
種 別 No 施 設 名 所 在 地

特別養護老人ホーム 1 癒しの里青戸 青戸8-18-13

特別養護老人ホーム 2 癒しの里亀有 亀有2-60-5

特別養護老人ホーム 3 奥戸くつろぎの郷 奥戸3-25-1

特別養護老人ホーム 4 かつしか苑 白鳥2-9-18

特別養護老人ホーム 5 飾やすらぎの郷 新宿3-4-10

特別養護老人ホーム 6 すずうらホ-ム 西新小岩3-37-27

特別養護老人ホーム 7 中川園 西水元4-5-1

特別養護老人ホーム 8 西水元あやめ園 西水元2-2-8

特別養護老人ホーム 9 西水元ナ-シングホ-ム 西水元6-12-2

特別養護老人ホーム 10 東四つ木ほほえみの里 東四つ木2-27-1

特別養護老人ホーム 11 水元園 西水元4-6-1

特別養護老人ホーム 12 水元ふれあいの家 水元1-26-20

特別養護老人ホーム 13 ル・ソラリオン飾 青戸4-16-7

特別養護老人ホーム 14 エトワ-ル 新宿6-2-13

特別養護老人ホーム 15 東かなまち桜園 東金町2-13-10

特別養護老人ホーム 16 バタフライヒル細田 細田4-20-14

特別養護老人ホーム 17 かつしか苑亀有 亀有1-6-11

特別養護老人ホーム 18 アンブル宝町 宝町1-2-9

特別養護老人ホーム 19 第二奥戸くつろぎの郷 奥戸3-25-23

特別養護老人ホーム 20 スマイルホーム西井堀 奥戸3-24-15

養護老人ホーム 21 高砂園 西水元4-5-1

介護老人保健施設 22 青戸こはるびの里 青戸7-34-6

介護老人保健施設 23 アルタ-かつしかばし 東金町7-30-14

介護老人保健施設 24 お花茶屋ロイヤルケアセンタ- 四つ木5-19-7

介護老人保健施設 25 飾ロイヤルケアセンタ- 堀切2-66-17

介護老人保健施設 26 ケア新小岩 東新小岩2-1-12

介護老人保健施設 27 東京愛育苑ケアレジデンス 水元3-13-2

介護老人保健施設 28 花の木 新宿2-16-4

介護老人保健施設 29 リハビリケアかつしか 西新小岩3-37-8

特定施設入居者 30 まどか立石 立石3-9-8

生活介護 31 ボンセジュ-ル四つ木 東四つ木3-1-11

生活介護 32
ＳＩＬＶＥＲ ＳＵＰＰＯＲＴ 星に
ねがいを

細田4-2-8

生活介護 34 ライフコミュ-ン新小岩 新小岩3-10-6

生活介護 35 有料老人ホ-ムサニ-ライフ東京 西新小岩3-37-28

生活介護 36 まどか水元 南水元2-14-7

生活介護 37 そんぽの家　柴又 柴又4-12-10

生活介護 38 亀有ケアコミュニティそよ風 亀有1-12-3

生活介護 39 ライフコミュ-ン亀有 亀有2-32-16

生活介護 40 ケアハウス飾敬寿園 新宿3-19-19

生活介護 41
特定施設入居者介護 ル・ソラリオン
飾

青戸4-16-7

認知症対応型共同生活介護 42 愛の家グル-プホ-ム飾西亀有 西亀有2-8-14

認知症対応型共同生活介護 43 グル-プホ-ム　ソレイユの華 お花茶屋2-1-2

認知症対応型共同生活介護 44 セントケアホ-ム　お花茶屋 宝町2-11-18

認知症対応型共同生活介護 45 第2かつしか苑グル-プホ-ム 堀切7-8-3

認知症対応型共同生活介護 46 グル-プホ-ム陽だまりの里 堀切7-14-17

認知症対応型共同生活介護 47 かつしかグル-プホ-ムそよ風 四つ木5-11-10

認知症対応型共同生活介護 48 エブリィ！ト-リツ立石 立石8-48-1

認知症対応型共同生活介護 49 たまごかけごはん 東立石2-18-4

認知症対応型共同生活介護 50 グル-プホ-ム　ソレイユの家 東立石4-20-1

認知症対応型共同生活介護 51 きんとん雲 細田1-15-2

認知症対応型共同生活介護 52
グループホーム 愛和 ハ-ト＆ハ-ト
かつしか

細田1-18-13

認知症対応型共同生活介護 53 ニチイケアセンタ-新小岩 奥戸4-21-20

認知症対応型共同生活介護 54 愛の家グル-プホ-ム飾奥戸 奥戸5-16-2

認知症対応型共同生活介護 55 てんでこ 奥戸7-16-15
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認知症対応型共同生活介護 56 グル-プホ-ム新小岩あやめ 東新小岩2-25-1

