
園名 所在地 面積（㎡）

逆井公園 平井1-24-6 1,722.32

平井公園 平井2-16-8 4,211.58

平井七丁目公園 平井7-17-19 1,811.70

平井三丁目公園 平井3-4-20 3,902.38

平井七丁目北公園 平井7-8-6 824.12

小松川運動公園 平井4-32先から小松川4-70地先 79,902.79

平井四丁目公園 平井4-32-17 603.70

平井さくら公園 平井7-18-29 3,216.14

平井運動公園 平井7-34先から平井5-56先（荒川河川敷） 58,748.07

小松川千本桜 小松川3-13先から小松川1-1先 58,721.71

小松川三丁目公園 小松川3-6-2 876.48

小松川たんぽぽ公園 小松川3-10-2 2,920.00

小松川なかよし緑地 小松川3-7-1先 2,702.00

小松川ゆきやなぎ公園 小松川2-8-11 5,057.77

平井七丁目北部緑地 平井7-34-37 628.05

中川児童遊園 平井6-77-6 215.64

まつむし児童遊園 平井5-14-5 575.80

ちどり児童遊園 平井5-22-6 395.80

つばめ児童遊園 平井5-32-9 570.33

くじゃく児童遊園 平井6-21-7 670.70

りす児童遊園 平井6-59-1 637.00

平井三丁目南公園 平井3-4-60 1,104.78

平井三丁目児童遊園 平井3-5-1 667.60

平井五丁目第ニ児童遊園 平井5-25-2 485.70

平井六丁目児童遊園 平井6-1-27 1,100.82

平井六丁目西公園 平井6-1-22 956.50

平井二丁目公園 平井2-9-19 768.96

小松川第ニ児童遊園 平井1-11-27 629.48

平井大橋下児童遊園 平井5-58-3 1,120.30

平井七丁目児童遊園 平井7-18-16 370.00

平井七丁目第ニ児童遊園 平井7-25-38 590.00

平井東児童遊園 平井4-27-10 1,520.00

平井三丁目第ニ児童遊園 平井3-5-2 1,647.37

平井諏訪児童遊園 平井6-17-36 263.28

平井一丁目児童遊園 平井1-2-7 418.01

小松川一丁目第ニ児童遊園 小松川1-7-1 362.20

平井七丁目第三児童遊園 平井7-3-3 3,141.46

小松川・平井地区　公園・児童遊園・広場一覧



園名 所在地 面積（㎡）

大杉公園 大杉1-22-1 2,667.77

西瑞江公園 西瑞江4-26-8 2,503.07

中央一丁目公園 中央1-13-17 1,262.45

松島二丁目公園 松島2-30-20 559.38

東小松川公園 松島1-37-1 3,144.67

興宮公園 興宮町14-15 3,279.57

中央一丁目東公園 中央1-26-16 1,467.54

東小松川南公園 東小松川4-31-1 4,480.99

一之江緑地 一之江3-27先から一之江3-4先（新中川河川敷） 7,593.19

松江公園 松江7-24-9 1,311.44

中央森林公園 中央4-18-1 6,697.09

一之江しいのき公園 一之江7-7-1 1,614.09

西一之江四丁目公園 西一之江4-1-3 1,356.81

小松川境川親水公園 中央4-19先から本一色1-1先、本一色1-13先から西小松川1 45,553.54

松島四丁目公園 松島4-26-2 1,544.89

大杉五丁目公園 大杉5-29-14 897.00

文化センター公園 中央4-23-16 1,511.00

松島三丁目公園 松島3-23-1 1,834.70

本一色公園 本一色3-30-1 4,951.00

一之江三丁目公園 一之江3-27-14 2,009.34

一之江一丁目公園 一之江1-6-18 925.00

大杉一丁目公園 大杉1-11-9 3,826.66

松江一丁目公園 松江1-3-18 1,711.37

松島二丁目第２公園 松島2-21-11 1,918.88

東小松川二丁目公園 東小松川2-29-10 1,505.27

東小松川東公園 東小松川2-11-5 1,052.32

一之江二丁目公園 一之江2-20-16 1,325.00

