
 

平成 30年 12 月 4日 

財   務   局 

 

 

都有施設の現行法規に適合しないブロック塀等の 

安全対策について 

 

 

平成 30 年６月 18 日の大阪北部地震によるブロック塀の倒壊事故を踏まえ、

都有施設の既設のブロック塀等で、現行法規に適合しない塀等（以下「塀」と

いう。）のうち、通学路を含む不特定多数が通行する道路等に面する塀等は、第

一優先順位で撤去等の安全対策をすることとしました。 

ついては、既設のブロック塀等の安全対策を着実に実施するために、第一優

先順位で対応する塀を有する施設及び対応の状況を公表し、進捗状況を管理し

てまいりますので、お知らせいたします。 

 

 

   第一優先順位の塀を有する施設数 

※ 施設数には都立学校は含まれません。 

※ 第一優先順位の施設は別表のとおりです。 

※ 施設数は、塀の箇所数とは異なります。 

※ 一施設で複数の構造の塀を持つ施設が有ります。 

※ 施設には塀のみが設置している事業用地を含みます。 

※ 施設数は対策時調査や計画の変更等により変動する場合が有ります。 

 

 

【問合せ先】 

財務局建築保全部工務課 

（直通）03-5388-2831 

 

 

 

 

塀の構造 
点検項目に適合しない塀が有る施設数 

 うち、第一優先順位の施設数 

万年塀 ３６１ １２５ 

組積造 ８３  ３４ 

補強コンクリートブロック造 ６１０ １８９ 
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別  表        

■第一優先順位で対応する塀を有する施設 【万年塀】 

No. 所管局 区市町村 所在地 施設名称 

1  財務局 江東区 白河 3  旧第二再開発事務所庁舎 

2  財務局 練馬区 早宮 1 旧早宮一丁目第 2アパート敷地 

3  財務局 小平市 鈴木町 2 旧事業用代替地(小平市鈴木町) 

4  財務局 稲城市 押立字稲荷島 
旧都有地活用型企業支援用地(稲城①旧事業用代
替地) 

5  財務局 あきる野市 小能 旧秋川保健所敷地 

6  都市整備局 千代田区 飯田橋 2 都営飯田橋二丁目アパート 

7  都市整備局 墨田区 堤通 1 都営第 2寺島アパート 

8  都市整備局 墨田区 文化 1 都営文花一丁目アパート 

9  都市整備局 江東区 東陽 4 都営東陽四丁目アパート 

10  都市整備局 大田区 下丸子 2 都営下丸子二丁目アパート 

11  都市整備局 世田谷区 八幡山 3 都営八幡山三丁目アパート 

12  都市整備局 世田谷区 桜丘 3 都営桜丘三丁目アパート 

13  都市整備局 渋谷区 東 2 都営渋谷東二丁目第 2アパート 

14  都市整備局 中野区 中央 2 都営中野中央二丁目アパート 

15  都市整備局 北区 王子本町 3 都営王子本町第 2アパート 

16  都市整備局 北区 上十条 1 都営上十条アパート 

17  都市整備局 北区 堀船 3 都営堀船三丁目第 2アパート 

18  都市整備局 北区 赤羽北 2 都営赤羽北二丁目第 2アパート 

19  都市整備局 荒川区 南千住 2 都営南千住二丁目アパート 

20  都市整備局 板橋区 志村 3 都営志村三丁目アパート 

21  都市整備局 板橋区 小豆沢 1 都営小豆沢一丁目アパート 

22  都市整備局 板橋区 板橋 2 都営板橋二丁目第 2アパート 

23  都市整備局 板橋区 坂下 1 都営坂下一丁目アパート 

24  都市整備局 板橋区 坂下 1 都営坂下一丁目第 3アパート 

25  都市整備局 板橋区 前野町 3 都営前野町三丁目アパート 

26  都市整備局 練馬区 小竹町 2 都営小竹町二丁目第 2アパート 

27  都市整備局 練馬区 北町 8 都営練馬北町八丁目アパート 

28  都市整備局 足立区 西保木間 2 都営西保木間二丁目アパート 

29  都市整備局 足立区 西保木間 3 都営西保木間三丁目アパート 

30  都市整備局 葛飾区 東四つ木 1 都営東四ツ木アパート 

31  都市整備局 葛飾区 金町 1 都営金町一丁目アパート 

32  都市整備局 武蔵野市 境 2 都営境二丁目アパート 

33  都市整備局 府中市 新町 1 都営府中新町一丁目第 2アパート 

34  都市整備局 小金井市 本町 2 都営小金井本町二丁目アパート 

35  都市整備局 国立市 東 3 都営国立東三丁目第 2アパ－ト 

36  都市整備局 稲城市 矢野口 都営稲城松葉アパート 



- 2 - 

 