認知症対応型共同生活介護 57 みのりの里 東新小岩5-17-11

認知症対応型共同生活介護 58 グル-プホ-ム　イリス 西水元2-16-13

認知症対応型共同生活介護 59 グループホーム　みやびの里　西水元 西水元3-13-12

認知症対応型共同生活介護 60 街かどケアホ-ム　こころ 東水元3-3-11

認知症対応型共同生活介護 61 グル-プホ-ム　かなまち 東金町2-23-15

認知症対応型共同生活介護 62
グループホーム エクセレント水元公
園

東金町5-48-21

認知症対応型共同生活介護 63 助さん・格さん 新宿1-23-12

認知症対応型共同生活介護 64 グル-プホ-ム　アロ-ズ新宿 新宿2-2-14

認知症対応型共同生活介護 65 おいちゃん・おばちゃん 柴又5-30-10

認知症対応型共同生活介護 66 コンフォ-トフィオ-レ高砂 高砂2-27-17

認知症対応型共同生活介護 67 グル-プホ-ム　悠悠倶楽部 高砂7-23-1

認知症対応型共同生活介護 68 グル-プホ-ム　ソレイユの里 亀有2-68-16

認知症対応型共同生活介護 69 グル-プホ-ムみやびの里　亀有 亀有4-2-14

認知症対応型共同生活介護 70 グル-プホ-ム　青戸 青戸3-13-19

認知症対応型共同生活介護 71 愛の家グル-プホ-ム飾青戸 青戸5-5-5

認知症対応型共同生活介護 72 グループホーム　かつしか苑 白鳥2-9-18

認知症対応型共同生活介護 73 はなまるホーム青戸 青戸6-20-12

認知症対応型共同生活介護 74 コンフォ-トフィオ-レ堀切 堀切7-17-10

小規模多機能型 75 セントケア　お花茶屋 宝町2-11-18

居宅介護 76 ピカソ 奥戸7-16-15

居宅介護 77 紋どころ 新宿1-23-12

居宅介護 78 人情柴又 柴又5-30-10

居宅介護 79 コンフォ-トエルバ堀切 堀切7-17-10

児童発達支援 80 のぞみ発達支援室たかさご 高砂7-26-3-3階

児童発達支援 81 のぞみ学園かめあり 亀有2-22-11

児童発達支援 82 風の子キッズ 西水元5-11-3

児童発達支援 83
東京都立東大和療育センター分園 よ
つぎ療育園

東四つ木4-44-1-101

児童発達支援 84 飾幼児グループ 四つ木5-6-7

児童発達支援 85 つばさクラブ 高砂8-28-12

児童発達支援 86 つばさクラブ東水元 東水元5-24-1-101

児童発達支援 87 スマートキッズプラス水元 水元4-6-19

児童発達支援 88 児童デイ　お花ちゃや 白鳥3-15-12

児童発達支援 89 縁ジェルキッズ 堀切5-50-9

児童発達支援 90 もなか 新宿2-12-25

児童発達支援 91 LDサポート・療育ソラアルSSE 亀有5-34-10-201

児童発達支援 92 ぷれゾンクラブ金町 東金町3-41-18

福祉型障害児入所施設 93 金町学園 水元3-13-8

宿泊型自立訓練事業 94 飾通勤寮 東堀切1-16-22

地域福祉・障害者センタ-

(ウェルピアかつしか)

