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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

1 健康と

福祉 

健康･医療･

衛生 

保健衛生施設

（５） 

葛飾区保健所   

2 青戸保健センター   

3 新小岩保健センター   

4 金町保健センター   

5 水元保健センター   

6 診療施設（４） 立石休日応急診療所   

7 金町休日応急診療所   

8 障害児・者歯科診療所 

（ひまわり歯科診療所） 

  

9 ねたきり高齢者歯科診療所 

（たんぽぽ歯科診療所） 

  

10 高齢者支援 就労支援施設

（２） 

金町作業所   

11 立石作業所   

12 活動支援施設

（１） 

シニア活動支援センター   

13 介護保険関連 

施設（11） 

水元ふれあいの家   

14 奥戸くつろぎの郷   

15 東四つ木ほほえみの里 Ａ街区・Ｄ街区 

16 西水元あやめ園   

17 水元在宅サービスセンター   

18 東堀切在宅サービスセンター   

19 奥戸在宅サービスセンター   

20 亀有在宅サービスセンター   

21 東四つ木在宅サービスセンター   

22 東新小岩在宅サービスセンター   

23 西水元在宅サービスセンター   

24 障害者支援 地域福祉障害者 

施設（２） 

障害者福祉センター   

25 子ども発達センター分室   

26 障害者通所施設 

（10） 

水元そよかぜ園   

27 奥戸福祉館   

28 鎌倉福祉館   

29 高砂福祉館   

30 西水元福祉館   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

31 健康と

福祉 

障害者支援 障害者通所施設 

（10） 

白鳥福祉館   

32 東堀切くすのき園   

33 きね川福祉作業所   

34 青戸しょうぶ   

35 こすもす   

36 障害児通所施設 

（２） 

葛飾幼児グループ   

37 のぞみ発達クリニック   

38 共同生活援助 

施設（１） 

あきみつ寮   

39 就労支援施設 

（１） 

障害者就労支援センター   

40 就労・地域活動 

支援施設（１） 

就労・地域活動支援センター 

（あすなろの家） 

  

