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板橋区の公共施設一覧

3-1　庁舎等

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

本庁舎 板橋 板橋 板橋区役所 板橋2-66-1 昭62 昭07 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 33,606 33,606 地上14階、地下3階

本庁舎 板橋 板橋 情報処理センター 板橋2-65-6 平04 平04 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,156 4,837 地上10階、地下1階

支所 赤塚 下赤塚 赤塚支所 赤塚6-38-1 平22 昭40 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,004 6,796 地上4階、地下2階

区民事務所 赤塚 下赤塚 下赤塚区民事務所 赤塚6-38-1 平22 昭45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 145 6,796 地上4階、地下2階

区民事務所 板橋 仲町 仲町区民事務所 仲町20-5 平07 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 200 4,944 地上4階、地下1階

区民事務所 常盤台 常盤台 常盤台区民事務所 常盤台3-27-1 昭46 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 725 1,045 地上2階、地下1階

区民事務所 志村 志村坂上 志村坂上区民事務所 小豆沢2-19-15 平13 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 354 1,056 地上3階

区民事務所 高島平 蓮根 蓮根区民事務所 坂下2-18-1 平04 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 120 1,581 地上3階、地下1階

区民事務所 高島平 高島平 高島平区民事務所 高島平3-12-28 昭54 平17 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 369 2,849 地上3階

計 9 施設 42,678 ㎡

3-2　障がい者福祉施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

障がい者福祉センター 高島平 高島平 障がい者福祉センター 高島平9-25-12 昭61 昭61 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,100 2,469 地上5階

福祉園 志村 前野 前野福祉園 前野町4-16-1 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 846 4,130 地上3階、地下1階

福祉園 高島平 高島平 高島平福祉園 高島平9-25-12 昭61 昭61 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,369 2,469 地上5階

福祉園 赤塚 下赤塚 赤塚福祉園 赤塚6-19-14 平05 平05 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,270 2,790 地上2階、地下1階

福祉園 板橋 板橋 加賀福祉園 加賀1-7-2 昭55 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,749 2,749 地上2階

福祉園 常盤台 桜川 小茂根福祉園 小茂根3-12-21 昭57 昭57 鉄骨造 1,322 1,322 地上3階

福祉園 高島平 高島平 高島平福祉園（分場） 高島平9-1-8-201 - 平13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 707 922 地上14階

福祉園 高島平 蓮根 蓮根福祉園 坂下2-8-1-101 - 平01 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,431 1,431 地上5階

福祉園 赤塚 徳丸 徳丸福祉園 徳丸3-41-16 平09 平09 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,293 3,293 地上3階、地下1階

福祉園 志村 志村坂上 小豆沢福祉園 東坂下1-4-9 平13 平13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,209 3,951 地上6階、地下1階

福祉園 高島平 高島平 三園福祉園 三園2-9-16 平23 平23 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,297 1,297 -

赤塚ホーム 赤塚 下赤塚 赤塚ホーム 赤塚6-19-14 平05 平05 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 477 2,790 地上2階、地下1階

障がい福祉作業所 志村 前野 まえの福祉作業所 前野町3-17-12 昭40 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 201 414 地上2階

障がい福祉作業所 高島平 蓮根 とくまる福祉作業所 蓮根3-9-26 平01 平04 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 170 320 地上2階

障がい児放課後 高島平 蓮根 障がい児放課後等デイサービス（旧坂下けやき台学童） 坂下2-1-1-101 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 125 125 地上10階

計 15 施設 18,566 ㎡
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3-3　児童福祉・子育て支援施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

子育て 板橋 仲宿 子ども家庭支援センター 栄町36-1 昭44 平13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 208 4,717 地上7階、地下1階

子育て 赤塚 成増 親子交流サロン 成増3-19-8 昭45 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 233 644 地上3階

児童館 赤塚 下赤塚 赤塚児童館 赤塚6-38-1 平22 平22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 390 6,796 地上4階、地下2階

児童館 高島平 高島平 高島平児童館 高島平3-12-28 昭54 昭54 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 785 2,849 地上3階

児童館 板橋 板橋 南板橋児童館 板橋1-39-1 昭54 昭54 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 311 573 地上2階

児童館 板橋 熊野 大山東児童館 大山東町8-7 平06 平06 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 518 835 地上3階

児童館 志村 清水 清水児童館 清水町72-7 平08 平08 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 540 946 地上3階、地下1階

児童館 志村 志村坂上 さかうえ児童館 小豆沢1-20-17 昭56 昭56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 359 1,429 地上3階

児童館 志村 中台 西徳児童館 西台4-4-37 平08 平08 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 354 845 地上5階

児童館 高島平 蓮根 蓮根第二児童館 蓮根3-15-1-102 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 401 2,074 地上14階

児童館 志村 前野 富士見台児童館 前野町1-8-1 昭61 昭61 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 448 808 地上2階

児童館 赤塚 成増 なります児童館 成増3-34-21 昭56 昭56 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 398 1,010 地上2階

児童館 高島平 高島平 新河岸児童館 新河岸1-3-2-102 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 365 982 地上14階

児童館 板橋 富士見 板橋児童館 大和町36-4 昭42 昭36 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 328 998 地上2階

児童館 板橋 仲町 弥生児童館 弥生町16-3 昭46 昭46 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 399 1,345 地上3階

児童館 高島平 舟渡 志村橋児童館 舟渡3-6-3 昭46 昭46 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 463 1,118 地上2階

児童館 板橋 仲町 みなみ児童館 幸町3-1 昭42 昭42 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 406 867 地上2階

児童館 常盤台 常盤台 ときわ台児童館 常盤台3-21-2 昭43 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 429 835 地上2階

児童館 板橋 仲町 中板橋児童館 中板橋11-9 昭44 昭44 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 202 712 地上3階

児童館 高島平 蓮根 蓮根児童館 蓮根2-6-15 昭44 昭44 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 418 863 地上2階

児童館 赤塚 下赤塚 あさひが丘児童館 赤塚7-4-1 昭45 昭45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 421 945 地上2階

児童館 常盤台 桜川 東新児童館 東新町2-43-5 昭45 昭45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 397 910 地上2階

児童館 志村 中台 若木児童館 若木2-11-6 昭46 昭46 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 497 1,291 地上2階

児童館 志村 前野 南前野児童館 前野町2-23-1 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 471 1,260 地上3階

児童館 赤塚 徳丸 紅梅児童館 徳丸6-2-10 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 373 1,151 地上3階

児童館 志村 中台 西台児童館 西台2-5-18 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 368 1,157 地上3階、地下1階

児童館 高島平 高島平 高島平あやめ児童館 高島平8-30-1 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 384 1,297 地上2階

児童館 赤塚 下赤塚 赤塚新町児童館 赤塚新町2-12-1 昭50 昭50 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 299 1,170 地上2階

児童館 常盤台 大谷口 向原児童館 向原1-18-5 昭51 昭51 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 375 1,312 地上3階

児童館 常盤台 常盤台 上板橋児童館 上板橋2-3-8 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 342 1,347 地上3階

児童館 志村 中台 緑が丘児童館 中台3-27-2 昭54 昭54 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 341 1,270 地上3階

児童館 赤塚 下赤塚 ゆりの木児童館 赤塚新町3-32-11-209 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 603 1,548 地上9階

児童館 板橋 板橋 加賀児童館 加賀1-9-11 昭42 昭42 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 438 836 地上3階

児童館 志村 志村坂上 志村児童館 志村2-16-11 平12 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 526 710 地上3階

児童館 志村 清水 大原児童館 大原町5-18 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 305 2,267 地上3階
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分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

児童館 板橋 仲宿 氷川児童館 氷川町24-2 昭52 昭52 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 339 522 地上2階

児童館 赤塚 成増 しらさぎ児童館 成増5-19-4 昭54 昭54 鉄骨造 216 324 地上2階

児童館 高島平 高島平 はすのみ児童館 高島平1-50-2 昭55 昭55 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 486 720 地上2階

児童館 志村 志村坂上 あずさわ児童館 小豆沢3-9-2-103 昭55 昭55 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 204 204 地上11階

児童館 赤塚 成増 成増南児童館 成増1-12-4 昭59 昭59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 363 2,620 地上3階、地下1階