37  都市整備局 西東京市 南町 3 都営田無南町三丁目第 3アパート 

38  福祉保健局 板橋区 板橋区仲町 旧老人医療センター(仲町) 

39  病院経営本部 府中市 武蔵台 2 多摩総合医療センター 

40  中央卸売市場 港区 港南 2 食肉市場 

41  中央卸売市場 新宿区 北新宿 4 淀橋市場 

42  建設局 中央区 新川 1 日本橋川河川敷地 

43  建設局 台東区 谷中 谷中霊園 

44  建設局 台東区 上野桜木 1 寛永寺橋資材置場 

45  建設局 江東区 清澄 清澄庭園 

46  建設局 江東区 亀戸 8、亀戸 9 亀戸中央公園 

47  建設局 品川区 大崎 3 補助第 29号線(大崎)道路予定地 

48  建設局 目黒区、品川区 下目黒、小山台 林試の森公園 

49  建設局 世田谷区 等々力 2 等々力陸橋下資材置場 

50  建設局 世田谷区 桜丘 4 三本杉陸橋下資材置場 

51  建設局 豊島区 南池袋 雑司ケ谷霊園 

52  建設局 北区 西ヶ原 旧古河邸庭園 

53  建設局 練馬区 石神井台 石神井公園 

54  建設局 松戸市 田中新田 八柱霊園 

55  東京消防庁 港区 白金 5 高輪消防署三光出張所 

56  東京消防庁 江東区 大島 1 城東消防団第 3分団施設(旧大島出張所) 

57  東京消防庁 品川区 平塚 3 荏原消防署 

58  東京消防庁 大田区 南六郷 2 六郷出張所 

59  東京消防庁 世田谷区 北沢 2 北沢出張所 

60  東京消防庁 渋谷区 松濤 1 松濤出張所 

61  東京消防庁 中野区 南台 3 待機宿舎 

62  東京消防庁 杉並区 阿佐谷南 3 杉並消防署  

63  東京消防庁 杉並区 西荻南 2 西荻出張所 

64  東京消防庁 杉並区 高円寺南 5 高円寺出張所 

65  東京消防庁 豊島区 長崎 3 待機宿舎 

66  東京消防庁 北区 田端新町 1 田端出張所 

67  東京消防庁 北区 志茂 2 志茂出張所 

68  東京消防庁 北区 浮間 3 浮間出張所 

69  東京消防庁 荒川区 荒川 2 荒川消防署 

70  東京消防庁 荒川区 南千住 8 汐入出張所 

71  東京消防庁 板橋区 板橋 3 倉庫 

72  東京消防庁 板橋区 上板橋 2 板橋消防団第 6分団施設 

73  東京消防庁 足立区 伊興 2 西新井消防署 

74  東京消防庁 江戸川区 西瑞江 3 江戸川消防署瑞江出張所 

75  東京消防庁 府中市 栄町 3 栄町出張所 

76  東京消防庁 昭島市 田中町 3 待機宿舎 
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77  東京消防庁 町田市 忠生 3 忠生出張所 

