
ベンチ一覧（令和４年４月時点）
本庁舎等、総合支所、出張所・まちづくりセンター、その他の庁舎、区民センター、地区会館、区民集会所

No. 地域区分 施設種別 名称
気軽に座れる
場所の数

所在地

1 世田谷 本庁舎等 世田谷区役所第1庁舎 2～5基 世田谷4-21-27

2 烏山 総合支所 烏山総合支所 1基 南烏山6-22-14

3 世田谷 出張所・まちづくりセンター 太子堂出張所（三軒茶屋ふれあい広場） 2～5基 太子堂2-17-1

4 玉川 出張所・まちづくりセンター 奥沢まちづくりセンター 1基 奥沢3-5-7

5 玉川 出張所・まちづくりセンター 上野毛まちづくりセンター 1基 中町2-33-11

6 玉川 出張所・まちづくりセンター 九品仏まちづくりセンター 1基 奥沢7-35-4

7 砧 出張所・まちづくりセンター 砧まちづくりセンター 1基 砧5-8-18

8 世田谷 その他の庁舎 事務センター 2～5基 弦巻2-23-1

9 北沢 その他の庁舎 保健医療福祉総合プラザ 2～5基 松原6-37-10

10 世田谷 区民センター 桜丘区民センター 5基以上 桜丘5-14-1

11 世田谷 区民センター 桜丘区民センター（別棟） 2～5基 桜丘2-22-1

12 世田谷 区民センター 太子堂区民センター 2～5基 太子堂1-14-20

13 世田谷 区民センター 弦巻区民センター 2～5基 弦巻1-26-11

14 世田谷 区民センター 宮坂区民センター 5基以上 宮坂1-24-6

15 北沢 区民センター 代田区民センター 2～5基 代田6-34-13

16 烏山 区民センター 粕谷区民センター 2～5基 粕谷4-13-6

17 烏山 区民センター 烏山区民センター 5基以上 南烏山6-2-19

18 烏山 区民センター 上北沢区民センター 2～5基 上北沢3-8-9

19 世田谷 地区会館 池尻地区会館 2～5基 池尻2-3-11

20 世田谷 地区会館 経堂南地区会館 2～5基 経堂5-21-6

21 世田谷 地区会館 下馬南地区会館 2～5基 下馬6-41-6

22 世田谷 地区会館 中里地区会館 1基 上馬2-24-17

23 世田谷 地区会館 野沢地区会館 2～5基 野沢1-8-14

24 砧 地区会館 大蔵地区会館 1基 砧3-5-6

25 砧 地区会館 祖師谷地区会館 1基 祖師谷3-30-30

26 烏山 地区会館 上北沢地区会館 2～5基 上北沢2-1-3

27 砧 区民集会所 鎌田区民集会所 2～5基 鎌田2-1-24
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ベンチ一覧（令和４年４月時点）
美術館、その他の文化・学習施設、スポーツ施設、その他の高齢者施設、自転車等駐車場

