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資料編 仮置場候補地一覧 

３  仮置場候補地一覧 

（１）一次仮置場候補地 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【北西地域：95箇所】

仮置場面積

（㎡）

1 伊興三丁目公園 伊興三丁目14番6号 1,502.70

2 はやぶさ公園 伊興四丁目8番13号 2,007.73 ○

3 伊興四丁目公園 伊興四丁目19番14号 2,300.00

4 伊興ファミリー公園 伊興五丁目21番5号 3,236.37

5 伊興北の根公園 伊興本町一丁目16番21号 1,028.38 ○

6 入谷日の出公園 入谷一丁目3番1号 7,011.74 ○ ○

7 舎人十号公園 入谷一丁目18番1号 4,181.83 ○

8 入谷緑地公園
入谷一丁目20番1号、入谷五丁目1番1号、

入谷七丁目4番1号・7番1号
23,916.39 ○

9 入谷中郷公園 入谷一丁目28番1号 4,114.24 ○

10 入谷中郷北公園 入谷二丁目5番1号 4,201.24 ○

11 舎人七号公園 入谷二丁目8番1号 5,105.62 ○

12 入谷中央公園 入谷四丁目16番1号 16,517.83 ○ ○

13 舎人十二号公園 入谷五丁目12番1号 4,438.32 ○

14 舎人三号公園 入谷七丁目12番28号 5,003.72 ○

15 入谷中丸公園 入谷八丁目4番1号 9,250.18 ○

16 入谷八丁目公園 入谷八丁目16番5号 3,500.40 ○

17 舎人四号公園 入谷九丁目9番15号 4,527.81 ○

18 舎人一号公園 入谷九丁目29番1号 9,871.73 ○ ○

19 加賀公園 加賀一丁目2番12号 1,883.15 ○

20 加賀北公園 加賀二丁目31番8号 1,619.36 ○

21 井堀北公園 栗原一丁目15番8号 4,144.49 ○

22 石塚公園 栗原二丁目3番1号 4,208.60 ○

23 栗原町公園 栗原二丁目9番1号 4,150.52 ○

24 勝田堀公園 栗原三丁目26番5号 3,130.14 ○

25 栗原中央公園 栗原四丁目7番23号 2,496.00 ○ ○

26 栗原北公園 栗原四丁目21番18号 1,700.00 ○

27 上沼田公園 江北七丁目4番1号 1,976.57 ○

28 上沼田北公園 江北七丁目16番1号 7,864.00 ○ ○

29 古千谷さくら公園 古千谷本町二丁目11番11号 1,443.44 ○

30 古千谷西公園 古千谷本町二丁目24番3号 1,383.09 ○

31 皿沼東公園 皿沼二丁目7番3号 1,213.25 ○

32 皿沼公園 皿沼二丁目25番1号 6,234.61 ○

33 江北公園

鹿浜一丁目2番1号･7番1号、鹿浜二丁目14

番1号･44番1号、鹿浜五丁目7番･8番1号･9

番1号･10番1号

87,821.63 ○ ○ ○

34 鹿浜校趾公園 鹿浜三丁目14番1号 3,455.03

35 鹿浜東公園 鹿浜四丁目16番13号 2,538.87 ○

36 押部公園 鹿浜六丁目8番1号 8,147.99 ○ ○

37 一本木公園 鹿浜六丁目18番1号 3,165.09 ○

38 押部西公園 鹿浜六丁目33番1号 2,750.54 ○

39 押部南公園 鹿浜七丁目21番1号 2,256.20 ○

40 押部北公園 鹿浜八丁目12番4号 1,034.37 ○ ○

41 島根公園 島根二丁目14番22号 3,967.78 ○ ○

42 島根西公園 島根三丁目10番4号 1,064.78 ○

43 島根北厨子公園 島根四丁目17番10号 1,648.00

44 島根中堀公園 島根四丁目36番1号 2,126.98

45 竹の塚第八公園 竹の塚一丁目18番1号 4,286.21 ○

46 竹の塚第七公園 竹の塚一丁目31番1号 3,535.27 ○

47 竹の塚第九公園 竹の塚二丁目4番1号 3,015.28 ○

48 竹の塚第三公園 竹の塚四丁目7番1号 2,318.22 ○
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資料編 仮置場候補地一覧 

 

