
 

第６章 地域の概況 

調査対象地域は江東区とし、項目ごとに事業計画等を勘案して統計資料等の整理を行った。 

 

6.1 一般項目 

6.1.1 人口 

計画路線周辺における令和３年 10月１日現在の町丁目別の人口及び世帯数は、表

6.1.1-1に示すとおりであり、人口が304,416人、世帯数が159,162世帯である。 

表 6.1.1-1(1) 計画路線周辺の町丁目別の人口及び世帯数 

区名 町丁名 人口 世帯数 町丁名 人口 世帯数 

江東区 

清澄 1 丁目 1,601 853 福住 2 丁目 1,245 652 

清澄 2 丁目 1,282 717 深川 1 丁目 1,744 1,094 

清澄 3 丁目 1,082 632 深川 2 丁目 2,363 1,577 

常盤 1 丁目 904 553 冬木 2,906 1,611 

常盤 2 丁目 1,237 803 門前仲町 1 丁目 1,685 1,096 

新大橋 1 丁目 1,950 1,160 門前仲町 2 丁目 605 437 

新大橋 2 丁目 2,333 1,327 富岡 1 丁目 2,089 1,405 

新大橋 3 丁目 1,492 1,020 富岡 2 丁目 1,837 1,243 

森下 1 丁目 1,468 947 牡丹 1 丁目 784 522 

森下 2 丁目 1,915 1,276 牡丹 2 丁目 901 586 

森下 3 丁目 3,594 2,227 牡丹 3 丁目 1,919 1,104 

森下 4 丁目 2,453 1,499 古石場 1 丁目 1,457 745 

森下 5 丁目 1,378 810 古石場 2 丁目 2,394 1,129 

平野 1 丁目 1,360 815 古石場 3 丁目 1,377 679 

平野 2 丁目 2,884 1,411 越中島 1 丁目 2,230 1,046 

平野 3 丁目 2,318 1,028 越中島 2 丁目 1,865 916 

平野 4 丁目 720 430 越中島 3 丁目 3,192 1,466 

三好 1 丁目 563 297 塩浜 1 丁目 6,408 2,778 

三好 2 丁目 993 568 塩浜 2 丁目 12,966 6,143 

三好 3 丁目 1,650 910 枝川 1 丁目 4,741 2,436 

三好 4 丁目 1,940 1,005 枝川 2 丁目 2,319 1,132 

白河 1 丁目 1,563 825 枝川 3 丁目 2,575 1,314 

白河 2 丁目 2,699 1,434 豊洲 1 丁目 4,173 2,136 

白河 3 丁目 3,032 1,548 豊洲 2 丁目 3,735 1,521 

白河 4 丁目 4,250 1,956 豊洲 3 丁目 7,846 3,278 

高橋 1,615 1,057 豊洲 4 丁目 10,872 4,436 

佐賀 1 丁目 1,534 977 豊洲 5 丁目 5,951 2,567 

佐賀 2 丁目 1,195 771 豊洲 6 丁目 5,141 2,108 

永代 1 丁目 1,196 848 東雲 1 丁目 19,189 8,618 

永代 2 丁目 2,621 1,742 辰巳 1 丁目 8,598 4,407 

福住 1 丁目 1,311 937 辰巳 2 丁目 1,866 912 

注)令和3年10月1日現在 

出典：「世帯と人口（毎月1日）」 (令和3年10月 江東区ウェブサイト) 
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表 6.1.1-1(2) 計画路線周辺の町丁目別の人口及び世帯数 