No. 地域区分 施設種別 名称
気軽に座れる
場所の数

所在地

28 砧 美術館 世田谷美術館 5基以上 砧公園1-2

29 世田谷 その他の文化・学習施設 教育会館 2～5基 弦巻3-16-8

30 玉川 その他の文化・学習施設 野毛青少年交流センター 1基 野毛2-15-19

31 砧 その他の文化・学習施設 希望丘青少年交流センター 5基以上 船橋6-25-1

32 砧 スポーツ施設 大蔵第二運動場 5基以上 大蔵4-7-1

33 砧 スポーツ施設 総合運動場 5基以上 大蔵4-6-1

34 砧 スポーツ施設 総合運動場温水プール 5基以上 大蔵4-6-1

35 砧 スポーツ施設 千歳温水プール 5基以上 船橋7-9-1

36 砧 スポーツ施設 二子玉川緑地運動場 2～5基 鎌田1-3-5

37 世田谷 その他の高齢者施設 池尻複合施設 2～5基 池尻2-3-11

38 世田谷 その他の高齢者施設 上馬四丁目高齢者施設 1基 上馬4-36-9

39 北沢 障害者（児）日中利用施設 幼児グループわんぱく（旧松原ふれあいの家） 1基 松原2-21-18

40 玉川 その他の高齢者施設 玉川田園調布二丁目高齢者施設 2～5基 玉川田園調布2-16-12

41 烏山 自転車等駐車場 烏山中央自転車等駐車場 1基 南烏山5-17-23
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ベンチ一覧（令和４年４月時点）
区営住宅

No. 地域区分 施設種別 名称
気軽に座れる
場所の数

所在地

42 世田谷 区営住宅 ユアーズ若林 1基 若林3-4-10

43 世田谷 区営住宅 上馬四丁目アパート 2～5基 上馬4-37-1,2

44 世田谷 区営住宅 桜丘五丁目第二アパート 5基以上 桜丘5-45-1,2

45 世田谷 区営住宅 世田谷二丁目アパート 2～5基 世田谷2-27-15,16

46 世田谷 区営住宅 弦巻二丁目アパート 5基以上 弦巻2-15-1

47 世田谷 区営住宅 弦巻三丁目第二アパート 5基以上 弦巻3-15-7,8

48 北沢 区営住宅 赤堤一丁目高齢者施設 2～5基 赤堤1-37-11

49 北沢 区営住宅 豪徳寺アパート 2～5基 豪徳寺1-34-1

50 玉川 区営住宅 上野毛福寿荘 1基 上野毛4-14-7

51 玉川 区営住宅 上用賀四丁目アパート 2～5基 上用賀4-14-1,2,3

52 玉川 区営住宅 上用賀五丁目アパート 2～5基 上用賀5-14-1,2

53 玉川 区営住宅 玉川三丁目アパート 2～5基 玉川3-27-1

54 玉川 区営住宅 中町四丁目アパート 1基 中町4-15-6

55 玉川 区営住宅 深沢環境共生住宅 5基以上 深沢4-17-1,2,4,5

56 玉川 区営住宅 ブラン深沢 1基 深沢1-9-17

57 烏山 区営住宅 上北沢一丁目アパート 2～5基 上北沢1-25-1

58 烏山 区営住宅 上北沢五丁目アパート 2～5基 上北沢5-32-14

59 烏山 区営住宅 上北沢五丁目第二アパート 2～5基 上北沢5-15-2,3,4,6,7

60 烏山 区営住宅 上祖師谷一丁目第二アパート 5基以上 上祖師谷1-24-1,2

61 烏山 区営住宅 北烏山一丁目第二アパート 5基以上 北烏山1-5-1,2

62 烏山 区営住宅 北烏山八丁目アパート 2～5基 北烏山8-9-1,2,3

63 烏山 区営住宅 コスモ北烏山 2～5基 北烏山7-10-5

64 烏山 区営住宅 シティコート世田谷給田 5基以上 給田5-8-5

65 烏山 区営住宅 八幡山三丁目第二アパート 2～5基 八幡山3-32-26

66 烏山 区営住宅 フローラ千歳台 2～5基 千歳台3-18-11
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ベンチ一覧（令和４年４月時点）
小学校、中学校

No. 地域区分 施設種別 名称
気軽に座れる
場所の数

所在地

67 世田谷 小学校 駒沢小学校 5基以上 駒沢2-10-6

68 北沢 小学校 松沢小学校 2～5基 赤堤4-44-22

69 玉川 小学校 中町小学校 2～5基 中町4-23-1

70 烏山 小学校 給田小学校 2～5基 給田4-24-1

71 玉川 中学校 玉川中学校 5基以上 中町4-21-1
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ベンチ一覧（令和４年４月時点）
駅前広場、バス停、道路

