
児童遊園の一覧（50音順） 令和５年１月19日現在

所在地 運動広場 トイレ 所在地 運動広場 トイレ

あ 赤羽北 あかばねきた 赤羽北1-5-4 か 上十条四丁目
かみじゅうじょうよん
ちょうめ

上十条4-17-2

赤羽北一丁目
あかばねきたいっちょ
うめ

赤羽北1-10-8 上田端 かみたばた 田端4-18-1

赤羽北三丁目
あかばねきたさんちょ
うめ

赤羽北3-18-8 上中里一丁目
かみなかざといっちょ
うめ

上中里1-38-1

赤羽北三丁目第一
あかばねきたさんちょ
うめだいいち

赤羽北3-14-6 上中里三丁目
かみなかざとさんちょ
うめ

上中里3-12-4

赤羽北二丁目
あかばねきたにちょう
め

赤羽北2-34-6 上中里二丁目
かみなかざとにちょう
め

上中里2-13-15

赤羽三丁目 あかばねさんちょうめ 赤羽3-26-8 神谷一丁目 かみやいっちょうめ 神谷1-5-11

赤羽三和 あかばねさんわ 赤羽西4-27-27 神谷三丁目 かみやさんちょうめ 神谷3-16-18

赤羽台三丁目
あかばねだいさんちょ
うめ

赤羽台3-21-35 神谷三丁目南
かみやさんちょうめみ
なみ

神谷3-37-4

赤羽西六丁目
あかばねにしろくちょう
め

赤羽西6-3-10 き 岸町二丁目 きしまちにちょうめ 岸町2-5-16

赤羽西六丁目第三
あかばねにしろくちょう
めだいさん

赤羽西6-8-1 北赤羽高架下
きたあかばねこうかし
た

浮間3-1-51 ○

赤羽西六丁目第二
あかばねにしろくちょう
めだいに

赤羽西6-38-4 北園 きたぞの 赤羽北3-6-1

赤羽南二丁目
あかばねみなみにちょ
うめ

赤羽南2-7-6 旧古河庭園
きゅうふるかわていえ
ん

西ヶ原1-27-3

い いがしら いがしら 岸町2-9-16 こ こはら こはら 滝野川5-1先

う 浮間一丁目 うきまいっちょうめ 浮間1-7-13 さ 栄町北 さかえちょうきた 栄町24-12

浮間三丁目 うきまさんちょうめ 浮間3-24-14 栄町西 さかえちょうにし 栄町40-2先

浮間三丁目高架下
うきまさんちょうめこう
かした

浮間3-32-3 ○ 栄町南 さかえちょうみなみ 栄町7-12

浮間中央 うきまちゅうおう 浮間3-34-21 し 地蔵坂下 じぞうさかした 東十条3-18-44

浮間二丁目西 うきまにちょうめにし 浮間2-26-44 ○ 志茂五丁目 しもごちょうめ 志茂5-39-3

浮間二丁目東 うきまにちょうめひがし 浮間2-2-5 志茂五丁目東 しもごちょうめひがし 志茂5-21-12

浮間四丁目高架下
うきまよんちょうめこう
かした

浮間4-1-9 ○ 志茂五丁目南 しもごちょうめみなみ 志茂5-4-11

お 王子五丁目 おうじごちょうめ 王子5-2-13 志茂三丁目 しもさんちょうめ 志茂3-18-3

王子三丁目 おうじさんちょうめ 王子3-24-1 志茂二丁目 しもにちょうめ 志茂2-30-12

王子六丁目 おうじろくちょうめ 王子6-2-60 志茂四丁目 しもよんちょうめ 志茂4-46-6

大原 おおはら 滝野川1-78-8 志茂四わかば しもよんわかば 志茂4-31-1

か 上一ふれあい かみいちふれあい 上十条1-16-15 十条仲原一丁目
じゅうじょうなかはら
いっちょうめ

十条仲原1-21-10
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所在地 運動広場 トイレ 所在地 運動広場 トイレ

