
1 その他社会福祉施設 荒川老人福祉センター 荒川1－34－6

2 その他社会福祉施設 荒川授産場(いきいきワーク荒川) 東尾久4－32－7

3 その他社会福祉施設 荒川区シルバー人材センター 東尾久4－32－7

4 老人・介護福祉施設 くつろぎの家 荒川1－28－6

5 老人・介護福祉施設 荒川東部在宅高齢者通所サービスセンター 荒川1－34－6

6 老人・介護福祉施設 ニチイケアセンターあらかわ 荒川1－4－14

7 老人・介護福祉施設 ラクシア 荒川3－74－5

8 老人・介護福祉施設 みずいろファイン 荒川3－74－6 メゾン荒川Ⅱ1階

9 老人・介護福祉施設 いきいきらいふＳＰＡ荒川 荒川4－3－3

10 老人・介護福祉施設 あらかわ虹の里デイサービス 荒川4－54－5

11 老人・介護福祉施設 デイサービスほっと 荒川4－8－11

12 老人・介護福祉施設 燦々ほーむ あらかわ 荒川4－9－11

13 老人・介護福祉施設 グループホームなごみ三河島 荒川5－25－4

14 老人・介護福祉施設 アサヒトラストリハビリセンター荒川 荒川5－29－1 ティーズボナール1階

15 老人・介護福祉施設 三河島ケアセンターそよ風 荒川5－3－3

16 老人・介護福祉施設 グループホームたのしい家 荒川 荒川5－34－9

17 老人・介護福祉施設 あらかわ介護リハビリセンター 荒川5－39－6－1Ｆ

18 老人・介護福祉施設 花の木ハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター 荒川5－47－2