No. 地域区分 施設種別 名称
気軽に座れる
場所の数

所在地

72 砧 駅前広場 成城学園前駅西口 2～5基 成城2-40先

73 砧 駅前広場 千歳船橋高架下広場 2～5基 船橋1-10先

74 世田谷 バス停 経堂駅入口（梅ヶ丘駅方面） 1基 宮坂3-3先

75 世田谷 バス停 桜丘住宅（渋谷駅方面） 1基 桜丘2-8先

76 世田谷 バス停 桜丘中学（渋谷駅方面） 1基 桜丘2-1先

77 世田谷 バス停 笹原小学校（祖師ヶ谷大蔵駅方面） 1基 桜丘5-6先

78 世田谷 バス停 三軒茶屋（成城学園前駅方面） 1基 三軒茶屋2-14先

79 世田谷 バス停 三軒茶屋（渋谷駅方面） 1基 太子堂4-1先（世田谷通り）

80 世田谷 バス停 水車橋（五反田駅方面） 1基 野沢3-10先

81 世田谷 バス停 世田谷駅前（梅ヶ丘駅方面） 1基 世田谷4-7先

82 世田谷 バス停 世田谷駅前（等々力方面） 1基 世田谷4-8先

83 世田谷 バス停 世田谷観音（目黒駅前方面） 1基 下馬4-10先

84 世田谷 バス停 中丸小学校（渋谷駅方面） 1基 下馬3-20先

85 世田谷 バス停 農大成人学校前（渋谷駅方面） 1基 桜丘1-1先

86 世田谷 バス停 農大成人学校前（祖師ヶ谷大蔵駅方面） 1基 桜丘3-9先

87 世田谷 バス停 日大前（目黒駅前方面） 1基 下馬3-37先

88 世田谷 バス停 経堂駅 2～5基 経堂2-1先

89 世田谷 バス停 経堂駅入口（経堂駅方面） 1基 宮坂3-1先

90 世田谷 バス停 代沢十字路（北沢タウンホール方面） 1基 太子堂5-30先

91 世田谷 バス停 ユリの木公園（梅ヶ丘駅方面） 2～5基 宮坂2-24（公園敷地内）

92 世田谷 バス停 競走馬総合研究所（用賀駅方面） 1基 弦巻5-27先

93 世田谷 バス停 駒沢（等々力方面） 1基 駒沢1-22先

94 世田谷 バス停 弦巻中学前（渋谷駅方面） 1基 弦巻1-42先

95 世田谷 バス停 弦巻中学前（弦巻営業所方面） 1基 弦巻2-34先

96 世田谷 バス停 水道局前（千歳烏山駅方面） 1基 桜丘5-50先
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ベンチ一覧（令和４年４月時点）
駅前広場、バス停、道路