41 子ども･ 

家庭支援 

保育施設（45） 小松保育園 認可保育所（公設公営） 

42 白鷺保育園 認可保育所（公設公営） 

43 双葉保育園 認可保育所（公設公営） 

44 青戸保育園 認可保育所（公設公営） 

45 上平井保育園 認可保育所（公設公営） 

46 四つ木保育園 認可保育所（公設公営） 

47 小合保育園 認可保育所（公設民営） 

48 木根川保育園 認可保育所（公設公営） 

49 東立石保育園 認可保育所（公設公営） 

50 半田保育園 認可保育所（公設公営） 

51 西亀有保育園 認可保育所（公設公営） 

52 東新小岩保育園 認可保育所（公設公営） 

53 南堀切保育園 認可保育所（公設公営） 

54 小菅保育園 認可保育所（公設公営） 

55 宝保育園 認可保育所（公設公営） 

56 住吉保育園 認可保育所（公設民営） 

57 梅田保育園 認可保育所（公設公営） 

58 白鳥保育園 認可保育所（公設公営） 

59 渋江保育園 認可保育所（公設公営） 

60 細田保育園 認可保育所（公設公営） 
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

61 健康と

福祉 

子ども･ 

家庭支援 

保育施設（45） 二上保育園 認可保育所（公設公営） 

62 南奥戸保育園 認可保育所（公設公営） 

63 南新宿保育園 認可保育所（公設公営） 

64 新水元保育園 認可保育所（公設公営） 

65 南鎌倉保育園 認可保育所（公設公営） 

66 幸田保育園 認可保育所（公設公営） 

67 堀切保育園 認可保育所（公設公営） 

68 道上保育園 認可保育所（公設公営） 

69 小菅東保育園 認可保育所（公設公営） 

70 会野保育園 認可保育所（公設公営） 

71 西新小岩保育園 認可保育所（公設公営） 

72 東堀切保育園 認可保育所（公設公営） 

73 花の木保育園 認可保育所（公設公営） 

74 中青戸保育園 認可保育所（公設民営） 

75 東半田保育園 認可保育所（公設公営） 

76 たつみ保育園 認可保育所（公設民営） 

77 南白鳥保育園 認可保育所（公設公営） 

78 立石駅前保育園 認可保育所（公設公営） 

79 小谷野しょうぶ保育園 認可保育所（公設民営） 

80 新高砂保育園 認可保育所（公設公営） 

81 青戸もも保育園 認可保育所（民設民営） 

82 そあ保育園 認可保育所（民設民営） 

83 金町ひまわり保育園 認可保育所（民設民営） 

84 青戸ひだまり保育園 小規模保育事業所 

85 新小岩保育室「結」 小規模保育事業所 

86 児童館（27） 白鳥児童館   

87 東堀切児童館   

88 西奥戸児童館   

89 東奥戸児童館   

90 南奥戸児童館   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

91 健康と

福祉 

子ども･ 

家庭支援 

児童館（27） 亀有児童館   

92 西亀有児童館   

93 鎌倉児童館   

94 高砂児童館   

95 細田児童館   

96 柴又児童館   

97 新柴又児童館   

98 末広児童館   

99 南新宿児童館   

100 児童会館   

101 新水元児童館   

102 花の木児童館   

103 幸田児童館   

104 青戸児童館   

105 青戸中央児童館   

106 東金町児童館   

107 渋江児童館   

108 小菅児童館   

109 中道児童館   

110 宝町児童館   

111 堀切児童館   

112 梅田児童館   

113 学童保育 

クラブ（60） 

青戸学童 児童館併設 

114 青戸中央学童 児童館併設 

115 西奥戸学童 児童館併設 

116 東奥戸学童 児童館併設 

117 南奥戸学童 児童館併設 

118 白鳥学童 児童館併設 

119 東堀切学童 児童館併設 

120 末広学童 児童館併設 
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

121 健康と

福祉 

子ども･ 

家庭支援 

学童保育 

クラブ（60） 

花の木学童 児童館併設 

122 亀有学童 児童館併設 

123 西亀有学童 児童館併設 

124 柴又学童 児童館併設 

125 新柴又学童 児童館併設 

126 西新小岩学童 児童館併設 

127 鎌倉学童 児童館併設 

128 高砂学童 児童館併設 

129 梅田学童 児童館併設 

130 幸田学童 児童館併設 

131 東金町学童 児童館併設 

132 渋江学童 児童館併設 

133 宝町学童 児童館併設 

134 堀切学童 児童館併設 

135 新水元学童 児童館併設 

136 中道学童 児童館併設 

137 葛飾学園半田学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

138 葛飾学園上千葉第一・第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

139 れいめい堀切学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

140 奥戸小学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

141 松上・第二松上学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

142 高砂小第一・第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

143 中青戸・中青戸第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

144 こひつじ本田学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

145 木根川学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

146 小松南らる学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

147 こひつじ川端学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

148 葛飾学園幸田小学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

149 葛飾学園水元第一・第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

150 にいじゅくみらい第一・第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

151 健康と

福祉 

子ども･家庭

支援 

学童保育 

クラブ（60） 

北野第一学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

152 北野第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

153 すまいる亀青学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

154 上小松学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

155 鎌倉小学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

156 そあ学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

157 葛飾学園東綾瀬小学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

158 葛飾学園南綾瀬小学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

159 こひつじ本田第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

160 さかえ第一学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

161 原田小学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

162 東金町小ひよどり学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

163 東・ひかり学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

164 細田小学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

165 南奥戸小第一・第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

166 すまいる中之台学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

167 新宿学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

168 ふたば・第二ふたば学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

169 梅田小・梅田小第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

170 金町学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

171 葛飾学園西亀有小第一・第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

172 青戸小・青戸小第二学童 
小学校内または 

小学校敷地内など 

173 子ども・家庭 

相談施設（２） 

子ども総合センター   

174 金町子どもセンター   

175 街づく

りと 

産業 

地域街づくり 

(住生活の安定と

向上) 

区民提供住宅 

（34） 

青戸八丁目第２アパート 区営住宅 

176 白鳥三丁目第３アパート 区営住宅 

177 白鳥三丁目第４アパート 区営住宅 

178 柴又二丁目アパート１号棟 区営住宅 

179 柴又二丁目アパート２号棟 区営住宅 

180 柴又二丁目アパート３号棟 区営住宅 
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

181 街づくり 

と産業 

地域街づくり 

(住生活の安定と

向上) 