19 老人・介護福祉施設 花の木ハイム荒川 荒川5－47－2

20 老人・介護福祉施設 グループホームかりーの 荒川6－41－1

21 老人・介護福祉施設 グループホームライズケア 荒川8－10－12

22 老人・介護福祉施設 株式会社アルプスケアサービスデイホームあるぷす 荒川8－22－3

23 老人・介護福祉施設 デイサービスセンターなごやか荒川 荒川8－4－1

24 老人・介護福祉施設 グループホームなごみ荒川 荒川8－8－3

25 老人・介護福祉施設 ショートステイ エンゼルヘルプ荒川 荒川8－8－3

26 老人・介護福祉施設 デイサービスセンターエンゼルヘルプ荒川 荒川8－8－3

27 老人・介護福祉施設 デイサービスみらい 西日暮里1-14-2 杉山マンション101

28 老人・介護福祉施設 ひなたデイサービ三河島 西日暮里1-3-12 丸商マ・メゾン1階

29 老人・介護福祉施設 介護老人保健施設ひぐらしの里 西日暮里1－4－1

30 老人・介護福祉施設 レコードブック日暮里 西日暮里2-21-4

31 老人・介護福祉施設 日暮里デイサービス151A 西日暮里2-37-19

32 老人・介護福祉施設 リハビリ・デイサービス虎SUN日暮里店 西日暮里2-8-11 市川ビル1階

33 老人・介護福祉施設 西日暮里在宅高齢者通所サービスセンター 西日暮里5－36－1

34 老人・介護福祉施設 デイサービス 千恵の輪 西日暮里6-15-11

35 老人・介護福祉施設 ベストリハ西日暮里 西日暮里6－47－10 小宮ビル1階

36 老人・介護福祉施設 西尾久東部在宅高齢者通所サービスセンター 西尾久1－1－12

37 老人・介護福祉施設 信愛のぞみの郷 西尾久1－1－12

38 老人・介護福祉施設 小台介護リハビリセンター 西尾久1－12－5 ロジュマン西尾久1Ｆ

39 老人・介護福祉施設 ＴＯＭＯミール荒川 西尾久1－14－14

40 老人・介護福祉施設 デイサービスがんじゅー 西尾久1－14－14

41 老人・介護福祉施設 すこや家・西尾久 西尾久3－15－1

42 老人・介護福祉施設 グループホームみんなの家西尾久 西尾久3－15－1

43 老人・介護福祉施設 デイサービスセンター 遊・西尾久 西尾久3－15－1

44 老人・介護福祉施設 ショートステイ みんなの家・西尾久 西尾久3－15－1

45 老人・介護福祉施設 愛の家グループホーム西尾久 西尾久5－27－9

46 老人・介護福祉施設 医療法人社団藤寿会デイサービスあっぷる 西尾久5－7－1

47 老人・介護福祉施設 西尾久西部在宅高齢者通所サービスセンター 西尾久6－17－3

48 老人・介護福祉施設 ケアハウス西尾久 西尾久7－37－12

49 老人・介護福祉施設 デイサービスセンター なでしこ 西尾久8－13－9

50 老人・介護福祉施設 ほくと西尾久虹の家 西尾久8－13－9

51 老人・介護福祉施設 町屋かどころ 町屋1－15－8

52 老人・介護福祉施設 グループホーム町屋あやめ 町屋1－38－20

53 老人・介護福祉施設 ショートステイ 町屋 町屋1－38－20

54 老人・介護福祉施設 ケアハウス町屋 町屋1－38－20

55 老人・介護福祉施設 ミモザ町屋 町屋2－2－6

56 老人・介護福祉施設 医療法人社団杏和会 寺田病院 町屋3－23－14

57 老人・介護福祉施設 介護老人保健施設 まちや 町屋4－9－5

58 老人・介護福祉施設 まちや明生苑 町屋5－15－14

59 老人・介護福祉施設 まちや明生苑デイサービスセンター 町屋5－15－14

60 老人・介護福祉施設 デイサービスヨウコー町屋 町屋5－5－2

61 老人・介護福祉施設 デイサービス みらい 町屋 町屋5－5－5

62 老人・介護福祉施設 デイサービスセンターたから 町屋6－4－1 タカラビル1階
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63 老人・介護福祉施設 デイサービスセンターさくら館 町屋7－10－6