96 子ども発達センタ-分室 水元4-6-15

区立保育園 97 会野保育園 奥戸5-23-7

区立保育園 98 青戸保育園 青戸5-9-10

区立保育園 99 梅田保育園 立石3-26-10

区立保育園 100 上平井保育園 西新小岩4-33-10

区立保育園 101 木根川保育園 東四つ木1-18-12

区立保育園 102 小合保育園 南水元3-3-11

区立保育園 103 幸田保育園 西水元2-16-10

区立保育園 104 小菅保育園 小菅2-19-13

区立保育園 105 小菅東保育園 小菅3-10-32

区立保育園 106 小松保育園 新小岩2-14-9

区立保育園 107 小谷野しょうぶ保育園 堀切4-60-1

区立保育園 108 渋江保育園 東四つ木2-15-11

区立保育園 109 白鷺保育園 柴又3-30-9

区立保育園 110 白鳥保育園 白鳥3-32-6

区立保育園 111 新小岩保育園 新小岩3-25-1

区立保育園 112 新水元保育園 東水元3-5-7

区立保育園 113 住吉保育園 高砂7-26-3

地域福祉・障害者センタ-
95 堀切3-34-1



区立保育園 114 宝保育園 宝町1-12-10

区立保育園 115 たつみ保育園 西新小岩2-1-3

区立保育園 116 立石駅前保育園 立石4-23-17

区立保育園 117 中青戸保育園 青戸3-8-8

区立保育園 118 西亀有保育園 西亀有3-31-9

区立保育園 119 西新小岩保育園 西新小岩3-21-7

区立保育園 120 花の木保育園 南水元3-7-2

区立保育園 121 半田保育園 東金町4-34-12

区立保育園 122 東新小岩保育園 東新小岩4-7-13

区立保育園 123 東立石保育園 東立石3-3-15

区立保育園 124 東半田保育園 東金町5-28-1

区立保育園 125 東堀切保育園 東堀切2-20-8

区立保育園 126 二上保育園 東新小岩7-17-3

区立保育園 127 双葉保育園 東堀切1-15-16

区立保育園 128 細田保育園 細田4-19-5

区立保育園 129 堀切保育園 堀切1-9-18

区立保育園 130 道上保育園 亀有4-24-11

区立保育園 131 南奥戸保育園 奥戸2-30-11

区立保育園 132 南鎌倉保育園 鎌倉2-17-4

区立保育園 133 南白鳥保育園 白鳥3-2-1

区立保育園 134 南新宿保育園 新宿1-23-4

区立保育園 135 新高砂保育園 高砂4-1-49

区立保育園 136 南堀切保育園 堀切1-23-3

区立保育園 137 四つ木保育園 四つ木3-5-6

私立保育園 138 青戸もも保育園 青戸4-23-1

私立保育園 139 かみこまつ保育園 東新小岩3-14-1

私立保育園 140 奥戸保育園 奥戸6-24-1

私立保育園 141 飾学園 西亀有2-35-3

私立保育園 142 うらら保育園 西新小岩3-37-27

私立保育園 143 金町保育園 東金町3-36-15

私立保育園 144 金町保育園分園 東金町3-23-14

私立保育園 145 鎌倉保育園 鎌倉3-39-15

私立保育園 146 亀青保育園 亀有2-32-28

私立保育園 147 亀有保育園 亀有3-38-9

私立保育園 148 北野保育園 柴又2-2-9

私立保育園 149 きぼう保育園 高砂2-3-7

私立保育園 150 こばとの森保育園 東水元1-16-2

私立保育園 151 こひつじ保育園 東四つ木3-6-12

私立保育園 152 東立石こひつじ保育園 東立石3-14-12

私立保育園 153 さかえ保育園 水元3-11-8

私立保育園 154 さくら学園保育所 亀有1-27-2

私立保育園 155 さゆり保育園 青戸1-24-10

私立保育園 156 山王保育園 新宿2-2-19

私立保育園 157 柴又学園 柴又4-5-14

私立保育園 158 砂原保育園 西亀有4-8-19

私立保育園 159 たかさご保育園 高砂5-48-4

私立保育園 160 たかさご保育園分園 高砂5-39-8

私立保育園 161 徳育保育園 水元1-26-3

私立保育園 162 徳育保育園分園 水元1-26-8

私立保育園 163 新宿保育園 新宿4-4-16

私立保育園 163 東中川保育園 高砂6-4-15

私立保育園 164 ひかり学園 柴又6-19-1

私立保育園 166 日の出保育園 細田5-24-1

