
Ⅳ．管内の施設一覧 

1. 行政施設 

施 設 名 所 在 地 備 考 

若林まちづくりセンター 若林１-34-２ 令和 2 年 11 月 9 日移転 

若林児童館 若林 5-18-13  

世田谷公園管理事務所 若林 1-34-2  

世田谷土木管理事務所 若林 1-34-2  

若林あんしんすこやかセンター 若林１-34-２ 令和 2 年 11 月 9 日移転 

社会福祉協議会若林地区事務局 若林１-34-２ 令和 2 年 11 月 9 日移転 

教育総合センター 若林５－３８－１ 令和 3 年 12 月 20 日開所 

2. 区民利用施設 

丸山区民集会所 三軒茶屋 2-32-14  

若林区民集会所 若林 1-34-2  

世田谷図書館 若林 4-22-13  1F 世田谷合同庁舎内 

ひだまり友遊会館（老人会館） 若林 4-37-8  

3. 保健福祉施設 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひばり三軒茶屋 三軒茶屋 2-29-7 (介)通所介護 

優っくり看護小規模多機能介

護三軒茶屋 

三軒茶屋 2-32-14 (介)看護小規模多機能型施設 

クローバーハウス若林 若林 2-22-14 (介)認知症対応型ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

みのりの庭 若林 3-35-14 1 階 (介)通所介護 

Factory(ファクトリー)藍 若林 5-2-9 (障)就労継続支援 B 型通所 

他にｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあり 

はっぴいﾊｳｽわんぱく ひかり 若林 2-39-2 (障)短期入所、相談支援 他 

ｱﾌﾟﾘ児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ若林 若林 4-2-5 (児)児童発達支援 

ウィングせたがや代田 若林 5-41-15 (児)児童発達支援 

4. 保育園・幼稚園 

世田谷保育園 若林 5-27-18 区立保育園 

三軒茶屋えほん保育園 三軒茶屋 2-9-14 私立保育園 

三軒茶屋わこう保育園 三軒茶屋 2-52-13 私立保育園 

よつば保育園 若林 1-33-6 私立保育園 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞ若林園 若林 2-21-10 私立保育園 

つむぎ保育園 若林 4-37-2 私立保育園 



リトルパルズ・アカデミー 三軒茶屋 2-32-10 民間認証保育所 

ベビールーム三軒茶屋 三軒茶屋 2-39-7 民間認証保育所 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞ松陰神社前 若林 3-17-11 民間認証保育所 

蓮美幼児学園世田谷ﾅｰｻﾘｰ 若林 3-21-3 民間認証保育所 

ｻﾝ･ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ 三軒茶屋 2-5-5 民間保育室 

三軒茶屋幼稚園 三軒茶屋 2-9-21 私立幼稚園 

みょうじょう幼稚園 三軒茶屋 2-51-32 私立幼稚園 

世田谷若葉幼稚園 若林 1-19-15 私立幼稚園 

家庭幼稚園 若林 2-30-17 私立幼稚園 

   

5. 学校 

三軒茶屋小学校 三軒茶屋 2-42-1  

国士舘中学校・高校 若林 4-32-1 私立 

若林小学校 若林 5-27-18  

6. 官公署等 

施 設 名 所 在 地 備 考 

世田谷郵便局 三軒茶屋 2-1-1  

世田谷公証役場 三軒茶屋 2-15-8  

世田谷消防署 三軒茶屋 2-33-21  

世田谷警察署 三軒茶屋 2-4-4  

世田谷若林三郵便局 若林 3-16-4  

世田谷若林四郵便局 若林 4-3-9  

東京法務局世田谷出張所 若林 4-22-13 ２Ｆ 世田谷合同庁舎内 

世田谷税務署  若林 4-22-13  3･4F 世田谷合同庁舎内 

世田谷都税事務所  若林 4-22-13  5･6F 世田谷合同庁舎内 

7. 公園及び広場等 

世田谷区立三軒茶屋二丁目公園 三軒茶屋 2-10-20  

世田谷区立三軒茶屋公園 三軒茶屋 2-27-8  

世田谷区立世田谷丸山公園 三軒茶屋 2-33-18 (下水管)工事 

世田谷区立若林一丁目公園 若林 1-18-8  

世田谷区立若林ふれあいひろば公園 若林 1-32-1  

世田谷区立ぞうさん公園 若林 3-11-6  

世田谷区立若林なつつばき公園 若林 3-17-2  

世田谷区立若林 4-14 広場 若林 4-14-30  

世田谷区立若林あじさい公園 若林 4-16-28  

世田谷区立若林 4-16 広場 若林 4-16-6  

世田谷区立このてがしわ公園 若林 4-21-7  



世田谷区立若林きんもくせい広場 若林 4-24-2  

世田谷区立若林もみじ公園 若林 4-29-23  

世田谷区立若林公園 若林 4-34-2  

世田谷区立若林こども公園 若林 4-41-13  

世田谷区立若林五丁目公園 若林 5-24-8  

世田谷区立若林五丁目緑と子ども公園 若林 5-28-6  

峰松緑地 若林 3-30-10  

烏山川緑道 若林  

蛇崩川緑道 三軒茶屋  

  ※参考 

中里小学校 三軒茶屋 1-4-1  

世田谷区立 209 号線そよご広場 三軒茶屋 1-14-3  