78  東京消防庁 福生市 大字福生 待機宿舎 

79  東京消防庁 狛江市 猪方 2 猪方出張所 

80  東京消防庁 西東京市 西原町 2 西原出張所 

81  交通局 渋谷区 東 2 渋谷自動車営業所 

82  交通局 荒川区 西尾久 8 荒川電車営業所車庫 

83  交通局 板橋区 志村 3 志村三丁目駅付属施設 

84  交通局 練馬区 豊玉上 2 北自動車営業所練馬支所 

85  交通局 青梅市 森下町 早稲田自動車営業所青梅支所 

86  水道局 足立区 鹿浜 5 鹿浜材料置場用地 

87  水道局 葛飾区 金町 2 金町新住宅 

88  水道局 狛江市 元和泉 3 狛江公舎用地 

89  警視庁 千代田区 麹町 職員住宅 

90  警視庁 江東区 豊洲 東京湾岸署豊洲運河水上派出所 

91  警視庁 新宿区 南元町 職員住宅 

92  警視庁 新宿区 谷本村町 第五機動隊 

93  警視庁 品川区 西大井 職員住宅 

94  警視庁 目黒区 八雲 職員住宅 

95  警視庁 目黒区 碑文谷 碑文谷警察署 

96  警視庁 目黒区 東が丘 碑文谷警察署東が丘駐在所 

97  警視庁 渋谷区 本町 代々木警察署 

98  警視庁 杉並区 大宮 高井戸警察署大宮八幡駐在所 

99  警視庁 杉並区 成田西 杉並警察署成田西駐在所 

100  警視庁 板橋区 舟渡 職員住宅 

101  警視庁 板橋区 小茂根 板橋警察署茂呂交番 

102  警視庁 板橋区 向原 板橋警察署向原地域安全センター 

103  警視庁 足立区 西新井 西新井警察署西新井五丁目交番 

104  警視庁 足立区 鹿浜 西新井警察署鹿浜交番 

105  警視庁 江戸川区 東葛西 職員住宅 

106  警視庁 江戸川区 上篠崎 小岩警察署上篠崎駐在所 

107  警視庁 日野市 宮 職員住宅 

108  警視庁 日野市 日野 職員住宅 

109  警視庁 日野市 大字日野 日野警察署日野橋駐在所 

110  警視庁 日野市 栄町 日野警察署東光寺駐在所 

111  警視庁 西東京市 田無町 田無警察署 

 

■第一優先順位で対応する塀を有する施設のうち 11月末時点で対策済みの施設【万年塀】 

No. 所管局 区市町村 所在地 施設名称 

1  財務局 渋谷区 笹塚 2 旧都営笹塚第 3住宅敷地 

2  生活文化局 文京区 本郷 2  トーキョーアーツアンドスペース本郷 
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3  生活文化局 立川市 柴崎町 6 東京都計量検定所タクシーメーター立川検査場 

4  都市整備局 足立区 六町 2 区画整理事業用地 9-44 

5  中央卸売市場 中央区 築地 5 旧築地市場 

6  交通局 品川区 戸越 3 スキップ 101号用地 

7  水道局 世田谷区 上北沢 2 上北沢給水所(仮称) 

8  下水道局 中野区 中央 1 幹線用地(中野区中央一丁目) 

9  警視庁 中央区 日本橋久松町 久松警察署 

10  警視庁 品川区 戸越 荏原警察署戸越交番 

11  警視庁 大田区 南馬込 職員住宅 

12  警視庁 足立区 小台 第六交通機動隊 

13  警視庁 府中市 白糸台 府中警察署白糸台交番 

14  警視庁 国分寺市 並木町 小金井警察署共益駐在所 
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■第一優先順位で対応する塀を有する施設 【組積造】 

No. 所管局 区市町村 所在地 施設名称 

1  財務局 墨田区 墨田 5 都市整備用地(墨田五丁目運動広場) 