  仮置場面積

（㎡）

49 竹の塚第四公園 竹の塚五丁目10番1号 2,457.36 ○

50 竹の塚第二公園 竹の塚五丁目23番1号 2,284.32 ○

51 竹の塚第五公園 竹の塚六丁目3番4号 1,718.85 ○

52 竹の塚第一公園 竹の塚六丁目19番1号 2,491.97 ○

53 竹北公園 竹の塚七丁目20番20号 3,040.85 ○ ○

54 東椿公園 椿二丁目21番9号 4,036.00 ○

55 舎人三丁目みどり公園 舎人三丁目15番7号 1,177.35

56 舎人はなさく公園 舎人五丁目4番19号 1,197.16

57 舎人いきいき公園 舎人六丁目3番1号 6,797.16 ○ ○

58 舎人町公園 舎人六丁目8番17号 2,599.12 ○

59 西新井蓮沼公園 西新井一丁目20番4号 1,000.01

60 中郷公園 西新井一丁目29番15号 2,959.00

61 西新井さくら公園 西新井二丁目6番1号 1,600.11

62 袋在家公園 西新井二丁目23番1号 2,597.58 ○

63 いかづち公園 西新井二丁目27番2号 2,927.17 ○

64 西新井中央公園 西新井三丁目15番1号 3,488.59 ○

65 高道東公園 西新井四丁目7番1号 6,356.44 ○

66 高道西公園 西新井四丁目13番1号 3,242.53 ○

67 諏訪木第三公園 西新井四丁目26番1号 5,317.80 ○

68 諏訪木第二公園 西新井四丁目27番1号 2,783.82

69 諏訪木第一公園 西新井四丁目29番1号 3,950.92

70 諏訪木ぶらしのき公園 西新井四丁目38番8号 1,190.05

71 新西新井公園 西新井五丁目17番1号 5,306.00 ○

72 西中第二公園 西新井五丁目21番1号 8,142.81 ○

73 西新井西公園 西新井六丁目9番1号 5,978.58 ○

74 西中第一公園 西新井六丁目44番1号 5,736.26 ○

75 足立富士見公園 西新井七丁目17番1号 7,312.63 ○ ○ ○

76 諏訪木北公園 西伊興一丁目6番12号 1,144.28 ○

77 はんの木橋公園 西伊興四丁目8番22号 1,678.21 ○ ○

78 大境公園 西竹の塚一丁目9番1号 6,569.87 ○ ○ ○

79 前沼公園 西竹の塚二丁目12番4号 1,828.45 ○

80 西保木間一丁目公園 西保木間一丁目7番1号 1,520.29

81 西保木間公園 西保木間二丁目14番15号 2,349.80 ○

82 西保木間北公園 西保木間三丁目14番6号 1,600.45

83 西保木間第二公園 西保木間四丁目6番2号 5,426.27

84 東伊興淵之宮公園 東伊興二丁目4番21号 1,954.58 ○

85 白旗塚史跡公園 東伊興三丁目10番14号 3,430.11

86 伊興公園 東伊興三丁目23番4号 3,160.50 ○

87 伊興遺跡公園 東伊興四丁目9番1号 2,716.64

88 みだまえ公園 谷在家一丁目17番1号 4,086.65 ○

89 谷在家北公園 谷在家三丁目13番2号 2,062.84

90 島六ふれあい公園 六月一丁目7番1号 3,804.08 ○ ○

91 六月一丁目公園 六月一丁目10番21号 1,342.06 ○

92 新六月公園 六月一丁目17番10号 1,485.84

93 六月やすらぎ公園 六月一丁目29番16号 1,107.99

94 六月中央公園 六月二丁目23番1号 2,317.96

95 六月町公園 六月三丁目17番1号 1,912.08 ○

437,485.08 71 12 7

※　一覧表は、所在地を５０音順で表記

※　民有地借地として除外した場所（面積）については、以下のとおり。

　No72　西中第二公園　　（47.19㎡）

　No73　西新井西公園　　（ 5.01㎡）
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【北東地域：96箇所】