中央二丁目公園 中央2-17-16 1,184.97

本一色三丁目公園 本一色3-17-20 1,047.00

本一色マロニエ公園 本一色3-9-3 1,069.00

松本ふじの花公園 松本2-11-2 2,372.52

一之江さくら公園 一之江1-4-24 1,605.00

一之江フレンド公園 一之江7-42-6 2,704.02

東小松川スポーツ公園 東小松川4-48-1 6,630.87

新中川右岸緑地 上一色3-30先から一之江1-19先まで（新中川河川敷） 33,037.08

一之江ひだまり公園 一之江7-69-１ 4,073.69

中央はなみずき公園 一之江4-6-18 241.29

一之江ゆりのき公園 一之江8-11-22 863.89

西一之江さくら公園 西一之江1-6-14 2,390.00

一之江抹香亭 一之江5-13-16 2,134.61

一之江もくれんひろば 一之江3-2-24 209.73

松島もみじひろば 松島3-20-10 296.56

松島くろまつひろば 松島3-26-3 209.03

中央三丁目公園 中央3-8-11 993.88

中央地区　公園・児童遊園・広場一覧



松島こぶしひろば 松島3-26-9 281.31

松島ふじひろば 松島3-45-7 306.46

興宮いこいのひろば 興宮町16-12 231.42

五北さくら公園 大杉4-22-13 983.36

ひかり児童遊園 松島3-9-6 593.66

西瑞江第ニ児童遊園 西瑞江4-14-12 334.04

松江五丁目公園 松江5-12-1 628.31

東小松川二丁目西児童遊園 東小松川2-10-19 240.27

一之江一丁目児童遊園 一之江1-15-14 956.81

松本児童遊園 松本1-18-3 727.00

松島二丁目児童遊園 松島2-6-9 326.82

松江東児童遊園 松江7-18-9 665.03

大杉五丁目児童遊園 大杉5-12-2 1,376.61

東小松川四丁目児童遊園 東小松川4-14-10 595.45

本一色第三児童遊園 本一色1-12-17 309.30

松島三丁目第ニ児童遊園 松島3-16-17 233.12

一之江三丁目児童遊園 一之江3-9-8 991.00

松本西児童遊園 松本1-24-7 684.00

大杉三丁目児童遊園 大杉3-22-8 1,372.52

松江七丁目第ニ児童遊園 松江7-27-16 161.37

本一色北児童遊園 本一色3-34-10 1,093.79

西瑞江四丁目児童遊園 西瑞江4-18-24 503.51

松江三丁目児童遊園 松江3-8-6 483.76

上一色児童遊園 上一色3-13-11 449.00

松江一丁目児童遊園 松江1-11-16 661.15

東小松川四丁目第ニ児童遊園東小松川4-5-23 387.00

西小松川児童遊園 西小松川町35-15 752.16

松江七丁目第三児童遊園 松江7-26-10 392.84

西一之江三丁目児童遊園 西一之江3-17-12 432.84

一之江馬場児童遊園 一之江4-7-7 828.55

東小松川二丁目児童遊園 東小松川2-12-13 642.18

一之江四丁目児童遊園 一之江4-3-10 253.46

松江五丁目第二ひろば 松江5-13-1 324.10

一之江六丁目ひろば 一之江6-9-33 173.10

西一之江一丁目ひろば 西一之江1-6-1 97.14

西小松川ひろば 西小松川町25-3 1,465.26

本一色さくら公園 本一色3-25-1 1,899.77

松島ふれあいひろば 松島3-16-11 325.65

諏訪児童遊園 西小松川町15-13 444.60

みなみ児童遊園 松島2-9-14 369.24

白髭児童遊園 東小松川3-7-20 195.30

松江二丁目児童遊園 松江2-26-10 1,208.79

五分一児童遊園 松島1-9-22 223.08

貞明児童遊園 松江7-12-1 579.08

原児童遊園 松江4-15-19 328.80

一之江天神児童遊園 一之江5-12-30 277.61



松江七丁目児童遊園 松江7-23-21 270.00

第四西瑞江児童遊園 西瑞江4-17 575.31

一之江六丁目児童遊園 一之江6-8-19 593.74