64 老人・介護福祉施設 さくら館 町屋7－10－6

65 老人・介護福祉施設 短期入所生活介護さくら館 町屋7－10－6

66 老人・介護福祉施設 おたけの郷 町屋7－18－11

67 老人・介護福祉施設 ショートステイ　おたけの郷 町屋7－18－11

68 老人・介護福祉施設 町屋在宅高齢者通所サービスセンター 町屋7－2－15

69 老人・介護福祉施設 リハビリセンターあしすと 東日暮里1-16-1 モンシエール三ノ輪1Ｂ

70 老人・介護福祉施設 デイサービスユーアイみのわ 東日暮里1－2－3

71 老人・介護福祉施設 ジョイリハ東日暮里 東日暮里2－32－10

72 老人・介護福祉施設 あかりの里日暮里デイサービス 東日暮里2－48－1

73 老人・介護福祉施設 グループホーム東京東日暮里の家 東日暮里2－49－14

74 老人・介護福祉施設 健遊館七福湯 東日暮里2－7－7

75 老人・介護福祉施設 医療法人社団三光会 リハビリ特化型デイサービス ゆい東日暮里 東日暮里3－33－3 1階

76 老人・介護福祉施設 東日暮里在宅高齢者通所サービスセンター 東日暮里3－8－16

77 老人・介護福祉施設 ライフ＆シニアハウス日暮里 東日暮里3－9－21

78 老人・介護福祉施設 アサヒトラストリハビリセンタ一日暮里 東日暮里4－17－11

79 老人・介護福祉施設 デイサービスセンターなごやか日暮里 東日暮里5－30－8 ビオラ日暮里1Ｆ

80 老人・介護福祉施設 荒川サポートセンターかどころの家 東日暮里6－12－1 サンハイツスギウラ1階

81 老人・介護福祉施設 本家かどころ 東日暮里6-32-11 第1ハイム1階

82 老人・介護福祉施設 ゲンキケアなごみ 東尾久1-27-4

83 老人・介護福祉施設 シルバー茶論 田端新町 東尾久1－31－10高六商事ビル２階

84 老人・介護福祉施設 みかん 東尾久1－9－10

85 老人・介護福祉施設 デイサービスユーアイ 東尾久2－2－9

86 老人・介護福祉施設 アサヒトラストリハビリセンター尾久 東尾久2-30-4 村田マンション1階

87 老人・介護福祉施設 ライフデイサービスセンターひなたぼっこ 東尾久2-40-11 マイプレース1階

88 老人・介護福祉施設 デイサービスあおば 東尾久2-43-23

89 老人・介護福祉施設 だんらんの家 東尾久 東尾久2－47－7

90 老人・介護福祉施設 尾久の家 東尾久2－8－4

91 老人・介護福祉施設 グループホーム東尾久あやめ 東尾久3－11－15

92 老人・介護福祉施設 療養通所それいゆ 東尾久3－19－6

93 老人・介護福祉施設 (医)一成会デイサービスセンターかえで 東尾久3－29－2

94 老人・介護福祉施設 古賀整形外科 東尾久3－30－4

95 老人・介護福祉施設 日生デイサービスセンター東尾久 東尾久3－31－6 久五ビル2F

96 老人・介護福祉施設 デイサービスセンターSD健寿 東尾久店 東尾久4-14-11 セレソハイム1階

97 老人・介護福祉施設 ひなたデイサービス東尾久 東尾久4－37－2

98 老人・介護福祉施設 グループホームなごみ熊野前 東尾久5－14－10

99 老人・介護福祉施設 レコードブック熊野前 東尾久5-19-4 熊の前ビル1階

100 老人・介護福祉施設 通所介護施設春夏秋冬 東尾久6－12－10

101 老人・介護福祉施設 株式会社シルバー茶論 尾久橋店 東尾久8－20－4

102 老人・介護福祉施設 愛の家グループホーム荒川南千住 南千住1－23－11

103 老人・介護福祉施設 医療法人財団 磯病院 南千住1－56－10

104 老人・介護福祉施設 けんちの苑すみだ川 南千住3－9－3

105 老人・介護福祉施設 サンハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター 南千住3－14－7

106 老人・介護福祉施設 サンハイム荒川 南千住3－14－7

107 老人・介護福祉施設 けんち石浜ガーデン 南千住3－22－5

108 老人・介護福祉施設 ゆうゆうらいふ・デイサービスセンター南千住 南千住3－35－11

109 老人・介護福祉施設 いきいきらいふデイサービスセンター南千住 南千住3－35－11

110 老人・介護福祉施設 千寿苑 南千住3－5－13

111 老人・介護福祉施設 リハビリデイサービスnagomi南千住店 南千住3－8－13

112 老人・介護福祉施設 コンシェール南千住 南千住4－7－3

113 老人・介護福祉施設 コミュニケア24癒しのデイサービス南千住 南千住4－7－3 ロイヤルパークスタワー南千住2階

114 老人・介護福祉施設 南千住中部在宅高齢者通所サービスセンター 南千住4－9－6

115 老人・介護福祉施設 ＮＰＯ法人 寿さん家 南千住5－1－6

116 老人・介護福祉施設 グリーンハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター 南千住6－36－5

117 老人・介護福祉施設 グリーンハイム荒川 南千住6－36－5

118 老人・介護福祉施設 はなまるデイサービス南千住 南千住6－48－19

119 老人・介護福祉施設 はなまるハウス南千住 南千住6－48－19

120 老人・介護福祉施設 癒しの里南千住 南千住6－67－8

121 障害者支援施設 荒川ひまわり 荒川1－17－3 カーサカガヤ103

122 障害者支援施設 心身障害者福祉センター(荒川たんぽぽセンター) 荒川1－53－20

123 障害者支援施設 荒川福祉作業所 荒川1－53－9

124 障害者支援施設 荒川生活実習所 荒川1－53－9
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125 障害者支援施設 障害者福祉会館(アクロスあらかわ) 荒川2－57－8