区民提供住宅 

（34） 

柴又六丁目アパート１号棟 区営住宅 

182 柴又六丁目アパート２号棟 区営住宅 

183 柴又六丁目第２アパート 区営住宅 

184 水元一丁目アパート 区営住宅 

185 宝町一丁目アパート１号棟 区営住宅 

186 宝町一丁目アパート２号棟 区営住宅 

187 亀有一丁目第４アパート 区営住宅 

188 西亀有二丁目第９アパート 

４号棟 

区営住宅 

189 西亀有二丁目第９アパート 

１０号棟 

区営住宅 

190 金町四丁目第３アパート 区営住宅 

191 コージュ奥戸 シルバーピア住宅 

192 コージュお花茶屋 シルバーピア住宅 

193 コージュ柴又 シルバーピア住宅 

194 コージュ西新小岩 シルバーピア住宅 

195 コージュ鎌倉 シルバーピア住宅 

196 コージュ第２鎌倉 シルバーピア住宅 

197 コージュ高砂 シルバーピア住宅 

198 コージュ細田 シルバーピア住宅 

199 コージュ立石 シルバーピア住宅 

200 コージュ南水元 シルバーピア住宅 

201 コージュ東金町 シルバーピア住宅 

202 コージュ堀切 シルバーピア住宅 

203 コージュ小菅 シルバーピア住宅 

204 コージュ第２堀切 シルバーピア住宅 

205 コージュ西亀有 シルバーピア住宅 

206 コージュ四つ木 シルバーピア住宅 

207 白鳥区民住宅 区民住宅 

208 東四つ木コミュニティ住宅 コミュニティ住宅 

209 防災・ 

生活安全 

研修施設（６） お花茶屋防災研修室   

210 西亀有防災研修室   
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施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

211 街づくり

と産業 

防災・ 

生活安全 

研修施設（６） 柴又防災研修室   

212 水元飯塚防災研修室   

213 小菅防災研修室   

214 立石防災研修室   

215 物資保管施設 

（22） 

立石防災資器材倉庫   

216 高砂災害備蓄倉庫   

217 水元災害備蓄倉庫   

218 立石災害備蓄倉庫   

219 新宿災害備蓄倉庫   

220 お花茶屋災害備蓄倉庫   

221 奥戸第一災害備蓄倉庫   

222 西亀有災害備蓄倉庫   

223 新小岩災害備蓄倉庫   

224 奥戸第二災害備蓄倉庫   

225 木根川災害備蓄倉庫   

226 亀有災害備蓄倉庫   

227 小菅災害備蓄倉庫   

228 青戸第一災害備蓄倉庫   

229 青戸第二災害備蓄倉庫   

230 東新小岩第一備蓄倉庫   

231 東新小岩第二災害備蓄倉庫   

232 東四つ木災害備蓄倉庫   

233 観光文化センター災害備蓄倉庫   

234 水元飯塚災害備蓄倉庫   

235 奥戸第三災害備蓄倉庫   

236 葛飾にいじゅくみらい公園 

災害対策備蓄倉庫 

  

237 給水施設（２） 青戸平和公園 

災害対策用深井戸給水施設 

  

238 高砂北公園災害対策用深井戸給水施設   

239 消費生活施設（１） 消費生活センター   

240 交通 駐車場及び自転車 

駐車場（９） 

金町南駐車場   
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施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

241 街づく

りと産

業 

交通 駐車場及び自転車 

駐車場（９） 

亀有南駐車場   

242 亀有駅南口公園下自転車駐車場   

243 新小岩駅南口自転車駐車場   

244 新小岩駅北口自転車駐車場   

245 新小岩東北自転車駐車場   

246 西井堀せせらぎパーク自転車駐車場   

247 お花茶屋地下自転車駐車場   

248 高砂自転車駐車場   

249 公園・ 

水辺 

飲食提供施設（２） 静観亭   

250 和楽亭   

251 水質浄化施設（１） 水元小合溜水質浄化センター   

252 環境 リサイクル啓発施設 

（２） 

かつしかエコライフプラザ   

253 リサイクルセンター   

254 産業 産業振興施設（１） テクノプラザかつしか 

（地域産業振興会館） 

  

