
「「「「ＳａｍｐｌｅＳａｍｐｌｅＳａｍｐｌｅＳａｍｐｌｅ」」」」
環境施設環境施設環境施設環境施設



官公署

名   称 所在地（東京都文京区） 電話番号（03） 備    考

1 文京区役所 春日1-16-21 3812-7111 約1910ｍ （24分） 文京シビックセンター内

2 千石図書館区民サービスコーナー 千石1-25-3 3946-7748 約460ｍ （6分）

3 駒込警察署 本駒込2-28-18 3944-0110 約970ｍ （13分）

4 千石一丁目交番 千石1-28-6 ― 約400ｍ （5分）

5 小石川消防署 白山3-3-1 3812-0119 約980ｍ （13分）

6 本郷消防署駒込出張所 本駒込3-1-7 3823-0119 約930ｍ （12分）

7 本郷税務署 西片2-16-27 3811-3171 約1170ｍ （15分）

8 本郷保健サービスセンター 千駄木5-20-18 3821-5106 約1700ｍ （22分）

9 文京白山五郵便局 白山5-18-11 3941-2843 約300ｍ （4分）

距離（徒歩分数）





金融機関

名   称 所在地（東京都文京区） 電話番号（03） 備    考

1 みずほ銀行駒込支店 本駒込6-1-1 3941-6161 約630ｍ （8分）

2 三井住友銀行白山支店 向丘2-36-5 3828-5151 約880ｍ （11分）

3 北陸銀行白山支店 白山5-1-3 3816-5751 約600ｍ （8分）

4 瀧野川信用金庫白山支店 白山2-38-11 3814-8931 約630ｍ （8分）

5 巣鴨信用金庫白山支店 白山5-36-9 5689-3511 約720ｍ （9分）

6 三井住友銀行白山支店千石出張所 千石1-26-8 ― 約550ｍ （7分）

7
みずほ銀行駒込支店
文京グリーンコート出張所

本駒込2-28-8 ― 約620ｍ （8分） 文京グリーンコート内

8
三井住友銀行白山支店
文京グリーンコート出張所

本駒込2-28-8 ― 約620ｍ （8分） 文京グリーンコート内

9
三菱東京ＵＦＪ銀行春日町支店
白山駅前出張所

白山5-36-11 ― 約680ｍ （9分）

10 りそな銀行本郷支店白山出張所 本駒込1-2-4 ― 約760ｍ （10分）

距離（徒歩分数）





保育園

名   称 所在地（東京都文京区） 電話番号（03） 備    考

1 私立キッズソフィア・白山 白山4-36-13 3942-6460 約200ｍ （3分）

2 区立千石保育園 千石1-4-6 3947-9220 約380ｍ （5分）

3 区立かごまち保育園 本駒込2-29-6 5976-2756 約490ｍ （7分）

4 区立本駒込西保育園 本駒込2-9-16 3947-2906 約500ｍ （7分）
改修工事のため、平成21年2月頃まで区立明化小学校内
（千石1-13-9・約130ｍ／約2分）に移転中

　

