
特別緑地保全地区一覧

令和3年4月1日現在

当初 最終

1 東京１ 上野
う えの

台東区上野桜木一丁目地内 6.50 昭和51年7月13日

2 東京２ 代々木
よ よ ぎ

渋谷区代々木神園町及び代々木一丁目各地内 69.90 昭和51年7月13日

3 東京３ 和田堀
わ だ ぼ り

杉並区大宮二丁目地内 2.90 昭和51年12月24日

4 東京４ 成城
せいじょう

みつ池
いけ

世田谷区成城四丁目地内 2.00 昭和53年3月8日 平成4年7月13日

5 東京５ 大森
おおもり

ふるさとの浜辺
はまべ

大田区ふるさとの浜辺公園地内 2.10 平成17年12月2日

6 東京６ 早宮
はやみや

けやき 練馬区早宮三丁目地内 0.30 平成18年11月10日

7 東京７ 浅間神社
せんげんじんじゃ

江戸川区上篠崎一丁目地内 0.73 平成20年3月7日

8 東京８ 成増
なります

板橋区成増四丁目地内 0.10 平成21年4月13日

9 東京９ 南馬込二丁目
みなみまごめにちょうめ

大田区南馬込二丁目地内 0.07 平成23年7月12日

10 東京10 六町
ろくちょう

いこいの森
もり

足立区六町四丁目地内 0.30 平成23年11月29日

11 東京11 成増第二
なりますだいに

板橋区成増四丁目地内 0.41 平成24年3月6日

12 東京12 経堂五丁目
きょうどうごちょうめ

世田谷区経堂五丁目地内 0.24 平成24年5月23日

13 東京13 烏山弁天池
からすやまべんてんいけ

世田谷区北烏山四丁目地内 0.36 平成24年8月17日

14 東京14 成城三丁目崖
せいじょうさんちょうめはけ

の林
はやし

世田谷区成城三丁目地内 0.06 平成25年11月21日

15 東京15 北烏山九丁目屋敷林
きたからすやまきゅうちょうめやしきりん

世田谷区北烏山九丁目地内 0.26 平成26年11月18日

16 東京16 西新井栄町
にしあらいさかえちょう

足立区西新井栄町三丁目地内 0.13 平成26年12月18日

17 東京17 成城四丁目十一山
せいじょうよんちょうめじゅういちやま

世田谷区成城四丁目地内 0.08 平成28年12月2日

18 東京18 南馬込五丁目
みなみまごめごちょうめ

大田区南馬込五丁目地内 0.09 令和2年3月26日

19 東京19 西嶺町
にしみねまち

大田区西嶺町地内 0.38 令和2年11月9日

区部計 86.91

1 小金井1 滄浪泉園
そうろうせんえん

小金井市貫井南町三丁目地内 1.30 昭和52年12月21日 平成23年11月11日

2 調布１ 狛江弁財天池
こま　えべんざいてんいけ

狛江市元和泉一丁目地内 2.10 昭和62年8月13日

3 多摩１ 霞ヶ関
かすみがせき

多摩市桜ヶ丘一丁目地内 3.30 平成3年2月28日

4 青梅１ 千
ち

ヶ
が

瀬
　せ

青梅市千ヶ瀬町四丁目地内 1.00 平成4年7月13日

5 三鷹１ 勝渕神社
かつぶちじんじゃ

三鷹市新川三丁目地内 0.20 平成11年2月10日

6 西東京１ 東伏見稲荷
ひがしふしみいなり

西東京市東伏見一丁目地内 1.30 平成11年2月26日 平成16年4月22日

7 町田１ 金森峯山
かなもりみねやま

町田市金森四丁目地内 0.60 平成16年5月13日

8 町田２ 西田金山
にしだかなやま

町田市金森六丁目地内 0.30 平成16年5月13日

9 東村山１ 下清戸道東
しもきよとみちひがし

清瀬市下清戸五丁目地内 0.62 平成17年12月15日

10 町田３ 山崎
やまざき

町田市山崎町地内 1.30 平成19年2月16日 平成26年9月11日

11 町田４ つくし野殿山
のとのやま

町田市つくし野一丁目地内 0.60 平成19年2月16日

12 多摩２ 和田緑地保全
わだり ょ く ちほぜん

の森
もり

多摩市大字和田字十五号及び字十六号各地内 2.90 平成19年3月14日 平成20年6月13日

13
八王子１

町田５ 七
なな

国
くに

・相原
あいはら 八王子市七国一・三丁目各地内

町田市相原町地内
44.60 平成19年12月18日 平成25年11月29日

14 青梅２ 青梅
お うめ

の森
もり 青梅市勝沼二丁目、根ヶ布一・二丁目及び黒沢三丁目

各地内
91.70 平成22年1月22日

15 東村山２ 神山
こうやま

清瀬市中清戸三丁目地内 0.90 平成22年3月3日 平成24年3月28日

16 小平１ 上水新町一丁目
じょうすいしんまちいっちょうめ

小平市上水新町一丁目地内 0.85 平成23年2月9日

17 小平２ 鈴木町一丁目
すずきちょういっちょうめ

小平市鈴木町一丁目地内 0.35 平成23年2月9日

18 八王子２ 上川
かみかわ

の里
さと

八王子市上川町地内 50.90 平成23年3月31日 平成30年2月15日

19 町田６ 森野
も りの

町田市森野五丁目地内 0.43 平成23年9月1日

20 町田７ 境川山根
さかいがわやまね

町田市根岸一丁目地内 0.21 平成23年9月1日

21 小平３ 小川町一丁目
おがわちょういちちょうめ

小平市小川町一丁目地内 0.18 平成24年3月30日

22 西東京２ 下保谷四丁目
しもほうやよんちょうめ

西東京市下保谷四丁目地内 1.10 平成24年11月20日

23 町田８ 成瀬
なるせ

山吹
やまぶき

町田市成瀬五丁目地内 4.50 平成25年1月18日

24 多摩３ 稲城
いなぎ

ふれあいの森
もり

稲城市大字坂浜地内 6.20 平成25年5月29日

25 調布２ 仙川崖線緑地
せんがわがいせんりょくち

調布市仙川町三丁目及び緑ヶ丘二丁目各地内 0.69 平成25年8月15日

26 調布３ みんなの森
もり

調布市緑ヶ丘二丁目地内 0.55 平成25年8月15日

27 東村山３ 黒目川越処橋
くろめがわこいちょばし

東久留米市柳窪四丁目地内 0.34 平成25年12月20日

28 町田９ 成瀬
なるせ

かしの木山
きやま

町田市西成瀬三丁目地内 2.10 平成26年9月11日

29 日野１ 百草小峰谷戸
も ぐ さ こ み ね や と

日野市百草地内 0.22 平26年11月17日

30 町田１０ 図師南
ずしみなみ

町田市図師町地内 1.20 平成28年7月1日

31 調布４ 深大寺元町
じんだいじもとまち

調布市深大寺元町三丁目地内 0.43 平成29年2月16日

32 町田１1 広袴神明
ひろはかましんめい

町田市広袴町地内 3.30 平成29年10月27日

33 八王子３ 金比羅
こ ん ぴ ら

初沢町及び高尾町各地内 7.50 平成30年11月20日

34 小平４ 上水新町一丁目第二
じょうすいしんまちいっちょうめだいに

小平市上水新町一丁目地内 0.09 令和2年2月17日

市部計 233.86

53か所 320.77 　 　

注：「西東京１」の当初告示は、保谷市告示である。
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