No. 地域区分 施設種別 名称
気軽に座れる
場所の数

所在地

97 世田谷 バス停 千歳船橋（渋谷駅方面） 1基 桜丘2-25先

98 世田谷 バス停 千歳船橋（田園調布駅方面） 1基 桜丘2-25先

99 世田谷 バス停 千歳船橋駅（経堂駅方面） 1基 船橋1-29先

100 世田谷 バス停 千歳船橋駅（成城学園前駅方面） 2～5基 桜丘5-47先

101 世田谷 バス停 千歳船橋駅（千歳烏山駅方面） 1基 船橋1-29先

102 世田谷 バス停 笹原小学校（渋谷駅方面） 1基 梅丘2-17先

103 世田谷 バス停 桜丘中学（祖師ヶ谷大蔵駅方面） 1基 梅丘3-9先

104 世田谷 バス停 桜丘住宅（祖師ヶ谷大蔵駅方面） 1基 梅丘3-37先

105 北沢 バス停 六所神社前（千歳船橋駅方面） 1基 赤堤2-9先

106 北沢 バス停 下北沢駅前 1基 北沢1-38先

107 北沢 バス停 梅ヶ丘駅（渋谷駅・経堂駅方面） 2～5基 梅丘1-31、33先

108 北沢 バス停 国士舘大学（梅ヶ丘駅方面） 1基 梅丘2-1先

109 北沢 バス停 国士舘大学（等々力駅方面） 1基 梅丘2-9先

110 北沢 バス停 松原（梅ヶ丘駅方面） 1基 松原6-37先

111 玉川 バス停 上野毛駅（二子玉川駅方面） 1基 上野毛1-13先

112 玉川 バス停 上野毛駅（目黒駅前方面） 2～5基 上野毛1-26先

113 玉川 バス停 砧公園緑地入口（田園調布駅方面） 1基 上用賀5-13先

114 玉川 バス停 駒大深沢キャンパス前（渋谷駅方面） 1基 深沢6-8先

115 玉川 バス停 駒大深沢キャンパス前（自由が丘駅方面） 1基 駒沢5-21先

116 玉川 バス停 桜新町駅（用賀駅方面） 1基 桜新町1-14先

117 玉川 バス停 玉川高校前（二子玉川駅方面） 1基 玉川1-20先

118 玉川 バス停 玉川台二丁目（関東中央病院方面） 1基 玉川台2-25先

119 玉川 バス停 玉川町（目黒駅前方面） 1基 上野毛3-26先

120 玉川 バス停 玉堤小南門 1基 玉堤2-11先

121 玉川 バス停 東京都市大前 1基 玉堤1-27先

122 玉川 バス停 等々力商店街 1基 等々力2-32先

123 玉川 バス停 深沢区民センター（自由が丘駅方面） 1基 深沢4-33先

124 玉川 バス停 深沢坂上（渋谷駅・祖師ヶ谷大蔵駅・成城学園前駅・梅ヶ丘駅方面） 2～5基 深沢5-23先

125 玉川 バス停 深沢坂下（駒大深沢キャンパス前方面） 1基 深沢5-3先

126 玉川 バス停 深沢不動前（渋谷駅方面） 1基 深沢5-5先

127 玉川 バス停 深沢不動前（自由が丘駅方面） 1基 駒沢5-15先
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ベンチ一覧（令和４年４月時点）
駅前広場、バス停、道路