学童クラブ 高島平 高島平 高島平学童クラブ 高島平3-12-28 昭54 昭54 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 227 2,849 地上3階

学童クラブ 板橋 熊野 大山東学童クラブ 大山東町8-7 平06 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 164 835 地上3階

学童クラブ 志村 前野 富士見台学童クラブ 前野町1-8-1 昭61 昭56 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 138 808 地上2階

学童クラブ 赤塚 成増 なります学童クラブ 成増3-34-21 昭56 昭56 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 114 1,010 地上2階

学童クラブ 高島平 蓮根 まなくろ学童クラブ 蓮根3-9-26 平01 昭55 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 150 320 地上2階

学童クラブ 志村 中台 若木第二学童クラブ 若木2-11-6 昭46 昭54 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 120 1,291 地上2階

学童クラブ 志村 前野 前野学童クラブ 前野町2-23-1 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 165 1,260 地上3階

学童クラブ 志村 中台 西台学童クラブ 西台2-5-18 昭49 昭45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 135 1,157 地上3階、地下1階

学童クラブ 赤塚 下赤塚 赤塚新町学童クラブ 赤塚新町2-12-1 昭50 昭50 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 108 1,170 地上2階

学童クラブ 常盤台 常盤台 上板橋学童クラブ 上板橋2-3-8 昭53 昭50 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 133 1,347 地上3階

学童クラブ 志村 中台 緑が丘学童クラブ 中台3-27-2 昭54 昭54 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 140 1,270 地上3階

学童クラブ 赤塚 下赤塚 ゆりの木学童クラブ 赤塚新町3-32-11-209 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 153 1,548 地上9階

学童クラブ 板橋 板橋 加賀学童クラブ 加賀1-9-11 昭42 昭42 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 352 836 地上3階

学童クラブ 志村 志村坂上 志村学童クラブ 志村2-16-11 平12 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 184 710 地上3階

学童クラブ 志村 清水 大原学童クラブ 大原町5-18 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 227 2,267 地上3階

学童クラブ 赤塚 成増 三園学童クラブ 成増5-19-4 昭54 昭44 鉄骨造 108 324 地上2階

学童クラブ 赤塚 成増 成増南学童クラブ 成増1-12-4 昭59 昭55 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 83 2,620 地上3階、地下1階

学童クラブ 赤塚 徳丸 北野第二学童クラブ 徳丸3-22-39-201 - 平19 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 222 310 地上11階、地下1階

学童クラブ 志村 中台 若木学童クラブ 若木1-11-12-101 昭43 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 107 107 地上3階

学童クラブ 板橋 熊野 大山金井町学童クラブ 大山金井町45-8 平14 昭41 鉄骨造 200 200 地上2階

あいキッズ 高島平 高島平 高島第二小あいキッズ 高島平2-25-4 昭62 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 256 1,485 地上2階

あいキッズ 高島平 舟渡 舟渡小あいキッズ 舟渡3-6-3 昭46 昭42 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 82 1,118 地上2階

あいキッズ 高島平 高島平 高島第六小あいキッズ 高島平1-50-2 昭55 昭55 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 234 720 地上2階

あいキッズ 板橋 仲宿 中根橋小あいキッズ 栄町16-7 平09 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 154 154 地上4階

保育園 高島平 蓮根 こぶし保育園 坂下3-10-G 平17 平17 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 707 1,214 地上8階

保育園 常盤台 大谷口 大谷口保育園 大谷口北町87-1 平04 平04 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,174 1,462 地上3階

保育園 志村 志村坂上 さかうえ保育園 小豆沢1-20-17 昭56 昭56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 800 1,429 地上3階

保育園 志村 前野 西前野保育園 前野町6-10-7 昭54 昭55 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 796 908 地上2階

保育園 赤塚 下赤塚 赤塚保育園 赤塚6-30-1 平04 平04 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 863 1,070 地上2階

保育園 高島平 高島平 高島平つぼみ保育園 高島平2-25-4 昭62 昭48 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 910 1,485 地上2階

保育園 高島平 舟渡 にりんそう保育園 舟渡1-13-10 平14 平14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 642 1,948 地上30階、地下1階
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分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

保育園 板橋 富士見 板橋保育園 大和町36-4 昭42 昭36 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 671 998 地上2階

保育園 板橋 仲町 弥生保育園 弥生町16-3 昭46 昭36 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 839 1,345 地上3階

保育園 高島平 舟渡 志村橋保育園 舟渡3-6-3 昭46 昭36 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 574 1,118 地上2階

保育園 板橋 仲町 大山西町保育園 大山西町21-2 昭36 昭36 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 594 594 地上4階

保育園 板橋 仲宿 仲宿保育園 仲宿52-9 昭37 昭37 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 228 228 地上4階

保育園 高島平 蓮根 志村坂下保育園 相生町23-1-100 昭37 昭37 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 308 308 地上4階

保育園 志村 中台 向台保育園 中台2-15-7 昭40 昭40 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 268 268 平屋

保育園 志村 志村坂上 小桜保育園 志村3-32-1 平13 昭41 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 880 880 地上3階

保育園 板橋 仲町 みなみ保育園 幸町3-1 昭42 昭42 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 461 867 地上2階

保育園 常盤台 常盤台 ときわ台保育園 常盤台3-21-2 昭43 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 406 835 地上2階

保育園 赤塚 成増 しらさぎ保育園 成増5-19-37-101 昭43 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 418 418 地上5階

保育園 板橋 仲町 中板橋保育園 中板橋11-9 昭44 昭44 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 510 712 地上3階

保育園 高島平 蓮根 蓮根保育園 蓮根2-6-15 昭44 昭44 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 446 863 地上2階

保育園 赤塚 下赤塚 あさひが丘保育園 赤塚7-4-1 昭45 昭45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 524 945 地上2階

保育園 常盤台 桜川 東新保育園 東新町2-43-5 昭45 昭45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 513 910 地上2階

保育園 志村 中台 若木保育園 若木2-11-6 昭46 昭46 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 674 1,291 地上2階

保育園 高島平 高島平 新河岸保育園 新河岸2-10-11-101 昭46 昭46 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 679 679 地上5階

保育園 志村 前野 南前野保育園 前野町2-23-1 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 624 1,260 地上3階

保育園 赤塚 徳丸 紅梅保育園 徳丸6-2-10 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 677 1,151 地上3階

保育園 高島平 高島平 高島平つくし保育園 高島平2-26-3-101 昭47 昭47 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 582 582 地上14階

保育園 高島平 高島平 高島平すみれ保育園 高島平2-28-6-101 昭47 昭47 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 564 564 地上14階

保育園 高島平 高島平 高島平けやき保育園 高島平2-32-3-101 昭47 昭47 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 496 496 地上12階

保育園 板橋 仲宿 栄町保育園 栄町26-9 平22 昭47 鉄骨造 404 404 平屋

保育園 高島平 高島平 高島平もみじ保育園 高島平3-10-1-101 昭48 昭48 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 592 592 地上14階

保育園 高島平 高島平 高島平さつき保育園 高島平9-1-6-201 昭48 昭48 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 887 887 地上14階

保育園 志村 中台 西台保育園 西台2-5-18 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 654 1,157 地上3階、地下1階

保育園 高島平 高島平 高島平あやめ保育園 高島平8-30-1 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 787 1,297 地上2階

保育園 板橋 熊野 かないくぼ保育園 板橋2-21-1 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 675 777 地上2階

保育園 赤塚 下赤塚 赤塚新町保育園 赤塚新町2-12-1 昭50 昭50 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 763 1,170 地上2階

保育園 高島平 高島平 高島平くるみ保育園 高島平8-16-1 昭50 昭50 鉄骨造 685 685 地上2階

保育園 常盤台 大谷口 向原保育園 向原1-18-5 昭51 昭51 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 827 1,312 地上3階

保育園 高島平 蓮根 相生保育園 相生町24-3-101 昭51 昭51 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 790 883 地上4階

保育園 高島平 蓮根 坂下三丁目保育園 坂下3-14-6-101 昭51 昭51 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 599 599 地上5階