255 創業支援・ 

操業支援施設（２） 

新小岩創業支援施設   

256 東四つ木工場ビル（操業支援施設）   

257 伝統産業施設（１） 伝統産業館   

258 勤労者福祉施設（１） 勤労福祉会館   

259 観光 観光関連施設（３） 観光文化センター 
葛飾柴又寅さ

ん記念館・山

田洋次ミュー

ジアム 

260 山本亭   

261 旧柴又職員寮   

262 生涯学

習とふ

れあい 

人権・ 

平和 

人権啓発施設（２） 男女平等推進センター   

263 同和対策仮奥戸集会所   

264 地域 

活動 

地域コミュニティ 

施設（72） 

立石地区センター   

265 立石地区センター別館   

266 東立石地区センター   

267 東立石地区センター別館   

268 東四つ木地区センター   

269 四つ木地区センター   

270 堀切地区センター   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

271 生涯学習と 

ふれあい 

地域活動 地域コミュニティ 

施設（72） 

堀切地区センター別館   

272 南綾瀬地区センター   

273 南綾瀬地区センター別館   

274 お花茶屋地区センター   

275 亀有地区センター   

276 青戸地区センター   

277 新小岩北地区センター   

278 新小岩地区センター   

279 奥戸地区センター   

280 高砂地区センター   

281 柴又地区センター   

282 新宿地区センター   

283 金町地区センター   

284 東金町地区センター   

285 水元地区センター   

286 西水元地区センター   

287 亀有集い交流館   

288 新小岩北集い交流館   

289 たつみ集い交流館   

290 末広集い交流館   

291 水元集い交流館   

292 西青戸集い交流館   

293 宝町集い交流館   

294 新宿防災コミュニティセンター 

集い交流館 

  

295 青戸高架下集い交流館   

296 西亀有集い交流館   

297 新小岩南集い交流館   

298 木根川集い交流館   

299 亀有北集い交流館   

300 南綾瀬第二集い交流館   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

301 生涯学習と 

ふれあい 

地域活動 地域コミュニティ 

施設（72） 

高砂北集い交流館   

302 東奥戸集い交流館   

303 亀有東集い交流館   

304 南水元集い交流館   

305 奥戸しらさぎ集い交流館   

306 亀が岡集い交流館   

307 金町つつみ集い交流館   

308 幸田集い交流館   

309 白鳥集い交流館   

310 渋江集い交流館   

311 さくらみち集い交流館   

312 上平井集い交流館   

313 細田集い交流館   

314 いいづか集い交流館   

315 白鳥憩い交流館   

316 西奥戸憩い交流館   

317 東奥戸憩い交流館   

318 砂原憩い交流館   

319 末広憩い交流館   

320 鎌倉憩い交流館   

321 宝町憩い交流館   

322 柴又憩い交流館   

323 新宿憩い交流館   

324 たつみ憩い交流館   

325 水元憩い交流館   

326 青戸中央憩い交流館   

327 東金町憩い交流館   

328 渋江憩い交流館   

329 小菅憩い交流館   

330 中道憩い交流館   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

331 生涯学習と 

ふれあい 

地域活動 地域コミュニティ 

施設（72） 

堀切憩い交流館   

332 亀有学び交流館   

333 柴又学び交流館   

334 新小岩学び交流館   

335 水元学び交流館   

336 ボランティア支援 

施設（１） 

かつしか 

ボランティアセンター 

  

337 文化･国際 文化施設（２） かつしかシンフォニーヒルズ 

（葛飾区文化会館） 

  

338 かめありリリオホール 

（葛飾区亀有文化ホール） 

  