仮置場面積

（㎡）

1 中川防災公園 大谷田二丁目25番5号 1,505.42 ○

2 五丁田公園 大谷田三丁目7番17号 3,313.16 ○

3 大谷田公園 大谷田四丁目4番1号 16,247.44 ○ ○

4 大谷田記念公園 大谷田四丁目16番9号 683.99 ○

5 柳田公園 大谷田五丁目4番18号 3,105.41 ○

6 東渕江庭園 大谷田五丁目20番1号 5,532.58 ○

7 川端第二公園 加平二丁目2番8号 3,147.22 ○

8 上の公園 加平二丁目13番12号 1,664.00 ○

9 川端第一公園 加平二丁目23番1号 2,290.00 ○ ○

10 加平第二公園 加平三丁目5番9号 2,480.00 ○

11 加平第一公園 加平三丁目13番1号 6,470.00 ○

12 北加平公園 北加平町16番4号 2,850.07 ○

13 八百免公園 佐野一丁目5番1号 1,819.53 ○

14 佐野一丁目ゆめ公園 佐野一丁目20番20号 1,360.03

15 佐野いこいの森緑地 佐野一丁目31番 5,950.96

16 佐野第三公園 佐野二丁目4番6号 2,382.84 ○

17 大鳥公園 佐野二丁目10番5号 2,300.09 ○

18 佐野第二公園 佐野二丁目31番1号 2,504.06 ○

19 神明北公園 神明一丁目5番12号 1,868.66 ○

20 神明東公園 神明二丁目9番6号 2,613.57 ○

21
神明水の森公園（石・泉・

風車・むく・けやきの広場）

神明三丁目8番3号・13番12号・21番18号・

29番1号、神明一丁目9番6号
6,585.62 ○

22 神明南ふれあい公園 神明南一丁目3番23号 3,271.58

23 神明南公園 神明南一丁目7番20号 1,417.06 ○

24 雪見公園 神明南二丁目17番2号 5,916.67 ○ ○

25 辰沼二丁目公園 辰沼二丁目11番20号 1,084.00 ○

26 古隅田なかよし公園 中川一丁目10番5号 617.32

27 中川二丁目公園 中川二丁目25番3号 1,236.11 ○

28 堤根公園 花畑一丁目2番1号 833.87 ○

29 前谷公園 花畑一丁目10番6号 3,262.17 ○

30 花畑北部六号公園 花畑一丁目30番4号 1,805.30

31 花畑前通公園 花畑二丁目3番1号 1,773.63 ○

32 あいぐみ緑地公園
花畑二丁目4番28号、花畑六丁目1番1号・3

番1号
12,496.83 ○

33 樫ノ木公園 花畑二丁目9番9号 6,733.32 ○

34 花畑北部三号公園 花畑二丁目16番13号 1,212.91

35 花又公園 花畑三丁目6番1号 3,275.75 ○

36
花畑町土地区画整理組合記

念公園
花畑三丁目28番1号 1,938.00 ○

37 仲組公園 花畑三丁目38番1号 2,283.91 ○

38 仲組西公園 花畑四丁目27番19号 1,682.59 ○ ○

39 観音公園 花畑四丁目32番11号 977.18 ○

40 花畑公園 花畑四丁目40番1号 23,025.91 ○ ○

41 毛長公園
花畑五丁目6番1号･9番1号･10番1号･11番1

号･13番1号･17番1号･18番1号
15,055.73 ○

42 浅間第一公園 花畑六丁目12番49号 14,146.00 ○ ○

43 花六東公園 花畑六丁目23番9号 1,782.89

44 鷲宿東公園 花畑六丁目34番8号 3,973.84 ○

45 野尻公園 花畑七丁目1番1号 1,100.29 ○

46 鷲宿公園 花畑七丁目9番1号 2,386.00 ○

47 大鷲公園 花畑七丁目13番1号 1,192.00
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仮置場面積

