
令和元年（２０１９年）１１月６日

建 設 委 員 会 資 料

都 市 基 盤 部 公 園 緑 地 課

公園遊具の安全確保に係る緊急対策事業実施の進捗状況について

公園遊具の安全性を速やかに確保するための緊急対策事業実施の進捗状況に

ついて、下記のとおり報告する。

記

１ 遊具基礎被覆工事

遊具のコンクリート基礎の安全性を確保するため、被覆工事を行う。

⑴ 実施公園及び施設

５３公園７５施設（詳細は別紙のとおり）

⑵ 工事期間

令和元年１１月から令和２年３月まで

⑶ 周知方法

実施公園へ掲示するとともに、区公式ホームページに掲載する。

２ 遊具撤去・更新工事

基礎被覆工事以外の対応が必要な遊具について、現在の遊具設置に必要な

安全な領域の確保や落下防止に関する基準に適合するように設計するととも

に、地域の意見等を募集する。遊具撤去・更新工事の実施にあたり、当該意見

等を参考のうえ、区が工事内容を決定する。

⑴ 実施公園及び施設

５０公園７０施設（詳細は別紙のとおり）

⑵ 意見募集期間

令和元年１２月３日から同月１７日まで

⑶ 意見募集方法

ア 区が作成した案を実施公園へ掲示するとともに、区が指定した日に当

該実施公園にて意見聴取を行う。

イ 上記⑵の期間中に、郵便、ＦＡＸ、メール等にて意見を受け付ける。

⑷ 工事期間

令和２年３月から同年１０月まで



⑸ 周知方法

ア 意見募集について：実施公園に掲示するとともに、区公式ホームページ

に掲載する。

イ 工事内容・時期について：決定次第、実施公園に掲示するとともに、区

公式ホームページに掲載する。

３ 長寿命化計画に基づく遊具の更新

国費を活用した計画に基づき、２か年に分けて、同規模同機能の遊具へ更新

を行う。

⑴ 実施公園及び施設

９公園１８施設（詳細は別紙のとおり）

⑵ 工事期間

令和元年度：令和元年１２月から令和２年３月まで

令和２年度：令和２年９月から同年１２月まで



公園遊具の安全確保に係る緊急対策事業　対象施設一覧

基礎被覆工事

No 公園名 所在地 施設名 施設名 備考 施設名 更新年度

ブランコ 撤去のみ

築山遊具 撤去のみ

パイプ渡り部 撤去のみ

タイヤブランコ 撤去のみ

鉄棒 撤去のみ

2 江古田公園 松が丘２－３５ 複合遊具

ブランコ

低鉄棒

ジャングルジム

高鉄棒

雲梯

4 沼袋公園 沼袋１－１９ ブランコ

5 城山公園 中野１－４４ 複合遊具 撤去のみ

築山遊具 低鉄棒 ２年度

複合遊具

チェーンネットクライム

複合遊具

滑り台

高鉄棒

8 上鷺公園 上鷺宮４－８ 複合遊具

9 追分公園 中央４－７ 築山遊具

低鉄棒

複合遊具

ブランコ

低鉄棒

複合遊具

別紙

撤去・更新工事 長寿命化計画に基づく更新

1 新井薬師公園 新井５－４

3 江原公園 江原町１－１５ 元年度

6 栄町公園 弥生町４－２０

7 大和公園 大和町２－８

10 武蔵台公園 上鷺宮５－２６ ２年度

11 北中野公園 上鷺宮５－８ ２年度
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公園遊具の安全確保に係る緊急対策事業　対象施設一覧

基礎被覆工事

No 公園名 所在地 施設名 施設名 備考 施設名 更新年度

別紙

撤去・更新工事 長寿命化計画に基づく更新

滑り台

ブランコ

13 沼袋西公園 沼袋３－１４ 複合遊具

ブランコ 滑り台

低鉄棒

ブランコ

低鉄棒

ブランコ 築山遊具

健康器具１種

17 川添公園 東中野１－２２ ブランコ

ブランコ 滑り台

ジャングルジム

低鉄棒 滑り台

ブランコ

20 上鷺東公園 上鷺宮２－１８ ブランコ

低鉄棒

はん登棒

22 かせい公園 若宮３－５ 低鉄棒

23 本六公園 本町６－３０ ブランコ

24 中央西公園 中央５－２７ 低鉄棒 滑り台

ブランコ 滑り台

低鉄棒

26 八島公園 南台４－４１ ジャングルジム 滑り台

27 すみよし公園 東中野４－２５ 滑り台

低鉄棒 滑り台

築山遊具

12 塔の山公園 中央２－７ ２年度

14 上の原公園 東中野２－６

15 啓明公園 大和町１－２１

16 西大和公園 大和町４－５０

18 弥生公園 弥生町５－４

19 八成公園 上鷺宮５－１９

21 みなみ公園 南台５－１５

25 多田公園 南台３－２６

28 中央公園 中央５－４２
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公園遊具の安全確保に係る緊急対策事業　対象施設一覧