区名 町丁名 人口 世帯数 町丁名 人口 世帯数 

江東区 

潮見 1 丁目 2,640 1,453 木場 3 丁目 4,089 1,957 

潮見 2 丁目 3,472 1,796 木場 4 丁目 0 0 

千石 1 丁目 2,577 1,294 木場 5 丁目 1,813 1,171 

千石 2 丁目 1,904 1,054 木場 6 丁目 2,972 1,658 

千石 3 丁目 2,610 1,138 東陽 1 丁目 4,717 3,041 

石島 1,472 798 東陽 2 丁目 6,268 2,941 

千田 1,844 1,102 東陽 3 丁目 3,200 2,129 

海辺 1,859 1,001 東陽 4 丁目 3,866 2,127 

扇橋 1 丁目 4,136 1,809 東陽 5 丁目 4,119 2,475 

扇橋 2 丁目 2,630 1,504 東陽 6 丁目 1,920 950 

扇橋 3 丁目 2,882 1,531 東陽 7 丁目 1,548 732 

猿江 1 丁目 3,346 1,835 亀戸 1 丁目 5,704 3,237 

猿江 2 丁目 2,955 1,525 大島 1 丁目 7,582 3,912 

住吉 1 丁目 2,574 1,464 大島 2 丁目 5,788 3,376 

住吉 2 丁目 2,486 1,645 南砂 1 丁目 7,101 3,212 

毛利 1 丁目 2,452 1,579 南砂 2 丁目 14,706 7,691 

毛利 2 丁目 1,051 729 新砂 1 丁目 831 417 

木場 1 丁目 152 95 夢の島 1 丁目 0 0 

木場 2 丁目 2,044 1,307    

計 304,416 159,162 

注)令和3年10月1日現在 

出典：「世帯と人口（毎月1日）」(令和3年10月 江東区ウェブサイト) 
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図 6.1.1-1 計画路線周辺の町丁目 
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6.1.2 産業 

江東区の事業所数及び従業者数の推移は、表6.1.2-1に示すとおりである。事業所数は、

平成24年から平成28年にかけて横ばいで推移している。従業者数は微増の傾向を示して

いる。 

表 6.1.2-1 産業別事業所数及び従業者数の推移 

産業大分類 
事業所数 従業者数 

平成 24 年 平成 26 年 平成 28 年 平成 24 年 平成 26 年 平成 28 年 

農業、林業、漁業 10 15 11 40 163 188 

鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - 

建設業 1,373 1,341 1,292 22,156 22,894 25,896 

製造業 2,411 2,283 2,028 31,799 34,339 31,047 

電気、ガス、熱供給、水道業 22 20 14 1,896 807 577 

情報通信業 417 440 442 49,554 53,610 53,203 

運輸業、郵便業 1,142 1,204 1,146 39,779 41,996 39,919 

卸売り、小売業 4,774 4,855 4,682 69,277 71,148 73,038 

金融業、保険業 259 253 243 14,658 14,182 13,268 

不動産業、物品賃貸業 1,216 1,308 1,143 7,932 7,546 7,411 

学術研究、専門・技術サービス業 607 633 601 8,454 10,628 9,913 

宿泊業、飲食サービス業 2,431 2,413 2,366 21,562 23,251 22,418 

生活関連サービス業、娯楽業 1,181 1,172 1,134 9,238 9,421 9,757 

教育、学習支援業 288 331 356 4,511 5,239 4,912 

医療、福祉 1,047 1,228 1,298 15,940 18,714 22,933 

複合サービス業 47 50 45 415 4,335 333 

サービス業(他に分類されないもの) 1,177 1,261 1,223 35,353 41,942 42,118 

公務(他に分類されないもの) - 305 - - 15,530 - 

合計 18,402 19,112 18,024 332,564 375,745 356,931 

注1）平成24年及び平成28年調査は、国及び地方公共団体の事業所を調査対象としていない。 

注2）平成26年は国及び地方公共団体の事業所を調査対象に含めているため、産業動向を把握する際に除外した。 

出典：「東京都統計年鑑 地域，経営組織，産業（大分類）別事業所数及び男女別従業者数」 

(令和3年10月 東京都総務局ウェブサイト) 

-23-



 

6.1.3 交通 

(1) 鉄道 

計画路線周辺の鉄道網は、図6.1.3-1に示すとおりであり、計画路線近傍には、東京

メトロ有楽町線の豊洲駅、東京メトロ東西線の門前仲町駅、木場駅、東陽町駅、東京メ

トロ半蔵門線の清澄白河駅、住吉駅、都営新宿線の森下駅、菊川駅、住吉駅、都営大江

戸線の両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、JR京葉線の越中島駅、潮見駅、JR

中央・総武線の両国駅、ゆりかもめの新豊洲駅、豊洲駅が存在している。 

計画路線周辺に位置する駅における平均乗降人員数（人/日）は、表6.1.3-1に示すと

おりである。 

表 6.1.3-1 計画路線周辺の駅における平均乗降人員数(人/日) 

路線名 駅名 
計画路線周辺の駅における 

平均乗降人員数(人/日) 

東京メ

トロ 

有楽町線※ 1 豊洲 140,612 

東西線※ 1 門前仲町 82,005 

 木場 60,003 

 東陽町 97,648 

半蔵門線※ 1 清澄白河 41,075 

 住吉 42,296 

その他 

の鉄道 

JR 京葉線※ 2 越中島 8,252 

 潮見 21,798 

JR 中央・総武線※ 2 両国 53,876 

ゆりかもめ※ 3 新豊洲 6,724 

 豊洲 28,801 

都営新宿線※ 4 森下 56,043 

 菊川 20,096 

 住吉 32,983 

都営大江戸線※ 4 両国 24,875 

 森下 50,540 

 清澄白河 30,132 

 門前仲町 62,745 

注1）JR線のデータは、乗車人員を公表しているため、２倍した人員数を示した。 
注2）ゆりかもめのデータは、令和元年度の乗降者人員を、日数(366日)で除した数字である。 
出典：※1「各駅の乗降人員ランキング(2020年度)」(令和3年10月 東京地下鉄株式会社ウェブサイト) 