339 教育機関 小学校・中学校 

（73） 

本田小学校   

340 葛飾小学校   

341 梅田小学校   

342 渋江小学校   

343 南綾瀬小学校   

344 上千葉小学校   

345 堀切小学校   

346 奥戸小学校   

347 上平井小学校   

348 二上小学校   

349 小松南小学校   

350 高砂小学校   

351 新宿小学校   

352 住吉小学校   

353 亀青小学校   

354 道上小学校   

355 金町小学校   

356 末広小学校   

357 柴又小学校   

358 鎌倉小学校   

359 水元小学校   

360 こすげ小学校   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

361 生涯学習と 

ふれあい 

教育機関 小学校・中学校 

（73） 

半田小学校   

362 宝木塚小学校   

363 青戸小学校   

364 清和小学校   

365 木根川小学校   

366 中之台小学校   

367 綾南小学校   

368 川端小学校   

369 北野小学校   

370 白鳥小学校   

371 松上小学校   

372 西小菅小学校   

373 柴原小学校   

374 中青戸小学校   

375 南奥戸小学校   

376 東綾瀬小学校   

377 原田小学校   

378 東柴又小学校   

379 飯塚小学校   

380 西亀有小学校   

381 花の木小学校   

382 上小松小学校   

383 幸田小学校   

384 細田小学校   

385 東金町小学校   

386 東水元小学校   

387 よつぎ小学校   

388 本田中学校   

389 金町中学校   

390 水元中学校   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

391 生涯学習と 

ふれあい 

教育機関 小学校・中学校

（73） 

新宿中学校   

392 奥戸中学校   

393 綾瀬中学校   

394 上平井中学校   

395 中川中学校   

396 桜道中学校   

397 堀切中学校   

398 双葉中学校   

399 大道中学校   

400 四ツ木中学校   

401 小松中学校   

402 亀有中学校   

403 立石中学校   

404 常盤中学校   

405 一之台中学校   

406 青戸中学校   

407 青葉中学校   

408 高砂中学校   

409 東金町中学校   

410 葛美中学校   

411 新小岩中学校   

412 特別支援学校（１） 保田しおさい学校   

413 幼稚園（３） 飯塚幼稚園   

414 北住吉幼稚園   

415 水元幼稚園   

416 校外施設（１） 日光林間学園   

417 教育支援施設（１） 総合教育センター   

418 科学教育施設（１） 科学教育センター 

未来わくわく館 

  

419 区民学習 博物館（１） 郷土と天文の博物館   

420 図書館（13） 中央図書館 中央図書館 
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

421 生涯学習と 

ふれあい 

区民学習 図書館（13） お花茶屋図書館 地域図書館 

422 上小松図書館 地域図書館 

423 亀有図書館 地域図書館 

424 水元図書館 地域図書館 

425 鎌倉図書館 地域図書館 

426 立石図書館 地域図書館 

427 新宿図書センター 地区図書館 

428 四つ木地区図書館 地区図書館 

429 西水元地区図書館 地区図書館 

430 青戸地区図書館 地区図書館 

431 奥戸地区図書館 地区図書館 

432 こすげ地区図書館 地区図書館 

433 スポーツ スポーツ関連 

施設（11） 

奥戸総合スポーツセンター 

（体育館・陸上競技場） 

  

434 奥戸総合スポーツセンター 

（温水プール館・エイトホール） 

  

435 水元総合スポーツセンター（体育館）   

436 こやのエンジョイくらぶクラブハウス   

437 葛飾にいじゅくみらい公園管理棟   

438 鎌倉公園プール   

439 金町公園プール   

440 渋江公園管理事務所   

441 小菅西公園管理棟   

442 上千葉公園少年野球場管理事務所   

443 東金町運動場管理事務所   

444 行政系施設 区民 

窓口系 

総合庁舎（１） 総合庁舎   

445 区民窓口 

（10） 

金町区民事務所   

446 亀有区民事務所   

447 新小岩北区民事務所   

448 高砂区民事務所   

449 堀切区民事務所   

450 水元区民事務所   
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資 料 施設一覧表 

     

