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資料：「東京の土地利用(平成28年東京都区部)」(平成30年５月、東京都都市整備局) 

図 8.1-19 土地利用現況図 
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図 8.1-20 用途地域図 

資料：「千代田区都市計画情報（用途地域等）」(令和４年７月閲覧、千代田区ホームページ) 
   「中央区都市計画図について」（令和４年７月閲覧、中央区ホームページ) 
   「用途地域地区等図」（令和４年３月、港区ホームページ） 
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表 8.1-22（1） 公共施設等 

施設区分 区名 
図中

番号 
施設名 所在地 

幼稚園 中央区 1 昭和幼稚園（休園中） 八重洲二丁目２番２号 

  2 泰明幼稚園 銀座五丁目１番 13 号 

  3 明石幼稚園 明石町１番 15 号 

  4 京橋朝海幼稚園 築地二丁目 13 番１号 

  5 阪本こども園 日本橋兜町 15 番 18 号 

小学校 
中央区 6 

城東小学校（仮設校舎） 
※阪本小学校と共用 

日本橋兜町 15 番 18 号 

（坂本町公園内） 

  7 泰明小学校 銀座五丁目１番 13 号 

  8 明石小学校 明石町１番 15 号 

 
 9 阪本小学校  

日本橋兜町 15 番 18 号 

（坂本町公園内） 

  10 京橋築地小学校 築地二丁目 13 番１号 

中学校 中央区 11 銀座中学校 銀座八丁目 19 番 15 号 

保育園 千代田区 12 キッズスクウェア丸の内東京ビル 丸の内二丁目７番３号 

 中央区 13 八丁堀保育園 八丁堀四丁目５番 10 号 

  14 桜川保育園 入船一丁目１番 13 号 

 
 15 ブライト保育園東京入船 

入船三丁目５番 10 号 

藤和入船ビル２階 

  16 明石町保育園 明石町 12 番１号 

  17 築地保育園 築地四丁目 15 番１号 

  18 京橋こども園 京橋二丁目 17 番７号 

 
 19 ポピンズナーサリースクール京橋 

銀座一丁目 25 番３号 

京橋プラザ区民館等複合施

設１階 

高齢者施設 中央区 20 新とみ注 1 新富一丁目４番６号 

  21 リハポート明石 明石町１番６号 

 
 22 

わとなーる桜川注 1 
※桜川保育園と同じ敷地 

入船一丁目１番 13 号 

 
 23 

グループホーム ロンジェ 

※桜川保育園と同じ敷地 
入船一丁目１番 13 号 

病院及び有床診療所 中央区 24 国立がん研究センター中央病院 築地５丁目１番１号 

  25 聖路加国際病院 明石町９番１号 

図書館 
中央区 26 京橋図書館 

築地一丁目１番１号役所内 

地下１・２階 

公園等 千代田区 27 皇居外苑 皇居外苑 

 中央区 28 浜離宮恩賜庭園 中央区浜離宮庭園 

  29 楓川久安橋公園 京橋一丁目 19 番 13 号先 

  30 水谷橋公園 銀座一丁目 12 番６号 

  31 京橋公園 銀座一丁目 25 番２号 

注１）特別養護老人ホーム 

注２）表中の図中番号は、図 8.1-21 の図中番号と対応しています。 
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表 8.1-22（2） 公共施設等 

施設区分 区名 
図中

番号 
施設名 所在地 

公園等 中央区 32 数寄屋橋公園 
銀座四丁目１番２号、 
銀座五丁目１番１号 

  33 築地川釆女橋公園 銀座六丁目 18 番１号 

  34 楓川新富橋公園 新富二丁目１番 14 号先 

  35 桜川公園 入船一丁目１番１号 

  36 築地川亀井橋公園 築地一丁目 6番１号先 

  37 築地川祝橋公園 築地一丁目 11 番 13 号先 

  38 築地川銀座公園 築地一丁目 13 番 20 号 

  39 築地川公園 明石町 10 番２号 

  40 市場橋公園 築地四丁目 15 番２号 

  41 築地川千代橋公園 築地五丁目１番１号先 

  42 はとば公園 築地六丁目 19 番 24 号 

  43 あかつき公園 築地七丁目 19 番１号 

  44 楓川宝橋公園 
八丁堀二丁目１番 12 号先、 
八丁堀三丁目 1番 20 号先 

  45 楓川弾正橋公園 
八丁堀三丁目２番先、 
八丁堀四丁目 1番 12 号先 

  46 坂本町公園 日本橋兜町 15 番３号 

  47 楓川新場橋公園 
日本橋兜町 11 番 15 号先、 
日本橋兜町 18 番 14 号先 

  48 紺屋橋児童遊園 八重洲二丁目 11 番９号 

  49 弾正橋北西児童遊園 京橋二丁目 18 番１号先 

  50 新金橋児童遊園 新富一丁目１番９号 

  51 桜橋南西児童遊園 新富一丁目２番９号 

  52 桜橋南東児童遊園 新富一丁目 13 番 27 号 

  53 西八丁堀児童遊園 八丁堀三丁目１番４号 

  54 弾正橋北東児童遊園 八丁堀三丁目２番４号 

  55 中ノ橋北東児童遊園 八丁堀四丁目 11 番 24 号 

  56 明石町緑道 明石町付近 

注１）表中の図中番号は、図 8.1-21 の図中番号と対応しています。 

資料：「東京都公立学校一覧」（令和４年７月閲覧、東京都教育委員会ホームページ） 

   「社会福祉施設等一覧」（令和４年７月閲覧、東京都福祉保健局ホームページ） 

   「東京都における医療機能ごとの病床の現状」（令和４年７月閲覧、東京都福祉保健局ホームページ） 

   「施設案内一覧」（令和４年７月閲覧、中央区ホームページ） 

   「千代田区の施設案内」（令和４年７月閲覧、千代田区ホームページ） 

   「公園・児童遊園・緑道」（令和４年７月閲覧、千代田区ホームページ） 

   「水とみどりのふれあいマップ」（令和４年７月閲覧、中央区ホームページ） 

   「公園・広場一覧」（令和４年７月閲覧、中央区ホームページ） 

  