（㎡）

48 鷲宮公園 花畑七丁目14番1号 516.00

49 毛長川緑地 花畑七丁目17番から19番 1,194.02

50 元蛇橋公園 花畑八丁目8番1号 1,447.97

51 桑袋記念公園 花畑八丁目11番1号 2,338.76

52 吉右衛門堀公園 東保木間一丁目11番1号 7,073.22 ○ ○

53 東保木間公園 東保木間二丁目13番1号 3,556.78 ○

54 東六月町公園 東六月町9番10号 1,851.90 ○

55 一ツ家第二公園 一ツ家一丁目16番3号 2,003.57 ○

56 一ツ家第四公園 一ツ家一丁目26番1号 2,625.39 ○ ○

57 一ツ家第三公園 一ツ家二丁目18番1号 2,743.39 ○

58 一ツ家中央公園 一ツ家三丁目15番1号 3,144.67 ○

59 平野さくら公園 平野二丁目2番25号 2,953.11 ○

60 平野公園 平野三丁目15番8号 2,886.22 ○

61 糯田公園 保木間一丁目17番8号 3,120.00 ○

62 八十町公園 保木間一丁目34番15号 2,885.42 ○

63 八ツ口公園 保木間二丁目4番2号 3,078.00 ○

64 前堰公園 保木間二丁目12番6号 449.00

65 野耕地公園 保木間二丁目28番1号 3,169.48 ○

66 土井苗間堀公園 保木間三丁目9番10号 3,960.54 ○ ○ ○

67 在家公園 保木間三丁目19番1号 2,066.60 ○

68 名地公園 保木間四丁目9番1号 1,181.57 ○

69 山王堀公園 保木間四丁目23番1号 1,875.98 ○

70
渕江土地区画整理組合記念

公園
保木間四丁目36番1号 1,225.51 ○

71 陣川戸公園 保木間五丁目17番1号 3,362.73 ○

72 原公園 保木間五丁目24番35号 803.32 ○

73 水神橋公園 保木間五丁目32番4号・36番29号 2,359.90

74 保塚公園 保塚町10番20号 2,490.37 ○

75 堺田公園 南花畑一丁目16番26号 2,318.92 ○

76 花畑東部十号公園 南花畑二丁目4番5号 355.76

77 花畑東部二号公園 南花畑二丁目37番8号 2,588.73 ○

78 花畑東部区画十二号公園 南花畑三丁目1番4号 3,124.20 ○

79 下沼公園 南花畑四丁目15番1号 2,731.41 ○

80 花畑北部七号公園 南花畑五丁目10番2号 1,482.90

81 南花畑公園 南花畑五丁目15番25号 1,397.71

82 道海公園 南花畑五丁目16番1号 3,886.53 ○

83 六木公園 六木一丁目3番1号 3,953.60 ○

84 佐野公園 六木一丁目7番1号 5,396.89 ○ ○

85 六木二丁目中央公園 六木二丁目6番21号 1,200.02

86 佐野六木一号緑地公園 六木二丁目10番19号 712.37

87 六木第四公園 六木三丁目5番7号 2,593.88 ○

88 六木中央公園 六木三丁目34番1号 3,102.38 ○ ○

89
六木水の森公園（虹・水車

の広場）
六木三丁目39番26号・49番1号・50番6号 7,317.95 ○ ○

90 六木北公園 六木四丁目8番7号 2,785.81 ○

91 中井堀公園 谷中四丁目5番6号 751.84 ○

92 稲荷公園 谷中四丁目12番8号 242.96 ○

93 沖谷公園 谷中四丁目18番15号 1,416.26 ○

94 辰沼公園 谷中五丁目11番10号 4,669.00 ○ ○

95 六町四号公園 六町三丁目4番39号 1,607.00

96 六町公園 六町四丁目1番3号 3,307.74 ○

314,462.79 74 9 7

※　一覧表は、所在地を５０音順で表記

計

Ｎｏ 名　　　　　称 所　　　在　　　地
防火

水槽

災害

トイレ

緊急

仮置場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

54 

資料編 仮置場候補地一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【南西地域：61箇所】

