
自治会等活動拠点指定教室一覧 平成27年2月時点

・本表は、小・中学校の普通教室等を、災害によって自治会館などが被災した場合に、

自治会・管理組合の活動拠点としてもお使いいただけるよう振り分けしたものです。

・各学校の教室名は、平成26年度時点の各学校教室配置に基づいています。

自治会等名 学校名 教室名 備考

アズベリーヒルズ 流山小 2-1

グリーンコーポ平和台 流山小 2-1

流山２丁目 流山小 2-2

流山３丁目 流山小 2-2

流山４丁目 流山小 2-3

流山５丁目 流山小 2-3

流山６丁目 流山小 2-4

流山７丁目 流山小 2-4

流山８丁目 流山小 5-4

流山９丁目 流山小 5-4

西平井 流山小 5-3

東谷 流山小 5-3

平和台２・３丁目 流山小 5-1

後平井 八木南小 2-1

ウッドランドヒルズ流山 八木南小 2-1

思井 八木南小 プレイルーム

芝崎 八木南小 プレイルーム

中 八木南小 2-2

前平井　 八木南小 2-2

宮園 八木南小 生活科室

青田 八木北小 2-1

青田第１ 八木北小 2-1

駒木台第１ 八木北小 2-2

駒木台第２ 八木北小 2-2

ネオハイツ 八木北小 2-3

東初石４丁目 八木北小 2-3

美田 八木北小 2-4

パークブライトおおたかの森 八木北小 2-4

江戸川台小田急ハイツ 新川小 会議室

江戸川台グリーンハイツ 新川小 会議室

北 新川小 児童会室・多目的室

北小屋 新川小 児童会室・多目的室

グリーンビレッジ江戸川台 新川小 理科室

中野久木 新川小 理科室

富士見台 新川小 図工室・更衣室

南 新川小 図工室・更衣室

雪印ひらかた 新川小 家庭科室

中野久木みなみ 新川小 家庭科室

平方本郷 新川小 家庭科室

シャルマン南柏 東小 D-1 毎年学級表示が変わる可能性が

西松ケ丘１丁目 東小 D-1 あるため絶対的な教室位置を記載。

ファミールガーデン南柏 東小 D-2 場所は後校舎1階体育館側からの

松ケ丘 東小 D-2 順で教室（窓）に表示しています。

松ケ丘北 東小 D-3

松ケ丘旭 東小 D-3

松ケ丘郵政 東小 D-4

松ヶ丘6丁目松風 東小 D-4

南柏パークハウス 東小 D-5

向小金第２ 東小 D-5

向小金田島 東小 D-6

江戸川台東 江戸川台小 3-1

こうのす台 江戸川台小 3-2

サン・コーポラス江戸川台 江戸川台小 3-2

東深井団地 東深井小 1-1

オークタウン江戸川台 東深井小 1-1

大橋団地 東深井小 1-2

・２つの自治会で１つの教室を利用していただくことを基本としていますが、学校の事情により異なる場合があります。
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自治会等活動拠点指定教室一覧 平成27年2月時点