保育園 常盤台 常盤台 上板橋保育園 上板橋2-3-8 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 873 1,347 地上3階

保育園 志村 中台 緑が丘保育園 中台3-27-2 昭54 昭54 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 788 1,270 地上3階

保育園 赤塚 下赤塚 ゆりの木保育園 赤塚新町3-32-11-102 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 792 1,548 地上9階
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分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

ベビールーム 常盤台 常盤台 東新ベビールーム 東新町1-5-1 昭57 昭48 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 170 510 地上3階

ベビールーム 高島平 高島平 高島平ベビールーム 高島平2-25-4 昭62 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 135 1,485 地上2階

ベビールーム 志村 前野 前野町ベビールーム 前野町3-1-1-130 平13 平13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 86 86 -

ベビールーム 赤塚 徳丸 北野ベビールーム 徳丸3-22-39-202 平14 平14 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 88 88 -

母子生活支援施設 - - 母子生活支援施設 - 昭27 昭27 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 786 786

保育ルーム 板橋 板橋 氷川町保育ルーム 氷川町24-2 昭52 - 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 101 522 地上2階

保育ルーム 高島平 高島平 高島平保育ルーム 高島平8-30-1 昭49 - 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 126 1,297 地上2階

保育ルーム 志村 清水 清水町保育ルーム 清水町72-7 平08 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 169 946 地上3階、地下1階

計 115 施設 49,262 ㎡
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3-4　高齢者福祉施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

おとしより保健福祉センター 志村 前野 おとしより保健福祉センター 前野町4-16-1 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,471 4,130 地上3階、地下1階

シニア学習プラザ 志村 志村坂上 シニア学習プラザ 志村3-32-6 平21 平21 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,324 2,813 地上4階

高齢者在宅サービスセンター 板橋 仲町 仲町高齢者在宅サービスセンター 仲町20-5 平07 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 498 4,944 地上4階、地下1階

高齢者在宅サービスセンター 志村 中台 西台高齢者在宅サービスセンター 西台2-3-34 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 429 1,053 地上2階、地下1階

高齢者在宅サービスセンター 志村 前野 前野高齢者在宅サービスセンター 前野町4-16-1 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 813 4,130 地上3階、地下1階

高齢者在宅サービスセンター 赤塚 徳丸 徳丸高齢者在宅サービスセンター 徳丸4-35-11 平01 平01 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 297 1,577 地上5階、地下1階

高齢者在宅サービスセンター 高島平 蓮根 蓮根高齢者在宅サービスセンター 蓮根2-28-2 平06 平06 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 568 1,986 地上6階

高齢者在宅サービスセンター 赤塚 成増 成増高齢者在宅サービスセンター 成増4-37-1 平06 平06 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 559 2,983 地上6階、地下1階

高齢者在宅サービスセンター 志村 前野 富士見高齢者在宅サービスセンター 前野町1-10-1 昭48 平13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 170 170 地上3階

高齢者在宅サービスセンター 志村 前野 特別養護老人ホームみどりの苑デイサービスセンター 前野町5-9-3 平02 平02 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 723 4,552 地上4階、地下1階

高齢者在宅サービスセンター 高島平 蓮根 特別養護老人ホームいずみの苑デイサービスセンター 東坂下2-2-22 平07 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 985 6,673 地上4階、地下1階

地域包括支援センター 板橋 仲町 仲町おとしより相談センター 仲町20-5 平07 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 38 4,944 地上4階、地下1階

地域包括支援センター 常盤台 常盤台 常盤台おとしより相談センター 常盤台1-21-20 平04 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 320 506 地上2階、地下1階

地域包括支援センター 高島平 蓮根 坂下おとしより相談センター 東坂下2-2-22 平07 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 17 6,673 地上4階、地下1階

地域包括支援センター 板橋 板橋 加賀おとしより相談センター 加賀1-3-1 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 95 7,689 地上3階

地域包括支援センター 板橋 板橋 東板橋おとしより相談センター 加賀2-1-1 - 平18 鉄骨造 67 648 地上2階

地域包括支援センター 常盤台 桜川 小茂根おとしより相談センター 小茂根4-11-11 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 104 4,323 地上3階、地下1階

地域包括支援センター 常盤台 常盤台 上板橋おとしより相談センター 常盤台4-36-6 - 平18 鉄骨造 32 239 地上3階

地域包括支援センター 志村 中台 若木おとしより相談センター 若木1-21-3 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 68 4,196 地上4階、地下1階

地域包括支援センター 赤塚 徳丸 徳丸おとしより相談センター 徳丸3-32-28 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 93 5,748 地上5階、地下1階

地域包括支援センター 赤塚 下赤塚 四葉おとしより相談センター 四葉2-21-16 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 68 3,946 地上4階

地域包括支援センター 赤塚 成増 成増おとしより相談センター 成増4-14-18 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 91 3,569 地上3階

地域包括支援センター 赤塚 成増 三園おとしより相談センター 三園1-19-1 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 61 11,935 地上5階

地域包括支援センター 志村 志村坂上 志村おとしより相談センター 小豆沢2-19-1 - 平20 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 51 51 地上3階

地域包括支援センター 志村 前野 前野おとしより相談センター 前野町3-46-3 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 93 4,888 地上4階

地域包括支援センター 高島平 舟渡 舟渡おとしより相談センター 舟渡3-4-8 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 105 5,792 地上5階

地域包括支援センター 高島平 高島平 高島平おとしより相談センター 高島平1-34-4 - 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 59 1,628 地上7階

特別養護老人ホーム 志村 前野 みどりの苑 前野町5-9-3 平02 平02 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,829 4,552 地上4階、地下1階

特別養護老人ホーム 高島平 蓮根 いずみの苑 東坂下2-2-22 平07 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,595 6,673 地上4階、地下1階

計 29 施設 19,624 ㎡
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3-5　集会・コミュニティ施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

地域センター 赤塚 下赤塚 下赤塚地域センター 赤塚6-38-1 平22 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,260 6,796 地上4階、地下2階

地域センター 板橋 仲町 仲町地域センター 仲町20-5 平07 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,760 4,944 地上4階地下1階

地域センター 志村 志村坂上 志村坂上地域センター 小豆沢2-19-15 平13 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 702 1,056 地上3階

地域センター 高島平 蓮根 蓮根地域センター 坂下2-18-1 平04 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,461 1,581 地上3階、地下1階

地域センター 高島平 高島平 高島平地域センター 高島平3-12-28 昭54 平17 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 518 2,849 地上3階

地域センター 板橋 板橋 板橋地域センター 板橋3-14-15 平03 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,296 1,366 地上3階、地下1階

地域センター 板橋 熊野 熊野地域センター 熊野町40-9 平01 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,213 1,213 地上3階、地下1階

地域センター 板橋 仲宿 仲宿地域センター 氷川町12-10 平21 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,147 1,147 地上4階

地域センター 板橋 富士見 富士見地域センター 富士見町3-1 昭59 平19 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 745 1,633 地上3階

地域センター 常盤台 大谷口 大谷口地域センター 大谷口2-12-5 平04 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,009 1,009 地上3階、地下1階

地域センター 常盤台 常盤台 常盤台地域センター 常盤台4-14-1 昭63 平17 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 754 4,990 地上2階、地下2階

地域センター 志村 清水 清水地域センター 泉町16-16 平21 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,158 1,779 地上3階

地域センター 志村 中台 中台地域センター 中台1-44-8 平02 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,335 1,335 地上3階、地下1階

地域センター 高島平 舟渡 舟渡地域センター 舟渡3-19-8 昭49 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 679 679 地上3階

地域センター 志村 前野 前野地域センター 前野町4-6-1 平07 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 378 3,712 地上3階、地下2階

地域センター 常盤台 桜川 桜川地域センター 東新町2-45-6 平11 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,578 1,578 地上2階、地下1階

地域センター 赤塚 成増 成増地域センター 成増3-11-3-405 平02 平17 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,981 29,016 地上12階、地下3階

地域センター 赤塚 徳丸 徳丸地域センター 徳丸3-35-15 平07 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,064 1,064 地上3階

地域センターホール 常盤台 大谷口 大谷口地域センター向原ホール 向原1-18-17 昭59 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 766 766 地上2階