仮置場面積

（㎡）

1 梅島東公園 梅島一丁目27番6号 1,148.61 ○

2 梅島さかえ公園 梅島一丁目30番3号 584.26

3 ベルモント公園 梅島一丁目33番7号、梅島二丁目17番2号 12,966.26 ○ ○ ○

4 梅島西公園 梅島三丁目17番10号 2,325.11 ○

5 西新井公園 梅島三丁目26番5号・27番6号 1,959.40

6 梅田南公園 梅田三丁目13番24号 1,539.06 ○

7 梅田中央公園 梅田三丁目25番2号 1,602.60 ○

8 梅田五丁目フレンド公園 梅田五丁目25番16号 1,200.83 ○

9 梅田公園 梅田六丁目26番1号 1,669.86 ○

10 梅田通公園 梅田七丁目10番5号 1,112.71 ○

11 梅島公園 梅田七丁目20番9号 3,065.71 ○ ○

12 梅田亀田公園 梅田八丁目13番1号 4,789.26 ○ ○

13 亀田トレイン公園 梅田八丁目14番3号 1,784.95 ○

14 扇南公園 扇一丁目6番3号 1,444.90 ○

15 扇いちょう公園 扇一丁目22番46号 1,158.55 ○

16 扇東公園 扇一丁目41番5号 1,045.13

17 扇中央公園 扇一丁目47番35号 3,856.69 ○ ○

18 扇西公園 扇二丁目13番26号 1,216.76

19 扇みしま公園 扇二丁目23番25号 3,536.34 ○

20 扇なかよし公園 扇三丁目9番4号 1,114.37

21 扇北公園 扇三丁目18番8号 1,065.24

22 扇彫刻のある公園 扇三丁目24番15号 1,083.89

23 興本公園 興野一丁目1番12号 1,678.02 ○

24 興野公園 興野一丁目13番19号 2,054.62 ○

25 興野ふれあい公園 興野二丁目28番25号 2,201.11 ○ ○

26 小台東公園 小台一丁目23番2号 1,197.00

27 小台公園 小台二丁目2番19号 2,565.30

28 江北一丁目公園 江北一丁目25番7号・26番16号 3,482.27 ○ ○

29 五色堤公園 江北二丁目8番4号 1,773.52 ○

30 江北ふれあい公園 江北二丁目22番6号 1,618.44

31 江北みどり公園 江北三丁目8番10号 1,037.09 ○

32 上沼田南どんぐり公園 江北三丁目23番18号・34番5号 2,955.20

33 上沼田第六公園 江北四丁目8番12号 4,438.40 ○

34 江北平成公園 江北四丁目16番1号 15,296.69 ○

35 上沼田第二公園 江北四丁目20番1号 6,617.64 ○

36 江北キリン公園 江北四丁目28番17号 1,442.21

37 古内公園 鹿浜一丁目15番1号 2,891.93 ○

38 新田稲荷公園 新田一丁目8番5号 2,989.79

39 新田公園 新田二丁目13番4号 1,510.00

40 新田三丁目公園 新田三丁目10番9号 1,649.16 ○

41 新田さくら公園 新田三丁目34番1号 25,193.94 ○ ○

42 関原中央公園（関原防災広場） 関原二丁目13番12号・14番18号 3,129.92 ○

43 関原分校跡公園 関原二丁目45番6号 1,017.35 ○

44 関原防災ふれあいの森公園 関原三丁目9番6号 1,182.66 ○

45 関原三丁目公園 関原三丁目15番5号 509.93

46 関原公園 関原三丁目30番5号 917.39 ○ ○

47 南椿公園 椿一丁目5番1号 7,766.00 ○ ○ ○

48 西新井さかえ公園 西新井栄町一丁目19番1号 10,220.45 ○ ○

49 高野公園 西新井本町二丁目25番1号 2,709.28 ○ ○

50 あみだ橋公園 西新井本町三丁目8番8号 4,841.95

Ｎｏ 名　　　　　称 所　　　在　　　地
防火

水槽

緊急

仮置場

災害

トイレ
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資料編 仮置場候補地一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