施設一覧表（建築物系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

451 行政系施設 区民 

窓口系 

区民窓口（10） 柴又区民サービスコーナー   

452 新小岩区民サービスコーナー   

453 四ツ木駅区民サービスコーナー   

454 南綾瀬区民サービスコーナー   

455 福祉窓口（１） 福祉事務所東庁舎   

456 事務所・ 

作業所系 

事務所（６） すぐやる課分室   

457 施設維持課庁舎   

458 立石駅周辺地区街づくり事務所   

459 区画整理課庁舎   

460 道路補修課庁舎   

461 公園課・公園管理所   

462 清掃関連施設（４） 清掃事務所   

463 新宿分室   

464 奥戸分室   

465 コンテナ中継所   

466 職員施設 人材育成施設（１） 職員人材育成センター   

467 職員福利施設（２） 白鳥職員寮   

468 立石職員寮   

469 その他 その他 

施設 

地元管理施設（４） 旧青戸中央集い交流館   

470 旧西小菅集い交流館   

471 旧小菅東集い交流館   

472 地区振興館   

473 旧出張所（１） 旧高砂出張所庁舎   

474 旧住宅（１） 旧教職員住宅   

475 旧学校（４） 旧松南小学校   

476 旧小谷野小学校   

477 旧西渋江小学校   

478 旧東堀切小学校（体育館）   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

1 橋梁 道路橋（26） 八剱橋 橋長 15m以上 

2 三和橋 橋長 15m以上 

3 細田橋 橋長 15m以上 

4 高砂諏訪橋 橋長 15m以上 

5 奥戸橋 橋長 15m以上 

6 高砂橋 橋長 15m以上 

7 堀切避難橋 橋長 15m以上 

8 東四つ木避難橋 橋長 15m以上 

9 小松橋 橋長 15m以上 

10 陸前橋 橋長 15m以上 

11 元隅田橋   

12 白鷺橋   

13 鵜乃森橋   

14 境田橋   

15 冨士見橋   

16 袋橋   

17 北野橋   

18 千鳥橋   

19 常盤橋   

20 元宮橋   

21 原田橋   

22 桜二橋   

23 富士見橋   

24 東の橋   

25 西の橋   

26 無名橋   

27 人道橋（８） 八剱橋人道橋 橋長 15m以上 

28 細田橋人道橋 橋長 15m以上 

29 高砂諏訪橋人道橋 橋長 15m以上 

30 中の橋 橋長 15m以上 

31 高砂跨線人道橋 橋長 15m以上 

32 立石ペディストリアンデッキ 橋長 15m以上 

33 東四つ木四丁目歩道橋 橋長 15m以上 

34 亀有香取歩道橋 橋長 15m以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 94 -  

資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

1 公園施設 都市公園（146） 金町公園   

2 亀有公園   

3 上千葉公園   

4 青戸平和公園   

5 渋江公園   

6 新宿公園   

7 お花茶屋公園   

8 堀切公園   

9 砂原第一公園   

10 砂原第二公園   

11 白鳥公園   

12 袋橋公園   

13 白鷺公園   

14 藤塚東公園   

15 藤塚西公園   

16 中道公園   

17 高砂南公園   

18 高砂北公園   

19 上千葉砂原公園   

20 稲荷公園   

21 上入公園   

22 南奥戸公園   

23 北沼公園   

24 新宿交通公園   

25 四つ木公園   

26 青葉公園   

27 篠原公園   

28 新中川通水記念公園   

29 諏訪野公園   

30 会野公園   

31 西青戸公園   

32 白鳥北公園   

33 三和公園   

34 前津公園   

35 宝町公園   

36 本田公園   

37 白鳥南公園   

38 上平井公園   

39 堀切菖蒲園   

40 梅本公園   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

41 公園施設 都市公園（146） 中川左岸緑道公園   

42 南奥戸第二公園   

43 中川右岸緑道公園   

44 上小松公園   

45 水元中央公園   

46 住吉公園   

47 矢付公園   

48 砂原第三公園   

49 堀切東公園   

50 小菅三丁目公園   

51 松南公園   

52 西亀有せせらぎ公園   

53 東水元公園   

54 上新記念公園   

55 上千葉南公園   

56 東水元みどり公園   

57 東新小岩二丁目公園   

58 小松川境川親水公園   

59 熊野公園   

60 東四つ木公園   

61 奥戸南汐公園   

62 圦妻公園   

63 西水元宮田公園   

64 新小岩公園   

65 渋江東公園   

66 高砂やちよ公園   

67 柳田公園   

68 総合スポーツセンター運動公園   

69 かわばた公園   

70 奥戸しらさぎ公園   

71 白鳥東公園   

72 立石五丁目公園   

73 小菅めぐみ公園   

74 亀有二丁目公園   

75 立石七丁目公園   

76 荒川小菅緑地公園   

77 葛西城址公園   

78 みよし公園   

79 御殿山公園   

80 西亀有なかよし公園   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