地域センターホール 志村 志村坂上 志村坂上地域センター志村コミュニティホール 小豆沢1-8-1 平08 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,582 3,584 地上3階、地下1階

地域センターホール 高島平 蓮根 蓮根地域センターロータスホール 坂下3-10-G‐214 平17 平17 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 421 1,214 地上8階

地域センターホール 高島平 舟渡 舟渡地域センター舟渡ホール 舟渡1-14-5 昭62 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 987 2,564 地上4階

地域センターホール 志村 前野 前野地域センター前野ホール 前野町2-43-15 昭62 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 999 999 地上2階

地域センターホール 赤塚 徳丸 徳丸地域センターきたのホール 徳丸2-12-12 昭60 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,127 2,273 地上2階

地域センター集会室 常盤台 常盤台 常盤台地域センター集会室 常盤台3-27-1 昭46 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 121 1,045 地上2階、地下1階

地域センター集会室 赤塚 成増 成増地域センター集会室 成増3-19-8 昭45 平17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 411 644 地上3階

集会所 板橋 板橋 南板橋公園内集会所 板橋1-39-1 昭54 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 121 573 地上2階

集会所 板橋 板橋 板橋四丁目集会所 板橋4-24-6 昭59 昭59 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 170 170 地上3階

集会所 板橋 板橋 下板橋駅前集会所 板橋2-3-1 平09 平09 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 435 610 地上2階

集会所 板橋 熊野 中丸児童遊園内集会所 南町22-2 昭56 昭49 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 64 125 地上2階

集会所 板橋 熊野 大山東集会所 大山東町8-7 平06 平06 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 152 835 地上3階

集会所 板橋 仲宿 山中児童遊園内集会所 栄町32-1 昭52 昭52 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 31 63 地上2階

集会所 板橋 仲宿 仲宿集会所 仲宿3-1 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 107 704 地上2階

集会所 板橋 仲宿 栄町集会所 栄町23-4 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 101 3,207 地上6階

集会所 板橋 仲町 板橋交通公園内集会所 大山西町21-1 昭54 昭54 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 117 562 地上3階
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分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
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集会所 板橋 仲町 幸町集会所 幸町3-7 昭59 昭59 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 127 254 地上2階

集会所 板橋 富士見 本町集会所 本町20-5 平13 平13 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 73 97 地上3階

集会所 板橋 富士見 大和集会所 大和町26-3 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 185 376 地上2階

集会所 常盤台 大谷口 大谷口児童遊園内集会所 大谷口北町21-2 昭50 昭50 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 45 89 地上2階

集会所 常盤台 大谷口 大谷口二丁目集会所 大谷口2-63-5 昭63 昭63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 175 584 地上2階

集会所 常盤台 大谷口 小茂根一丁目集会所 小茂根1-6-2 昭63 昭63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 136 1,493 地上5階、地下1階

集会所 常盤台 大谷口 大谷口北町集会所 大谷口北町87-1 平04 平04 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 288 1,462 地上3階

集会所 常盤台 常盤台 水久保公園内集会所 常盤台3-15-4 昭47 昭47 木造 91 91 地上2階

集会所 常盤台 常盤台 東新集会所 東新町1-5-1 昭57 昭57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 146 510 地上3階

集会所 常盤台 常盤台 南ときわ台公園内集会所 南常盤台2-8-6 昭57 昭57 軽量鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 50 100 地上2階

集会所 常盤台 常盤台 常盤台一丁目集会所 常盤台1-18-2 昭59 昭59 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 44 87 地上2階

集会所 常盤台 常盤台 七軒家集会所 上板橋2-38-3 昭63 昭63 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 136 136 地上2階

集会所 常盤台 常盤台 常盤台集会所 常盤台1-21-20 平04 平06 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 186 506 地上2階、地下1階

集会所 常盤台 常盤台 南常盤台一丁目集会所 南常盤台1-16-8 平06 平06 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 374 414 地上2階

集会所 志村 清水 本蓮沼公園内集会所 蓮沼町27-10 昭53 昭53 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 90 290 地上2階

集会所 志村 清水 清水町集会所 清水町13-11 昭59 昭59 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 126 253 地上2階

集会所 志村 清水 清水町第二集会所 清水町72-7 平08 平08 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 237 946 地上3階、地下1階

集会所 志村 志村坂上 志村城山公園内集会所 志村2-17-1 昭54 昭54 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 71 71 平屋

集会所 志村 志村坂上 小豆沢集会所 小豆沢1-20-17 昭56 昭56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 143 1,429 地上3階

集会所 志村 志村坂上 小豆沢二丁目集会所 小豆沢2-26-20 昭62 昭62 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 227 227 地上5階

集会所 志村 中台 西徳第二公園内集会所 西台3-42-1 平04 昭45 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 216 216 地上2階

集会所 志村 中台 若木児童遊園内集会所 若木1-19-1 昭51 昭51 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 59 59 平屋

集会所 志村 中台 どんぐり山公園内集会所 中台1-19-8 昭56 昭56 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 58 58 平屋

集会所 志村 中台 中台三丁目集会所 中台3-27-4 昭63 昭58 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 251 318 地上2階

集会所 志村 中台 西台三丁目集会所 西台3-14-12 昭62 昭62 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 304 391 地上3階

集会所 志村 中台 中台二丁目集会所 中台2-43-20 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 235 235 地上2階

集会所 志村 中台 西台二丁目集会所 西台2-3-34 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 102 1,053 地上2階、地下1階

集会所 志村 中台 西台集会所 西台4-4-37 平08 平08 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 308 845 地上5階

集会所 高島平 蓮根 蓮根集会所 蓮根3-15-1-102 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 264 2,074 地上14階

集会所 高島平 蓮根 坂下二丁目集会所 坂下2-1-3 昭59 昭59 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 97 97 平屋

集会所 高島平 蓮根 蓮根第二集会所 蓮根3-21-22 昭60 昭60 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 128 128 平屋

集会所 志村 前野 見次公園内集会所 前野町4-59-1 平04 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 351 421 地上2階

集会所 志村 前野 富士見台集会所 前野町1-8-1 昭61 昭61 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 118 808 地上2階

集会所 志村 前野 前野町六丁目集会所 前野町6-10-7 昭54 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 112 908 地上2階

集会所 志村 前野 前野町三丁目集会所 前野町3-17-12 昭40 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 213 414 地上2階

集会所 常盤台 桜川 緑ヶ丘第二公園内集会所 桜川2-18-1 昭51 昭51 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 58 58 平屋
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集会所 常盤台 桜川 上板橋健康福祉センター内集会所 桜川3-18-6 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 153 789 地上2階

集会所 常盤台 桜川 東山公園内集会所 東山町52-8 昭55 昭55 鉄筋ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 59 90 地上2階

集会所 赤塚 下赤塚 赤塚新町光が丘集会所 赤塚新町3-35-13 昭60 昭60 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 277 357 地上2階

集会所 赤塚 下赤塚 赤塚五丁目集会所 赤塚5-16-33 昭63 昭63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 199 620 地上2階

集会所 赤塚 下赤塚 下赤塚駅前集会所 赤塚1-7-2 平01 平01 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 466 466 地上2階

集会所 赤塚 下赤塚 赤塚六丁目集会所 赤塚6-30-1 平04 平04 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 206 1,070 地上2階

集会所 赤塚 下赤塚 赤塚七丁目集会所 赤塚7-15-12 平05 平05 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 291 596 地上2階

集会所 赤塚 下赤塚 四葉集会所 四葉2-9-16 平11 平11 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 338 338 地上2階

集会所 赤塚 成増 三園一丁目集会所 三園1-36-6 昭59 昭53 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 80 80 平屋

集会所 赤塚 成増 成増三丁目集会所 成増3-34-21 昭56 昭56 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 201 1,010 地上2階

集会所 赤塚 成増 赤塚高台集会所 成増3-6-19 昭60 昭60 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 87 131 地上2階

集会所 赤塚 徳丸 徳丸ケ丘公園内集会所 徳丸6-27-11 平04 昭50 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 195 195 地上2階

集会所 赤塚 徳丸 西徳第一公園内集会所 徳丸1-42-1 昭58 昭44 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 117 233 地上2階