No. 地域区分 施設種別 名称
気軽に座れる
場所の数

所在地

128 玉川 バス停 附属世田谷中学校前（東京医療センター方面） 1基 深沢4-3先

129 玉川 バス停 ライズ・プラザモール前（二子玉川駅方面） 1基 玉川1-15先

130 玉川 バス停 ライズ・プラザモール前（多摩川駅方面） 1基 玉川1-20先

131 玉川 バス停 中耕地（成城学園前駅方面） 1基 玉川3-34先

132 玉川 バス停 駒沢公園西口（渋谷駅方面） 1基 駒沢4-12先

133 玉川 バス停 駒沢公園西口（等々力方面） 1基 駒沢公園1先（駒沢公園通り）

134 玉川 バス停 桜丘三丁目（用賀駅方面） 1基 上用賀2-5先

135 玉川 バス停 農大前（祖師ヶ谷大蔵駅方面） 1基 上用賀2-3先

136 玉川 バス停 用賀中学校（用賀駅方面） 1基 上用賀5-15（中学校敷地内）

137 玉川 バス停 明神池前（多摩川駅方面） 1基 上野毛2-28先

138 玉川 バス停 明神池前（二子玉川駅方面） 1基 上野毛2-28先

139 砧 バス停 岡本一丁目（都立大学駅方面） 1基 砧公園1先（東名高速道路沿い）

140 砧 バス停 岡本一丁目（成城学園前駅方面） 1基 岡本1-17先

141 砧 バス停 美術館（用賀駅・二子玉川駅方面） 2～5基 大蔵1-1先

142 砧 バス停 宇奈根一丁目（二子玉川駅方面） 1基 宇奈根1-41先

143 砧 バス停 宇奈根地区会館（狛江駅方面） 1基 宇奈根2-23先

144 砧 バス停 宇奈根ハンカチ公園（狛江駅方面） 1基 宇奈根1-38先

145 砧 バス停 砧総合支所 2～5基 成城6-2先

146 砧 バス停 希望ヶ丘小学校（千歳船橋駅方面） 1基 船橋7-1先

147 砧 バス停 祖師ヶ谷大蔵駅（渋谷駅方面） 1基 砧6-38先

148 砧 バス停 区立総合運動場（二子玉川駅方面） 1基 砧公園1先（大蔵通り）

149 砧 バス停 区立総合運動場（成城学園前駅方面） 1基 大蔵4-6先

150 砧 バス停 交通安全教育センター入口（狛江駅方面） 1基 喜多見1-30先

151 砧 バス停 水道辻（千歳船橋駅方面） 1基 船橋5-33先

152 砧 バス停 成城学園前駅西口（千歳烏山駅・千歳船橋駅方面） 2～5基 成城2-40先、成城6-5先

153 砧 バス停 祖師ヶ谷大蔵駅 1基 祖師谷1-7先

154 砧 バス停 祖師ヶ谷大蔵駅（用賀駅方面） 1基 砧6-36先

155 砧 バス停 祖師谷まちづくりセンター 1基 祖師谷4-1先

156 砧 バス停 祖師谷六丁目三叉路 2～5基 祖師谷5-38先

157 砧 バス停 千歳台六丁目（千歳烏山駅方面） 1基 千歳台6-16先

158 砧 バス停 塚戸小学校（前）（千歳船橋駅方面） 1基 千歳台5-6先
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159 砧 バス停 つりがね池公園 1基 祖師谷5-37先

160 砧 バス停 天神森橋 1基 宇奈根1-22先

161 砧 バス停 船橋交番（希望ヶ丘団地方面） 1基 船橋4-9先

162 砧 バス停 山野小学校（祖師ヶ谷大蔵駅方面） 1基 砧6-8先

163 砧 バス停 鞍橋（祖師ヶ谷大蔵駅方面） 1基 祖師谷5-48先

164 砧 バス停 船橋交番北（八幡山駅方面） 1基 船橋6-20先

165 烏山 バス停 ウテナ前（成城学園前駅方面） 1基 南烏山1-10先（千歳通り）

166 烏山 バス停 榎（千歳烏山駅方面） 1基 粕谷3-10先

167 烏山 バス停 上祖師谷四丁目（成城学園前駅方面） 1基 上祖師谷4-11先

168 烏山 バス停 烏山都営住宅前（千歳烏山駅方面） 1基 北烏山2-10先（松葉通り）

169 烏山 バス停 祖師谷国際交流会館（成城学園前駅方面） 1基 上祖師谷4-2先

170 烏山 バス停 祖師谷国際交流会館（千歳烏山駅方面） 1基 上祖師谷4-24先

171 烏山 バス停 千歳烏山駅（南口） 2～5基 南烏山5-17先

172 烏山 バス停 八幡山駅 2～5基 上北沢2-1先（京王線沿い）

173 烏山 バス停 松沢病院前（経堂駅方面） 1基 上北沢2-1先（赤堤通り）

174 烏山 バス停 芦花パークゴルフ練習場（千歳烏山駅方面） 1基 南烏山2-8先

175 烏山 バス停 芦花パークゴルフ練習場（成城学園前駅方面） 1基 粕谷2-24先

176 烏山 バス停 芦花恒春園（千歳船橋駅方面） 1基 粕谷3-33先

177 烏山 バス停 芦花恒春園前（千歳烏山駅方面） 1基 粕谷3-33先

178 世田谷 道路 ユリの木通り 2～5基 宮坂3-1
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