126 障害者支援施設 ゆうゆうらいふプラス荒川 荒川3－21－2

127 障害者支援施設 日本ダルクホーム 荒川3－33－2

128 障害者支援施設 小台橋あさがお 荒川4－19－2

129 障害者支援施設 放課後等デイサービス あんプラス三河島 荒川4－2－2 2階

130 障害者支援施設 アトリエ　Ｌｏｐ 荒川4－8－1－101

131 障害者支援施設 スキップランド 町屋 荒川5－40－1

132 障害者支援施設 poco a poco 荒川教室 荒川6－28－10　ＫＩビル1階　101号室

133 障害者支援施設 つばめクラブ児童デイサービス 荒川6－61－1

134 障害者支援施設 ルーチェ・チアラ 西日暮里1－37－12

135 障害者支援施設 ユーオンにっぽり２ 西日暮里1－37－12 にっぽりひなたメゾン３階

136 障害者支援施設 ユーオンにっぽり３ 西日暮里1－37－12にっぽりひなたメゾン４階

137 障害者支援施設 アルファ日暮里駅前 西日暮里2－21－1

138 障害者支援施設 Melk 日暮里office 西日暮里2－49－5　光工芸社ビル１階

139 障害者支援施設 ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア 西日暮里教室 西日暮里5－2－19