2  都市整備局 港区 芝 5 都営芝五丁目アパート 

3  都市整備局 大田区 東糀谷 5 都営東糀谷五丁目アパート 

4  都市整備局 中野区 江古田 3 都営江古田三丁目アパート 

5  都市整備局 足立区 西保木間 3 都営西保木間三丁目アパート 

6  都市整備局 足立区 東保木間 1 都営保木間第 4アパート 

7  建設局 台東区 谷中 谷中霊園 

8  建設局 台東区 上野公園 恩賜上野動物園 

9  建設局 台東区、文京区 池之端 1、湯島 旧岩崎邸庭園 

10  建設局 江東区 毛利 猿江恩賜公園 

11  建設局 世田谷区 成城 祖師谷公園事業用地 

12  建設局 豊島区 駒込 染井霊園 

13  建設局 江戸川区 北葛西 宇喜田公園事業用地 

14  建設局 八王子市 楢原町 主 46号（八王子北高校）事業用地 

15  建設局 小金井市 東町 5 武蔵野公園事業用地 

16  建設局 日野市 程久保 多摩動物公園  

17  東京消防庁 墨田区 八広 3 待機宿舎 

18  東京消防庁 中野区 中央 2 宮園出張所 

19  東京消防庁 杉並区 高円寺南 5 高円寺出張所 

20  東京消防庁 府中市 南町 1 待機宿舎 

21  東京消防庁 町田市 本町田 町田消防署 

22  東京消防庁 町田市 金井町 待機宿舎 

23  東京消防庁 小金井市 中町 3 待機宿舎 

24  東京消防庁 福生市 大字福生 待機宿舎 

25  東京消防庁 狛江市 猪方 2 待機宿舎 

26  東京消防庁 羽村市 栄町 2 羽村出張所 

27  下水道局 千代田区 神田和泉町 1 和泉町ポンプ所 

 

■第一優先順位で対応する塀を有する施設のうち 11月末時点で対策済みの施設 【組積造】 

No. 所管局 区市町村 所在地 施設名称 

1  総務局 台東区 橋場 1 旧東京都人権プラザ分館 

2  都市整備局 墨田区 墨田 5 墨田五丁目事業用代替地 

3  都市整備局 足立区 六町 2 区画整理事業用地 9-60 

4  建設局 品川区 二葉 1 補 26(豊町) 

5  建設局 世田谷区 駒沢公園 駒沢オリンピック公園 

6  建設局 世田谷区 上祖師谷 4 補 54(上祖師谷) 

7  水道局 北区 滝野川 5 滝野川寮 
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■第一優先順位で対応する塀を有する施設 【コンクリートブロック塀】 

No. 所管局 区市町村 所在地 施設名称 

1  財務局 墨田区 東墨田 3 旧事業用代替地(墨田区東墨田) 

2  財務局 江東区 大島 7 都市整備用地(日東化学跡地) 

3  財務局 板橋区 舟渡 1 旧緊急一時保護センター板橋寮敷地 

4  財務局 練馬区 小竹町 2  旧事業用代替地(練馬区小竹町) 

5  財務局 江戸川区 小松川 4 旧小松川警察署小松川寮敷地 

6  財務局 八王子市 東浅川町 旧高尾警察署運転免許更新事務所駐車場用地 

7  財務局 八王子市 諏訪町 旧教職員住宅(諏訪)敷地 

8  財務局 昭島市 玉川町 5 旧事業用代替地(昭島市玉川町) 

9  財務局 調布市 調布ケ丘 3 旧調布警察署警備待機所敷地 

10  財務局 小平市 鈴木町 2 旧事業用代替地(小平市鈴木町) 

11  財務局 福生市 熊川字北 都市関連開発用地 

12  財務局 稲城市 押立字稲荷島 
旧都有地活用型企業支援用地(稲城①旧事業用代
替地) 