私立保育園 167 ひまわり保育園 細田3-9-26

私立保育園 168 黎明保育園 堀切3-30-12

私立保育園 169 そあ保育園 水元3-13-20

私立保育園 170 水元保育園 南水元4-18-11

私立保育園 171 金町ひまわり保育園 東金町1-3-1

私立保育園 172 東かなまち保育園 東金町2-13-10



私立保育園 173 亀有りりおっこ保育園 亀有3-16-5

私立保育園 174 白鳥ふたば保育園 白鳥3-29-16

私立保育園 175 かつしか堀切保育園 堀切7-8-3

私立保育園 176 太陽の子青戸中央保育園 青戸4-24-20

私立保育園 177 かつしか風の子保育園 立石8-18-7

私立保育園 178 四つ木なかよし保育園 四つ木5-13-16

私立保育園 179 青戸福祉保育園 青戸3-13-25

私立保育園 180 あおぞら水元保育園 水元1-12-14

私立保育園 181 金町どんぐり保育園 東金町1-14-5

私立保育園 182 キャンディ-パ-ク保育園2号 青戸1-10-10

私立保育園 183 キャンディ-パ-ク保育園2号分園 青戸2-7-3

私立保育園 184 かなまち虹保育園 金町4-20-13

私立保育園 185 京成金町プチ・クレイシュ 金町5-37-6

私立保育園 186 まなびの森保育園亀有 亀有1-12-22

私立保育園 187 うぃず堀切菖蒲園駅前保育園 堀切2-56-13

私立保育園 188 ベネッセ四ツ木保育園 四つ木4-1-4

私立保育園 189 グロ-バルキッズ奥戸園 奥戸8-2-4

私立保育園 190 ゆめの樹保育園しんこいわ 西新小岩5-30-6

私立保育園 191 そらまめ保育園お花茶屋駅前 お花茶屋1-19-5

私立保育園 192 グローバルキッズ東新小岩園 東新小岩3-3-13

私立保育園 193 ほっぺるランド東立石 東立石2-3-10

私立保育園 194 ほっぺるランド西新小岩 西新小岩3-14-18

私立保育園 195 にじいろ保育園西亀有 西亀有3-25-11

私立保育園 196 たけのこ第２保育園 堀切8-5-7

私立保育園 197 こはるび保育園 青戸7-34-6

私立保育園 198 あい・あい保育園　高砂園 高砂2-31-5

私立保育園 199 おくどスマイル保育園 奥戸5-2-1

私立保育園 200 金町駅前さくらんぼ保育園 金町6-4-1 2F

私立保育園 201 亀が岡りりおっこ保育園 東金町2-6-19

私立保育園 202 木下の保育園青砥 立石6-35-14

私立保育園 203 立石いろは保育園 立石2-31-17

私立保育園 204 トレジャーキッズにいじゅく保育園 新宿3-27-8

私立保育園 205 にじいろ保育園南水元 南水元1-12-6

私立保育園 206 日生金町保育園ひびき 東金町1-16-4

私立保育園 207 ほっぺるランド東新小岩 東新小岩6-22-7

私立保育園 208 本田こひつじ保育園 立石1-4-10

私立保育園 209 まなびの森保育園新柴又 柴又5-13-3

小規模保育事業所 210 トゥインクル保育園 東金町1-13-7

小規模保育事業所 211 キャンディパ-ク保育園3号 青戸2-7-10

小規模保育事業所 212 森のなかま保育園亀有ル-ム 亀有3-10-19-1階

小規模保育事業所 213 新小岩保育園室「結（ゆい）」 東新小岩5-16-2

小規模保育事業所 214 青戸ひだまり保育園 青戸3-10-5

小規模保育事業所 215 新小岩さくら保育園　第１ 新小岩1-42-10

小規模保育事業所 216 亀有サニ-キッズ保育園 亀有5-19-7

小規模保育事業所 217 ひなた青戸保育園 青戸3-17-16

小規模保育事業所 218 エンジェルキッズ亀有園 亀有3-29-1-207

小規模保育事業所 219 ぶれあ保育園・新小岩 西新小岩1-2-4

小規模保育事業所 220
Petit WAKAKUSA Créche（ﾌﾟﾃｨﾜｶｸｻｸﾚｯ
ｼｭ）

東新小岩5-6-14

小規模保育事業所 221 青鳩ともだち保育園 青戸5-29-11

小規模保育事業所 222 金町サニーキッズ保育園 東金町2-18-1-201

小規模保育事業所 223 新小岩さくら保育園　第２ 東新小岩1-2-11

小規模保育事業所 224 新小岩ちぐさ保育園 東新小岩1-13-7

小規模保育事業所 225 ミル・クラン　キッズ 東堀切1-6-3