140 障害者支援施設 作業所スカイ 西日暮里5－2－20 サンリバー西日暮里102

141 障害者支援施設 コペルプラス 西日暮里教室 西日暮里5－33－1

142 障害者支援施設 てらぴぁぽけっと 西日暮里6－23－5

143 障害者支援施設 ディーキャリア 西日暮里オフィス 西日暮里6－47－8　サンライズ２１　３階

144 障害者支援施設 尾久生活実習所(あらかわ希望の家　分場) 西尾久4－6－4

145 障害者支援施設 オフィスサプライ東京 西尾久5－20－18

146 障害者支援施設 オフィスサプライ西尾久壱番館 西尾久6－10－13

147 障害者支援施設 ラルゴKIDS 荒川 西尾久6－14－2

148 障害者支援施設 尾久生活実習所(あらかわ希望の家) 西尾久6－17－3

149 障害者支援施設 医療法人社団利田会 イトーハーブ荒川 西尾久7－19－5 レイラビル2階

150 障害者支援施設 薫風庵 西尾久7－50－6

151 障害者支援施設 荒川愛恵苑 西尾久7－50－6

152 障害者支援施設 ふるさとホーム荒川第２ 西尾久7－50－6 三博ビル

153 障害者支援施設 ふるさとホーム荒川第５ 西尾久7－50－6 三博ビル

154 障害者支援施設 ワークハウス荒川 西尾久7－50－6 三博ビル1階

155 障害者支援施設 放課後等デイサービスハート 西尾久7－5－11

156 障害者支援施設 るんるんキッズ ハート 西尾久8－42－2

157 障害者支援施設 ワークハウス荒川第２ 西尾久7－51－7

158 障害者支援施設 オフィスサプライ弐番館 町屋2－7－13

159 障害者支援施設 町屋生活寮 町屋2－7－3

160 障害者支援施設 町屋あさがお 町屋3－28－2

161 障害者支援施設 グループホームももの木 町屋3－28－4

162 障害者支援施設 グループホームやわら 町屋4－6－14

163 障害者支援施設 ホームとらむ 町屋5-5-12

164 障害者支援施設 わいわいプラス荒川教室 町屋5－5－19

165 障害者支援施設 スクラムあらかわ 町屋6－28－13

166 障害者支援施設 グループホームもみの木 町屋8－12－11

167 障害者支援施設 グループホームもちの木 町屋8－12－11－304

168 障害者支援施設 ワン・ステップ 東日暮里1－10－4

169 障害者支援施設 グループホームひぐらし 東日暮里2-45-12

170 障害者支援施設 東日暮里ハイツ 東日暮里3－23－3

171 障害者支援施設 スノードロップ 東日暮里3－40－12

172 障害者支援施設 作業所ボンエルフ 東日暮里3－8－16 3階

173 障害者支援施設 studio 753 東日暮里6－22－13 1階

174 障害者支援施設 スノードロップⅡ 東日暮里6－28－2

175 障害者支援施設 かすみくらぶ 東日暮里6－29－5

176 障害者支援施設 スマイルスイッチON 東日暮里6－45－3

177 障害者支援施設 グループホームゆい 東尾久1－20－16－101

178 障害者支援施設 麦の家 東尾久2－13－17

179 障害者支援施設 尾久寮 東尾久3－14－2

180 障害者支援施設 療養通所それいゆ 東尾久3－19－6

181 障害者支援施設 グループホームそれいゆ壱号館 東尾久3－19－6

182 障害者支援施設 荒川ひまわり第２ 東尾久3－20－10 ベルメゾンエス2階

183 障害者支援施設 ＺＩＰＰＹＫＩＤＳ ＡＮＮＥＸ 荒川 東尾久3－6－7

184 障害者支援施設 ハッピーテラス尾久教室 東尾久4－8－14

185 障害者支援施設 グループホームそれいゆ弐号館 東尾久5－36－12

186 障害者支援施設 精神障害者地域生活支援センター(支援センターアゼリア) 東尾久5－45－11
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187 障害者支援施設 グループホームゆいⅡ 東尾久6－36－13