仮置場面積

（㎡）

51 奥野邑公園 西新井本町四丁目23番5号 1,750.85

52 興野北公園 西新井本町五丁目3番3号 1,166.90 ○

53 西新井本町公園 西新井本町五丁目7番23号 1,713.47

54 堀之内北公園 堀之内一丁目21番1号 7,894.46 ○

55 足立堀之内公園 堀之内二丁目1番1号 4,815.48 ○

56 江南公園 宮城一丁目9番1号 2,234.71 ○

57 南宮城公園 宮城一丁目27番5号 4,045.01 ○ ○

58 宮城公園 宮城一丁目38番3号 1,467.44 ○

59 宮城ゆうゆう公園 宮城二丁目13番1号 13,060.00 ○

60 本木一丁目中公園 本木一丁目4番1号 1,564.40 ○ ○ ○

61 本木東公園 本木東町29番21号 1,190.00 ○

207,060.47 39 12 8

※　一覧表は、所在地を５０音順で表記

※　民有地借地として除外した場所（面積）については、以下のとおり。

　No11　梅島公園　　（1,283.43㎡）

計

Ｎｏ 名　　　　　称 所　　　在　　　地
防火

水槽

災害

トイレ

緊急

仮置場
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資料編 仮置場候補地一覧 

【南東地域：46箇所】

仮置場面積

（㎡）

1 青井ふれあい公園 青井一丁目3番1号 5,825.42 ○ ○

2 青井公園 青井一丁目11番11号 2,948.20 ○

3 青井南公園 青井二丁目14番23号 2,438.54 ○

4 五反野公園 青井三丁目5番22号 2,296.39

5 青和ばら公園 青井三丁目18番15号 1,970.55

6 青和コミュニティ公園 青井三丁目22番1号・23番1号 5,314.16

7 青井東公園 青井三丁目31番1号 1,604.01

8 青和憩いの森公園 青井四丁目25番5号 1,999.50

9 青井みどり公園 青井四丁目37番1号 1,403.70

10 加青公園 青井五丁目11番36号 1,855.13 ○

11 末広公園 足立四丁目18番11号 2,173.92 ○ ○

12 伊藤谷公園 綾瀬一丁目16番5号 1,680.82 ○

13 綾南公園 綾瀬二丁目4番10号 2,451.00 ○ ○

14 北野公園 綾瀬二丁目15番4号 971.00 ○

15 綾瀬二丁目ふれあい公園 綾瀬二丁目41番6号 1,537.57 ○

16 普賢寺公園 綾瀬二丁目42番3号 2,164.00

17 河添公園 綾瀬二丁目46番1号 1,375.05

18 五兵衛公園 綾瀬四丁目18番5号 1,634.00 ○

19 蛭沼公園 綾瀬四丁目26番5号 3,683.00 ○

20 下の公園 綾瀬七丁目5番2号 2,476.00 ○ ○

21 綾瀬七丁目丘公園 綾瀬七丁目15番5号 2,107.34

22 弘道いこい公園 弘道一丁目10番1号 1,734.60 ○

23 弘道一丁目公園 弘道一丁目15番2号 1,185.77

24 弘道中央公園 弘道二丁目3番5号 2,091.02

25 弘道第二公園 弘道二丁目8番1号 1,214.99

26 弘道第一公園 弘道二丁目16番13号・16番14号 2,724.04

27 若松公園 中央本町二丁目4番22号 2,644.65 ○

28 やよい公園 中央本町二丁目13番2号 1,868.79

29 中央本町ちびっこ公園 中央本町四丁目11番3号 1,042.89

30 東中央公園 中央本町四丁目16番5号 1,139.95 ○

31 栗島公園 中央本町五丁目21番1号 1,790.69 ○

32 西沼公園 東和一丁目15番15号 5,710.57 ○

33 北三谷公園 東和二丁目13番8号 4,875.71 ○

34 第六天公園 東和二丁目27番18号 1,672.73 ○

35 宮元公園 東和三丁目8番5号 5,079.24 ○ ○

36 内谷公園 東和三丁目20番16号 1,273.99 ○ ○

37 東和親水公園 東和四丁目6番18号 3,406.88 ○

38 東谷中公園 東和五丁目1番9号 2,616.32 ○

39 稗田公園 東和五丁目9番9号 3,300.34 ○

40 五反野コミュニティ公園 西綾瀬二丁目1番18号 7,130.39 ○ ○

41 西綾瀬そよかぜ公園 西綾瀬三丁目3番1号 1,222.95

42 西綾瀬公園 西綾瀬三丁目25番2号 2,228.53

43 丹羽野公園 西綾瀬四丁目11番33号 1,177.63 ○

44 下河原公園 東綾瀬一丁目11番12号 3,331.78 ○

45 八か村落しファミリー公園 東綾瀬二丁目17番1号 2,559.83

46 谷中公園 谷中二丁目23番36号 8,800.00 ○ ○

121,733.58 24 7 5

※　一覧表は、所在地を５０音順で表記

※　ヘリコプター災害時臨時離着陸適地として除外した場所（面積）については、以下のとおり。

　No46  谷中公園　　（6,400㎡）

計

Ｎｏ 名　　　　　称 所　　　在　　　地
防火

水槽

緊急

仮置場

災害

トイレ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

57 

資料編 仮置場候補地一覧 

【千住地域15箇所】

仮置場面積

（㎡）

1 千住ほんちょう公園 千住四丁目22番16号 1,351.54 ○

2 千住曙町公園 千住曙町28番10号 2,211.25 ○

3 千住大川端公園 千住曙町41番10号 3,631.91

4 千住旭公園 千住旭町30番1号 3,076.51 ○ ○

5 千住東町公園 千住東二丁目20番17号 2,675.11 ○

6 千住公園 千住大川町35番1号 4,829.39 ○

7 大川町土手下通公園 千住大川町44番20号 1,575.87 ○

8 千住桜木町公園 千住桜木一丁目7番4号 4,442.46

9 尾竹橋公園 千住桜木二丁目16番1号 17,356.43 ○ ○

10 千住仲町公園 千住仲町28番1号 3,240.90 ○

11 千住中居町公園 千住中居町24番7号 1,507.66 ○ ○

12 大橋公園 千住橋戸町千住大橋々台敷 595.45

13 千住大橋さくら公園 千住緑町一丁目1番10号 5,000.76 ○

14 元宿さくら公園 千住元町18番17号 1,374.90 ○

15 柳原千草園 柳原一丁目21番26号 6,019.40 ○ ○

58,889.54 10 3 3

※　一覧表は、所在地を５０音順で表記

計

災害

トイレ
Ｎｏ 名　　　　　称 所　　　在　　　地

防火

水槽

緊急
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資料編 緊急仮置場候補地一覧 

（２）緊急仮置場候補地 

 

【緊急仮置場候補地一覧（区立公園 30 箇所）】 

 