区立幼稚園 226 飯塚幼稚園 南水元1-13-1

区立幼稚園 227 北住吉幼稚園 柴又2-1-10

区立幼稚園 228 水元幼稚園 水元1-16-22

私立幼稚園 229 青鳩幼稚園 青戸6-8-3

私立幼稚園 230 あすなろ幼稚園 奥戸3-28-21

私立幼稚園 231 あやめ幼稚園 堀切7-17-6



私立幼稚園 232 延命幼稚園 東水元3-18-18

私立幼稚園 233 飾こどもの園幼稚園 立石2-29-6

私立幼稚園 234 飾白百合幼稚園 西新小岩4-19-13

私立幼稚園 235 飾しらゆり学園幼稚園 鎌倉2-8-11

私立幼稚園 236 飾やまびこ幼稚園 青戸8-4-20

私立幼稚園 237 飾若草幼稚園 細田5-4-11

私立幼稚園 238 上平井幼稚園 東新小岩5-11-15

私立幼稚園 239 共栄幼稚園 お花茶屋2-6-1

私立幼稚園 240 熊野幼稚園 立石8-44-31

私立幼稚園 241 新小岩ちぐさ幼稚園 西新小岩4-35-5

私立幼稚園 242 千鶴幼稚園 堀切5-41-22

私立幼稚園 243 東光幼稚園 お花茶屋1-2-15

私立幼稚園 244 東江幼稚園 東金町2-25-12

私立幼稚園 245 浜島幼稚園 東金町5-47-5

私立幼稚園 246 遍照院幼稚園 水元5-5-33

私立幼稚園 247 摩耶幼稚園 立石8-4-12

私立幼稚園 248 水元八千代幼稚園 西水元3-12-12

私立幼稚園 249 明昭幼稚園 四つ木1-41-1

私立幼稚園 250 明昭第二幼稚園 堀切1-26-15

私立幼稚園 251 やくし幼稚園 東四つ木1-5-9

私立幼稚園 252 ルンビニ-幼稚園 柴又7-10-30

私立幼稚園 253 和光幼稚園 奥戸5-5-16

認定こども園 254 認定こども園飾二葉幼稚園 金町2-19-6

認定こども園 255 認定こども園飾みどり 鎌倉1-21-9

認定こども園 256 認定こども園まどか幼稚園 東新小岩7-2-8

認定こども園 257 認定こども園金町幼稚園 金町4-10-14

認証保育所 258 エデュケアセンタ-かなまち 金町6-4-2-2F

認証保育所 259 亀有プチ・クレイシュ 亀有3-10-2-2F

認証保育所 260 キャンディパ-ク保育園 青戸6-1-13-5F

認証保育所 261 たけのこ保育園 堀切8-5-9

認証保育所 262 どんぐり保育園 西亀有1-26-9

認証保育所 263 めぐみ保育園 東新小岩4-17-9

認証保育所 264 都市型保育園ﾎﾟﾎﾟﾗ-東京金町園 金町6-2-1-2F

認証保育所 265 ぽけっとランド亀有 亀有3-29-1-204

認証保育所 266 あっぷるキッズ青戸園 青戸3-32-3-2F

認証保育所 267 アイキッズ認証保育園 東新小岩3-1-16

認証保育所 268 めぐみナ-サリ- 東新小岩1-13-1-1F
家庭的保育事業所（保育マ

マ）
269 石井保育ルーム　Ｓｍｉｌｅ 東四つ木3-14-8

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

270 いのうえ保育ルーム　シャイン
東立石4-23-5レジデン
ス立石102

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

271 池上保育ルーム　「ひよこ」 東立石3-6-13
家庭的保育事業所（保育マ

マ）
272 いりくら保育室

東金町3-16-7山田ビル
1F家庭的保育事業所（保育マ

マ）
273 大竹保育室「こころ」

亀有5-40-8芝岡ビル1
階家庭的保育事業所（保育マ

マ）
274 岡本保育室 南水元2-29-13

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

275 加藤保育室
水元3-21-20池田マン
ション102

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

276 竹村保育ルーム
水元5-10-18小島ハイ
ツ101

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

277 田中保育室 東金町2-12-6-108
家庭的保育事業所（保育マ

マ）
278 戸島保育室　おひさま 堀切1-25-20

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