幼稚園 　

5 私立彰栄幼稚園 白山4-14-15 3941-1239 約80ｍ （1分）

6 区立明化幼稚園 千石1-13-9 3946-1706 約130ｍ （2分）

7 私立京北幼稚園 本駒込2-13-5 3941-7090 約540ｍ （7分）

8 私立愛星幼稚園 白山2-37-3 3813-8647 約670ｍ （9分）

9 私立諸聖徒幼稚園 千石2-18-4 3941-7246 約690ｍ （9分）

通学指定校

10 区立明化小学校 千石1-13-9 3944-0366 約130ｍ （2分）

11 区立第十中学校 千石2-40-17 3944-0371 約310ｍ （4分）

距離（徒歩分数）





公園

名   称 所在地（東京都文京区） 備    考

1 白山四丁目児童遊園 白山4-37 約10ｍ （1分）

2 白山五丁目児童遊園 白山5-12 約280ｍ （4分）

3 千石公園 千石1-4 約360ｍ （5分）

4 千石一丁目児童遊園 千石1-24 約370ｍ （5分）

5 本駒込二丁目児童遊園 本駒込2-9 約380ｍ （5分）

6 千石緑地 千石1-6 約490ｍ （7分）

7 駕籠町公園 本駒込2-10 約500ｍ （7分）

8 白山四丁目第二児童遊園 白山4-4 約510ｍ （7分）

9 林町児童遊園 千石1-6 約520ｍ （7分）

10 白山公園 白山5-31 約530ｍ （7分）

11 本駒込一丁目第二児童遊園 本駒込1-16 約590ｍ （8分）

12 占春園 大塚3-29 約860ｍ （11分）

13 教育の森公園 大塚3-29 約1160ｍ （15分）

距離（徒歩分数）





文化施設

名   称 所在地（東京都文京区） 電話番号（03） 備    考

1
東京大学大学院理学系研究科附属植物園
（小石川植物園）

白山3-7-1 3814-0138 約330ｍ （5分）

2 千石児童館 千石1-4-6 3947-9221 約380ｍ （5分）

3 白山交流館 白山4-27-11 3813-8500 約450ｍ （6分） 和室などあり

4 千石図書館 千石1-25-3 3946-7748 約460ｍ （6分）

5 千石生涯学習館 千石1-25-3 3946-4430 約460ｍ （6分）

6 アジア文化会館 本駒込2-12-13 3946-4121 約670ｍ （9分） 研修室などあり

7 白山東会館 白山1-29-10 3818-1824 約860ｍ （11分） 和室などあり

8 吉祥寺 本駒込3-19-17 3823-2010 約880ｍ （11分）

9 都立六義園 本駒込6-16-3 3941-2222 約990ｍ （13分）

10 国立国会図書館支部東洋文庫 本駒込2-28-21 3942-0122 約990ｍ （13分）

11 本郷図書館鴎外記念室 千駄木1-23-4 5834-0156 約1520ｍ （19分） 現在、休館中（日曜日のみ一部開館）

12 根津神社 根津1-28-9 3822-0753 約1550ｍ （20分）

13 文京シビックホール 春日1-16-21 5803-1100 約1910ｍ （24分）
文京シビックセンター内
ホール・会議室・練習室フロアなどあり

14 都立小石川後楽園 後楽1-6-6 3811-3015 約2230ｍ （28分）

距離（徒歩分数）





スポーツ・レジャー施設

名   称 所在地（東京都文京区） 電話番号（03） 備    考

1 東急スポーツオアシス本駒込店 本駒込2-28-12 5940-0109 約620ｍ （8分）
文京グリーンコート内
マシンジム・スタジオ・プールなどあり

2 六義公園運動場 本駒込6-16-10 3947-4438 約910ｍ （12分）

3 小石川インドアテニスクラブ 千石4-33-7 3943-3467 約950ｍ （12分）

4 竹早テニスコート 小石川5-9-1 3814-0427 約1200ｍ （15分）

5 文京スポーツセンター 大塚3-29-2 3944-2271 約1260ｍ （16分）
競技場・柔道場・剣道場・弓道場・卓球場・会議室・プール・
トレーニングルームなどあり

6 東京ドーム 後楽1-3-61 5800-9999 約2010ｍ （26分） 東京ドームシティ内

距離（徒歩分数）





医療施設

名   称 所在地（東京都文京区） 電話番号（03） 備    考

1 東京健生病院 大塚4-3-8 3944-6111 約1060ｍ （14分） 救急・総合

2 都立駒込病院 本駒込3-18-22 3823-2101 約1130ｍ （15分） 救急・総合

3 日本医科大学病院 千駄木1-1-5 3822-2131 約1410ｍ （18分） 救急・総合

4 都立大塚病院 南大塚2-8-1 3941-3211 約1460ｍ （19分） 救急・総合

5 御園医院 白山5-17-34 3941-4830 約170ｍ （3分） 胃・外・内・小

6 大久保医院 白山5-7-6 3941-4947 約290ｍ （4分） 耳

7 西川内科医院 千石1-29-17 3941-5138 約320ｍ （4分） 内・神

8 千石医院 千石1-29-12 3947-4114 約380ｍ （5分） 整・リハ

9 谷口医院 本駒込2-8-11 5395-7760 約390ｍ （5分） 内・胃・外・肛・リハ

10 かみやレディースクリニック 本駒込2-10-7 5977-8811 約440ｍ （6分） 婦・内

11 渋谷眼科 千石1-28-4 3944-1103 約450ｍ （6分） 眼

12 保坂こどもクリニック 白山5-27-12 3946-0641 約460ｍ （6分） 小

13 東千石整形外科内科 千石1-27-8 5940-3123 約520ｍ （7分） 整・内・リハ

14 掛川整形外科 千石4-39-18 5319-8500 約590ｍ （8分） 整

歯科医院

15 今井歯科医院 白山5-14-5 3941-2768 約80ｍ （1分） 歯

16 谷口デンタルクリニック 白山5-17-1 5940-9090 約160ｍ （2分） 歯

17 北林歯科医院 白山5-17-32 3945-6488 約200ｍ （3分） 歯

距離（徒歩分数）



ｍａｐ（医療施設）

現地

大和駅



ショッピング施設

名   称 所在地（東京都文京区） 電話番号（03） 備    考

1 東京ドームシティ 後楽1-3-61 施設により異なる 約2010ｍ （26分） 複合施設

2 東京ドームシティラクーア 春日1-1-1 5800-9999 約2010ｍ （26分）
東京ドームシティ内
複合ショッピング施設

3 大丸ピーコック文京グリーンコート店 本駒込2-28-10 5977-3501 約620ｍ （8分） 文京グリーンコート内

4 三徳白山店 白山5-29-6 3944-8931 約660ｍ （9分） スーパー

5 コープとうきょう白山店 白山5-33-12 3816-2329 約700ｍ （9分）

6 コープとうきょうミニコープ氷川下店 千石2-1-2 3943-9352 約760ｍ （10分）

7 肉のハナマサ小石川店 小石川5-37-1 5842-8703 約1050ｍ （14分）

8 ローソン白山五丁目店 白山5-13-1 6902-3557 約240ｍ （3分）

9 どらっぐぱぱす千石駅前店 千石1-27-8 3944-9393 約520ｍ （7分）

10 ＴＳＵＴＡＹＡ白山店 白山1-33-21 5840-5411 約790ｍ （10分）

11 白山薬局 白山5-17-10 3941-1450 約290ｍ （4分）

12 クリーニングミハシ 千石1-14-3 3943-0384 約90ｍ （2分）

13 Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｅｒｉ 白山5-17-25 0120-454-141 約290ｍ （4分） 美容室

14 ヘアーサロンハセガワ 千石1-15-3 3946-4314 約210ｍ （3分） 理容室

距離（徒歩分数）