集会所 赤塚 徳丸 徳丸五丁目集会所 徳丸5-32-8 昭59 昭59 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 58 117 地上2階

集会所 赤塚 徳丸 徳丸石川集会所 徳丸5-6-4 昭62 昭62 重量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 284 284 地上2階

集会所 赤塚 徳丸 徳丸三丁目集会所 徳丸3-22-11 平14 平14 鉄骨造 210 357 地上2階

集会所 高島平 高島平 高島平五丁目第二公園内集会所 高島平5-24-1 昭51 昭51 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 69 69 平屋

集会所 高島平 高島平 高島平一丁目集会所 高島平1-7-1 平05 昭53 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 402 484 地上2階

集会所 高島平 高島平 高島平七丁目公園内集会所 高島平7-9-1 昭53 昭53 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 50 99 地上2階

集会所 高島平 高島平 新河岸一丁目集会所 新河岸1-3-2-102 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 381 982 地上14階

集会所 高島平 高島平 高島平九丁目集会所 高島平9-3-1 昭57 昭57 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 62 121 地上2階

集会所 高島平 高島平 新河岸公園内集会所 新河岸3-9-1 昭58 昭58 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 50 93 地上2階

集会所 高島平 高島平 徳丸ヶ原公園内集会所 高島平8-24-1 平04 昭60 重量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 155 637 地上2階

集会所 高島平 高島平 高島平二丁目集会所 高島平2-25-4 昭62 昭62 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 184 1,485 地上2階

集会所 高島平 高島平 高島平四丁目集会所 高島平4-21-2 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 255 494 地上2階

集会所 高島平 高島平 高島平一丁目第三公園内集会所 高島平1-51-1 昭58 昭46 鉄骨造 53 95 地上2階

高島平区民館 高島平 高島平 高島平区民館 高島平3-12-28 昭54 昭54 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 950 2,849 地上3階

計 98 施設 41,406 ㎡
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分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
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延床（㎡）
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体育施設 志村 志村坂上 小豆沢体育館 小豆沢3-1-1 昭43 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,727 6,727 地上3階

体育施設 赤塚 下赤塚 赤塚体育館 赤塚5-6-1 昭56 昭56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,678 6,874 地上3階

体育施設 赤塚 下赤塚 赤塚体育館温水プール 赤塚5-6-1 平05 昭56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,196 6,874 地上1階、地下2階

体育施設 板橋 板橋 東板橋体育館 加賀1-10-5 昭61 昭61 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,364 7,560 地上3階、地下1階

体育施設 板橋 板橋 東板橋体育館武道場 加賀1-10-5 昭61 昭61 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 331 7,560 地上3階、地下1階

体育施設 板橋 板橋 東板橋体育館温水プール 加賀1-10-5 昭61 昭61 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 865 7,560 地上3階、地下1階

体育施設 常盤台 桜川 上板橋体育館 桜川1-3-1 平05 平05 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,406 8,650 地上2階、地下1階

体育施設 常盤台 桜川 上板橋体育館武道場 桜川1-3-1 平05 平05 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 348 8,650 地上2階、地下1階

体育施設 常盤台 桜川 上板橋体育館温水プール 桜川1-3-1 平05 平05 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 896 8,650 地上2階、地下1階

体育施設 志村 志村坂上 和弓場 小豆沢3-1-1 昭44 昭44 鉄骨造 231 231 平屋

体育施設 高島平 蓮根 洋弓場 東坂下2-21 昭63 昭46 鉄骨造 374 374 平屋

体育施設 志村 志村坂上 小豆沢体育館武道場 小豆沢3-1-1 昭45 昭45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 534 534 平屋

体育施設 高島平 高島平 高島平温水プール 高島平8-28-1 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,412 3,412 地上2階、地下1階

体育施設管理棟 高島平 高島平 新河岸陸上競技場管理棟 新河岸3-1-3 昭59 昭59 鉄骨造 544 544 地上2階

体育施設管理棟 高島平 高島平 高島平少年サッカー場更衣室 高島平2-24-1 平０3 昭48 軽量鉄骨造 32 32 平屋

体育施設管理棟 志村 志村坂上 小豆沢野球場管理棟 小豆沢3-1-1 平02 昭25 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 340 392 地上2階

体育施設管理棟 高島平 蓮根 城北野球場管理棟 坂下2-19-1 平04 昭40 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 233 335 平屋

体育施設管理棟 高島平 高島平 徳丸ヶ原野球場管理棟 高島平8-24-1 平04 昭47 鉄骨造 52 637 平屋

体育施設管理棟 板橋 板橋 東板橋庭球場管理棟 板橋3-50-1 昭42 昭47 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 46 340 平屋

体育施設管理棟 板橋 板橋 加賀庭球場管理棟 加賀1-17-1 昭54 昭54 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 95 95 平屋

体育施設管理棟 高島平 高島平 新河岸庭球場管理棟 新河岸3-1-3 昭58 昭58 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 124 124 平屋

体育施設管理棟 志村 志村坂上 小豆沢庭球場更衣室 小豆沢3-1-1 昭55 昭35 軽量プレハブ造 36 36 平屋

計 22 施設 35,865 ㎡
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3-7　住宅施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

住宅施設 志村 中台 西台三丁目アパート(2号棟) 西台3-13-2 平01 平01 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ― ― 地上5階

住宅施設 常盤台 常盤台 常盤台四丁目第2アパート 常盤台4-16-3 昭59 昭59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,061 2,061 地上4階

住宅施設 赤塚 徳丸 徳丸一丁目アパート 徳丸1-2-1 昭57 昭57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,748 1,748 地上4階

住宅施設 志村 成増 赤塚三丁目アパート(5号棟) 赤塚3-28-5 昭57 昭57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,685 2,685 地上4階

住宅施設 志村 成増 赤塚三丁目アパート(11号棟) 赤塚3-27-11 昭52 昭52 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ― ― 地上4階

住宅施設 赤塚 徳丸 徳丸二丁目第2アパート 徳丸2-16-1 昭57 昭57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,364 2,364 地上4階

住宅施設 高島平 舟渡 舟渡二丁目第3アパート(2号棟) 舟渡2-33-2 昭58 昭58 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,403 4,403 地上9階

住宅施設 高島平 舟渡 舟渡二丁目第3アパート(7号棟) 舟渡2-33-7 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ― ― 地上4階

住宅施設 常盤台 大谷口 小茂根一丁目第2アパート(17号棟) 小茂根1-17-17 昭56 昭56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,791 1,791 地上4階

住宅施設 常盤台 大谷口 小茂根一丁目第2アパート(20号棟) 小茂根1-17-20 昭56 昭56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ― ― 地上4階

住宅施設 常盤台 常盤台 南常盤台二丁目アパート 南常盤台2-10-1 昭61 昭61 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,677 2,677 地上4階

住宅施設 高島平 高島平 高島平七丁目アパート 高島平7-41-1 昭50 昭50 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,312 6,312 地上9階

住宅施設 高島平 舟渡 舟渡一丁目第2アパート 舟渡1-7-21 昭62 昭62 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,606 2,606 地上4階

住宅施設 志村 中台 西台三丁目アパート(1号棟) 西台3-20-1 昭61 昭61 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,516 7,516 地上5階

住宅施設 志村 前野 前野町三丁目第2アパート 前野町3-53-1 平06 平6 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,710 3,710 地上5階

改良住宅 板橋 仲町 やよい住宅 弥生町16-4 平16 平16 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 581 581 地上4階

改良住宅 常盤台 大谷口 かみちょう住宅一号館 大谷口上町58-5 平19 平19 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,696 1,696 地上5階、地下1階

改良住宅 常盤台 大谷口 かみちょう住宅二号館 大谷口上町61-5 平21 平21 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,790 1,790 地上5階

改良住宅 常盤台 大谷口 かみちょう住宅三号館 大谷口上町61-7 平21 平21 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 292 292 地上2階

まちづくり住宅 板橋 仲宿 まちづくり推進仲宿住宅 仲宿1-5 平05 平5 鉄骨造 675 675 地上3階

計 20 施設 42,907 ㎡
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3-8　学校教育施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

