
名称 新所在地 旧所在地 移転日

（荒川区）尾久ひろば館 荒川区西尾久6-9-7 荒川区西尾久2-25-13 平成22年4月

（葛飾区）立石地区センター 葛飾区立石4-23-17 葛飾区立石7-1-1 平成22年1月

東京インキ㈱ 北区王子1-12-4
TIC 王子ビル

北区田端新町2-7-15 平成22年3月

（新宿区）戸塚特別出張所 新宿区高田馬場2-18-1 新宿区高田馬場1-17-20 平成22年2月

東亜建設工業㈱ 新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー

千代田区四番町5 平成22年1月

ベリーズ大使館 新宿区西新宿4-9-7 港区西麻布4-12-24 平成22年1月

東京大塚医院 杉並区永福4-18-4 杉並区永福3-50-11 平成23年4月
建て替えが終わり元の場所へ移転

東武鉄道 墨田区押上2-18-12 墨田区押上1-1-2 平成21年10月

（台東区）北部区民事務所 台東区浅草4-48-1 台東区浅草4-47-2 平成22年11月
耐震工事が終わり元の場所へ移転

（台東区）北部区民事務所 清川分室 台東区清川1-23-8 台東区橋場1-1-5 平成22年3月
耐震工事が終わり元の場所へ移転

（台東区）西部区民事務所 台東区下谷3-1-30 台東区竜泉2-10-6 平成22年3月
耐震工事が終わり元の場所へ移転

（台東区）金杉区民館 台東区下谷3-1-30 台東区竜泉2-10-6 平成22年3月
耐震工事が終わり元の場所へ移転

太平洋興発㈱ 台東区元浅草2-6-7
マタイビル6階

中央区明石町8-1 平成22年3月

阪和興業㈱東京本社 中央区銀座6-18-2 中央区築地1-13-10 平成22年3月

三井住友建設㈱本社 中央区佃2-1-6 新宿区西新宿7-5-25 平成22年2月

わかもと製薬㈱ 中央区日本橋本町2-1-6 中央区日本橋室町1-5-3 平成22年10月

三井生命保険㈱ 千代田区大手町2-1-1 千代田区大手町1-2-3 平成22年1月

㈱ニコン 千代田区有楽町1-12-1
新有楽町ビル4階・5階

千代田区丸の内3-2-3 平成22年5月

中野区立療育センターアポロ園 中野区江古田4-43-25 中野区江古田3-3-21 平成22年4月

（練馬区）第八出張所 練馬区北町2-26-1 練馬区北町3-10 平成22年3月

筑波大学附属学校教育局 文京区小日向2-16-15 文京区大塚3-29-1 平成22年9月
建て替えによる約1年間の移転

タキロン㈱ 港区港南2-15-1
品川インターシティＡ棟３１F

中央区京橋1-1-1 平成22年2月

住友電気工業㈱ 港区芝浦3-9-1
芝浦ルネサイトタワー

千代田区東神田2-6-2 平成22年2月

㈶心臓血管研究所付属病院 港区西麻布3-2-19 港区六本木7-3-10 平成23年2月

パプアニューギニア大使館 目黒区下目黒5-32-20 港区三田1-4-28 平成22年2月

大塚警察署 文京区目白台3-28-3 文京区音羽2-12-26 平成23年5月
建て替えによる約5年間の移転

パイオニア㈱本社 川崎市幸区新小倉1-1 目黒区目黒1-4-1 平成21年11月
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瑞穂大橋 平成23年2月

東京都市計画道路
補助第１７２号線

平成23年3月

■道路・橋等
概要

新中川に架かる橋のひとつで、東京都道450号新荒川葛西堤防線（篠崎街道）を
通す。新橋は現橋の下流側に架設され、現橋はその後撤去される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011地図　Ｐ146-Ｄ-6

東京都が整備を進めている東京都市計画道路補助第１７２号線の池袋警察署前交差
点から山手通りまでの約８８０メートルが完成し、これにより、明治通りと山手通
りを結ぶ新たな道路ネットワークが形成され、周辺道路の渋滞緩和や、狭隘な生活
道路から通過車両を排除するとともに、歩道部において、自転車走行空間の整備や
無電柱化を図るなど、安全で快適な生活空間が確保されます。
                                                      　         2011地図　Ｐ107-I-8～Ｇ-8