※2「各駅の乗車人員（2020年度）」（令和3年10月 東日本旅客鉄道株式会社ウェブサイト） 
※3「東京都統計年鑑(令和元年度)」（令和3年10月 東京都総務局ウェブサイト） 
※4「各駅乗降者数（2020年4月～2021年3月）」(令和3年10月 東京都交通局ウェブサイト) 
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図 6.1.3-1 鉄道網図 

 

図 6.1.3-1 鉄道網図 
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(2) 道路 

計画路線周辺の主要道路網及び交通量の状況は、表6.1.3-2及び図6.1.3-2に示すとお

りである。 

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査による

と、計画路線周辺の一般国道又は都道で交通量の多いのは、東西方向では地点番号40750

（都道50号（新大橋通り））の20,242台/日、地点番号62380（都道475号（葛西橋通り））

の25,572台/日、南北方向では地点番号42440（都道319号（三ツ目通り））の30,820台/

日、地点番号62290（都道465号（四ツ目通り））の20,211台/日である。 

表 6.1.3-2 計画路線周辺の主要道路の交通量 

地点 

番号 
道路種別 路線名 通称道路名 観測地点名 

平日 12 時間 

自動車交通量

(台) 

平日 24 時間 

自動車交通量

(台) 

5990 

都市高速 

高速 7 号小松川線 
首都高速 7 号 

小松川線 
錦糸町出入口～両国 JCT 31,880 53,157 

5920 高速 6 号向島線 
首都高速 7 号 

向島線 
両国 JCT～浜町出入口 79,511 130,992 

5910 高速 6 号向島線 
首都高速 7 号 

向島線 
浜町出入口～箱崎 JCT 65,582 111,024 

6030 高速 9 号深川線 
首都高速 7 号 

深川線 
福住出入口～箱崎出入口 35,552 54,176 

6040 高速 9 号深川線 
首都高速 7 号 

深川線 
木場出入口～福住出入口 38,971 58,311 

6050 高速 9 号深川線 
首都高速 7 号 

深川線 
塩浜出入口～木場出入口 30,241 44,522 

6060 高速 9 号深川線 
首都高速 7 号 

深川線 
枝川出入口～塩浜出入口 32,949 48,297 

6070 高速 9 号深川線 
首都高速 7 号 

深川線 
辰巳 JCT～枝川出入口 35,959 52,473 

13010 一般国道 一般国道 14 号 京葉道路 墨田区両国 1-12 34,856 51,935 

40730 

都道 

都道 50 号 新大橋通り 江東区新大橋 1-6 19,146 26,613 

40740 都道 50 号 新大橋通り 墨田区菊川 2-8-9 16,053 22,153 

40750 都道 50 号 新大橋通り 江東区住吉 1-17-18 14,884 20,242 

41040 都道 304 号 晴海通り 江東区豊洲 1-1 21,950 30,730 

42430 都道 319 号 三ツ目通り 墨田区菊川 3-1-2 16,055 23,079 

42440 都道 319 号 三ツ目通り 江東区木場 5-6 21,858 30,820 

42460 都道 319 号 － 江東区枝川 1-9 15,677 21,477 

62240 都道 463 号 清澄通り 墨田区立川 1-1-5 14,856 20,204 

62250 都道 463 号 清澄通り 江東区高橋 1 13,388 18,208 

62260 都道 463 号 清澄通り 中央区佃 3-1 19,264 26,970 

62290 都道 465 号 四ツ目通り 江東区毛利 2-7-5 14,861 20,211 

62370 都道 474 号 清洲橋通り 中央区日本橋中洲 6-4 13,705 18,502 

62380 都道 475 号 葛西橋通り 江東区南砂 2-31 18,266 25,572 

出典：「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査集計表」 

（令和 3 年 10 月 国土交通省ウェブサイト） 

「平成 27 年度道路交通センサスについて」(令和 3 年 10 月 東京都建設局ウェブサイト) 
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図 6.1.3-2 主要道路網図 

