
公園名 住所

1 末広児童遊園 金町4-22-1

2 こえど児童遊園 金町5-4-8

3 古隅田なかよし公園 亀有3-49-20

4 さくら児童遊園 亀有5-59-8

5 大池児童遊園 新宿2-15-9

6 新宿四丁目児童遊園 新宿4-23-1

7 新宿五丁目児童遊園 新宿5-18-5

8 内野橋児童遊園 新宿5-22-10

9 町並児童遊園 新宿5-2-8

10  飾にいじゅくみらい公園 新宿6-3-2　新宿6-3-20

11 飯塚なかよし公園 西水元1-25-1

12 ゆうがお公園 西水元1-9-5

13 西水元つかのこし公園 西水元2-16-5

14 西水元つばき公園 西水元2-21-10

15 西水元こうだ公園 西水元3-14-7

16 西水元水辺の公園 西水元3-1地先から西水元1-5地先まで

17 西水元猿西公園 西水元3-18-20

18 西水元三丁目公園 西水元3-36-23

19 西水元つばさ公園 西水元4-10-19

20 吾妻児童遊園 西水元4-5-7

21 西水元五丁目公園 西水元5-14-13

22 金町駅北口児童遊園 東金町1-28-1

23 東金町児童遊園 東金町1-33-20

24 金蓮院児童遊園 東金町3-23-13

公園名 住所

25 半田児童遊園 東金町4-28-4

26 半田ふじみ児童遊園 東金町4-30-3

27 東金町いずみ児童遊園 東金町5-33-18

28 東金町七丁目児童遊園 東金町7-2-3

29 大向児童遊園 東金町8-17-13

30 東水元みどり公園 東水元1-7-19

31 東水元公園 東水元2-8-6

32 東水元三丁目児童遊園 東水元3-12-3

33 したて公園 東水元3-21-6

34 小合上町児童遊園 東水元4-4-7

35 上新記念公園 東水元5-11-1

36 圦妻公園 東水元5-27-8

37 熊野公園 東水元5-40-7

38 いりや南公園 水元1-25-19

39 水元三丁目児童遊園 水元3-5-21

40 いりや公園 水元4-4-1

41 白ゆり公園 水元5-5-20

42 水元公園 水元公園3-2

43 飯塚平安第一公園 南水元1－3－6

44 飯塚平安第二公園 南水元2－7－14

45 南水元けやき公園 南水元3-4-15

46 南水元中の橋公園 南水元4-13-23

47 すなおし公園 南水元4-15-11

別紙

金町４・５　
亀有３・５
新宿２・４・５・６
西水元１～５
東金町１・３～５・７・８
東水元１～５
水元１・３～５
水元公園３
南水元１～４

１

仮置場予定地一覧　 ※この中から、災害の規模に応じて区が指定します。



公園名 住所

48 青戸南児童遊園 青戸2-15-2

49 青戸南自然の広場 青戸6-31-4

50 青戸六丁目つばさ児童遊園 青戸6-40

51  西城址公園 青戸7-28-17

52 亀田児童遊園 奥戸6-18-15

53 会野公園 奥戸6-6-15

54 北沼公園 奥戸8-17-1

55 愛苑児童遊園 奥戸9-1-5

56 金町二丁目ときわ公園 金町2-16-4

57 金町わかくさ児童遊園 金町3-12-8

58 鎌倉二丁目児童遊園 鎌倉2-2-8

59 鎌倉公園 鎌倉3-16-5、3-21-1、　3-22-1

60 鎌倉児童遊園 鎌倉3-21-2

61 かまくらいなり児童遊園 鎌倉3-28-4

62 鎌倉東児童遊園 鎌倉4-28-18

63 柴又二丁目公園 柴又2-14-8

64 北野児童遊園 柴又2-4-6

65 金町公園 柴又3-24-1

66 柴又八幡神社児童遊園 柴又3-30-23

67 ひばりが丘児童遊園 柴又5-29-20