  仮置場面積

（㎡）

1 入谷日の出公園 入谷一丁目3番1号 7,011.74 ○

2 入谷中央公園 入谷四丁目16番1号 16,517.83 ○

3 江北公園（一部南西地域）
鹿浜一丁目2番1号･7番1号、鹿浜二丁目14番1号･

44番1号、鹿浜五丁目7番･8番1号･9番1号･10番1号
87,821.63 ○ ○

4 押部公園 鹿浜六丁目8番1号 8,147.99 ○

5 島根公園 島根二丁目14番22号 3,967.78 ○

6 足立富士見公園 西新井七丁目17番1号 7,312.63 ○ ○

7 大境公園 西竹の塚一丁目9番1号 6,569.87 ○ ○

8 大谷田公園 大谷田四丁目4番1号 16,247.44 ○

9 雪見公園 神明南二丁目17番2号 5,916.67 ○

10 花畑公園 花畑四丁目40番1号 23,025.91 ○

11 吉右衛門堀公園 東保木間一丁目11番1号 7,073.22 ○

12 平野さくら公園 平野二丁目2番25号 2,953.11

13 土井苗間堀公園 保木間三丁目9番10号 3,960.54 ○ ○

14
六木水の森公園
（虹・水車の広場）

六木三丁目39番26号・49番1号・50番6号 7,317.95 ○

15 ベルモント公園 梅島一丁目33番7号、二丁目17番2号 12,966.26 ○ ○

16 梅田亀田公園 梅田八丁目13番1号 4,789.26 ○

17 扇中央公園 扇一丁目47番35号 3,856.69 ○

18 新田さくら公園 新田三丁目34番1号 25,193.94 ○

19 南椿公園 椿一丁目5番1号 7,766.00 ○ ○

20 西新井さかえ公園 西新井栄町一丁目19番1号 10,220.45 ○

21 宮城ゆうゆう公園 宮城二丁目13番1号 13,060.00

22 本木一丁目中公園 本木一丁目4番1号 1,564.40 ○ ○

23 青井ふれあい公園 青井一丁目3番1号 5,825.42 ○

24 末広公園 足立四丁目18番11号 2,173.92 ○

25 宮元公園 東和三丁目8番5号 5,079.24 ○

26 五反野コミュニティ公園 西綾瀬二丁目1番18号 7,130.39 ○

27 谷中公園 谷中二丁目23番36号 8,800.00 ○

28 尾竹橋公園 千住桜木二丁目16番1号 17,356.43 ○

29 千住大橋さくら公園 千住緑町一丁目1番10号 5,000.76

30 柳原千草園 柳原一丁目21番26号 6,019.40 ○

340,646.87 25 9

※　一覧表は地域に分け、所在地を５０音順で表記

※　ヘリコプター災害時臨時離着陸適地として除外した場所（面積）については、以下のとおり。

　No27  谷中公園　　（6,400㎡）

計

防火

水槽

災害

トイレ
Ｎｏ 名　　　　　称 所　　　在　　　地地域名称

北西地域

千住地域

南東地域

南西地域

北東地域
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資料編 一次仮置場除外地一覧 

（３）一次仮置場除外地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘリ

離着

仮設

住宅

応急

給水

（㎡） （㎥）

1 荒川左岸わんど広場 足立一・二丁目 31,486.97

2 荒川左岸江北橋緑地 扇二丁目 70,921.74

3 荒川右岸江北橋緑地 小台一・二丁目、宮城二丁目 63,360.30

4 荒川左岸鹿浜橋緑地 鹿浜一丁目、堀之内一丁目 45,467.76

5 荒川左岸都市農業公園前緑地 鹿浜二丁目 9,774.97

6 荒川右岸鹿浜橋緑地 新田一・二丁目 22,058.49

7 荒川右岸新田緑地 新田二・三丁目 108,746.97

8 荒川右岸虹の広場 千住五丁目 37,471.11