279 中山保育ルーム　みらい 小菅1-24-3
家庭的保育事業所（保育マ

マ）
280 家庭保育室　唐澤 東新小3-8-１-110

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

281 関谷保育ルーム 金町4-5-5-102
家庭的保育事業所（保育マ

マ）
282 高橋保育ルーム　ひまわりっこ 堀切2-54-5

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

283 つちしお保育ルーム　リトル・ミー
東 新 小 岩 3-1-11 ユ
ネックスヒルズ1階

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

284 中里保育ルーム　ままちゃんち 堀切6-1-25
家庭的保育事業所（保育マ

マ）
285 のぶさわ保育ルーム　ＮＩＪＩ 白鳥2-16-21-201

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

286 浜口保育ルーム 立石8-1-15
家庭的保育事業所（保育マ

マ）
287 よしかね保育室　スカイ 四つ木5-12-1

家庭的保育事業所（保育マ
マ）

288 渡辺保育ルーム 鎌倉3-52-5



有床医療機関 289 綾瀬産婦人科 小菅4-8-10

有床医療機関 290 茅野外科・内科 西亀有2-37-3

有床医療機関 291 木下産婦人科医院 東堀切1-10-15

有床医療機関 292
イムスリハビリテーションセンター東
京飾病院

堀切3-26-5

有床医療機関 293 イムス飾ハ-トセンタ- 堀切3-30-1

有床医療機関 294 堀切中央病院 堀切7-4-4

有床医療機関 295 飾赤十字病院 立石5-11-12

有床医療機関 296 平成立石病院 立石5-1-9

有床医療機関 297 遠武産婦人科 立石6-34-11

有床医療機関 298 東立病院 立石6-38-13

有床医療機関 299 東京フェリシアレディ-スクリニック 立石8-9-6

有床医療機関 300 小澤病院 奥戸2-31-3

有床医療機関 301 小宅産婦人科医院 西水元1-29-17

有床医療機関 302 江戸川病院高砂分院 西水元4-5-1

有床医療機関 303 増田産婦人科 東金町1-13-5

有床医療機関 304 嬉泉病院 東金町1-35-8

有床医療機関 305 第一病院 東金町4-2-10

有床医療機関 306 飾橋病院 東金町7-33-1

有床医療機関 307 金町中央病院 金町1-9-1

有床医療機関 308 高山整形外科病院 金町3-4-5

有床医療機関 309 悠翔会在宅クリニック金町 金町5-24-18

有床医療機関 310 わたクリニック 柴又1-2-1

有床医療機関 311 新宿診療所 柴又1-37-5

有床医療機関 312 かつしか江戸川病院 高砂3-27-13

有床医療機関 313 高砂眼科 高砂5-40-12

有床医療機関 314 間外科医院 亀有1-15-23

有床医療機関 315 亀有みんなのクリニック 亀有2-4-8

有床医療機関 316 亀有中央病院 亀有2-5-1

有床医療機関 317 亀有病院 亀有3-36-3

有床医療機関 318 東部地域病院 亀有5-14-1

有床医療機関 319 東京慈恵会医科大学飾医療センタ- 青戸6-41-2

有床医療機関 320 いずみホ-ムケアクリニック 青戸5-30-4

有床医療機関 321 白鳥診療所 白鳥3-5-8

有床医療機関 322 坂本病院 西新小岩4-39-20

有床医療機関 323 飾リハビリテーション病院 亀有2-18-27

有床医療機関 324 イムス東京飾総合病院 西新小岩4-18-1

有床医療機関 325 たかはし助産院 柴又1-26-15

児童養護施設 326 東京愛育苑向島学園 水元3-13-8

児童養護施設 327 共生会希望の家 青戸4-14-15

区立小・中学校 328 四ツ木中学校 四つ木4-22-1

区立小・中学校 329 大道中学校 四つ木5-22-1

区立小・中学校 330 よつぎ小学校 四つ木4-8-1

区立小・中学校 331 渋江小学校 東四つ木2-13-1

区立小・中学校 332 木根川小学校 東四つ木1-10-1

区立小・中学校 333 中川中学校 東四つ木1-3-1