教育相談施設 板橋 富士見 板橋フレンドセンター体育館 富士見町3-1 昭59 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 887 1,633 地上3階

教育相談施設 赤塚 成増 教育相談所成増分室 成増1-12-4 昭59 昭59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 218 2,620 地上3階、地下1階

教育相談施設 高島平 蓮根 教育相談所 坂下2-18-1 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 853 853 地上2階

教育相談施設 板橋 富士見 板橋フレンドセンター 富士見町3-1 昭37 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,626 4,151 地上4階

小学校 志村 志村坂上 志村小学校 志村2-16-3 昭38 明37 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,034 5,034 地上3階

小学校 志村 清水 志村第一小学校 泉町17-1 昭46 昭04 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,411 5,411 地上4階

小学校 志村 志村坂上 志村第二小学校 志村1-7-1 昭43 昭10 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,991 4,991 地上4階

小学校 志村 清水 志村第三小学校 清水町83-1 昭43 昭17 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,698 5,698 地上3階

小学校 志村 志村坂上 志村第四小学校 小豆沢4-13-1 昭41 昭19 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,424 5,424 地上3階

小学校 志村 中台 志村第五小学校 西台3-38-23 昭38 昭18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,462 5,462 地上3階

小学校 高島平 蓮根 志村第六小学校 坂下2-18-1 昭46 昭24 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,097 7,097 地上3階

小学校 志村 前野 前野小学校 前野町6-40-1 昭48 昭27 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,580 5,580 地上4階

小学校 志村 中台 中台小学校 中台1-9-7 昭48 昭28 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,363 6,363 地上3階

小学校 高島平 舟渡 舟渡小学校 舟渡3-6-15 昭44 昭29 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,106 6,106 地上3階

小学校 高島平 高島平 新河岸小学校 新河岸1-3-1 昭52 昭52 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,864 5,864 地上4階

小学校 志村 前野 富士見台小学校 前野町1-10-1 昭48 昭29 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,406 4,406 地上3階

小学校 高島平 蓮根 蓮根小学校 蓮根3-10-1 昭40 昭31 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,415 6,415 地上4階

小学校 高島平 蓮根 蓮根第二小学校 蓮根3-15-5 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,235 5,235 地上3階

小学校 高島平 蓮根 志村坂下小学校 相生町26-14 昭38 昭33 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,702 5,702 地上3階

小学校 志村 前野 北前野小学校 前野町5-44-3 昭42 昭33 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,413 5,413 地上3階

小学校 志村 中台 緑小学校 中台3-27-1 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,621 5,621 地上4階

小学校 志村 中台 若木小学校 若木1-14-1 昭37 昭33 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,384 6,384 地上3階

小学校 板橋 仲宿 板橋第一小学校 氷川町13-1 平25 明07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,772 4,772 地上3階

小学校 板橋 板橋 板橋第二小学校 板橋2-52-1 昭46 大13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,724 4,724 地上3階

小学校 板橋 板橋 板橋第四小学校 板橋4-9-13 昭38 昭03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,896 5,896 地上4階

小学校 板橋 熊野 板橋第五小学校 中丸町19-1 昭46 昭04 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,399 5,399 地上4階

小学校 板橋 仲町 板橋第六小学校 大山町13-1 昭40 昭08 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,965 4,965 地上3階

小学校 板橋 熊野 板橋第七小学校 大山金井町31-1 昭43 昭13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,445 4,445 地上3階

小学校 板橋 富士見 板橋第八小学校 双葉町42-1 昭43 昭15 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,101 5,101 地上3階

小学校 板橋 仲宿 板橋第九小学校 栄町6-1 昭43 昭24 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,034 5,034 地上4階

小学校 常盤台 大谷口 板橋第十小学校 大谷口上町43-1 昭36 昭24 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,562 5,562 地上3階

小学校 板橋 板橋 金沢小学校 加賀2-2-1 昭50 昭27 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,476 6,476 地上3階

小学校 板橋 仲宿 中根橋小学校 栄町14-1 昭47 昭27 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,976 5,976 地上4階

小学校 板橋 仲町 大山小学校 大山西町19-1 昭48 昭28 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,608 6,608 地上4階

小学校 板橋 仲宿 加賀小学校 稲荷台23-1 昭50 平14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,246 5,246 地上2階



 

 

213
 

 

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

小学校 常盤台 桜川 上板橋小学校 東山町47-3 昭43 明09 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,782 4,782 地上3階

小学校 常盤台 大谷口 上板橋第二小学校 小茂根1-14-1 昭42 昭05 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,622 5,622 地上4階

小学校 常盤台 常盤台 上板橋第四小学校 上板橋1-3-1 昭39 昭14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,964 5,964 地上3階

小学校 常盤台 常盤台 常盤台小学校 常盤台1-6-1 昭45 昭26 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,959 5,959 地上4階

小学校 常盤台 桜川 桜川小学校 東新町2-29-1 昭50 昭30 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,768 6,768 地上3階

小学校 板橋 仲町 弥生小学校 弥生町19-1 昭49 昭31 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,706 4,706 地上3階

小学校 常盤台 大谷口 大谷口小学校 大谷口北町21-1 平19 昭33 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,637 7,637 地上3階

小学校 常盤台 大谷口 向原小学校 向原2-34-1 昭36 昭38 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,790 5,790 地上4階

小学校 赤塚 成増 赤塚小学校 赤塚3-1-22 昭42 明24 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,259 5,259 地上3階

小学校 赤塚 成増 成増小学校 成増1-11-1 昭43 昭25 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,239 6,239 地上3階

小学校 赤塚 下赤塚 赤塚新町小学校 赤塚新町3-31-1 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,348 6,348 地上3階

小学校 赤塚 徳丸 紅梅小学校 徳丸8-10-1 昭43 明07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,984 5,984 地上3階

小学校 赤塚 徳丸 北野小学校 徳丸3-23-1 昭41 昭30 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,027 7,027 地上4階

小学校 赤塚 成増 成増ケ丘小学校 成増3-17-7 昭42 昭31 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,855 5,855 地上3階

小学校 赤塚 下赤塚 下赤塚小学校 赤塚6-14-1 昭39 昭33 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,741 5,741 地上3階

小学校 赤塚 徳丸 徳丸小学校 徳丸1-21-1 昭36 昭37 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,367 5,367 地上3階

小学校 赤塚 成増 三園小学校 三園1-24-1 昭40 昭40 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,533 5,533 地上3階

小学校 高島平 高島平 高島第一小学校 高島平7-24-1 昭52 昭46 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,804 5,804 地上3階

小学校 高島平 高島平 高島第二小学校 高島平2-25-1 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,529 6,529 地上3階

小学校 高島平 高島平 高島第三小学校 高島平4-21-1 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,015 5,015 地上3階

小学校 高島平 高島平 高島第五小学校 高島平3-11-1 昭48 昭48 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,612 4,612 地上4階

小学校 高島平 高島平 高島第六小学校 高島平1-50-1 昭51 平14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8,182 8,182 地上4階

小学校 区外 - 天津わかしお学校 千葉県鴨川市 昭42 昭42 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,374 3,374 地上3階

中学校 板橋 板橋 板橋第一中学校 大山東町50-1 昭36 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,217 7,217 地上4階

中学校 板橋 仲町 板橋第二中学校 幸町26-1 昭35 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,873 6,873 地上4階

中学校 板橋 仲宿 板橋第三中学校 氷川町22-3 平24 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,070 7,070 地上4階

中学校 板橋 板橋 板橋第五中学校 板橋4-49-3 昭37 昭30 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,382 5,382 地上4階

中学校 板橋 仲宿 加賀中学校 加賀2-19-1 昭32 昭33 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,142 7,142 地上4階

中学校 志村 清水 志村第一中学校 大原町33-1 昭56 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,003 4,003 地上4階

中学校 志村 志村坂上 志村第二中学校 小豆沢1-21-1 昭35 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,560 6,560 地上4階

中学校 高島平 蓮根 志村第三中学校 坂下2-21-1 昭36 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8,496 8,496 地上4階

中学校 志村 志村坂上 志村第四中学校 志村3-15-1 昭50 昭30 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8,703 8,703 地上4階