出典：「平成 27 年度全国道路・

街路交通情勢調査（道路

交通センサス）一般交通

量調査集計表」（令和 3

年10月 国土交通省ウェ

ブサイト） 

「平成27年度道路交通セ

ンサスについて」(令和 3

年10月 東京都建設局ウ

ェブサイト) 

 

 

注）12 時間観測地点の 24 時間

自動車交通量は昼夜率を

基に算出された値である。 
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(3) バス 

計画路線周辺のバスの運行状況は、表6.1.3-3及び図6.1.3-3に示すとおりである。計

画路線では都バス、江東区コミュニティバス(しおかぜ）が運行している。 

表 6.1.3-3(1) バス路線一覧 

会社等 系統番号等 起点 経由等 行先 備考 

東京都交通局 

(都バス) 

東 15 深川車庫前 東雲都橋 東京駅八重洲口  

東 16 東京駅八重洲口 月島駅 
深川車庫前、 

東京ビックサイト 
 

錦 13 甲・乙 錦糸町駅 東陽三丁目 
深川車庫、 

晴海埠頭 
 

門 19 甲・乙 
東京ビックサイト、

深川車庫 
豊洲駅 門前仲町  

急行 06 森下駅 パレットタウン 日本科学未来館 土・休日のみ 

業 10 新橋 
銀座四丁目、 

勝どき駅 

豊洲駅、木場駅、 

菊川駅、とうきょう

スカイツリー駅 

 

陽 12-1 東陽町駅 枝川二丁目 
昭和大学江東 

豊洲病院 
 

陽 12-2 東陽町駅 豊洲駅 豊洲市場  

陽 12-3 東陽町駅 豊洲駅 東京テレポート駅  

豊洲 01 豊洲駅 

IHI 前、 

キャナルコート 

(循環) 

豊洲駅 
平日の朝・夕 

のみ 

海 01(KM01) 門前仲町 豊洲駅 
有明一、 

東京テレポート駅 
 

陽 20 東陽町駅 
江東高齢者 

医療センター 
東大島駅  

亀 21 東陽町駅 北砂七 亀戸駅  

木 11 乙 東陽町駅 新砂一 潮見駅  

木 11 甲 木場駅、東陽町駅 新木場駅 
東陽町駅、 

若洲キャンプ場 
 

都 07 錦糸町駅 境川 門前仲町  

錦 22 臨海車庫 東陽町駅 錦糸町駅  

門 21 東大島駅 東陽町駅 門前仲町  

東 22 錦糸町駅 東陽町駅 東京駅丸の内北口  

門 33 亀戸駅 清澄白河駅 豊海水産埠頭  

東 20 東京駅丸の内北口 
東京都 

現代美術館 
錦糸町駅  

錦 18 錦糸町駅 境川 
新木場駅、 

国際展示場駅 
平日のみ 

急行 05 錦糸町駅 新木場駅 日本科学未来館 土・休日のみ 

直行 03 錦糸町駅 新木場駅 日本科学未来館 土・休日のみ 

出典：「路線図（みんくるガイド）」（令和2年4月現在 東京都交通局） 

   「都バス運行情報サービス」(令和3年10月 東京都交通局ウェブサイト） 

   「江東区コミュニティバス「しおかぜ」」(令和3年10月 江東区ウェブサイト) 
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表 6.1.3-3(2)  バス路線一覧 

会社等 系統番号等 起点 経由等 行先 備考 

東京都交通局 

(都バス) 両 28 

臨海車庫、 

第六葛西小、 

葛西橋 

境川 亀戸駅、両国駅  

錦 28 東大島駅 西大島駅 錦糸町駅  

錦 25 葛西駅 船堀駅 錦糸町駅  

FL01 葛西駅 東大島駅入口 錦糸町駅 土・休日のみ 

錦 27 小岩駅 錦糸町駅 両国駅  

錦 11 亀戸駅、錦糸町駅 新大橋 築地駅  

江東 01 潮見駅 
木場二、 

辰巳駅(循環) 
潮見駅  

秋 26 葛西駅 浜町中の橋 秋葉原駅  

都 05 晴海埠頭 銀座四丁目 東京駅丸の内南口  

江東区バス 

(しおかぜ) 

木場ルート 潮見駅 木場一、塩崎壮前 潮見駅  

辰巳ルート 潮見駅 辰巳駅 潮見駅  

出典：「路線図（みんくるガイド）」（令和2年4月現在 東京都交通局） 

   「都バス運行情報サービス」(令和3年10月 東京都交通局ウェブサイト） 

   「江東区コミュニティバス「しおかぜ」」(令和3年10月 江東区ウェブサイト) 
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出典：「路線図（みんくるガイ