し 十条仲原二丁目
じゅうじょうなかはらに
ちょうめ

十条仲原2-15-14 に 西が丘一丁目
にしがおかいっちょう
め

西が丘1-44-7 ○

十条仲原四丁目
じゅうじょうなかはらよ
んちょうめ

十条仲原4-10-5 西が丘二丁目 にしがおかにちょうめ 西が丘2-14-3

昭和町（※） しょうわまち 昭和町3-9-10 閉鎖中 西が丘南 にしがおかみなみ 西が丘2-15-10 ○

昭和町ふれあい しょうわまちふれあい 昭和町1-5-14 西ヶ原一丁目
にしがはらいっちょう
め

西ヶ原1-9-4

た 滝野川菊谷 たきのがわきくたに 滝野川6-43-1 西ヶ原三丁目
にしがはらさんちょう
め

西ヶ原3-19-8

滝野川五丁目 たきのがわごちょうめ 滝野川5-42-32 西ヶ原二丁目 にしがはらにちょうめ 西ヶ原2-19-11

滝野川三丁目
たきのがわさんちょう
め

滝野川3-80-3 は 八幡通り はちまんどおり 滝野川5-10-1

滝野川馬場 たきのがわばんば 滝野川2-30-29 八幡山 はちまんやま 中十条4-15-24

田端新町一丁目
たばたしんまちいっ
ちょうめ

田端新町1-17-8 ひ 東十条一丁目高架下
ひがしじゅうじょういっ
ちょうめこうかした

東十条1-7先 ○

田端西台 たばたにしだい 田端5-14-1 東十条五丁目
ひがしじゅうじょうご
ちょうめ

東十条5-13-2

田端二丁目 たばたにちょうめ 田端2-6-15 東十条二丁目高架下
ひがしじゅうじょうに
ちょうめこうかした

東十条2-1-14 ○

ち ちんちん山 ちんちんやま 岸町2-1-11先 ○ 東十条南
ひがしじゅうじょうみな
み

東十条1-2-1 ○

つ 鶴ケ丘 つるがおか 赤羽西4-6-5 東田端二丁目
ひはしたばたにちょう
め

東田端2-13-7

と 道音坂 どうおんざか 滝野川1-32-2 ふ 袋 ふくろ 赤羽北2-22-10

豊島七丁目 としまななちょうめ 豊島7-31-1 船方 ふなかた 堀船4-13-28

豊島七丁目北 としまななちょうめきた 豊島7-24-4 ほ 堀船一丁目 ほりふねいっちょうめ 堀船1-5-6

豊島七丁目南
としまななちょうめみな
み

豊島7-4-1 堀船一丁目いこい
ほりふねいっちょうめ
いこい

堀船1-23-1

豊島八丁目 としまななはっちょうめ 豊島8-33-11 堀船三丁目 ほりふねさんちょうめ 堀船3-1-16 ○

豊島八幡 としまはちまん 豊島2-19-15 堀船三丁目西
ほりふねさんちょうめ
にし

堀船3-16-3

豊島四丁目南
としまよんちょうめみな
み

豊島4-14-1 堀船二丁目 ほりふねにちょうめ 堀船2-25-13

豊島四丁目 としまよんちょうめ 豊島4-17-9 堀船四丁目 ほりふねよんちょうめ 堀船4-4-21

な 中里三丁目 なかざとさんちょうめ 中里3-22-9 堀船四丁目西
ほりふねよんちょうめ
にし

堀船4-4-35

中十条一丁目
なかじゅうじょういっ
ちょうめ

中十条1-20-9 み 宮堀 みやぼり 神谷1-6-21先

中十条三丁目
なかじゅうじょうさん
ちょうめ

中十条3-7-1 や 谷戸さんさん やとさんさん 西ヶ原3-59-16

に 西が丘 にしがおか 西が丘2-22-11 よ 四本木 よもとぎ 滝野川3-61-8

※昭和町児童遊園は占用工事のため閉鎖中 　…だれでもトイレ（夜間は閉鎖します）

児童遊園の名称 児童遊園の名称