188 障害者支援施設 放課後等デイサービス あんプラス三ノ輪 南千住1－19－1

189 障害者支援施設 カフェフレンド 南千住7－26－2

190 児童福祉施設 かがや保育園 荒川1－17－3

191 児童福祉施設 キッズあおぞら保育園 荒川2－1－5 セントラル荒川ビル2F

192 児童福祉施設 仁風保育園 荒川2－41－1

193 児童福祉施設 ドン・ボスコ保育園 荒川3－11－1

194 児童福祉施設 三河島保育園 荒川3－54－1

195 児童福祉施設 荒川保育園 荒川5－50－15

196 児童福祉施設 子育て交流サロンみんなの実家＠まちや 町屋5-5-5

197 児童福祉施設 まなびの森保育園町屋 荒川7－41－8

198 児童福祉施設 荒川さつき保育園 荒川8－25－4

199 児童福祉施設 あい・あい保育園西日暮里一丁目園 西日暮里1－1－1 パレス石川2階

200 児童福祉施設 あっぷる園 西日暮里1－31－14 ハイネストミヤジマ

201 児童福祉施設 グローバルキッズ日暮里駅前保育園 西日暮里2－22－1 ステーションプラザタワー3F

202 児童福祉施設 日暮里きらきら保育園 西日暮里2－30－4 ウェステリアXⅠ 1階～4階

203 児童福祉施設 ひぐらし保育園 西日暮里5－35－9

204 児童福祉施設 西日暮里保育園 西日暮里6－25－3

205 児童福祉施設 小台ここわ保育園 西尾久3－21－12 水島ビル2Ｆ

206 児童福祉施設 西尾久みどり保育園 西尾久4－6－19

207 児童福祉施設 西尾久保育園 西尾久5－3－17

208 児童福祉施設 あぷりこっとナーナリー 西尾久6－30－16 エスパシオルイヨム1階

209 児童福祉施設 子供の家愛育保育園 西尾久7－26－4

210 児童福祉施設 上尾久保育園 西尾久8－10－12

211 児童福祉施設 町屋保育園 町屋1－35－9

212 児童福祉施設 うぃず町屋保育園 町屋2－10－3

213 児童福祉施設 上智厚生館保育園分園 町屋4－14－7

214 児童福祉施設 上智厚生館保育園 町屋4－9－10

215 児童福祉施設 原保育園 町屋5－11－16

216 児童福祉施設 尾久隣保館保育園 町屋6－28－11

217 児童福祉施設 カナリヤ保育園 町屋8－2－11

218 児童福祉施設 第二東日暮里保育園 東日暮里1－17－21

219 児童福祉施設 なかよし保育園 東日暮里1－6－9

220 児童福祉施設 夕やけこやけ保育園 東日暮里3－11－19

221 児童福祉施設 東日暮里わんぱく保育園 東日暮里3－9－10

222 児童福祉施設 キッズガーデン保育園 東日暮里3－9－11

223 児童福祉施設 うぃず東日暮里保育園 東日暮里4－11－6

224 児童福祉施設 グローバルキッズ東日暮里園 東日暮里5－16－3 リーデンスタワー1･2F

225 児童福祉施設 花さと保育園 東日暮里5－42－10 日暮里アインスタワー203

226 児童福祉施設 ポポラー東京東日暮里園 東日暮里6－1－1 アトラスブランズタワー2F

227 児童福祉施設 関川会あずき保育室 東日暮里6－3－4－201

228 児童福祉施設 あい・あい保育園新三島園 東尾久1－1－4 小澤ビル3､4Ｆ

229 児童福祉施設 東尾久保育園 東尾久2－28－3

230 児童福祉施設 MIRATZ東日暮里保育園 東尾久4－1－13 1階

231 児童福祉施設 至誠会第二保育園 東尾久5－34－6

232 児童福祉施設 みるく保育園 東尾久6－9－4 1階

233 児童福祉施設 熊野前保育園 東尾久8－23－9

234 児童福祉施設 城北ヤクルト販売株式会社　尾久保育所 東尾久8－41－10

235 児童福祉施設 第二南千住保育園 南千住2－21－6

236 児童福祉施設 南千住駅前保育所おひさま保育園 南千住4－3－2

237 児童福祉施設 コンビプラザ南千住保育園 南千住4－9－1

238 児童福祉施設 南千住さくら保育園 南千住4－9－4

239 児童福祉施設 うぃず南千住駅前保育園 南千住5－23－14

240 児童福祉施設 ぽけっとランド南千住 南千住5－23－14

241 児童福祉施設 太陽の子わかば保育園 南千住5－44－16

242 児童福祉施設 南千住保育園 南千住6－35－3

243 児童福祉施設 キッズフォレスト 南千住6－41－10 ミッドガーデンシティ・ザ・テラス1階

244 児童福祉施設 南千住七丁目保育園 南千住7－20－13

245 児童福祉施設 ぽけっとランド南千住瑞光保育園 南千住7－30－1

246 児童福祉施設 にじの森保育園 南千住8－13－1

247 児童福祉施設 汐入とちのき保育園 南千住8－3－3

248 児童福祉施設 ピノキオ幼児舎南千住園 南千住8－4－5 けやき通り北参番館ビル2F
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249 児童福祉施設 にじの樹保育園 南千住8－5－2