68 新柴又児童遊園 柴又5-30-4先

69 柴又とまり木児童遊園 柴又6-10-15

70 柴又六丁目児童遊園 柴又6-26-8

71 柴又七丁目児童遊園 柴又7-11-7

72 柴又第一児童遊園 柴又7-17-1

73 高砂宮前児童遊園 高砂2-13-13

74 高砂児童遊園 高砂2-30-16

75 高砂南児童遊園 高砂3-1-35

76 高砂南公園 高砂4-1-7

77 新宿公園 高砂6-9-2

78 住吉公園 高砂7-18-13

79 高砂やちよ公園 高砂7-3-25

80 住吉児童遊園 高砂8-7-7

81 新宿交通公園 新宿3-23-19

82 協栄公園 新宿3-26-1

83 細田一丁目児童遊園 細田1-21-9

84 三和公園 細田2-4-1

85 細田町児童遊園 細田3-17-18

86 細田三丁目せせらぎ公園 細田3-19-11

87 細田東児童遊園 細田4-39-2

88 細田四丁目児童遊園 細田4-15-11

青戸２・６・７
奥戸６・８・９
金町２・３
鎌倉２～４
柴又２・３・５～７
高砂２～４・６～８
新宿３
細田１～４

２

奥戸ローズガーデン



公園名 住所

89 西亀青児童遊園 青戸8-11-5

90 西青戸公園 青戸8-16-8

91 お花茶屋公園 お花茶屋1-22-1

92 上千葉南公園 お花茶屋3-1-3

93 あおぞら児童遊園 亀有1-3-15

94 小鳩児童遊園 亀有1-5-2

95 前津公園 亀有2-51-8

96 亀青児童遊園 亀有2-9-11

97 亀有リリオパーク 亀有3-25-1

98 砂原第三公園 亀有4-12-5

99 曳舟川親水公園
亀有4-17地先～1地先、白鳥3-32地先～白鳥2-
１地先、白鳥２－１－１、四つ木5-25地先～4-25
地先

100 松原児童遊園 小菅1-27-2

101 ぜんざ橋児童遊園 小菅1-35

102 小菅めぐみ公園 小菅3-9-9

103 袋橋公園 小菅4-15-1

104 白鷺公園 小菅4-2-25

105 白鳥公園 白鳥2-18-18

106 白鳥東さわやか児童遊園 白鳥3-17-3

107 白鳥東なかよし児童遊園 白鳥3-20-8

108 白鳥北公園 白鳥3-32-5

109 白鳥四丁目公園 白鳥4-16-4

110 白鳥東公園 白鳥4-5-19

111 宝町西児童遊園 宝町1-15-8

公園名 住所

112 宝町南児童遊園 宝町1-18-7

113 宝町一丁目児童遊園 宝町1-4-1

114 宝町公園 宝町2-8-2

115 西亀有せせらぎ公園 西亀有1-10-1地先

116 砂原第二公園 西亀有3-11-1

117 藤塚東公園 西亀有3-16-1

118 稲荷公園 西亀有3-29-1

119 藤塚西公園 西亀有3-3-8

120 砂原第一公園 西亀有4-15-8

121 東堀切二丁目児童遊園 東堀切2-20-3

122 堀切公園 堀切1-27-10

123 堀切東児童遊園 堀切1-39-14

124 堀切菖蒲園 堀切2-19-1

125 堀切児童遊園 堀切2-25-18

126 ほりきりん公園 堀切2－38－10

127 堀切中央児童遊園 堀切2-40-6

128 堀切東公園 堀切3-31-18

129 堀切四丁目児童遊園 堀切4-3-11

130 こやのひまわり児童遊園 堀切4-42-6

131 こやの新児童遊園 堀切4-50-4

132 堀切赤門児童遊園 堀切5-46-4

133 堀切加波良児童遊園 堀切6-30-7

134 堀切七丁目児童遊園 堀切7-30-7

135 四つ木三丁目児童遊園 四つ木3-6-10

136 篠原公園 四つ木4-13-3

137 四つ木五丁目児童遊園 四つ木5-20-10