ド）」（令和 2年 4 月現

在 東京都交通局） 

「都バス運行情報サー

ビス」(令和 3 年 10 月 

東京都交通局ウェブサ

イト） 

「江東区コミュニティ

バス「しおかぜ」」(令

和 3 年 10 月 江東区ウ

ェブサイト) 

図 6.1.3-3 バス路線図 
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6.1.4 土地利用 

(1) 土地利用状況 

江東区の土地利用分類ごとの面積は、表6.1.4-1に示すとおりである。 

宅地面積の内訳を見ると、住宅が683.7haと最も大きく、次いで工業が545.7haと大き

い。宅地及び道路の面積が大きく、農用地、森林及び原野の占める面積は小さい。 

なお、計画路線周辺の土地利用の現況については、図6.1.4-1に示すとおりである。 

土地利用の状況は、豊洲駅付近は商業系（事務所建築物、専用商業施設）、枝川駅※

付近は商業系（事務所建築物、専用商業施設）、公共系（教育文化施設）等が混在して

いる。東陽町駅※付近は商業系（事務所建築物）が多く立地し、千石駅※付近は住宅系

（独立住宅）公共系（教育文化施設）、住吉駅付近は住宅系（独立住宅）や教育文化施

設として主に利用されている。 

注）※駅名は仮称である。 

表 6.1.4-1 土地利用面積の状況（平成 28 年） 

［単位：ha］ 

区 

名 

宅地 
そ
の
他 

公
園
等 

未
利
用
地
等 

道
路 

農
用
地 

水
面
・
河

川
・
水
路 

森
林 

原
野 公

共 

商
業 

住
宅 

工
業 

農
業 

江
東
区 

369.8 401.8 683.7 545.7 0.0 
189.5 440.2 182.1 858.7 1.0 526.8 0.0 0.0 

宅地計：1,999.0 

合計：4,197.4 

出典：「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) 

 

(2) 用途地域等の状況 

計画路線周辺における用途地域の指定状況は、図6.1.4-2に示すとおりである。 

概ね準工業地域に指定されており、都道465号（四ツ目通り）沿いが商業地域となっ

ている。その他、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域に指定さ

れている箇所が見られる。 
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図 6.1.4-1 土地利用現況図 

 

出典：「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 6.1.4-1 土地利用現況図 
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図 6.1.4-2 用途地域の指定状況図 

 

図 6.1.4-2 用途地域の指定状況 

出典：「用途地域等指定図」(令

和 3 年 3月 江東区) 
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(3) 公共施設等の状況 

計画路線周辺の教育施設、福祉施設、医療施設及び都市公園の公共施設等の状況は、

表6.1.4-2及び図6.1.4-3に示すとおりである。 

幼稚園(番号3：川南幼稚園他)、小学校(番号32：豊洲小学校、番号26：東陽小学校)、

高等学校(番号56：深川高等学校)等の教育施設、許可保育園(番号2：めばえ保育園他)、

有料老人ホーム(番号139：深川やすらぎの園他)、都市公園（番号135～138：枝川橋第

二～第四児童遊園、枝川橋児童遊園、番号143：塩浜二丁目児童遊園、番号76：東陽公

園、番号43：千石公園）等が立地している。 

表 6.1.4-2(1) 計画路線周辺の公共施設等（教育施設） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