区立小・中学校 334 本田小学校 立石1-7-23

区立小・中学校 335 川端小学校 東立石1-2-1

区立小・中学校 336 本田中学校 東立石4-7-1

区立小・中学校 337 飾小学校 青戸1-3-1

区立小・中学校 338 清和小学校 立石6-2-1

区立小・中学校 339 梅田小学校 立石3-24-1

区立小・中学校 340 立石中学校 立石6-3-1

区立小・中学校 341 白鳥小学校 白鳥3-4-1

区立小・中学校 342 亀青小学校 青戸8-17-1

区立小・中学校 343 青戸小学校 青戸6-18-1

区立小・中学校 344 堀切小学校 堀切2-42-1

区立小・中学校 345 堀切中学校 堀切1-36-1

区立小・中学校 346 綾南小学校 堀切1-22-1

区立小・中学校 347 宝木塚小学校 宝町2-29-23



区立小・中学校 348 青葉中学校 堀切8-12-1

区立小・中学校 349 上千葉小学校 東堀切3-26-1

区立小・中学校 350 双葉中学校 お花茶屋1-10-1

区立小・中学校 351 東綾瀬小学校 堀切6-21-1

区立小・中学校 352 南綾瀬小学校 堀切6-1-1

区立小・中学校 353 松上小学校 西新小岩2-1-1

区立小・中学校 354 上平井小学校 西新小岩4-22-1

区立小・中学校 355 二上小学校 東新小岩7-18-1

区立小・中学校 356 上平井中学校 東新小岩4-2-1

区立小・中学校 357 小松中学校 新小岩4-30-1

区立小・中学校 358 小松南小学校 新小岩2-25-1

区立小・中学校 359 奥戸小学校 奥戸8-20-17

区立小・中学校 360 南奥戸小学校 奥戸3-5-1

区立小・中学校 361 高砂小学校 高砂3-30-1

区立小・中学校 362 奥戸中学校 細田1-6-1

区立小・中学校 363 鎌倉小学校 鎌倉4-24-1

区立小・中学校 364 青戸中学校 青戸5-10-1

区立小・中学校 365 中青戸小学校 青戸4-24-1

区立小・中学校 366 こすげ小学校 小菅3-8-1

区立小・中学校 367 綾瀬中学校 小菅2-12-1

区立小・中学校 368 西小菅小学校 小菅1-25-1

区立小・中学校 369 新宿小学校 新宿2-26-1

区立小・中学校 370 新宿中学校 新宿3-20-10

区立小・中学校 371 住吉小学校 高砂8-14-1

区立小・中学校 372 柴原小学校 金町1-15-1

区立小・中学校 373 北野小学校 柴又3-10-1

区立小・中学校 374 桜道中学校 柴又4-3-1

区立小・中学校 375 柴又小学校 柴又4-30-1

区立小・中学校 376 金町小学校 金町3-44-1

区立小・中学校 377 常盤中学校 金町2-11-1

区立小・中学校 378 末広小学校 金町4-21-1

区立小・中学校 379 金町中学校 南水元3-1-1

区立小・中学校 380 半田小学校 東金町5-16-1

区立小・中学校 381 原田小学校 東金町2-16-1

区立小・中学校 382 水元中学校 水元3-20-1

区立小・中学校 383 花の木小学校 南水元3-2-1

区立小・中学校 384 水元小学校 水元4-21-1

区立小・中学校 385 亀有中学校 亀有1-23-1

区立小・中学校 386 道上小学校 亀有4-35-1

区立小・中学校 387 中之台小学校 亀有5-2-1

区立小・中学校 388 一之台中学校 西亀有4-1-1

区立小・中学校 389 東柴又小学校 柴又5-12-15

区立小・中学校 390 飯塚小学校 南水元1-13-1

区立小・中学校 391 西亀有小学校 西亀有2-42-1

区立小・中学校 392 高砂中学校 高砂3-32-1

区立小・中学校 393 上小松小学校 奥戸4-1-4

区立小・中学校 394 幸田小学校 西水元3-24-12

区立小・中学校 395 細田小学校 細田3-20-1

区立小・中学校 396 東金町中学校 東金町5-3-1

区立小・中学校 397 東金町小学校 東金町1-33-1

区立小・中学校 398 美中学校 水元2-17-1

区立小・中学校 399 新小岩中学校 西新小岩2-1-2

区立小・中学校 400 東水元小学校 東水元5-38-1

私立学校 401 東京シューレ飾中学校 新小岩3-25-1

私立学校 402 修徳学園 青戸8-10-1

私立学校 403 共栄学園 お花茶屋2-6-1