250 児童福祉施設 はなみずき保育園 南千住8－5－5

251 児童福祉施設 マザーズハウス 南千住8－8－1 東京フロンティアシティ１階

252 児童福祉施設 汐入こども園 南千住8－9－3

253 児童福祉施設 ハイツ尾竹 ―

254 児童福祉施設 細田保育室 南千住1－54－3

255 児童福祉施設 家庭的保育室スノードロップ 南千住6－50－3

256 児童福祉施設 おはな保育室 荒川1－37－4

257 児童福祉施設 かんかんもり保育園 東日暮里2－15－7

258 児童福祉施設 小台橋保育園 東尾久8－45－24

259 児童福祉施設 上智聖ローザ保育園 西日暮里6－7－1

260 児童福祉施設 グローバルキッズ町屋保育園 町屋2-2-15

261 児童福祉施設 まなびの森保育園西日暮里 西日暮里6-21-2

262 児童福祉施設 日暮里保育園 西日暮里2-2-7

263 児童福祉施設 キッズステーションのびのび保育室 西日暮里4-13-7　グリーンハイツⅡ

264 児童福祉施設 荒川病院あらかわ保育室 町屋8-20-3

265 児童福祉施設 東京女子医大院内保育室 西尾久2-1-10

266 児童福祉施設 AUBE町屋保育園 荒川6-4-11　町屋伸和ビル101

267 児童福祉施設 福田准子 保育ママ 南千住8－6－2

268 児童福祉施設 沖由起子 保育ママ 南千住3－40－10

269 児童福祉施設 西田清美 保育ママ 荒川1－3－4

270 児童福祉施設 白井笑子 保育ママ 荒川1－5－10

271 児童福祉施設 生田梅子 保育ママ 荒川3－40－1

272 児童福祉施設 木口恵利 保育ママ 荒川7－24－6

273 児童福祉施設 浅野弘味 保育ママ 町屋5－9－3

274 児童福祉施設 中根文子 保育ママ 東尾久2－4－7－101

275 児童福祉施設 腰越克美 保育ママ 東尾久3－21－3

276 児童福祉施設 諸石ひろ子 保育ママ 東尾久5－8－5

277 児童福祉施設 大野美由紀 保育ママ 東尾久6－16－5

278 児童福祉施設 内門紀子 保育ママ 東日暮里2－25－16

279 児童福祉施設 望月裕美 保育ママ 東日暮里3－2－18－105

280 児童福祉施設 関口光子 保育ママ 東日暮里3－15－16

281 児童福祉施設 丸山美穂子 保育ママ 東日暮里5－18－14 ＥＭビル

282 児童福祉施設 美内 保育ママ 東日暮里6－34－5

283 児童福祉施設 岩下祥子 保育ママ 東日暮里4－5－12

284 児童福祉施設 浅見亜由美 保育ママ 西日暮里5－10－12

285 児童福祉施設 山田桂子 保育ママ 西日暮里5－11－1

286 児童福祉施設 橋本恵理子 保育ママ 西日暮里5－2－12

287 児童福祉施設 渡辺由記子 保育ママ 西日暮里1－14－4－1002

288 児童福祉施設 瀬口あつ子 保育ママ 西日暮里2－43－2

289 児童福祉施設 木村麻紀子 保育ママ 東日暮里6－12－1

290 児童福祉施設 フレンズ保育園 東日暮里3－11－26

291 児童福祉施設 ハローフレンズ保育園 西日暮里1－57－13 フジパレス

292 児童福祉施設 南千住四丁目学童クラブ 南千住4－9－7

293 児童福祉施設 二瑞小学童クラブ 南千住5－8－1

294 児童福祉施設 南千住第一学童クラブ 南千住6－35－3

295 児童福祉施設 南千住第二学童クラブ 南千住6－35－3

296 児童福祉施設 汐入学童クラブ 南千住8－2－2

297 児童福祉施設 汐入小学童クラブ 南千住8－2－3

298 児童福祉施設 汐入東小学童クラブ 南千住8－14－1

299 児童福祉施設 三峡小学童クラブ 荒川1－43－1

300 児童福祉施設 二峡小学童クラブ 荒川2－30－1

301 児童福祉施設 峡田学童クラブ 荒川3－3－10

302 児童福祉施設 花の木学童クラブ 荒川5－50－5

303 児童福祉施設 九峡小学童クラブ 荒川6－8－1

304 児童福祉施設 四峡小学童クラブ 町屋2－11－6

305 児童福祉施設 五峡小学童クラブ 町屋3－17－24

306 児童福祉施設 大門小学童クラブ 町屋4－27－8

307 児童福祉施設 七峡小学童クラブ 町屋8－19－12

308 児童福祉施設 赤土小学童クラブ 東尾久2－43－9

309 児童福祉施設 熊野前学童クラブ 東尾久5－9－3

310 児童福祉施設 尾久西小学童クラブ 西尾久5－27－12
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311 児童福祉施設 西尾久学童クラブ 西尾久8－33－31