西一之江香取児童遊園 西一之江3-35-22 464.00

本一色児童遊園 本一色2-9-5 1,493.07

松江二丁目北児童遊園 松江2-3-13 368.86

かぶとむし児童遊園 西小松川町15-9先 2,604.57

なでしこ児童遊園 西小松川町14-11先 1,088.45

こすずめ児童遊園 松江1-14-10 1,124.98

こぐま児童遊園 松江2-7-12 1,776.61

ろばさん児童遊園 西一之江4-12-5 912.93

ちゅーりっぷ児童遊園 西一之江4-12-10 915.14

にじのはし児童遊園 一之江2-13-10 1,493.56

環七高架下北児童遊園 上一色3-3-1 1,287.68

環七高架下南児童遊園 上一色1-16-1 1,366.30

東小松川三丁目児童遊園 東小松川3-21-4 676.00

一之江中央児童遊園 一之江7-20-10 1,358.03

松本なかよし児童遊園 松本1-9-5 284.40

本一色東児童遊園 本一色2-26-20 1,066.00

みしま児童遊園 松江6-10-12 1,887.90

中央四丁目第ニ児童遊園 中央4-8-11 165.30

松本橋児童遊園 松本2-21-1 436.00

松島二丁目第ニ児童遊園 松島2-2-15 476.95

松本第ニ児童遊園 松本1-38-1 2,194.70

松島一丁目児童遊園 松島1-34-20 364.54

松本第一児童遊園 松本1-37-1 1,349.60

松本第三児童遊園 松本1-39-1 1,677.60

本一色第ニ児童遊園 本一色1-18-3 284.22

西瑞江四丁目第ニ児童遊園 西瑞江4-18 999.64

西瑞江四丁目第三児童遊園 西瑞江4-25 555.12

松江二丁目第ニ児童遊園 松江2-15-12 954.99

本一色第六児童遊園 本一色1-24-27 730.09

松江四丁目児童遊園 松江4-2-17 1,188.70

松江六丁目第ニ児童遊園 松江6-11-18 652.22

南松島児童遊園 松島1-12-2 312.10

松島二丁目広場 松島2-7 1,341.47

東小松川一丁目広場 東小松川1-10 696.48

西瑞江ふれあい広場 西瑞江4-15地先 1,033.33

興宮なかよし広場 興宮町23-12 944.87

一之江なかよし広場 一之江5-8 353.00

一之江分教場の杜 一之江一丁目２番 878.30



園名 所在地 面積（㎡）

行船公園 北葛西3-2-1 29,752.08

宇喜田川公園 北葛西1-5-10 2,072.66

宇喜田第一公園 宇喜田町1433-1 1,006.33

新川休養公園 北葛西1-21-4 1,010.18

小島公園 西葛西2-7-1 2,820.11

長島一号公園 中葛西3-21-1 3,938.28

宇喜田東公園 中葛西1-25-1外2 11,111.47

古川親水公園 江戸川6-49地先～江戸川6-28地先 10,688.04

五之割公園 西葛西3-21-2 1,869.20

宇喜田中央公園 北葛西4-15-1 15,399.56

二反割公園 中葛西4-11-1 4,530.78

滝野公園 中葛西3-22-1 4,784.66

馬頭公園 中葛西4-17-1 3,234.80

新田公園 中葛西7-24-1 2,423.96

葛西東公園 東葛西5-26-1 4,095.38

南葛西向辰公園 南葛西4-22-1 1,668.19

宇喜田さくら公園 北葛西5-20-1 5,866.13

船堀公園 船堀1-1-72 3,809.39

南葛西六丁目公園 南葛西6-13-2 1,710.00

なぎさ和楽公園 西葛西8-1-11 2,036.86

南葛西二丁目公園 南葛西2-10-13 1,700.39

南葛西五丁目公園 南葛西5-19-1 10,310.32

船堀スポーツ公園 船堀6-6-1 7,748.69

西瑞江五丁目公園 西瑞江5-12-8 1,305.41

東葛西四丁目公園 東葛西4-26-10 1,593.38

総合ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ公園 西葛西6-11-1外13 234,732.81