中学校 高島平 蓮根 志村第五中学校 坂下2-1-20 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,981 6,981 地上4階

中学校 高島平 高島平 西台中学校 高島平1-4-1 昭38 昭32 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8,619 8,619 地上3階

中学校 志村 中台 中台中学校 中台1-56-23 昭33 昭34 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,543 7,543 地上4階

中学校 常盤台 常盤台 上板橋第一中学校 南常盤台1-1-1 昭36 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,936 6,936 地上4階
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分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

中学校 常盤台 大谷口 上板橋第二中学校 小茂根1-2-1 昭36 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,514 7,514 地上4階

中学校 常盤台 常盤台 上板橋第三中学校 常盤台3-30-1 昭36 昭24 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,359 6,359 地上4階

中学校 常盤台 桜川 桜川中学校 桜川1-2-1 昭50 昭31 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,810 6,810 地上3階

中学校 常盤台 大谷口 向原中学校 向原3-1-12 昭34 昭34 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,098 6,098 地上4階

中学校 赤塚 徳丸 赤塚第一中学校 徳丸4-13-1 昭32 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 9,657 9,657 地上3階

中学校 赤塚 成増 赤塚第二中学校 成増3-18-1 平25 昭22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8,106 8,106 地上4階

中学校 赤塚 下赤塚 赤塚第三中学校 赤塚7-27-15 昭36 昭35 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8,986 8,986 地上3階

中学校 高島平 高島平 高島第一中学校 高島平8-26-1 昭46 昭52 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,363 6,363 地上4階

中学校 高島平 高島平 高島第二中学校 高島平2-24-1 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8,054 8,054 地上4階

中学校 高島平 高島平 高島第三中学校 高島平4-22-1 昭55 昭55 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7,942 7,942 地上3階

幼稚園 高島平 高島平 高島幼稚園 高島平2-18-1 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,175 1,175 地上2階

幼稚園 高島平 高島平 新河岸幼稚園 新河岸1-3-3-101 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 848 848 地上8階

計 83 施設 479,528 ㎡

3-9　文化・社会教育施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

教育科学館 常盤台 常盤台 教育科学館 常盤台4-14-1 昭63 昭63 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,236 4,990 地上2階、地下2階

郷土資料館 赤塚 成増 郷土資料館 赤塚5-35-25 平02 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,335 1,335 地上2階

郷土資料館 赤塚 徳丸 郷土芸能伝承館 徳丸6-29-13 平01 平01 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 673 673 地上1階、地下1階

社会教育 志村 清水 大原社会教育会館 大原町5-18 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,735 2,267 地上3階

社会教育 赤塚 成増 成増社会教育会館 成増1-12-4 昭59 昭59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,946 2,620 地上3階、地下1階

美術館 赤塚 成増 美術館 赤塚5-34-27 昭54 昭54 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,086 2,086 地上2階

美術館 赤塚 成増 成増アートギャラリー 成増3-13-1 平09 平09 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 322 16,682 地上8階、地下2階

文化・ホール関係 板橋 板橋 文化会館 大山東町51-1 昭57 昭57 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 12,493 12,493 地上5階、地下2階

文化・ホール関係 板橋 仲宿 グリーンホール 栄町36-1 昭44 昭44 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,845 4,717 地上7階、地下1階

社会教育宿泊施設 区外 - 榛名林間学園 群馬県高崎市 昭48 昭48 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4,280 4,280 地上2階

社会教育宿泊施設 区外 - 少年自然の家八ヶ岳荘 長野県諏訪郡 昭57 昭57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6,882 6,882 地上2階

自然体験 高島平 蓮根 植村冒険館 蓮根2-21-5 平04 平04 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 519 519 地上2階

計 12 施設 40,352 ㎡
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3-10　その他施設
3-10-1　福祉事務所

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

福祉事務所 赤塚 下赤塚 赤塚福祉事務所 赤塚6-38-1 平22 昭40 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 668 6,796 地上4階、地下2階

福祉事務所 板橋 板橋 板橋福祉事務所 板橋2-65-8 - 昭07 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 742 742 地上8階、地下1階

福祉事務所 高島平 蓮根 志村福祉事務所 蓮根2-28-1 平05 昭43 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,188 4,913 地上11階

小計 3 施設 2,598 ㎡

3-10-2　高齢者集会施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

いこいの家 志村 清水 清水いこいの家 泉町16-16 平21 昭50 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 357 1,779 地上3階

いこいの家 志村 前野 前野いこいの家 前野町4-6-1 平07 昭51 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 234 3,712 地上3階、地下2階

いこいの家 板橋 仲宿 仲宿いこいの家 仲宿3-1 平03 昭50 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 597 704 地上2階

いこいの家 板橋 富士見 大和いこいの家 大和町26-3 昭58 昭58 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 190 376 地上2階

いこいの家 常盤台 大谷口 大谷口いこいの家 大谷口2-63-5 昭63 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 409 584 地上2階

いこいの家 常盤台 常盤台 東新いこいの家 東新町1-5-1 昭57 昭57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 194 510 地上3階

いこいの家 志村 中台 西台いこいの家 西台2-3-34 平03 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 522 1,053 地上2階、地下1階

いこいの家 高島平 蓮根 蓮根いこいの家 蓮根3-15-1-102 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 181 2,074 地上14階

いこいの家 赤塚 下赤塚 赤塚いこいの家 赤塚5-16-33 昭63 昭63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 421 620 地上2階

いこいの家 赤塚 成増 なりますいこいの家 成増3-34-21 昭56 昭56 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 294 1,010 地上2階

いこいの家 高島平 舟渡 舟渡いこいの家 舟渡1-13-10 平14 平14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 321 1,948 地上30階、地下1階

いこいの家 常盤台 桜川 桜川いこいの家 東新町2-36-5 平12 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 153 669 地上2階

いこいの家 板橋 板橋 板橋いこいの家 板橋3-26-4 平02 昭51 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 548 548 地上2階

いこいの家 板橋 熊野 中丸いこいの家 中丸町27-11 平06 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 393 393 地上2階

ふれあい館 板橋 仲町 仲町ふれあい館 仲町20-5 平07 昭39 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,024 4,944 地上4階、地下1階

ふれあい館 赤塚 徳丸 徳丸ふれあい館 徳丸2-12-12 昭60 昭60 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,146 2,273 地上2階

ふれあい館 志村 志村坂上 志村ふれあい館 志村3-32-6 平21 昭44 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,489 2,813 地上4階

ふれあい館 高島平 高島平 高島平ふれあい館 高島平8-29-1 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,767 1,767 地上2階、別館平屋

ふれあい館 志村 中台 中台ふれあい館 中台2-14-1 平04 平04 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 805 2,059 地上4階

小計 19 施設 11,045 ㎡
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3-10-3　保健・健康増進施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

保健所 常盤台 桜川 上板橋健康福祉センター 桜川3-18-6 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 636 789 地上2階

保健所 板橋 板橋 板橋区保健所（板橋健康福祉センター含む） 大山東町32-15 平20 昭19 鉄骨造ほか 3,784 3,784 地上7階、地下2階

保健所 赤塚 下赤塚 赤塚健康福祉センター 赤塚1-10-13 昭53 昭33 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,502 2,502 地上3階

保健所 高島平 蓮根 志村健康福祉センター 蓮根2-5-5 昭63 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,093 3,093 地上3階

保健所 高島平 高島平 高島平健康福祉センター 高島平3-12-18 昭47 昭47 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 596 596 地上2階

小計 5 施設 10,611 ㎡

3-10-4　資源環境施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

清掃事務所 高島平 蓮根 板橋東清掃事務所 東坂下2-20-9 昭57 昭57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,881 1,881 地上4階、地下1階

清掃事務所 赤塚 徳丸 板橋西清掃事務所 徳丸1-16-1 昭48 昭48 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,565 1,565 地上3階

清掃事務所 高島平 蓮根 志村清掃事業所事務所棟 東坂下2-7-16 昭49 昭49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,280 1,280 地上3階

清掃事務所 高島平 蓮根 志村清掃事業所自動車修理場 東坂下2-7-16 昭58 昭49 鉄骨造 356 356 地上1階

清掃事務所 赤塚 徳丸 西台中継所管理棟 西台2-39-11 昭56 昭56 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 127 127 地上2階

