
所管する施設 所管する施設

情報処理センター 仲町地域センター

富士見地域センター

本庁舎 志村坂上地域センター

蓮根地域センター

仲町区民事務所 下赤塚地域センター（赤塚支所内）

常盤台区民事務所 高島平地域センター

志村坂上区民事務所 高島平区民館

蓮根区民事務所 上板橋健康福祉センター内集会所

下赤塚区民事務所（赤塚支所内） 徳丸ヶ原公園内集会所

高島平区民事務所 常盤台地域集会室

大山東集会所

赤塚庁舎 大谷口北町集会所

清水町第二集会所

保健所 小豆沢集会所

板橋健康福祉センター 西台集会所

上板橋健康福祉センター 蓮根集会所

赤塚健康福祉センター 富士見台集会所

志村健康福祉センター 前野町六丁目集会所

高島平健康福祉センター 赤塚六丁目集会所

おとしより保健福祉センター 成増三丁目集会所

新河岸一丁目集会所

加賀福祉園（児童施設） 高島平二丁目集会所

はすねっこ（けやき分園）　※民設民営 高島平四丁目集会所

板橋福祉事務所 グリーンホール

赤塚福祉事務所（赤塚支所内） 東板橋庭球場管理棟

志村福祉事務所 徳丸ヶ原野球場管理棟

児童館（26か所） 企業活性化センター

保育園（40か所）

子ども家庭総合支援センター 仲町ふれあい館

仲町高齢者在宅サービスセンター

南部土木サービスセンター 前野高齢者在宅サービスセンター

北部土木サービスセンター

　教育委員会事務局 加賀福祉園（成人施設）

幼稚園（2）・天津わかしお学校 前野福祉園

小学校（51）・中学校（22）

あいキッズ（学校内）

板橋フレンドセンター 　教育委員会事務局

赤塚図書館

蓮根図書館

　福祉部

まえの福祉作業所

（おとしより保健福祉センター内）

IT推進課

庁舎管理・契約課

戸籍住民課

　子ども家庭部 　産業経済部

板橋福祉事務所

障がいサービス課

　健康生きがい部（保健所）

　総務部

　区民文化部

　産業経済部

　健康生きがい部（保健所）

　福祉部

①第一種施設　　 　　①第一種施設との併設施設　　

担当部署 担当部署

　政策経営部 　区民文化部

志村福祉事務所

赤塚福祉事務所

赤塚支所

おとしより保健福祉センター

高島平健康福祉センター

志村健康福祉センター

赤塚健康福祉センター

上板橋健康福祉センター

板橋健康福祉センター

生活衛生課

北部土木サービスセンター

南部土木サービスセンター

子ども家庭総合支援センター

保育運営課

子育て支援課

　土木部

障がいサービス課

中央図書館

教育支援センター

地域教育力推進課

新しい学校づくり課

学務課

地域振興課

文化・国際交流課

スポーツ振興課

産業振興課

長寿社会推進課

介護保険課



所管する施設 所管する施設

舟渡ホール

公文書館 前野地域センター（エコポリ内）

前野ホール

下板橋駅前集会所 桜川地域センター

仲宿集会所 成増地域センター（アクトホール内）

栄町集会所 美術館

幸町集会所 成増アートギャラリー

本町集会所 文化会館

大和集会所 高島平温水プール

大谷口二丁目集会所 高島平少年サッカー場更衣室

小茂根一丁目集会所 植村冒険館

七軒家集会所 赤塚体育館

常盤台集会所 植村記念加賀スポーツセンター

南常盤台一丁目集会所 洋弓場

清水町集会所 新河岸陸上競技場管理棟

中台三丁目集会所 　産業経済部

西台三丁目集会所 ハイライフプラザ

中台二丁目集会所 ものづくり研究開発連携センター第一ビル

坂下二丁目集会所 ものづくり研究開発連携センター第二ビル

蓮根第二集会所 　健康生きがい部

赤塚新町光が丘集会所 志村ふれあい館

下赤塚駅前集会所 高島平ふれあい館

赤塚七丁目集会所 徳丸ふれあい館

四葉集会所 中台ふれあい館

三園一丁目集会所 シニア学習プラザ

赤塚高台集会所 徳丸高齢者在宅サービスセンター

徳丸五丁目集会所 西台高齢者在宅サービスセンター

徳丸石川集会所 成増高齢者在宅サービスセンター

徳丸三丁目集会所 蓮根高齢者在宅サービスセンター

高島平一丁目集会所 みどりの苑

高島平九丁目集会所 いずみの苑

成増地域集会室 　福祉部

板橋地域センター 高島平福祉園（分場）

熊野地域センター 徳丸福祉園

仲宿地域センター 小茂根福祉園

大谷口地域センター 高島平福祉園

向原ホール 蓮根福祉園

常盤台地域センター 赤塚福祉園

清水地域センター 小豆沢福祉園

志村コミュニティホール 三園福祉園

中台地域センター 障がい者福祉センター

ロータスホール 赤塚ホーム

舟渡地域センター まえの福祉作業所

徳丸地域センター とくまる福祉作業所

きたのホール

いたばし総合ボランティアセンター

地域振興課

　区民文化部

②第二種施設（１/2)

担当部署 担当部署

　総務部

区政情報課

地域振興課

文化・国際交流課

スポーツ振興課

産業振興課

長寿社会推進課

介護保険課

障がいサービス課



所管する施設 所管する施設

エコポリスセンター 板橋交通公園内集会所

熱帯環境植物館 水久保公園内集会所

リサイクルプラザ 本蓮沼公園内集会所

板橋東清掃事務所 志村城山公園内集会所

志村清掃事業所 西徳第二公園内集会所

板橋西清掃事務所 見次公園内集会所

粗大ごみセンター 緑ヶ丘第二公園内集会所

東山公園内集会所

区営自転車駐輪場 徳丸ケ丘公園内集会所

　教育委員会事務局 西徳第一公園内集会所

教育科学館 高島平七丁目公園内集会所

郷土資料館 新河岸公園内集会所

大原生涯学習センター（まなぽーと） 高島平一丁目第三公園内集会所

成増生涯学習センター（まなぽーと） 徳丸ヶ原公園内集会所

郷土芸能伝承館 小豆沢庭球場更衣室

榛名林間学園 小豆沢体育館

八ヶ岳荘 小豆沢体育館武道場

中央図書館 上板橋体育館

清水図書館 和弓場

氷川図書館 小豆沢野球場管理棟

高島平図書館 城北野球場管理棟

東板橋図書館 加賀庭球場管理棟

小茂根図書館 新河岸庭球場管理棟

西台図書館

志村図書館 板橋交通公園管理事務所

成増図書館 城北公園管理事務所

板橋交通公園管理事務所 赤塚植物園管理事務所

城北公園管理事務所 西徳第一公園内管理棟

赤塚植物園管理事務所 高島平一丁目第三公園管理棟

西徳第一公園内管理棟 こども動物園飼育舎

高島平一丁目第三公園管理棟 こども動物園高島平分園飼育舎

こども動物園飼育舎 水車公園茶室棟

こども動物園高島平分園飼育舎 大谷口児童遊園管理棟　

水車公園茶室棟

大谷口児童遊園管理棟　

みどりと公園課

みどりと公園課

スポーツ振興課

地域振興課

土木計画・交通安全課

生涯学習課

中央図書館

　土木部

担当部署

  ②第二種施設（2/2) ③公園内施設

担当部署

　区民文化部

板橋西清掃事務所

板橋東清掃事務所

環境政策課

資源循環推進課

　土木部

　資源環境部