青戸８
お花茶屋１・３
亀有１～４
小菅１・３・４
白鳥２～４
宝町１・２
西亀有１・３・４
東堀切２
堀切１～７
四つ木３～５

３



公園名 住所

138 青戸三丁目西児童遊園 青戸3-10-11先

139 青戸三丁目東児童遊園 青戸3-22-23先

140 青戸七丁目児童遊園 青戸7-16-8

141 青戸七丁目東児童遊園 青戸7-30-7

142 奥戸一丁目児童遊園 奥戸1-20-11

143 奥戸しらさぎ公園 奥戸3-20-6

144 奥戸三丁目児童遊園 奥戸3-26-21

145 奥四あおぞら公園 奥戸4-20-4

146 西井堀公園 奥戸4-4-19

147 奥戸東公園 奥戸4-8-6

148 南奥戸公園 奥戸5-14-1

149 上入公園 奥戸7-13-1

150 奥戸ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ公園 奥戸7-17-1

151 新小岩二丁目児童遊園 新小岩2-20-17

152 下小松児童遊園 新小岩2-4-13

153 松南公園 新小岩3-27-2

154 小松橋児童遊園 新小岩4-37-2

155 諏訪野公園 高砂1-7-12

156 立石一丁目児童遊園 立石1-21-6

157 梅本公園 立石2-29-1

158 立石三丁目児童遊園 立石3-10-2

159 ほんでんなかよし児童遊園 立石3-20-2

160 梅田児童遊園 立石4-31-11

161 立石五丁目公園 立石5-10-9

162 立石七丁目公園 立石7-12-4

163 諏訪児童遊園 立石8-2-6

164 立石かんすけ児童遊園 立石8-28-2

165 熊野神社児童遊園 立石8-44-31

166 新小岩公園 西新小岩1-1-3

公園名 住所

167 外谷汐入庭園 西新小岩3-42-3

168 上平井公園 西新小岩4-21-10

169 古谷野児童遊園 西新小岩5-3-15

170 東新小岩一丁目公園 東新小岩1-18-11

171 東新小岩二丁目公園 東新小岩2-10-1

172 東新小岩二丁目西児童遊園 東新小岩2-1-10

173 東新小岩二丁目東児童遊園 東新小岩2-6-14

174 上小松公園 東新小岩3-12-4

175 かみこまつ児童遊園 東新小岩4-3-14

176 東新小岩四丁目児童遊園 東新小岩4-4-16

177 西井堀せせらぎパーク 東新小岩5-21地先から東新小岩5-1地先まで

178 東新小岩七丁目ｴﾝｾﾞﾙﾊﾟｰｸ 東新小岩7-13-9

179 三谷稲荷児童遊園 東新小岩8-16-10

180 須磨児童遊園 東新小岩8-20-15

181 東立石あおぞら児童遊園 東立石1-5-7

182 かわばた公園 東立石2-9-1

183 はらひよこ公園 東立石4-19-7

184 はら公園 東立石4-31-1

185 東立石児童遊園 東立石4-45-5

186 渋江東公園 東四つ木2-15-1

187 白鷺児童遊園 東四つ木3-24-10

188 しぶえ南児童遊園 東四つ木3-34-15

189 きねがわ児童遊園 東四つ木3-44-15

190 東四つ木児童遊園 東四つ木3-6-11

191 みなみ広場 東四つ木4-15-7

192 東四つ木諏訪児童遊園 東四つ木4-24-8

193 星のひろば児童遊園 東四つ木4-40-6

194 四つ木公園 四つ木1-16-24

195 白髭神社児童遊園 四つ木2-18-17

青戸３・７
奥戸１・３～５・７
新小岩２～４
高砂１
立石１～５・７・８
西新小岩１・３～５
東新小岩１～５・７・８
東立石１・２・４
東四つ木２～４
四つ木１・２

４

奥戸一丁目
鬼塚公園