幼稚園 

1 ちどり幼稚園 江東区古石場1-11-11 

2 平久幼稚園 江東区木場1-2-2 

3 川南幼稚園 江東区千石2-9-12 

4 元加賀幼稚園 江東区白河4-9-17 

5 豊洲幼稚園 江東区豊洲4-4-4 

6 辰巳幼稚園 江東区辰巳1-11-1 

7 南陽幼稚園 江東区東陽2-1-14 

8 枝川幼稚園 江東区枝川3-4-1-101 

9 つばめ幼稚園 江東区扇橋3-20-13-101 

10 みどり幼稚園 江東区南砂2-3-3-101 

11 江東ＹＭＣＡ幼稚園 江東区石島3-15 

12 神明幼稚園 江東区森下1-3-17 

13 月かげ幼稚園 江東区平野1-6-11 

14 双葉幼稚園 江東区深川2-16-7 

15 まなべ幼稚園 江東区住吉2-14-6 

16 まんとみ幼稚園 江東区亀戸1-14-12 

17 れいがん寺幼稚園 江東区白河1-3-32 

18 しののめＹＭＣＡこども園 江東区東雲1-9-46 

19 豊洲めぐみこども園 江東区豊洲6-2-30 

小学校 

20 明治小学校 江東区深川2-17-26 

21 深川小学校 江東区高橋14-10 

22 八名川小学校 江東区新大橋3-1-15 

23 臨海小学校 江東区門前仲町1-1-6 

24 数矢小学校 江東区富岡1-18-7 

25 平久小学校 江東区木場1-2-2 

26 東陽小学校 江東区東陽3-27-12 

27 川南小学校 江東区千石2-9-12 

28 扇橋小学校 江東区石島18-5 

29 元加賀小学校 江東区白河4-3-19 

30 毛利小学校 江東区毛利2-2-2 

31 東川小学校 江東区住吉1-12-2 

32 豊洲小学校 江東区豊洲4-4-4 

出典：「令和2年度 東京都公⽴学校⼀覧」(令和3年10月 東京都教育委員会ウェブサイト) 
   「私立学校一覧」(令和3年10月 公益財団法人東京都私学財団ウェブサイト) 
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 表 6.1.4-2(2) 計画路線周辺の公共施設等（教育施設） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

小学校 

33 枝川小学校 江東区枝川3-5-3 

34 辰巳小学校 江東区辰巳1-11-1 

35 第四砂町小学校 江東区南砂2-13-18 

36 第二辰巳小学校 江東区辰巳1-1-22 

37 南陽小学校 江東区東陽2-1-20 

38 北砂小学校 江東区北砂1-3-36 

39 越中島小学校 江東区越中島3-6-38 

40 豊洲北小学校 江東区豊洲3-6-1 

41 豊洲西小学校 江東区豊洲5-1-35 

中学校 

42 深川第一中学校 江東区森下4-9-22 

43 深川第二中学校 江東区冬木22-10 

44 深川第三中学校 江東区越中島3-7-1 

45 深川第四中学校 江東区千石1-12-12 

46 深川第五中学校 江東区豊洲4-11-18 

47 深川第六中学校 江東区平野3-6-13 

48 深川第七中学校 江東区毛利1-14-1 

49 深川第八中学校 江東区塩浜2-21-14 

50 第三亀戸中学校 江東区亀戸1-12-10 

51 辰巳中学校 江東区辰巳1-10-57 

52 第二南砂中学校 江東区南砂1-2-18 

53 東陽中学校 江東区東陽2-1-8 

54 中村中学校 江東区清澄2-3-15 

55 芝浦工業大学附属中学校 江東区豊洲6-2-7 

高等学校 

56 深川高等学校 江東区東陽5-32-19 

57 大江戸高等学校 江東区千石3-2-11 

58 第三商業高等学校 江東区越中島3-3-1 

59 墨田工業高等学校 江東区森下5-1-7 

60 科学技術高等学校 江東区大島1-2-31 

61 中村高等学校 江東区清澄2-3-15 

62 芝浦工業大学附属高等学校 江東区豊洲6-2-7 

専修学校 

63 臨床福祉専門学校 江東区塩浜2‐22‐10 

64 江東服飾高等専修学校 江東区東陽3-3-1 

65 東京YMCS社会体育・保育専門学校 江東区東陽2-2-15 

各種学校 
66 

ケイ・インターナショナルスクール 

東京 
江東区白河1-5-15 

67 東京朝鮮第二初級学校 江東区枝川1-11-26 

特別支援 

学校 

68 墨東特別支援学校 江東区猿江2-16-18 

69 江東特別支援学校 江東区東陽4-11-45 

大学 

短期大学 

70 東京海洋大学 越中島キャンパス 江東区越中島2-1-6 

71 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 江東区豊洲3-7-5 

72 東京保健医療専門職大学 江東区塩浜2-22-10 

出典：「令和2年度 東京都公⽴学校⼀覧」(令和3年10月 東京都教育委員会ウェブサイト) 
   「私立学校一覧」(令和3年10月 公益財団法人東京都私学財団ウェブサイト) 

   「国立大学」(令和3年10月 文部省ウェブサイト)  
「私立大学（東京都）」(令和3年10月 文部省ウェブサイト) 

 

-35-



 表 6.1.4-2(3) 計画路線周辺の公共施設等（福祉施設） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