西船堀公園 船堀2-7-14 3,242.35

さざなみ公園 清新町2-8-5 6,000.00

わかくさ公園 清新町1-4-18 8,956.17

やまびこ公園 清新町1-1-39 8,599.87

かもめ公園 清新町2-5-1 2,953.29

清新町緑地 清新町1-5-21外2 16,392.61

新左近川親水公園 臨海町3-2先から臨海町2-1先 112,406.38

江戸川五丁目公園 江戸川5-40-4 985.00

臨海町四丁目緑地 臨海町4-1-4外3 12,201.08

ふれあいの森宇喜田公園 北葛西3-5-15 3,911.00

二之江さくら公園 二之江町1371-1 3,397.00

東葛西さくら公園 東葛西4-10-1 6,252.83

清新町北緑地 清新町1-5-33外2 7,350.42

雷公園 東葛西9-21-1 3,916.16

古川けやき公園 江戸川6-7-13 1,210.68

新長島川親水公園 清新町1-2先から清新町2-10先まで 13,594.38

春江五丁目公園 春江町5-4-3 948.83

東葛西どんぐり公園 東葛西9-7-1 2,572.97

葛西地区　公園・児童遊園・広場一覧



桑川公園 東葛西1-27-5 818.93

東葛西けやき公園 東葛西6-32-8 5,232.28

前津公園 東葛西4-48-1 505.91

東葛西スポーツ公園 東葛西9-2-1 7,584.40

東葛西コミュニティ公園 東葛西8-22-10 927.31

春江かおりひろば 春江町5-14 157.52

長島東公園 東葛西5-47-16 510.33

宇喜田町ひろば 宇喜田町1320 832.83

春江おひさまひろば 春江町5-7-8 237.97

船堀中公園 船堀2-8-6 1,114.32

新田児童遊園 中葛西5-36-18 330.54

船堀南公園 船堀3-3-7 540.54

長島児童遊園 東葛西3-12-1 714.49

小島児童遊園 西葛西1-5-3 1,390.60

千種児童遊園 東葛西3-15-6 814.69

宇喜田ひろば 北葛西2-3-23 87.26

ひまわり児童遊園 春江町5-27-1 904.25

桑川第ニ児童遊園 東葛西1-5-3 588.98

三角児童遊園 江戸川6-25-20 1,009.20

鎗前児童遊園 江戸川6-31-14 890.96

船堀一丁目児童遊園 船堀1-1-14 341.20

中葛西五丁目児童遊園 中葛西5-2-11 827.88

船堀三丁目公園 船堀3-1-1 1,050.90

春江五丁目児童遊園 春江町5-5-6 340.48

左近川くろまつひろば 東葛西8-31-1 750.60

下今井児童遊園 江戸川5-28 192.34

船堀西児童遊園 船堀1-1-5 1,163.30

第ニ下今井児童遊園 東葛西1-43-16 633.92

船堀陣屋橋児童遊園 船堀7-7-8 210.00

新葛西橋下児童遊園 西葛西2-5-10先 211.03

船堀四丁目児童遊園 船堀4-2-19 650.00

宇喜田第ニ児童遊園 中葛西1-31-38 607.36

宇喜田南児童遊園 北葛西2-20-4 6,548.88

新川口児童遊園 江戸川5-36地先 1,147.50

西葛西四丁目児童遊園 西葛西4-1-15 802.49

あすなろ児童遊園 北葛西4-4-1 400.00

長島西児童遊園 西葛西4-2-70 1,946.45

中葛西八丁目児童遊園 中葛西8-13-11 1,893.88

馬頭橋児童遊園 中葛西4-1-21 2,127.24

しらさぎ児童遊園 船堀1-1-22 3,373.41

中葛西一丁目児童遊園 中葛西1-2-18 651.49

長島香取児童遊園 東葛西2-34-20 276.45

西葛西二丁目児童遊園 西葛西2-15-22 469.85

西葛西五丁目児童遊園 西葛西5-10-26 1,176.66

中葛西五丁目第ニ児童遊園 中葛西5-11-10 603.53

船堀七丁目児童遊園 船堀7-14-13 578.41



西葛西緑の丘児童遊園 西葛西3-9-9 1,110.99

西葛西二丁目第ニ児童遊園 西葛西2-22-11 540.07

船堀五丁目児童遊園 船堀5-7-10 796.00

船堀六丁目児童遊園 船堀6-5-5 1,485.25