9 荒川右岸大川町緑地 千住大川町 37,713.01

10 荒川左岸五反野緑地 西綾瀬一丁目 17,787.95

11 荒川右岸日ノ出町緑地 日ノ出町、柳原一・二丁目、曙町 101,494.13

12 荒川左岸西新井橋緑地
本木一丁目、関原一丁目、

梅田一・三・四丁目
78,824.14

13 北宮城町公園 扇二丁目37番1号・27番27号 6,378.85 50 ○

14 上沼田東公園 江北六丁目10番1号 16,427.49 5,536 ○

15 島糀屋公園 鹿浜二丁目22番1号 11,536.99 2,701

16 北鹿浜公園 鹿浜三丁目26番1号 19,342.10 400 ○

17 関屋公園 千住関屋町17番7号 6,505.51 522 ○

18 千住スポーツ公園 千住緑町二丁目1番1号 17,738.83 5,725 400 ○

19 竹の塚第六公園 竹の塚二丁目25番3号 8,714.41 3,287 ○

20 保木間公園 竹の塚三丁目8番1号 20,847.50 8,100 ○ ○

21 大谷田南公園 中川四丁目42番1号 9,917.35 400 ○

22 諏訪木東公園 西新井三丁目25番1号 13,917.42 400 ○

23 諏訪木西公園 西新井四丁目35番1号 14,113.37 3,105 ○

24 西新井みどり公園 西新井五丁目28番1号 11,210.72 3,355 ○

25 総合スポーツセンター公園
東保木間二丁目27番2号・31番1号・32番1

号、南花畑五丁目6番1号
52,723.11 10,000 400 ○

26 一ツ家第一公園 一ツ家四丁目16番１号 24,727.46 1,425 ○

27 元渕江公園 保木間二丁目17番1号 40,444.00 3,873 ○

28 谷在家公園 谷在家二丁目13番1号 15,296.38 1,963 ○

29 しょうぶ沼公園 谷中二丁目4番1号 28,062.00 6,515 ○

30 栗六公園 六月三丁目10番1号 11,094.56 3,465 ○

31 谷中公園 谷中二丁目23番36号 6,400.00 6,400 ○
一部、地域防災計画に基づく災

害時活動拠点のため。

32 舎人緑道公園
入谷九丁目10番、入谷三丁目11番、舎人六丁

目13番
5,470.13

33 見沼代親水公園 舎人四丁目5番から古千谷本町四丁目8番 19,402.10 ○

34 綾瀬川緑地
花畑二丁目14番・15番、花畑七丁目19番、花

畑二丁目16番から花畑六丁目35番
4,778.74

35 葛西用水親水水路 六木三丁目38番から中川四丁目1番 24,213.73

36 江北北部緑道公園 谷在家二丁目13番から皿沼三丁目18番 12,254.39 ○

37 宮城ファミリー公園 宮城二丁目1番14号 9,670.73
仮置場に適さないため（水再生

ｾﾝﾀｰの上部が公園）。

38 桑袋ビオトープ公園 花畑八丁目2番2号 8,915.57
仮置場に適さないため（ほぼ湿

地場所）。

39 中央公園 中央本町一丁目17番4号 7,467.56 ○

災害活動拠点のため（庁舎の平

場として駐車・参集拠点等に活

用）。

40 舎人四丁目公園 舎人四丁目8番1号 1,021.00 民有地（借地）のため。

1,053,699.54 24,500 41,472 2,050 1 21

※　一覧表は除外の理由ごとに分け、所在地を５０音順で表記

※　数値は各用途の指定面積（応急給水槽は水槽容量）

※　No31の谷中公園は、除外地面積（6,400㎡）の他に、一次仮置場候補地（8,800㎡）あり。

除　　外　　理　　由

計

荒川下流防災活用計画に基づく

災害時活動拠点のため。

地域防災計画に基づく災害時活

動拠点等のため。

仮置場に適さないため（土地形

状等）。

（㎡）

Ｎｏ 名　　　　　称 所　　　在　　　地
公園面積

物流拠

点

防火

水槽

地域防災計画等