312 児童福祉施設 東日暮里学童クラブ 東日暮里1－17－13

313 児童福祉施設 三日小学童クラブ 東日暮里3－10－17

314 児童福祉施設 二日小学童クラブ 東日暮里5－2－1

315 児童福祉施設 西日暮里二丁目学童クラブ 西日暮里2－32－25

316 児童福祉施設 六日小学童クラブ 西日暮里6－35－16

317 児童福祉施設 日暮里学童クラブ 西日暮里2－10－9

318 幼稚園 花の木幼稚園 荒川5－41－4

319 幼稚園 黒川学園黒川幼稚舎 荒川7－7－10

320 幼稚園 尾久第二幼稚園 西尾久8－26－9 尾久第六小学校内

321 幼稚園 友の季ひまわり幼稚園 町屋1－10－12

322 幼稚園 ワタナベ学園 町屋2－15－5

323 幼稚園 ワタナベ学園（別園） 町屋2－17－2

324 幼稚園 町屋幼稚園 町屋8－19－12 第七峡田小学校内

325 幼稚園 真成幼稚園 東日暮里2－14－2

326 幼稚園 東日暮里幼稚園 東日暮里3－10－17 第三日暮里小学校内

327 幼稚園 日暮里幼稚園 東日暮里6－49－21

328 幼稚園 尾久幼稚園 東尾久1－36－3

329 幼稚園 北豊島幼稚園 東尾久6－34－24

330 幼稚園 南千住第三幼稚園 南千住1－13－17

331 幼稚園 南千住第二幼稚園 南千住8－2－1

332 幼稚園 汐入こども園 南千住8－9－3 汐入東小学校内

333 小学校 瑞光小学校 南千住1－51－1

334 小学校 第二瑞光小学校 南千住5－8－1

335 小学校 第三瑞光小学校 南千住7－9－1

336 小学校 汐入小学校 南千住8－2－3

337 小学校 汐入東小学校 南千住8－9－3

338 小学校 第六瑞光小学校 南千住1－4－11

339 小学校 峡田小学校 荒川3－77－1

340 小学校 第二峡田小学校 荒川2－30－1

341 小学校 第三峡田小学校 荒川1－43－1

342 小学校 第四峡田小学校 町屋2－11－6

343 小学校 第五峡田小学校 町屋3－17－24

344 小学校 第七峡田小学校 町屋8－19－12

345 小学校 第九峡田小学校 荒川6－8－1

346 小学校 尾久小学校 東尾久5－6－7

347 小学校 尾久西小学校 西尾久5－27－12

348 小学校 尾久第六小学校 西尾久8－26－9

349 小学校 赤土小学校 東尾久2－43－9

350 小学校 大門小学校 町屋4－27－8

351 小学校 尾久宮前小学校 西尾久1－4－17

352 小学校 第二日暮里小学校 東日暮里5－2－1

353 小学校 第三日暮里小学校 東日暮里3－10－17

354 小学校 第六日暮里小学校 西日暮里6－35－16

355 小学校 ひぐらし小学校 西日暮里2－32－5

356 中学校 第一中学校 荒川1－30－1

357 中学校 第三中学校 南千住8－10－1

358 中学校 第四中学校 荒川6－57－1

359 中学校 第五中学校 町屋1－37－16

360 中学校 第七中学校 西尾久4－30－28

361 中学校 第九中学校 東尾久2－23－5

362 中学校 尾久八幡中学校 西尾久3－14－1

363 中学校 南千住第二中学校 南千住7－25－1

364 中学校 原中学校 町屋5－12－6

365 中学校 諏訪台中学校 西日暮里2－36－8

366 中学校 北豊島中学校 東尾久6－34－24

367 病院 東京女子医科大学東医療センター 西尾久2－1－10

368 病院 医療法人社団美誠会 荒川病院 町屋8－20－3

369 病院 医療法人社団関川会 関川病院 西日暮里1－4－1

370 病院 社会医療法人社団正志会 荒川記念リバーサイド病院 南千住8－4－4

371 病院 医療法人社団藤寿会 佐藤病院 西尾久5－7－1

372 病院 社会医療法人一成会 木村病院 町屋2－3－7
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No. 施設種別 施設名 所在地

373 病院 医療法人社団成守会 はせがわ病院 東日暮里5－45－7

374 病院 社会福祉法人上宮会 日暮里上宮病院 東日暮里2－29－8

375 病院 医療法人社団愛和会 南千住病院 南千住5－10－1

376 病院 医療法人社団杏精会 岡田病院 荒川5－3－1

377 病院 三ノ輪病院 東日暮里1－4－3

378 病院 竹内病院 荒川6－7－8

379 診療所 荒川外科肛門科医院 荒川4－2－7

380 診療所 社会福祉法人上智社会事業団上智クリニック 町屋4－9－10

381 診療所 医療法人社団 加藤産婦人科医院 町屋2－9－21

382 診療所 公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター付属診療所 南千住4－3－3

383 診療所 宇津野レディスクリニック 南千住4－7－1

384 診療所 あらかわレディースクリニック 町屋1－8－8