臨海町二丁目児童遊園 臨海町2-2-10 3,837.55

西葛西三丁目児童遊園 西葛西3-3-4 142.00

船堀五丁目第ニ児童遊園 船堀5-3-8 517.32

南葛西五丁目児童遊園 南葛西5-1-10 1,565.13

春江五丁目第ニ児童遊園 春江町5-9-15 1,146.03

臨海町五丁目児童遊園 臨海町5-1-4 2,795.75

清新町二丁目児童遊園 清新町2-2-7 1,917.09

北葛西一丁目児童遊園 北葛西1-23-32 716.49

熊野神社広場 江戸川5-7-1 90.77

仲町公園 東葛西6-12 3,965.02

中割ひろば 東葛西9-5先 1,407.33

春江五丁目広場 春江町5-15 2,973.00



園名 所在地 面積（㎡）

小岩公園 北小岩6-43-1 9,600.95

西小岩公園 西小岩4-13-10 1,980.03

小岩の森公園 北小岩3-20-3 1,894.99

小岩緑地 北小岩8-23先から北小岩4-37先（江戸川河川敷） 420,963.65

東小岩二丁目公園 東小岩2-1-14 1,019.12

小岩菖蒲園 北小岩4-37先（江戸川河川敷） 19,250.69

北小岩七丁目公園 北小岩7-16-2 788.00

南小岩五丁目公園 南小岩5-13-1 1,724.07

南小岩二丁目公園 南小岩2-4-35 1,144.23

西小岩一丁目公園 西小岩1-2-5 1,059.02

東小岩かぶとむし公園 東小岩1-20-2 906.09

おさるのひろば 南小岩8-24-1 133.00

かるがもひろば 南小岩7-16-6 1,076.06

たつのこひろば 南小岩7-6-8 534.94

なかよしひろば 南小岩8-19-7 219.33

うさぎのひろば 南小岩8-22-5 378.32

南小岩三丁目児童遊園 南小岩3-15-3 1,827.19

西小岩五丁目児童遊園 西小岩5-1-1 100.20

松本東児童遊園 南小岩1-3-3 992.67

北小岩八丁目北児童遊園 北小岩8-13-10 595.00

南小岩七丁目児童遊園 南小岩7-38-11 658.61

東小岩三丁目児童遊園 東小岩3-3-2 247.39

南小岩二丁目第ニ児童遊園 南小岩2-4-37 420.14

東小岩一丁目第ニ児童遊園 東小岩1-23-17 1,151.00

片山児童遊園 南小岩8-8-25 282.75

西小岩三丁目児童遊園 西小岩3-36-19 448.46

南小岩四丁目北児童遊園 南小岩4-10-21 461.20

北小岩六丁目第三児童遊園 北小岩6-52-7 446.28

北小岩一丁目児童遊園 北小岩1-14-12 400.02

駅みなみ児童遊園 南小岩7-15-17 410.54

西小岩二丁目児童遊園 西小岩2-19-23 641.46

東小岩五丁目児童遊園 東小岩5-25-8 267.09

南小岩三丁目東児童遊園 南小岩3-25-19 349.00

南小岩三丁目第ニ児童遊園 南小岩3-7-27 715.57

北小岩松の木児童遊園 北小岩4-23-2 682.96

北小岩かえで児童遊園 北小岩6-41-7 671.00

東小岩滝児童遊園 東小岩5-8-10 547.49

東小岩すぎの子児童遊園 東小岩4-27-8 939.01

北小岩七丁目児童遊園 北小岩7-28-19 378.00

北小岩五丁目児童遊園 北小岩5-36-13 176.11

北小岩六丁目第ニ児童遊園 北小岩6-35-7 893.39

北小岩二丁目第ニ児童遊園 北小岩2-14-14 454.23

西小岩一丁目児童遊園 西小岩1-19-26 558.67

北小岩二丁目第三児童遊園 北小岩2-14-24 270.06

小岩地区　公園・児童遊園・広場一覧



南小岩七丁目南児童遊園 南小岩7-1-9 520.20

ふくろう児童遊園 東小岩6-14-4 469.70

くじら児童遊園 東小岩6-22-7 804.90

こだぬき児童遊園 南小岩6-5-6 775.90

うさぎ児童遊園 東小岩6-3-7 512.40

南小岩二丁目児童遊園 南小岩2-23-13 1,050.00

南小岩二丁目南児童遊園 南小岩2-19-8 847.73

南小岩六丁目第ニ児童遊園 南小岩6-5-16 331.17

東小岩四丁目児童遊園 東小岩4-17-13 267.06