81 公園施設 都市公園（146） 白鳥わかば公園   

82 東金町四丁目平成公園   

83 鎌倉公園   

84 西井堀公園   

85 奥戸東公園   

86 曳舟川親水公園   

87 柴又公園   

88 木根川中央公園   

89 こあい公園   

90 西水元つばき公園   

91 すなおし公園   

92 西井堀せせらぎパーク   

93 奥四あおぞら公園   

94 はら公園   

95 外谷汐入庭園   

96 南水元中の橋公園   

97 小菅万葉公園   

98 いりや公園   

99 にいじゅくプレイパーク   

100 わかば公園   

101 いいづか公園   

102 堀切二丁目公園   

103 細田公園   

104 四つ木四丁目公園   

105 はらひよこ公園   

106 葛飾あらかわ水辺公園   

107 ゆうがお公園   

108 金町二丁目ときわ公園   

109 いりや南公園   

110 亀有リリオパーク   

111 西水元つばさ公園   

112 堀切水辺公園   

113 東新小岩七丁目エンゼルパーク   

114 水元飯塚公園   

115 金町末広公園   

116 高砂七丁目公園   

117 金町ときわ公園   

118 白鳥四丁目公園   

119 柴又二丁目公園   

120 西水元三丁目公園   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

121 公園施設 都市公園（146） 西水元五丁目公園   

122 したて公園   

123 西水元猿西公園   

124 西水元こうだ公園   

125 奥戸二丁目公園   

126 南綾瀬中央公園   

127 奥戸フラワーパーク   

128 西新小岩公園   

129 南水元けやき公園   

130 浮洲公園   

131 古隅田なかよし公園   

132 西水元水辺の公園   

133 細田三丁目せせらぎ公園   

134 東立石緑地公園   

135 本田第二公園   

136 東新小岩一丁目公園   

137 白ゆり公園   

138 まんだら公園   

139 新宿はなみずき公園   

140 亀有中川堤公園   

141 四つ木つばさ公園   

142 葛飾にいじゅくみらい公園   

143 ほりきりん公園   

144 飯塚平安第一公園   

145 飯塚平安第二公園   

146 西新小岩五丁目公園   

147 条例設置公園（３） 小菅西公園   

148 小菅東スポーツ公園   

149 間栗公園   

150 児童遊園（165） 下小松児童遊園   

151 柴又八幡神社児童遊園   

152 金蓮院児童遊園   

153 諏訪児童遊園   

154 白髭神社児童遊園   

155 高砂児童遊園   

156 熊野神社児童遊園   

157 堀切児童遊園   

158 白鷺児童遊園   

159 新宿一丁目児童遊園   

160 金町駅北口児童遊園   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

161 公園施設 児童遊園（165） さくら児童遊園   

162 柴原児童遊園   

163 南奥戸児童遊園   

164 青葉児童遊園   

165 新道口児童遊園   

166 親和児童遊園   

167 桜道児童遊園   

168 みどり児童遊園   

169 細田町児童遊園   

170 亀青児童遊園   

171 小鳩児童遊園   

172 双葉児童遊園   

173 立石児童遊園   

174 砂原児童遊園   

175 大曲り児童遊園   

176 町並児童遊園   

177 若草児童遊園   

178 原田児童遊園   

179 西亀有児童遊園   

180 こやの新児童遊園   

181 堀切赤門児童遊園   

182 東金町児童遊園   

183 大池児童遊園   

184 細田四丁目児童遊園   

185 上平井児童遊園   

186 柴又第一児童遊園   

187 堀切橋児童遊園   

188 東立石児童遊園   

189 しらゆき児童遊園   

190 梅田児童遊園   

191 ひばりが丘児童遊園   

192 古谷野児童遊園   

193 新宿四丁目児童遊園   

194 堀切七丁目児童遊園   

195 堀切東児童遊園   

196 青戸南児童遊園   

197 堀切四丁目児童遊園   

198 小菅西児童遊園   

199 小松橋児童遊園   

200 宝町中児童遊園   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

201 公園施設 児童遊園（165） 住吉児童遊園   

202 柴又六丁目児童遊園   

203 須磨児童遊園   

204 宝町南児童遊園   

205 堀八児童遊園   

206 東金町四丁目児童遊園   

207 平和橋児童遊園   

208 細田一丁目児童遊園   

209 鎌倉二丁目児童遊園   

210 堀切加波良児童遊園   

211 奥戸三丁目児童遊園   

212 高砂宮前児童遊園   

213 東金町七丁目児童遊園   

214 大向児童遊園   

215 三谷稲荷児童遊園   

216 末広児童遊園   

217 奥戸一丁目児童遊園   

218 内野橋児童遊園   

219 細田東児童遊園   

220 立石三丁目児童遊園   

221 しょうぶ児童遊園   

222 東四つ木諏訪児童遊園   

223 半田児童遊園   

224 亀田児童遊園   