旧名称 新名称 所在地 変更日

足立保健所健康推進課 足立保健所保健予防課 足立区中央本町1-17-1 平成22年4月

（北区）堀船西ふれあい館 （北区）堀船ふれあい館 北区堀船3-7-12 平成22年4月

明治神宮前駅 明治神宮前〈原宿〉駅 渋谷区神宮前 平成22年3月

（新宿区）上落合児童館・ことぶき館 （新宿区）上落合児童館・地域交流館 新宿区上落合2-28-8 平成22年4月

北新宿第一児童館・ことぶき館 北新宿第一児童館・地域交流館 新宿区北新宿2-3-7 平成22年4月

新宿ことぶき館 新宿地域交流館 新宿区新宿5-3-13 平成22年4月

（新宿区）山吹町ことぶき館 （新宿区）山吹町地域交流館 新宿区山吹町342 平成22年4月

現代マンガ図書館 明治大学　現代マンガ図書館 新宿区早稲田鶴巻町565
ビルデンスナイキ2階

平成22年8月

墨田区体育館 墨田区総合体育館 墨田区錦糸4-15-1 平成22年4月

東京厚生年金スポーツセンター 世田谷区立大蔵第二運動場 世田谷区大蔵4-7-1 平成22年1月

都立久我山盲学校 都立久我山青光学園 世田谷区北烏山4-37-1 平成22年5月

㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション ㈱ＮＩＰＰＯ 中央区京橋1-19-11 平成21年7月

国立がんセンター中央病院 （独）国立がん研究センター中央病院 中央区築地5-1-1 平成22年4月

協和発酵工業㈱ 協和発酵キリン㈱ 千代田区大手町1-6-1 平成20年10月

品川白煉瓦㈱ 品川リフラクトリーズ㈱ 千代田区九段北4-1-7
九段センタービル5階

平成21年10月

ボリビア共和国大使館 ボリビア多民族国大使館 港区西麻布4-12-24
第38興和ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8階804号室

平成21年3月

清瀬市民センター 清瀬けやきホール 清瀬市元町1-6-6 平成22年12月

社会保険庁社会保険業務センター 日本年金機構 杉並区高井戸西3-5-24 平成22年1月

平成22年1月

名称 概要 所在地 開始日

帝京科学大学 元宿小学校跡地に大学を建設した。 足立区千住桜木2-2-1 平成22年4月

小児・障害メディカルセンター

都立八王子小児病院の跡地に小児外来
診療所と障害者通所施設等を一体的に
整備した「八王子市小児・障害メディ
カルセンター」をオープンします。

八王子市台町4-33-13 平成23年4月
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■新施設

すべての「社会保険事務所」は「年金事務所」に名称変更

旧名称 新名称 変更日 旧所在地 新所在地 移転日

税関羽田出張所 羽田税関支所 平成22年7月 大田区羽田空港3-4-4 大田区羽田空港2-6-4 平成22年10月

（北区）堀船東ふれあい館 （北区）堀船ふれあい館 平成22年4月 北区堀船3-16-1-117 北区堀船3-7-12 平成22年4月

都立青鳥特別支援学校
久我山分校

都立久我山青光学園 平成22年4月 渋谷区上原2-5-20 世田谷区北烏山4-37-1 平成22年4月

千代田保健所麹町庁舎 千代田保健所 平成22年9月 千代田区平河町2-7-4 千代田区九段北1-2-14 平成22年9月

㈱宮地鉄工所 宮地エンジニアリング㈱ 平成21年11月 中央区日本橋大伝馬町7-5 中央区日本橋富沢町9-19 平成23年3月

（西東京市）中原出張所
（西東京市）谷戸出張所

ひばりヶ丘駅前出張所 平成21年4月
西東京市ひばりが丘3-1-21
西東京市谷戸町1-17-2

西東京市住吉町3-10-25 平成21年4月

八王子市民会館 オリンパスホール八王子 平成23年4月 八王子市上野町32-1 八王子市子安町4-7-1
ｻｻﾞﾝｽｶｲﾀﾜｰ八王子4階

平成23年4月

都立清瀬小児病院
都立八王子小児病院
都立梅ヶ丘病院

都立小児総合医療センター 平成22年3月

清瀬市梅園1-3-1
八王子市台町4-33-13
世田谷区松原6-37-10

府中市武蔵台2-8-29 平成22年3月

■名称変更並びに移転