南小岩二丁目第三児童遊園 南小岩2-6-14 423.00

北小岩四丁目第ニ児童遊園 北小岩4-20-4 807.30

東小岩一丁目第三児童遊園 東小岩1-20-33 1,700.20

西小岩四丁目児童遊園 西小岩4-5-17 370.55

北小岩コスモス児童遊園 北小岩2-4-15 336.09

北小岩四丁目児童遊園 北小岩4-27-16 299.10

南小岩六丁目児童遊園 南小岩6-16-27 1,986.49

南小岩けやき児童遊園 南小岩4-5-8 322.94



園名 所在地 面積（㎡）

今井児童交通公園 江戸川4-10-5 9,290.02

くつろぎの家公園 江戸川2-14-19 2,863.34

中篠崎公園 篠崎町3-12-21 2,449.46

東篠崎公園 東篠崎1-7-40 2,151.80

江戸川一丁目公園 江戸川1-18-9 990.70

瑞江公園 西瑞江3-1-1 3,582.66

瑞江緑地 春江町3-11先から春江町3-1先 7,072.87

南篠崎公園 南篠崎町5-11-2 1,430.01

春江公園 春江町2-28-8 2,473.67

春江二丁目公園 春江町2-21-8 1,138.75

春江の森公園 瑞江1-15-1 6,031.21

弥生公園 春江町2-42-2 2,484.41

ポニーランド 篠崎町3-12先から篠崎町3-23（江戸川河川敷） 14,937.26

東部公園 東瑞江1-18-10 2,311.31

篠崎五丁目公園 篠崎町5-13-23 1,155.00

下鎌田さくら公園 東瑞江2-61-1 1,669.91

篠崎六丁目公園 篠崎町6-20-8 1,515.00

春江ツバキ公園 春江町2-14-1 1,415.07

南篠崎つつじ公園 南篠崎町3-30-8 3,151.33

西瑞江みのり公園 西瑞江3-10-12 1,719.79

東部フレンド公園 南篠崎町3-8-1 2,970.07

南篠崎五丁目公園 南篠崎町5-13-40 1,487.05

南篠崎第２公園 南篠崎町5-8-16 3,062.89

南篠崎さくら公園 南篠崎町2-47-2 1,383.53

南篠崎たいよう公園 南篠崎町2-27-1 1,232.56

南篠崎たぶのき公園 南篠崎町2-36-7 1,329.31

宿なかよし公園 江戸川2-30-1 854.04

椿ひがし公園 瑞江3-22-1 1,500.12

下鎌田へび土手公園 東瑞江1-38-23 1,091.53

みずえ中央公園 瑞江2-40-10 3,991.25

下鎌田あじさい公園 東瑞江1-38-4 558.35

谷河内みなみ公園 瑞江1-30-3 1,744.74

江戸川一丁目東公園 江戸川1-42-6 841.32

水辺のスポーツガーデン 東篠崎2-3先 37,915.37

篠田堀さくらひろば 下篠崎町15-11 493.31

宿川はしどひろば 江戸川2-39-3 227.34

宿うめの木ひろば 江戸川2-39-15 208.60

江戸川中央公園 江戸川1-43-4 1,911.64

下鎌田東公園 江戸川2-31-1 3,827.37

春江やまぼうしひろば 春江町3-7-5 104.34

当代橋児童遊園 江戸川3-10先 713.06

前野排水場脇児童遊園 東篠崎2-1-3 642.00

南篠崎一丁目児童遊園 南篠崎町1-11-6 780.00

江戸川一丁目南児童遊園 江戸川1-43-7 991.78

東部地区　公園・児童遊園・広場一覧



明和橋児童遊園 春江町3-1-4 490.22

春江橋児童遊園 春江町3-17-5 922.26

西瑞江三丁目第三児童遊園 西瑞江3-31-5 995.00

江戸川二丁目そよかぜひろば江戸川2-34-1 640.25

第ニ江戸川児童遊園 江戸川3-1 753.10

南篠崎児童遊園 南篠崎町5-5-7 891.00

江戸川三丁目児童遊園 江戸川3-24 818.18

つばき児童遊園 春江町3-36-9 285.00

江戸川二丁目児童遊園 江戸川2-37 621.12

東瑞江児童遊園 東瑞江2-49 999.97

南篠崎二丁目児童遊園 南篠崎町2-58-5 1,081.41

下篠崎児童遊園 下篠崎町12-10 419.10

みつばち児童遊園 春江町3-40-1 843.87

どんぐり児童遊園 春江町3-41-1 1,024.17

