 中根橋小学校 工事中 平成31年3月下旬完了予定
24 常盤台小学校 工事準備中
25 弥生小学校 工事完了 11月14日
26 赤塚小学校 工事完了 10月19日
27 志村第四中学校 工事完了 9月28日
28 上板橋第一中学校 工事完了 9月28日
29 上板橋第二中学校 工事完了 9月28日
30 桜川中学校 工事完了 10月24日

保育園・児童館　（調査対象：55施設）

1 旧弥生荘 工事完了 8月3日
工事完了 8月31日
工事完了 11月30日

3 富士見台児童館 工事中 平成31年1月下旬完了予定
4 志村橋保育園 工事中 平成31年3月中旬完了予定
5 東新保育園 工事完了 11月30日

その他施設　（調査対象：213施設）

1 旧板橋第九小学校 工事準備中
2 新河岸陸上競技場 工事完了 11月29日
3 赤塚健康福祉センター 工事準備中
4 常盤台おとしより相談センター 工事完了 12月14日
5 旧三園中継所 工事中 12月下旬完了予定
6 フレンドセンター 工事準備中

公園等　（調査対象：395施設）

1 水久保公園 工事完了 7月10日
2 小豆沢公園 工事完了 7月12日
3 成増北第一公園 工事完了 7月20日
4 桜川二丁目3番遊び場 工事中 平成31年2月下旬完了予定
5 なかいたプチパーク 工事完了 9月27日
6 前野ホール公園
7 東新児童遊園
8 大谷口二丁目緑地
9 大谷口上町公園
10 さくらづつみ児童遊園
11 成増一丁目児童遊園

※調整中・・・隣地との協議を要する工事

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況

工事準備中

※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定

2 向台保育園

№ 施設名称 対応状況

№ 施設名称 対応状況