基礎被覆工事

No 公園名 所在地 施設名 施設名 備考 施設名 更新年度

別紙

撤去・更新工事 長寿命化計画に基づく更新

29 南部公園 南台５－２７ リングトンネル 滑り台

ブランコ

低鉄棒

ブランコ 滑り台

ジャングルジム

コンクリート小動物 小型複合遊具

コンクリート小動物 コンクリート小動物

ブランコ 滑り台

ブランコ

雲梯

ブランコ 滑り台

低鉄棒

低鉄棒 滑り台

ブランコ

37 花見公園 弥生町２－７ ブランコ 複合遊具 元年度

38 西鷺公園 鷺宮６－３１ 複合遊具

39 みはと公園 大和町４－５１ 滑り台 複合遊具

40 なつめ公園 中央５－６ ブランコ 滑り台

41 こぶし公園 上高田２－３２ ブランコ 複合遊具

42 けやき公園 東中野５－１３ ブランコ 複合遊具

43 高根公園 東中野２－３４ コンクリート小動物

ブランコ 滑り台

タイヤ遊具

45 わかたけ公園 鷺宮１－５ 低鉄棒 滑り台

46 かえで公園 中央２－３５ 低鉄棒

30 野方第一公園 野方４－３６

31 百観音公園 沼袋２－２８

32 前原公園 南台２－４８

33 西大和児童公園 大和町３－４２

34 氷川公園 東中野１－１１

35 天神公園 中野５－８

36 橋場公園 中央５－４１

44 みよし公園 鷺宮３－１９
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別紙

撤去・更新工事 長寿命化計画に基づく更新

滑り台

ブランコ

低鉄棒

ブランコ

49 あじさい公園 中野５－３４ 曲柱鉄棒

低鉄棒

ブランコ

健康器具１種 滑り台

ブランコ

登り棒

ブランコ

低鉄棒

53 いちょう公園 中央４－５０ ブランコ 滑り台

54 みずのとう公園 江古田１－３ ブランコ

55 ぱんだ公園 弥生町３－３４ ＦＲＰ小動物

ブランコ 滑り台

ジャングルジム

低鉄棒

雲梯

58 昭三公園 中野５－４１ 健康器具１種

59 野方一丁目公園 野方１－３２ 低鉄棒

60 宮前公園 中央２－３９ 複合遊具

ブランコ 高鉄棒

低鉄棒 滑り台

滑り台

62 上高田台公園 上高田４－１７ 健康器具１種 複合遊具 元年度

47 こぐま公園 江原町３－１７ ２年度

48 そろの木公園 白鷺２－３８

50 たんぽぽ公園 野方２－６１

51 れんげ公園 弥生町５－８

52 みどり公園 東中野３－１１

56 野方ひがし公園 野方１－１２

57 もみの木公園 野方１－３８

61 丸山公園 丸山２－２３
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公園遊具の安全確保に係る緊急対策事業　対象施設一覧

基礎被覆工事

No 公園名 所在地 施設名 施設名 備考 施設名 更新年度

別紙

撤去・更新工事 長寿命化計画に基づく更新

63 桜山公園 東中野３－２２ シーソー

64 南台公園 南台５－７ 複合遊具

低鉄棒 高鉄棒

ブランコ 滑り台

66 文園西公園 中野６－２３ 低鉄棒

ブランコ 健康器具１種

低鉄棒

68 松が丘公園 松が丘１－２ 雲梯

69 早稲田通り公園 野方１－３５ 複合遊具

70 上町公園 中央４－３６ ブランコ

71 鷺南公園 若宮２－４８ 滑り台

ブランコ 滑り台

肋木

複合遊具

ブランコ

74 白鷺公園 白鷺２－８ 健康器具１種

75 弥生こぶし公園 弥生町１－４０ 健康器具１種

76 なかの坂公園 本町１－１５ スプリング遊具 元年度

77 風の子ひろば 上鷺宮４－１４ 複合遊具 複合遊具

複合遊具 健康器具１種

健康器具１種

ピラミッドロープ遊具

滑り台

中央１－５０ 複合遊具 撤去のみ

中央３－４７ 滑り台 撤去のみ

65 丸山塚公園 沼袋２－４０

67 鷺六公園 鷺宮６－２４

72 上高田北公園 上高田５－２９

73 鷺宮運動広場 白鷺３－１

78 若宮オリーブ公園 若宮３－５７

79 白鷺ふれあい公園 白鷺２－１０

80 桃園川緑道
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