保
育
施
設 

許
可
保
育
所 

1 江東区毛利保育園 江東区毛利2-1-14 

2 めばえ保育園 江東区住吉2-25-9 

3 グローバルキッズ住吉園 江東区住吉1-7-8 

4 江東区猿江保育園 江東区猿江1-8-10 

5 キッズスマイル江東猿江 江東区猿江2-6-3 

6 江東区森下保育園 江東区森下3-14-6 

7 神愛保育園 江東区森下3-10-7 

8 グローバルキッズ深川森下園（本園） 江東区森下4-10-8 

9 あゆみ保育園 江東区森下3-18-10 

10 ゆめの森保育園 江東区森下1-2-2 

11 太陽の子 森下三丁目保育園 江東区森下3-5-26 

12 タムスわんぱく保育園木場 江東区木場2-13-17 

13 
ワーカーズコープ  

新大橋のびっこ保育園 
江東区新大橋2-17-9 

14 マミー保育園扇橋 江東区扇橋1-21-5 

15 江東区千田保育園 江東区千田22-8 

16 グローバルキッズ平野園 江東区平野1-3-10 

17 江東区東陽保育園 江東区東陽3-22-1-101 

18 ほっぺるランド東陽町 江東区東陽2-4-45 2階 

19 テンダーラビング保育園東陽 江東区東陽3-23-21 

20 マミー保育園東陽町 江東区東陽2-2-14 

21 スターチス保育園 江東区東陽3-27-32 

22 さくらさくみらい東陽二丁目 江東区東陽2-4-8 

23 さくらさくみらい東陽町 江東区東陽5-28-8 

24 江東区白河保育園 江東区白河1-7-1 

25 江東区白河かもめ保育園 江東区白河1-5-1-101号 

26 子供の村保育園 江東区白河3-3-6 

27 さんいく保育園清澄白河 江東区白河4-9-25 

28 小鳩保育園 清澄白河 江東区白河3-10-8 

29 まなびの森保育園白河 江東区白河4-9-2 

30 グローバルキッズ白河一丁目園 江東区白河1-7-5 1階 

31 グローバルキッズ清澄白河園 江東区白河3-1-11 

32 さくらさくみらい三好 江東区三好2-6-11 

33 うぃず清澄白河駅前保育園 江東区清澄3-10-5 

34 おはよう保育園 清澄白河 江東区清澄1-7-12 

35 江東区深川一丁目保育園 江東区深川1-6-15-101 

36 まこと保育園 江東区冬木16-7 

37 
ナーサリールームベリーベアー 

深川冬木 
江東区冬木1-5 

38 アゼリヤ保育園 江東区木場1-3-5 

39 グレース保育園 江東区木場5-8-3 

40 スマイルクラブナーサリー木場 江東区木場1-4-5 

出典：「東京都認証保育所⼀覧（A型・B型）」(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
   「ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設⼀覧」 

(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
   「社会福祉施設等⼀覧」(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
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 表 6.1.4-2(4) 計画路線周辺の公共施設等（福祉施設） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