13  オリパラ準備局 世田谷区 駒沢公園 1 駒沢オリンピック公園総合運動場弓道場 

14  都市整備局 港区 芝 5 都営芝五丁目アパート 

15  都市整備局 港区 南青山 1 都営南青山一丁目アパート 

16  都市整備局 港区 南麻布 4 都営南麻布四丁目アパート 

17  都市整備局 台東区 下谷 1 都営下谷一丁目アパート 

18  都市整備局 墨田区 押上 2 都営押上二丁目アパート 

19  都市整備局 墨田区 墨田 4 都営墨田四丁目アパート 

20  都市整備局 墨田区 立花 3 都営立花三丁目アパート 

21  都市整備局 品川区 東品川 1 都営東品川第 4アパート 

22  都市整備局 品川区 北品川 1 都営北品川第 2アパート 

23  都市整備局 中野区 江古田 3 都営江古田アパート 

24  都市整備局 杉並区 堀の内 3 都営堀ノ内三丁目第 2アパート 

25  都市整備局 北区 西ヶ原 1 都営西ケ原一丁目アパート 

26  都市整備局 荒川区 南千住 2 都営南千住二丁目アパート 

27  都市整備局 荒川区 西尾久 4 都営西尾久四丁目アパート 

28  都市整備局 板橋区 坂下 1 都営坂下一丁目第 3アパート 

29  都市整備局 板橋区 小豆沢 1 都営小豆沢一丁目アパート 

30  都市整備局 板橋区 小豆沢 1 都営小豆沢一丁目第 2アパート 

31  都市整備局 板橋区 前野町 1 都営前野町一丁目アパート 

32  都市整備局 板橋区 前野町 3 都営前野町三丁目アパート 

33  都市整備局 練馬区 羽沢 2 都営羽沢二丁目アパ－ト 

34  都市整備局 練馬区 桜台 6 都営桜台六丁目第 2アパート 

35  都市整備局 練馬区 旭ヶ丘 1 都営江古田第 2アパート 

36  都市整備局 足立区 江北 7 都営上沼田第 3アパート 

37  都市整備局 葛飾区 新小岩 1 都営平井仲町民生アパート 

38  都市整備局 葛飾区 新小岩 1 都営平井仲町アパート 
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39  都市整備局 葛飾区 東四つ木 1 都営東四ツ木アパート 

40  都市整備局 八王子市 元本郷町 4 都営元本郷町四丁目アパート 

41  都市整備局 立川市 曙町 3 都営曙町三丁目アパート 

42  都市整備局 東村山市 萩山町 3 都営東村山萩山町三丁目アパート 

43  都市整備局 西東京市 東伏見 2 都営東伏見二丁目アパート 

44  都市整備局 西東京市 南町 3 都営田無南町三丁目アパート 

45  都市整備局 清瀬市 中清戸 4 都営中清戸四丁目アパート 

46  福祉保健局 渋谷区 本町 1 
都有地活用型福祉インフラ整備事業(GH ほんま
ちハイム) 

47  福祉保健局 北区 十条台 1 東京都立北療育医療センター 

48  福祉保健局 板橋区 志村 2 東京聴覚障害者支援センター 

49  福祉保健局 葛飾区 西新小岩 2 西新小岩倉庫 

50  福祉保健局 立川市 曙町 3 東京都心身障害者福祉センター多摩支所 

51  福祉保健局 あきる野市 網代 網代ホームきずな 

52  福祉保健局 鋸南町 下佐久間 東京都勝山学園 

53  産業労働局 八王子市 明神町 3 東京都労働相談情報センター八王子事務所 

54  産業労働局 青梅市 東青梅 3 青梅公共職業安定所 

55  中央卸売市場 新宿区 北新宿 4 淀橋市場 

56  建設局 新宿区 西新宿 6 新宿工区 

57  建設局 新宿区 戸山 戸山公園事業用地 

58  建設局 台東区 上野公園 恩賜上野動物園 

59  建設局 世田谷区 三宿 2、池尻 4 補 26(三宿) 

60  建設局 杉並区 宮前 1 環八通り高井戸北陸橋下資材置場 

61  建設局 杉並区 上荻 1 杉並工区 

62  建設局 板橋区 小茂根 城北中央公園事業用地 

63  建設局 練馬区 石神井町 8 井草通り資材置場 

64  建設局 江戸川区 臨海町 葛西臨海水族園 

65  建設局 江戸川区 春江町 瑞江葬儀所 

66  建設局 日野市 三沢 3 日野 3・4・3号(三沢Ⅱ期)事業用地 

67  建設局 松戸市 田中新田 八柱霊園 

68  港湾局 中央区 勝どき 5 月島荷役連絡所 

69  港湾局 三宅村 阿古 職員宿舎 

70  東京消防庁 港区 白金 5 高輪消防署三光出張所 

71  東京消防庁 港区 虎ノ門 3 倉庫 

72  東京消防庁 新宿区 富久町 牛込消防団第 4分団施設 

73  東京消防庁 墨田区 八広 3 待機宿舎 

74  東京消防庁 江東区 大島 1 城東消防団第 3分団施設(旧大島出張所) 

75  東京消防庁 品川区 平塚 3 荏原消防署 

76  東京消防庁 品川区 中延 4 待機宿舎 

77  東京消防庁 品川区 北品川 2 品川消防団第 1分団施設 
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78  東京消防庁 大田区 雪谷大塚町 田園調布消防署 