清掃事務所 赤塚 徳丸 西台中継所休憩所 西台2-39-11 昭56 昭56 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 63 63 地上1階

清掃事務所 赤塚 徳丸 西台中継所積替場上屋 西台2-39-11 平14 昭56 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,093 1,093 地上1階

リサイクルプラザ 高島平 舟渡 リサイクルプラザ(プラザゾーン） 舟渡4-16-6 平18 平18 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,585 1,585 地上3階、地下1階

リサイクルプラザ 高島平 舟渡 リサイクルプラザ(処理ゾーン） 舟渡4-16-6 平18 平18 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,949 4,001 地上3階、地下1階

環境 志村 前野 エコポリスセンター 前野町4-6-1 平07 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,101 3,712 地上3階、地下2階

環境 高島平 高島平 熱帯環境植物館 高島平8-29-2 平06 平06 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,926 2,926 地上2階、地下1階

環境 高島平 高島平 ホタル飼育施設 高島平4-21-1 昭49 平05 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 245 245 平屋

小計 12 施設 18,169 ㎡

3-10-5　産業振興施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

産業施設 高島平 舟渡 生活産業融合型第一工場ビル 舟渡3-5-8 平07 平07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5,657 5,657 地上5階

産業施設 高島平 舟渡 生活産業融合型第二工場ビル 舟渡3-22-4 平06 平06 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,340 2,340 地上3階

産業施設 高島平 舟渡 企業活性化センター 舟渡1-13-10 平14 平14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 986 1,948 地上30階、地下1階

産業施設 板橋 板橋 ハイライフプラザ 板橋1-55-16 平13 平13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,306 1,306 地上2階

小計 4 施設 10,289 ㎡
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3-10-6　土木事務所

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

土木事務所 常盤台 常盤台 板橋土木事務所 常盤台3-27-1 昭46 昭41 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 200 1,045 地上2階、地下1階

土木事務所 高島平 高島平 赤塚土木事務所 新河岸1-9-8 平20 昭41 鉄骨造 511 511 地上2階

小計 2 施設 711 ㎡

3-10-7　公園管理施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

公園事務所 高島平 高島平 北部公園事務所 高島平8-24-1 平04 平02 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 180 637 地上2階

公園事務所 板橋 板橋 南部公園事務所 板橋3-50-1 平03 平02 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 294 340 地上2階

公園管理 板橋 仲町 板橋交通公園管理事務所 大山西町21-1 昭54 昭43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 249 562 地上3階

公園管理 常盤台 大谷口 大谷口児童遊園管理棟 大谷口北町21-2 昭50 昭50 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 45 89 地上2階

公園管理 赤塚 徳丸 西徳第一公園内管理事務所 徳丸1-42-1 昭44 昭44 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 97 233 地上2階

公園管理 高島平 高島平 徳丸ヶ原公園事務所等 高島平8-24-1 平04 昭60 重量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 70 637 地上2階

公園管理 高島平 高島平 高島平一丁目第三公園管理棟 高島平1-51-1 昭48 昭46 鉄骨造 42 95 地上2階

公園管理 板橋 板橋 東板橋公園動物舎等 板橋3-50-1 昭50 昭24 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 353 353 平屋

公園管理 高島平 蓮根 城北公園管理事務所 坂下2-19-1 平04 昭31 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 164 397 平屋

公園管理 赤塚 下赤塚 赤塚植物園管理事務所 赤塚5-17-14 昭56 昭56 鉄骨造 136 136 平屋

公園管理 高島平 高島平 こども動物園高島平分園 高島平8-24-1 昭46 昭46 木造 45 45 平屋

公園管理 赤塚 徳丸 昆虫公園昆虫舎 徳丸3-37-9 昭59 昭59 軽量鉄骨 21 21 平屋

公園管理 赤塚 下赤塚 水車公園茶室等 四葉1-17-12 昭60 昭60 木造 115 115 平屋

公園内倉庫 志村 前野 見次公園内倉庫 前野町4-59-1 平04 昭28 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 70 421 地上2階

公園内倉庫 高島平 高島平 高島平七丁目公園倉庫 高島平7-9-1 昭53 昭53 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 50 99 地上2階

公園内倉庫 常盤台 常盤台 板橋区平和公園倉庫等 常盤台4-3-1 昭61 昭61 - 185 185 平屋

公園内倉庫 板橋 仲宿 山中児童遊園倉庫 栄町32-1 昭52 昭52 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 31 63 地上2階

小計 17 施設 2,147 ㎡
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3-10-8　自転車駐車場

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

自転車駐車場 板橋 富士見 板橋本町第一自転車駐車場 大和町29-13 平03 平03 鉄骨造 440 440 平屋

自転車駐車場 高島平 高島平 高島平駅第一自転車駐車場 高島平8-2-2 昭59 昭59 鉄骨造 1,473 1,473 平屋

自転車駐車場 常盤台 常盤台 ときわ台駅北口第一自転車駐車場 常盤台2-1-10 昭60 昭60 鉄骨造 594 594 平屋

自転車駐車場 常盤台 常盤台 上板橋駅北自転車駐車場 常盤台4-30-8 平05 平05 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 678 678 地上3階、地下1階

自転車駐車場 赤塚 徳丸 徳丸タウンブリッジ自転車駐車場 徳丸1-8-3 平09 平09 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 561 561 地上3階

自転車駐車場 赤塚 成増 成増公園前自転車駐車場 成増3-3-13 平03 平03 鉄骨造 477 477 平屋

自転車駐車場 赤塚 成増 成増駅北口第一自転車駐車場 成増3-11-10 平03 平03 鉄骨造 569 569 平屋

小計 7 施設 4,791 ㎡

3-10-9　図書館

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

図書館 板橋 富士見 いたばしボローニャ子ども絵本館 本町24-1 昭35 平16 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 177 1,886 地上3階

図書館 赤塚 下赤塚 赤塚図書館 赤塚6-38-1 平22 昭51 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,428 6,796 地上4階、地下2階

図書館 志村 清水 清水図書館 泉町16-16 平21 昭51 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 265 1,779 地上3階

図書館 志村 志村坂上 志村図書館 小豆沢1-8-1 平08 平08 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,002 3,584 地上3階、地下1階

図書館 常盤台 大谷口 小茂根図書館 小茂根1-6-2 昭63 昭63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,493 1,493 地上5階、地下1階

図書館 高島平 蓮根 蓮根図書館 蓮根3-15-1 昭53 昭53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,052 2,074 地上14階

図書館 赤塚 成増 成増図書館 成増3-13-1 平09 平09 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,669 16,682 地上8階、地下2階

図書館 常盤台 常盤台 中央図書館 常盤台1-13-1 昭45 昭45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,907 2,907 地上3階、地下1階

図書館 板橋 仲宿 氷川図書館 氷川町28-9 昭57 昭57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,426 1,426 地上3階

図書館 高島平 高島平 高島平図書館 高島平3-13-1 昭59 昭59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,786 2,786 地上3階、地下1階

図書館 板橋 板橋 東板橋図書館 加賀1-10-15 昭61 昭61 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,493 1,493 地上3階

図書館 志村 中台 西台図書館 西台3-13-2 平01 平03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,571 1,571 地上5階

小計 12 施設 18,270 ㎡
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3-10-10　その他施設

分類 地域 地区 施設名 所　在　地 築年 開設 建物構造
施設

延床（㎡）
建物

延床（㎡）
階数

公文書館 板橋 富士見 公文書館 本町24-1 昭35 平14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 761 1,886 地上3階

消費者センター 板橋 板橋 消費者センター 板橋2-65-6 平04 平04 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 270 4,837 地上10階、地下
1階消費者センター 高島平 舟渡 舟渡斎場 舟渡4-14-6 昭47 昭47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,070 1,070 地上2階

ボランティア 板橋 富士見 いたばし総合ボランティアセンター 本町24-1 昭35 平18 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 385 1,886 地上3階

小計 4 施設 2,487 ㎡

計 85 施設 81,118 ㎡

合計 488 施設 851,305 ㎡
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