保
育
施
設 

許
可
保
育
所 

41 ＭＩＷＡ木場公園保育園 江東区木場4-1-65 

42 グローバルキッズ森下五丁目園 江東区森下5-11-2 

43 江東区塩崎保育園 江東区塩浜2-6-3 

44 江東区塩浜保育園 江東区塩浜1-3-10 

45 聖華しおかぜ保育園 江東区塩浜1-4-46 

46 
ＬＩＦＥ ＳＣＨＯＯＬ 

塩浜 こどものいえ 
江東区塩浜2-6-2 

47 キッズスマイル江東千石 江東区千石2-10-6 2F 

48 ポピンズナーサリースクール越中島 江東区越中島2-1-32 

49 江東区古石場保育園 江東区古石場2-14-1-102 

50 アスクもんなか保育園 江東区富岡1-14-17 

51 木下の保育園 富岡 江東区富岡2-11-14 

52 さくらさくみらい富岡 江東区富岡2-11-14 

53 キッズスマイル江東塩浜 江東区塩浜2-14-5 

54 深川愛隣保育園 江東区枝川2-25-10 

55 愛隣シャローム保育園 江東区枝川3-6-15 

56 江東区潮見保育園 江東区潮見1-29-15-101号 

57 太陽の子 潮見保育園 江東区潮見1-28-8 

58 江東区辰巳第二保育園 江東区辰巳1-10-65-101 

59 江東区辰巳第三保育園 江東区辰巳1-10-81-101 

60 江東区豊洲保育園 江東区豊洲4-8-12 

61 MIWAシンフォニア保育園 江東区豊洲2-5-3-101号 

62 蓮美幼児学園とよすナーサリー 江東区豊洲3-5-21-102号 

63 蓮美幼児学園第２とよすナーサリー 江東区豊洲3-5-3 

64 ミアヘルサ保育園ひびき豊洲 江東区豊洲4-1-24 

65 ゆらりん豊四保育園 江東区豊洲4-10-1-106号 

66 ひまわりキッズガーデン豊洲 江東区豊洲4-11-20-138号 

67 キッズポケット豊洲保育園 江東区豊洲5-5-25 

68 小学館アカデミーしんとよす 江東区豊洲6-2-10 

69 アスク豊洲保育園 江東区豊洲3-6-8 1階 

70 あい保育園豊洲 江東区豊洲5-6-52 1階 

71 グローバルキッズ豊洲五丁目保育園 江東区豊洲5-6-29 

72 TKチルドレンズファーム豊洲校 江東区豊洲3-4-8 

73 TKチルドレンズファーム豊洲第二校 江東区豊洲3-4-8 スーパービバホーム2階 

74 さくらさくみらい豊洲 江東区豊洲4-1-8 

75 YMCAキャナルコート保育園 江東区東雲1-9-14-104号 

76 ひまわりキッズガーデン東雲 江東区東雲1-9-18-203号 

77 
東雲キャナルコート 

ナーサリースクール 
江東区東雲1-9-51 

78 グローバルキッズしののめ園 江東区東雲1-10-14 

79 富岡クローバー保育園 江東区富岡1-4-10-1F 

80 江東区北砂保育園 江東区北砂1-1-4-101 

出典：「東京都認証保育所⼀覧（A型・B型）」(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
   「ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設⼀覧」 

(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
   「社会福祉施設等⼀覧」(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
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 表 6.1.4-2(5) 計画路線周辺の公共施設等（福祉施設） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

保

育

施

設 

許
可
保
育
所 

81 江東区南砂第三保育園 江東区南砂2-3-3-102 

82 江東区南砂第四保育園 江東区南砂2-3-4-101 

83 江東区南砂第二保育園 江東区南砂2-3-1-101号 

84 ドリームキッズランド保育園 江東区南砂2-28-27 

認

証

保

育

所 

85 はなかご保育園 江東区住吉2-27-7 

86 ゆらりん豊洲保育園 江東区豊洲5-5-1-304号 

87 
ハイブリッドマム東雲 

キャナルコート 
江東区東雲1-9-22 東雲キャナルコート105 

88 
ナーサリールーム 

ベリーベアー東陽町 
江東区南砂2-6-3 

89 アンジェリカ保育園白河園 江東区白河3-1-15 Urbanex清澄白河1階 

90 東雲ルミナス保育園 
江東区東雲1-9-10 

イオン東雲ショッピングセンター内2F 

91 ハイブリッドマム東陽町 江東区東陽3-27-2 BIG ONEﾋﾞﾙ1階 

92 グローバルキッズ常盤園 江東区常盤2-14-17 

93 メリーポピンズ豊洲ルーム 
江東区豊洲1-3-1 

キャナルワーフタワーズ・イーストタワー1階 

94 文化教養学園 江東区石島6-7 

95 ハッピーマム福住 江東区福住1-14-2 コスモピアビル1階 

96 ゆらりん豊三保育園 江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント(106) 

97 Dream Kids Little 江東区東陽4-5-15 東陽町サンキビル2階 

98 保育園ミルキーウェイ清澄白河園 江東区扇橋1-15-3 

99 ぽけっとランドパークタワー豊洲 江東区豊洲4-11-5 パークタワー豊洲1階 

100 小鳩保育園永代 江東区永代1-12-5第七小﨑ビル101 

許
可
外
保
育
施
設 

101 
江東区男女共同参画推進センター 

保育室 
江東区扇橋3-22-2 

102 ドリームキッズハウス 江東区南砂2-6-3 サンライズ東陽ビル4階 

103 江東区東陽保育ルーム 江東区東陽3-24-18 TOMビル2階 

104 江東区富岡保育ルーム 江東区富岡2-5-5 シティハイム門前仲町1階 

105 セピアランド保育室 
江東区東陽4-6-14 

トーカン東陽マンション208 

106 mama’s smile錦糸町店 江東区毛利1-21-12 高知尾ビル1階 

107 ちあきっず 江東区辰巳1-9-49 

108 サライ木場保育園 江東区木場6-11-3 東峯サライ1階 

109 エッグガーデン 
江東区豊洲3-3-9 

豊洲センタービルアネックス1階 

110 
ケイ・インターナショナル 

プリスクール 
江東区常盤2-9-7 グリーンプラザ常盤1階 

111 チューリップ保育園 江東区三好1-8-3 越前屋ビル4F 

112 チューリップ保育園 千石 江東区千石3-1-31 

113 福山みどり保育園 江東区越中島3-6-15 

114 ローリングマンデープリスクール 江東区東雲1-2-11 Hotel MONday豊洲内 2F 

出典：「東京都認証保育所⼀覧（A型・B型）」(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
   「ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設⼀覧」 

(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
   「社会福祉施設等⼀覧」(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
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