りんどう児童遊園 瑞江3-42-1 2,026.65

江戸川一丁目児童遊園 江戸川1-16 1,888.83

瑞江一丁目児童遊園 瑞江1-29-9 350.00

第八水上児童遊園 春江町3-33-6 882.22

今井北児童遊園 江戸川3-49 580.00

第ニ椿児童遊園 春江町2-4-3 2,500.00

下篠崎第ニ児童遊園 下篠崎町18-13 1,062.68

篠崎四丁目児童遊園 篠崎町4-15-3 926.27

江戸川一丁目第ニ児童遊園 江戸川1-5-7 614.00

東瑞江二丁目第ニ児童遊園 東瑞江2-37 708.39

江戸川三丁目第ニ児童遊園 江戸川3-28-1 499.83

東篠崎児童遊園 東篠崎1-7-40 499.21

南篠崎第ニ児童遊園 南篠崎町5-4-1 302.50

東篠崎第ニ児童遊園 東篠崎1-6-9 875.71

篠崎第三広場 篠崎町5-6-21 1,979.67

篠崎第四広場 篠崎町6-5-21 1,228.64

東篠崎第ニ広場 東篠崎1-4-16 3,165.00

谷河内テニスコート 谷河内2-9-19 10,764.83

谷河内広場 谷河内2-7-1 8,961.11

篠崎六丁目第ニ広場 篠崎町6-12-1 7,308.06

下鎌田広場 東瑞江1-43 1,263.00

江戸川二丁目広場 江戸川2-15-21 3,187.86

篠崎町スポーツ広場 篠崎町6-9 6,052.32

竹と親しむ広場 篠崎町5-5 1,346.00

旧江戸川広場 江戸川1地先 3,470.00

東篠崎二丁目広場 東篠崎2-2 6,237.97



園名 所在地 面積（㎡）

瀬戸口公園 新堀1-5-1 3,932.76

穀倉公園 新堀1-1-1 2,204.70

高田公園 新堀2-20-1 3,637.28

八石公園 春江町1-3-1 2,332.42

篠崎緑地 北篠崎1-9先から篠崎町3-12先（江戸川河川敷） 261,582.43

鹿骨四丁目公園 鹿骨4-8-19 800.64

鹿骨一丁目公園 鹿骨1-6-4 1,239.49

新堀一丁目公園 新堀1-20-4 1,567.41

新堀庭園 新堀1-10-9 965.61

松本公園 東松本1-5-10 1,278.64

鹿骨二丁目公園 鹿骨2-32-2 1,072.36

鹿骨花公園 鹿骨5-12-7 632.34

鹿骨さくら公園 鹿骨1-45-1 1,010.89

新堀しゃくやく公園 新堀2-29-8 1,377.97

上篠崎四丁目公園 上篠崎4-28-1 1,806.14

新中川左岸緑地 西小岩2-4先から春江町2-1先まで（新中川河川敷） 39,544.95

鹿骨北公園 鹿骨4-14-5 616.56

篠崎二丁目公園 篠崎町2-15-17 2,000.00

鹿骨あさがお公園 鹿骨6-8-4 1,187.96

西篠崎さくら公園 西篠崎2-6-1 1,549.99

篠崎なごみ公園 篠崎町7-5 575.17

鹿骨グリーンひろば 鹿骨5-5-5 755.00

松本南児童遊園 東松本1-12-9 922.00

鹿骨二丁目第ニ児童遊園 鹿骨2-15-2 591.00

鹿骨三丁目児童遊園 鹿骨3-13-3 469.00

鹿骨一丁目児童遊園 鹿骨1-24-4 798.00

篠崎七丁目４番辻公園 篠崎町7-4-15 212.74

篠崎七丁目５番辻公園 篠崎町7-5-10 216.69

篠崎七丁目８番辻公園 篠崎町7-8-8 141.11

篠崎七丁目９番辻公園 篠崎町7-9-16 24.80

鹿骨五丁目児童遊園 鹿骨5-34-16 662.00

鹿骨町児童遊園 鹿骨3-19-11 922.54

鹿骨東児童遊園 西篠崎2-22-4 990.00

北篠崎二丁目児童遊園 北篠崎2-28-2 2,039.00

製品工場脇 西篠崎2-5-1 0.00

篠崎第一広場 篠崎町7-22-9 975.50

篠崎第五広場 上篠崎4-14-7 352.44

篠崎第六広場 上篠崎2-9-21 549.00

鹿骨第三広場 西篠崎2-5-1 3,192.83

北篠崎二丁目広場 北篠崎2-19-15 158.00

谷河内一丁目広場 篠崎町8-8-4 3,988.57

上篠崎はなの広場 上篠崎1－23 6,228.00

鹿骨スポーツ広場 篠崎町8-5 0.00

鹿骨地区　公園・児童遊園・広場一覧


