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鎌倉市役所（おなり子どもの家、NPOセンター鎌倉） 御成町18-10 昭和44 14,362 14,234

腰越行政センター(支所、図書館、学習センター) 腰越864 平成10 3,610 3,233

深沢行政センター(支所、図書館、学習センター) 常盤111-3 昭和55 2,956 3,093

大船行政センター(支所、図書館、学習センター) 大船2-1-26 昭和40 1,988 1,723

玉縄行政センター(支所、図書館、学習センター) 岡本2-16-3 昭和62 3,632 2,350

鎌倉消防署 由比ガ浜4-1-10 昭和49 1,874 2,570

大船消防署 大船3-5-10 昭和55 2,141 2,180

腰越出張所（建替計画中） 腰越4-9-12 昭和37 491 (725)

深沢出張所 手広1-16-12 昭和57 1,503 954

浄明寺出張所 浄明寺6-2-7 昭和53 1,731 273

七里ガ浜出張所 七里ガ浜東1-2-5 平成23 515 492

玉縄出張所 玉縄2-5-2 昭和48 739 434

台出張所 台3-6-21 昭和57 320 171

今泉出張所 今泉2-4-25 平成19 341 403

第一小学校 由比ガ浜2-9-55 昭和40 15,616 8,524

第二小学校 二階堂878 昭和42 14,380 5,342

御成小学校 御成町19-1 平成10 33,197 8,126

稲村ケ崎小学校(いなむらがさき子どもの家） 極楽寺3-2-3 昭和55 12,316 4,163

七里ガ浜小学校 七里ガ浜東5-3-2 昭和50 16,464 4,923

腰越小学校 腰越5-7-1 昭和39 14,266 6,470

西鎌倉小学校 津1069 昭和48 19,714 7,527

深沢小学校(ふかさわ子どもの家) 梶原1-11-1 昭和44 16,852 8,466

富士塚小学校 上町屋810 昭和51 17,733 7,649

山崎小学校 山崎2500 昭和44 11,948 5,740

小坂小学校 小袋谷587 昭和60 12,120 6,749

玉縄小学校 玉縄1-860 昭和40 14,484 7,173

植木小学校 植木1 昭和59 20,102 5,582

関谷小学校（せきや子どもの家) 関谷468-1 昭和53 15,728 5,968

大船小学校 大船2-8-1 昭和52 12,718 6,458

今泉小学校 今泉2-13-1 昭和46 25,038 8,003

第一中学校 材木座6-19-19 昭和59 13,036 5,574

第二中学校 西御門1-7-1 平成22 35,711 5,264

御成中学校 笹目町2-1 昭和41 26,295 8,350

腰越中学校 腰越4-11-20 昭和52 18,228 6,745

深沢中学校 梶原1-14-1 昭和40 39,399 7,363

手広中学校 手広5-7-1 昭和57 31,829 6,911

大船中学校（建替中） 大船4-1-25 (昭和32) 31,476 (7,036)

玉縄中学校 岡本1100 昭和48 21,332 7,600

岩瀬中学校 岩瀬840 昭和55 35,886 7,881

材木座保育園（移転計画中) 材木座3-5-8 昭和47 1,200 495

稲瀬川保育園（移転計画中) 長谷2-20-18 昭和51 1,092 509

腰越保育園 腰越5-11-17 昭和43 1,283 835

大船保育園 大船2-10-24 平成8 998 692

岡本保育園（建替中) 岡本2-21-19 (昭和55) 1,754 (637)

深沢こどもセンター(深沢保育園、深沢子育て支援センター、
障害児活動支援センター)

梶原2-33-2 平成19 1,432 1,759

鎌倉青少年会館（二階堂子ども会館・にかいどう子どもの
家、二階堂在宅福祉サービスセンター）

二階堂912-1 平成12 6,959 1,684

玉縄青少年会館（玉縄子ども会館・たまなわ子どもの家） 玉縄1-2-1 昭和45 934 1,412

第一子どもの会館・だいいち子どもの家 由比ガ浜2-9-13 平成24 420 363

長谷子ども会館 長谷1-11-1 明治41 760 227

七里ガ浜子ども会館・しちりがはま子どもの家 七里ガ浜東5-3-3 平成19 585 276

腰越子ども会館・こしごえ子どもの家（建替中） 腰越5-7-1 (昭和46) 1,467 (260)

西鎌倉子ども会館・にしかまくら子どもの家 津西1-16-36 平成3 388 238

梶原子ども会館 梶原4-4-2 昭和58 278 240

深沢子ども会館 寺分436-2 平成26 372 132

富士塚子ども会館・ふじづか子どもの家 寺分418-10 昭和57 1,219 260

山崎子ども会館・やまさき子どもの家 山崎2456-1 昭和62 1,197 298
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大船子ども会館・おおふな子どもの家 大船2-10-3 平成2 876 277

小坂子どもの会館・おさか子どもの家 大船2135 平成1 1,398 599

岩瀬子ども会館・いわせ子どもの家 岩瀬549 昭和61 1,574 276

植木子ども会館・うえき子どもの家 植木66-6 平成16 257 277

福祉センター（鎌倉子育て支援センター） 御成町20-21 平成3 3,429 3,100

あおぞら園 笛田2-38-20 昭和52 2,272 1,043

御成町在宅福祉サービスセンター 御成町2-5 平成4 301 664

台在宅福祉サービスセンター 台2-8-1 平成9 1,059 1,757

鎌倉生涯学習センター 小町1-10-5 昭和57 1,661 5,075

たまなわ交流センター（玉縄学習センター分室、ＮＰＯセン
ター大船 他）

台1-2-25 平成10 882 1,849

吉屋信子記念館 長谷1-3-6 昭和37 1,877 208

中央図書館 御成町20-35 昭和49 1,354 2,576

鎌倉国宝館 雪ノ下2-1-1 昭和3 3,551 2,271

鎌倉海浜公園水泳プール 坂ノ下34-5 昭和30 16,084 1,457

文化財課分室事務所 台5-9-59 平成22 1,584 229
野村総合研究所跡地 梶原4-7-1 昭和41 160,785 15,403