79  東京消防庁 大田区 南六郷 2 六郷出張所 

80  東京消防庁 世田谷区 船橋 4 待機宿舎 

81  東京消防庁 渋谷区 松濤 1 松濤出張所 

82  東京消防庁 中野区 弥生町 5 待機宿舎 

83  東京消防庁 中野区 南台 3 待機宿舎 

84  東京消防庁 杉並区 阿佐谷南 3 杉並消防署  

85  東京消防庁 杉並区 西荻南 2 西荻出張所 

86  東京消防庁 杉並区 高円寺南 5 高円寺出張所 

87  東京消防庁 北区 中十条 1 十条出張所 

88  東京消防庁 北区 田端新町 1 田端出張所 

89  東京消防庁 北区 志茂 2 志茂出張所 

90  東京消防庁 北区 赤羽 1 赤羽消防団第 4分団施設 

91  東京消防庁 北区 浮間 3 浮間出張所 

92  東京消防庁 荒川区 荒川 2 荒川消防署 

93  東京消防庁 練馬区 豊玉北 5 練馬消防署 

94  東京消防庁 練馬区 西大泉 2 石神井消防団第 7分団施設 

95  東京消防庁 練馬区 大泉学園町 1  大泉学園出張所 

96  東京消防庁 足立区 伊興 2 西新井消防署 

97  東京消防庁 足立区 中央本町 4 待機宿舎 

98  東京消防庁 葛飾区 青戸 5 青戸出張所 

99  東京消防庁 江戸川区 西瑞江 3 江戸川消防署瑞江出張所 

100  東京消防庁 三鷹市 上連雀 4 待機宿舎 

101  東京消防庁 府中市 栄町 3 栄町出張所 

102  東京消防庁 府中市 是政 2 是政出張所 

103  東京消防庁 昭島市 田中町 3 待機宿舎 

104  東京消防庁 町田市 本町田 町田消防署 

105  東京消防庁 町田市 鶴川 3 鶴川出張所 

106  東京消防庁 町田市 忠生 3 忠生出張所 

107  東京消防庁 町田市 金森 4 南出張所 

108  東京消防庁 小金井市 中町 3 待機宿舎 

109  東京消防庁 福生市 大字福生 待機宿舎 

110  東京消防庁 狛江市 猪方 2 猪方出張所 

111  東京消防庁 羽村市 栄町 2 羽村出張所 

112  東京消防庁 あきる野市 伊奈 秋川消防署 

113  交通局 千代田区 小川町 3 小川町三丁目換気所 

114  交通局 千代田区 岩本町 3 岩本町三丁目換気所 

115  交通局 中央区 日本橋横山町 4 馬喰横山駅出入口 

116  交通局 港区 芝 5 三田駅出入口 

117  交通局 新宿区 住吉町 7 曙橋駅出入口 
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118  交通局 新宿区 西早稲田 1 早稲田自動車営業所 

119  交通局 文京区 本駒込 1 本駒込換気所 

120  交通局 墨田区 菊川 1 菊川一丁目換気所 

121  交通局 墨田区 菊川 3 菊川駅出入口 

122  交通局 江東区 新大橋 1 新大橋一丁目換気所 

123  交通局 江東区 住吉 1 住吉一丁目換気所 

124  交通局 江東区 住吉 2 住吉駅出入口 

125  交通局 江東区 森下 1 森下駅出入口 

126  交通局 江東区 大島 5 大島駅出入口 

127  交通局 荒川区 南千住 2 南千住自動車営業所 

128  交通局 荒川区 西尾久 8 荒川電車営業所車庫 

129  交通局 板橋区 志村 3 三田線高架下区画 12～13 

130  交通局 板橋区 坂下 1 三田線高架下区画 94 

131  交通局 板橋区 坂下 1 三田線高架下区画 97 

132  交通局 板橋区 坂下 1 三田線高架下区画 115～118 

133  交通局 板橋区 坂下 1 三田線高架下区画 121～122 

134  交通局 板橋区 坂下 1 三田線高架下区画 138 

135  交通局 板橋区 蓮根 2 三田線高架下区画 154 

136  交通局 板橋区 蓮根 2 三田線高架下区画 155 

137  交通局 板橋区 高島平 6 三田線高架下区画 472～474 

138  交通局 板橋区 高島平 6 三田線高架下区画 532～535 

139  水道局 目黒区 中町 2 目黒営業所 

140  水道局 大田区 大森本町１ 南部支所（大森旧庁舎） 

141  水道局 世田谷区 桜丘 5 南部支所(桜丘庁舎) 

