
都市計画公園等との重複 

 

【今後事業化を検討していく際に都市計画公園等を変更する箇所】の一覧表 
 

No. 公園名 路線名 所在区市町 
重複箇所における 

都市計画公園等の開園状況 

公-1 芝公園 放射 20 号線 港区 開園 

公-2 芝公園 補助４号線 港区 一部開園 

公-3 有栖川宮記念公園 補助 10 号線 港区 開園 

公-4 隅田川公園 放射 14 号線 台東区 未開園 

公-5 隅田川公園 補助 109 号線 台東区 開園 

公-6 千田町公園 放射 32 号線 江東区 開園 

公-7 駒沢公園 補助 127 号線 目黒区 一部開園 

公-8 貴船堀公園 補助 34 号線 大田区 開園 

公-9 多摩川緑地 補助 208 号線 大田区 未開園 

公-10 子の神公園 補助 209 号線 世田谷区 開園 

公-11 祖師ヶ谷公園 補助 52 号線 世田谷区 未開園 

公-12 祖師ヶ谷公園 補助 216 号線 世田谷区 未開園 

公-13 下高井戸西公園 補助 215 号線 杉並区 開園 

公-14 上井草公園 補助 132 号線 杉並区・練馬区 未開園 

公-15 神田川第二緑地 放射 23 号線 杉並区 未開園 

公-16 善福寺川緑地 補助 133 号線 杉並区 一部開園 

公-17 玉川上水緑地 補助 128 号線 杉並区 一部開園 

公-18 玉川上水緑地 補助 133 号線 杉並区 開園 

公-19 下板橋第一公園 補助 84 号線 板橋区 一部開園 

公-20 小豆沢公園 補助 244 号線 板橋区 開園 

 

  



 
 

 

No. 公園名 路線名 所在区市町 
重複箇所における 

都市計画公園等の開園状況 

公-21 板橋緑地 補助 84 号線 板橋区 未開園 

公-22 大泉井頭公園 補助 232 号線 練馬区 一部開園 

公-23 石神井川緑地 補助 132 号線 練馬区 未開園 

公-24 石神井川緑地 補助 234 号線 練馬区 未開園 

公-25 尾竹橋公園 補助 118 号線 足立区 開園 

公-26 荒川緑地 補助 118 号線 足立区 未開園 

公-27 荒川緑地 補助 139 号線 足立区 未開園 

公-28 中川緑地 補助 259 号線 足立区・葛飾区 未開園 

公-29 中川緑地 補助 261 号線 足立区・葛飾区 未開園 

公-30 水元公園 補助 277 号線 葛飾区 未開園 

公-31 中川緑地 補助 280 号線 葛飾区 一部開園 

公-32 荒川緑地 補助 122 号線 江戸川区 未開園 

公-33 清水公園 八王子３・４・63 号線 八王子市 未開園 

公-34 浅川河川緑地 八王子３・４・63 号線 八王子市 未開園 

公-35 浅川河川緑地 八王子３・５・49 号線 八王子市 未開園 

公-36 諏訪の森公園 立川３・４・33 号線 立川市 未開園 

公-37 昭和公園 昭島３・４・１号線 昭島市 開園 

公-38 昭和公園 昭島３・５・12 号線 昭島市 開園 

公-39 布多公園 調布３・４・26 号線 調布市 未開園 

公-40 神代公園 調布３・４・15 号線 調布市 未開園 

公-41 神代公園 調布３・４・26 号線 調布市 未開園 

公-42 薬師池公園 町田３・４・15 号線 町田市 開園 

公-43 狭山緑地 東村山３・４・34 号線 東村山市 開園 

公-44 旧野川緑地 調布３・４・７号線 狛江市 開園 

公-45 旧野川緑地 調布３・４・８号線 狛江市 開園 

公-46 岩戸川緑地 調布３・４・18 号線 狛江市 一部開園 

公-47 東伏見石神井川緑地 西東京３・４・17 号線 西東京市 未開園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【今後関係機関と調整が必要な箇所】の一覧表 
 

No. 公園名 路線名 所在区市町 
重複箇所における 

都市計画公園等の開園状況 

公-48 外濠緑地 放射６号線 千代田区・新宿区 未開園 

公-49 外濠緑地 環状２号線 千代田区・新宿区・文京区 未開園 

公-50 外濠緑地 補助 64 号線 千代田区 未開園 

公-51 多摩川緑地 補助 43 号線 大田区 未開園 

公-52 和田堀公園 補助 128 号線 杉並区 一部開園 

公-53 善福寺川緑地 補助 215 号線 杉並区 一部開園 

公-54 旧古河邸公園 放射 10 号線 北区 開園 

公-55 井の頭公園 三鷹３・４・12 号線 三鷹市 開園 

公-56 井の頭公園 三鷹３・４・13 号線 三鷹市 開園 

公-57 玉川上水緑地 三鷹３・４・12 号線 三鷹市 一部開園 

公-58 玉川上水緑地 三鷹３・４・13 号線 三鷹市 一部開園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