225 高砂南児童遊園   

226 立石一丁目児童遊園   

227 北野児童遊園   

228 鎌倉東児童遊園   

229 四つ木五丁目児童遊園   

230 堀切中央児童遊園   

231 きねがわ児童遊園   

232 川端南児童遊園   

233 上平井西児童遊園   

234 新小岩二丁目児童遊園   

235 堀切南児童遊園   

236 こえど児童遊園   

237 上千葉香取児童遊園   

238 東堀切二丁目児童遊園   

239 吾妻児童遊園   

240 東四つ木児童遊園   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

241 公園施設 児童遊園（165） 東金町五丁目児童遊園   

242 松原児童遊園   

243 亀有一丁目児童遊園   

244 木根川東児童遊園   

245 あおぞら児童遊園   

246 青戸七丁目児童遊園   

247 青戸八丁目児童遊園   

248 南水元一丁目児童遊園   

249 東金町すみれ児童遊園   

250 東新小岩四丁目児童遊園   

251 道上児童遊園   

252 亀有あさひ児童遊園   

253 しろふね児童遊園   

254 東金町いずみ児童遊園   

255 こやのひまわり児童遊園   

256 愛苑児童遊園   

257 しらぎく児童遊園   

258 金町わかくさ児童遊園   

259 東四つ木なかよし児童遊園   

260 南水元ふれあい児童遊園   

261 高砂一丁目児童遊園   

262 新宿五丁目児童遊園   

263 水元三丁目児童遊園   

264 半田ふじみ児童遊園   

265 青戸三丁目東児童遊園   

266 立石六丁目児童遊園   

267 東水元三丁目児童遊園   

268 かわばた新田児童遊園   

269 西水元つかのこし児童遊園   

270 青戸三丁目西児童遊園   

271 白鳥東さわやか児童遊園   

272 白鳥東なかよし児童遊園   

273 柴又とまり木児童遊園   

274 みんなのひろば児童遊園   

275 四つ木三丁目児童遊園   

276 西亀青児童遊園   

277 協栄児童遊園   

278 宝町西児童遊園   

279 むつみ児童遊園   

280 柴又四丁目児童遊園   
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資 料 施設一覧表 

施設一覧表（インフラ系公共施設） 

№ 施設分類 対象施設 備考 

281 公園施設 児童遊園（165） 亀二児童遊園   

282 砂原中央児童遊園   

283 大場川児童遊園   

284 鎌倉児童遊園   

285 柴又七丁目児童遊園   

286 立石かんすけ児童遊園   

287 西亀有四丁目児童遊園   

288 八十児童遊園   

289 かみこまつ児童遊園   

290 柴又北児童遊園   

291 東金町亀が岡児童遊園   

292 つくし児童遊園   

293 鷹之堤児童遊園   

294 小合上町児童遊園   

295 新柴又児童遊園   

296 白鳥東にこにこ児童遊園   

297 宝町一丁目児童遊園   

298 協栄いずみ児童遊園   

299 東堀切一丁目児童遊園   

300 ほんでんなかよし児童遊園   

301 鎌倉北児童遊園   

302 青戸南自然の広場   

303 東新小岩二丁目東児童遊園   

304 東新小岩二丁目西児童遊園   

305 西井堀橋児童遊園   

306 星のひろば児童遊園   

307 中原児童遊園   

308 しぶえ南児童遊園   

309 小谷野しょうぶ児童遊園   

310 かまくらいなり児童遊園   

311 東立石あおぞら児童遊園   

312 青戸七丁目東児童遊園   

313 飯塚なかよし児童遊園   

314 さつき児童遊園   

 



 

  

 

 



 

  

あとがき 

 

本区においては、平成 15 年度に「施設白書」を作成し、以来、問題意識を持

って公共施設の有効活用とそのあり方について検討し取組みを進めてきました。

さらに、平成 24 年度に策定した「葛飾区基本計画」においては、重要プロジェ

クトの一つに掲げ、「公共施設の効果的・効率的な活用」を積極的に推進していま

す。 

 

一方、国においては、高度経済成長期以降に集中して整備されたインフラ系公

共施設の老朽化が社会問題として注目されるようになり、これを契機として、平

成 26年 4月、すべての地方公共団体に対し、公共施設等の総合的かつ計画的な

管理の推進に取り組むよう、「公共施設等総合管理計画」の策定を要請しました。

その中では、長期的な視点をもち、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う

ことで、財政負担の軽減や平準化などを実現していくことが必要であるとしてい

ます。 

 

このような状況を踏まえ、本区では「葛飾区公共施設等経営基本方針」を策定

し、社会状況や区民ニーズの変化、利用状況などを踏まえながら施設のあり方を

検討し、使いやすく時代に合った施設に見直していくことといたしました。 

 

今後、本方針に基づき、公共施設のあり方の検討や見直しに当たっては、サー

ビスや事業のあり方を十分に検討し、必要なサービスをどこで展開するのが最適

かを見極め、周辺の施設も活用しながら区民サービスの向上を図ってまいります。

また、こうした取組みについて、区民の皆様のご意見・ご要望に耳を傾けながら

丁寧に説明を行い、着実に進めてまいります。 
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