142  水道局 世田谷区 喜多見 2 砧浄水場 

143  下水道局 台東区 蔵前 2 北部下水道事務所 

144  下水道局 稲城市 大丸 南多摩水再生センター 

145  教育庁 八王子市 川口町 東京都教職員八王子(川口)住宅跡地 

146  教育庁 神津島村 - 東京都教職員神津島(須ヶ原)住宅 

147  警視庁 千代田区 皇居外苑 丸の内警察署皇居前警備派出所 

148  警視庁 港区 南青山 職員住宅 

149  警視庁 文京区 千石 千石倉庫 

150  警視庁 文京区 後楽 飯田橋庁舎 

151  警視庁 台東区 上野桜木 台東少年センター 

152  警視庁 品川区 勝島 第六機動隊 

153  警視庁 品川区 勝島 第二方面本部庁舎 

154  警視庁 目黒区 平町 職員住宅 

155  警視庁 目黒区 東山 職員住宅 

156  警視庁 渋谷区 鉢山町 渋谷警察署鉢山交番 

157  警視庁 板橋区 板橋 板橋警察署 
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158  警視庁 葛飾区 西水元 亀有警察署西水元駐在所 

159  警視庁 葛飾区 亀有 職員住宅 

160  警視庁 江戸川区 南小岩 職員住宅 

161  警視庁 八王子市 みつい台 八王子警察署左入町駐在所 

162  警視庁 立川市 錦町 職員住宅 

163  警視庁 青梅市 大門 青梅警察署大門駐在所 

164  警視庁 昭島市 松原町 職員住宅 

165  警視庁 昭島市 玉川町 職員住宅 

166  警視庁 福生市 加美平 職員住宅 

167  警視庁 西東京市 新町 田無警察署保谷新町交番 

168  警視庁 大島町 差木地字下原 大島警察署下地駐在所 

169  警視庁 三宅村 伊豆 三宅島警察署伊豆駐在所 

170  警視庁 八丈町 樫立 八丈島警察署樫立駐在所 

 

■第一優先順位で対応する塀を有する施設のうち 11月末時点で対策済みの施設  

【コンクリートブロック塀】 

No. 所管局 区市町村 所在地 施設名称 

1  財務局 青梅市 千ケ瀬町 3 旧繊維工業試験場青梅分場敷地 

2  生活文化局 文京区 本郷 2  トーキョーアーツアンドスペース本郷 

3  都市整備局 板橋区 大山町 大山代替地 

4  福祉保健局 府中市 西府町 4 東京都立多摩療育園 

5  産業労働局 大田区 本羽田 3 城南職業能力開発センター大田校 

6  建設局 江東区 夢の島 都立夢の島公園 

7  建設局 品川区 上大崎 2 
特例都道北品川四谷線(第 418 号)白金トンネル
南側道路施設 

8  建設局 品川区 中延 6 中延倉庫 

9  建設局 練馬区 氷川台 4 事業用地(先行取得地) 

10  建設局 足立区 中央本町 2 補助第 138号線(中央本町)事業用地 

11  建設局 日野市 南平 4 都 173号 (南平Ⅰ期)事業用地 

12  交通局 品川区 戸越 3 通風口 No.34 

13  水道局 東久留米市 南沢 3 南沢浄水所 

14  下水道局 品川区 東大井 1 鮫洲ポンプ所 

15  下水道局 足立区 新田 3 新田ポンプ所 

16  下水道局 葛飾区 東四つ木 1 本田ポンプ所 

17  警視庁 文京区 小石川 富坂警察署 

18  警視庁 豊島区 目白 目白合同庁舎 

19  警視庁 立川市 栄町 職員住宅 

 

 

 

      