自治会等名 学校名 教室名 備考

小田急江戸川台団地 東深井小 1-2

協栄年金ホーム 東深井小 1-3

四季の杜 東深井小 1-3

松栄タウン 東深井小 1-4

星和江戸川台 東深井小 1-4

TBSやよい団地 東深井小 2-1

東急団地 東深井小 2-1

トーメン第３江戸川台 東深井小 2-2

トーメン第５江戸川台 東深井小 2-2

中ノ坪 東深井小 2-3

東深井こもれび 東深井小 2-3

東深井みどり台 東深井小 2-4

ルアジーランド流山 東深井小 2-4

ティリアテラス江戸川台 東深井小 4-1

グリーンハイツ流山 鰭ヶ崎小 2-1

サンハイツ南流山 鰭ヶ崎小 2-1

鰭ケ崎 鰭ヶ崎小 2-2

鰭ヶ崎三本松 鰭ヶ崎小 2-2

鰭ケ崎団地 鰭ヶ崎小 2-3

南流山１丁目　 鰭ヶ崎小 2-3

南流山東町会 鰭ヶ崎小 1-1

大　畔 西初石小 2-1

コンドミニアム初石 西初石小 2-1

下花輪 西初石小 2-2

西初石１・２丁目 西初石小 2-2

西初石５丁目第２ 西初石小 2-3

ホームタウン初石 西初石小 2-3

マイキャッスル初石 西初石小 3-3

ミオ・カステーロ初石 西初石小 3-3

若葉台 西初石小 3-2

東 向小金小 6-1

前ヶ崎みどり 向小金小 6-1

南柏ガーデンヒルズ 向小金小 6-2

南柏パークホームズウイングスクエア 向小金小 6-2

向小金 向小金小 1-3

ルネ南柏　　　　 向小金小 1-3

駒木 小山小 5-1

十太夫 小山小 5-1

東映団地 小山小 5-2

西初石５丁目第１ 小山小 5-2

西初石６丁目 小山小 5-3

東初石５・６丁目 小山小 5-3

フォレストレジデンス 小山小 6-3
シティテラスおおたかの森ステーションコート 小山小 6-3

泉 長崎小 2-1

四季野 長崎小 2-1

流山ハイツ 長崎小 2-2

名都野 長崎小 2-2

野々下さつき会 長崎小 2-3

野々下第２ 長崎小 2-3

野々下わかば 長崎小 1-1

はやぶさの森 長崎小 1-1

みどり台 長崎小 1-2

ゆたか 長崎小 1-2

長崎 長崎小 1-3

豊台 長崎小 1-3

加岸　 流山北小 5-1

加台　 流山北小 5-1

クレスト流山 流山北小 5-2

東急ドエルステージ２１　サウスコート 流山北小 5-2
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自治会等活動拠点指定教室一覧 平成27年2月時点

自治会等名 学校名 教室名 備考
東急ドエルステージ２１　センターコート 流山北小 5-3

流山１丁目 流山北小 5-3
東急ドエルステージ２１　ヒルサイドコート 流山北小 5-4

運河団地 西深井小 6-1

古谷 西深井小 生活科室

清辺 西深井小 プレイルーム

清辺北岸 西深井小 4-1

真和 西深井小 5-1、少人数教室

第二運河団地 西深井小 6-1

西御門 西深井小 1-1

東深井第３ 西深井小 3-1

東深井プライマリー 西深井小 6-1

平方団地 西深井小 造形ルーム

平方西 西深井小 2-1

平方村新田 西深井小 多目的室

平河内 西深井小 英語ルーム

平河内第一 西深井小 1-2

深井新田 西深井小 多目的室

南流山 南流山小 1-1

青葉台 南部中 3-1

市野谷 南部中 3-1

東急ドエル　アルス流山 南部中 3-2
流山ニューシティステージ２１　パ－クサイドコート 南部中 3-2

平和台 南部中 3-3

三輪野山 南部中 3-3

ウッドパーク初石 常盤松中 1-1

クレスト初石 常盤松中 1-1

ダイアパレスコータ・コート 常盤松中 1-2

ときわまつ 常盤松中 1-2

東初石１丁目 常盤松中 1-3

東初石２丁目 常盤松中 1-3

東初石３丁目 常盤松中 1-4

東初石県営住宅 常盤松中 1-4

東初石パークホームズ 常盤松中 1-5

東初石ハイツ 常盤松中 1-5

あさぎが丘　 北部中 3-1

ヴェルドミール江戸川台 北部中 3-1

江戸川台西 北部中 3-2

中野久木東 北部中 3-2

フラージュコート江戸川台 北部中 3-3

プレステージ富士見台 北部中 3-3

美原 北部中 3-4

名都借 東部中 3-1

名都借わかば 東部中 3-1

前ヶ崎 東部中 3-2

前ヶ崎南部 東部中 3-2

前ヶ崎不二団地 東部中 3-3

松ケ丘千ケ井 東部中 3-3

松ケ丘緑 東部中 3-4

南柏スカイハイツ 東部中 3-4

南柏本州団地 東部中 3-5

葵の街 東深井中 3-1

コモンシティ 東深井中 3-1

東深井第一北 東深井中 3-2

東深井第一南 東深井中 3-2

東深井第２ 東深井中 3-3

東深井第５ 東深井中 3-3

ハートフルタウン江戸川台 東深井中 3-4

野々下第１ 八木中 2-1

古間木　 八木中 2-2
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自治会等活動拠点指定教室一覧 平成27年2月時点

自治会等名 学校名 教室名 備考

八木南団地 八木中 2-2

木 南流山中 3-1

コープ野村南流山壱番街 南流山中 3-1

コープ野村南流山弐番街 南流山中 3-2

南流山南部 南流山中 3-2

上新宿 西初石中 3-1

三郷 西初石中 3-1

スマイリアタウン 西初石中 3-2

西初石３丁目 西初石中 3-2

西初石４丁目　 西初石中 3-3

第一住宅初石団地 西初石中 3-3

西初石団地 西初石中 ３年活動室

初石パークホームズ 西初石中 ３年活動室

プライムガーデン初石 西初石中 被服室

ルネサンス初石 西初石中 被服室

レクセルガーデン初石 西初石中 研修室
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