
1 森が崎児童公園 大森南5-3-5
2 貴船堀公園 大森東5-1
3 旧呑川緑地（大森東五丁目） 大森東5-37先
4 旧呑川緑地（大森東四丁目） 大森東4-39先
5 大森中川端児童公園 大森中1-22-6先
6 森が崎保育園 大森南2-2-15
7 美原文化センター 大森東1-28-9
8 大森東二丁目児童公園 大森東2-18-7
9 大森第八中学校 大森西2-21-1
10 谷戸児童公園 大森西5-14-3
11 大森西四丁目公園 大森西4-10-19
12 鶴渡公園 大森西6-12-1
13 旧呑川緑地（大森中三丁目） 大森中3-20先
14 大森西一丁目2先路上 大森西1-2先
15 大森第五小学校 大森本町1-10-5
16 大森西特別出張所 大森西2-3-3
17 平和島三丁目5先路上 平和島3-5先
18 平和島公園 平和島4-2-2
19 平和島五丁目3先路上 平和島5-3先
20 平和島六丁目2先路上 平和島6-2先
21 昭和島運動場 昭和島1-7
22 大森駅西口自転車駐車場 山王2-8-21
23 山王なかよし児童公園 山王1-33-16
24 清花公園 大森北2-8-5
25 大森第二中学校 大森北6-18-1
26 京浜島工業団地協同組合連合会 京浜島2-16先
27 入新井第一小学校 大森北4-6-7
28 馬込三本松児童公園 北馬込2-38-6
29 東馬込児童公園 東馬込2-17-10
30 堂寺児童公園 東馬込1-43-16
31 馬込東中学校 南馬込2-26-30
32 大倉山公園 南馬込3-24-1
33 南馬込四丁目8先路上 南馬込4-18先
34 こうま児童公園 南馬込5-18-3
35 馬込西公園 西馬込2-8-15
36 馬込中学校 西馬込2-35-6
37 馬込第三小学校 北馬込1-28-1
38 馬込図書館 中馬込2-26-10
39 貝塚中学校 中馬込3-13-1
40 桐里児童公園 南馬込6-9-1
41 郷土博物館分室 南馬込1-53-1
42 市野倉南児童公園 中央7-15-15
43 池上小学校 池上1-33-8
44 池上五丁目公園 池上5-15-18
45 徳持小学校 池上7-18-1
46 中央六丁目7先路上 中央6-7先
47 徳持神社 池上3-38-17
48 本門寺公園 池上1-11-1
49 文化児童公園 中央8-36-10
50 池上八丁目児童公園 池上8-22-8
51 南馬込六丁目22先路上 南馬込6-22先
52 池上二丁目3先路上 池上2-3先
53 池上特別出張所 池上1-29-6
54 厳島神社（弁天池児童遊園） 山王4-23-5
55 山王三丁目22先路上 山王3-22先
56 観音通り児童公園 中央3-15-15
57 新井宿会館 中央4-31-14
58 サンキュー児童公園 田園調布本町39-15
59 東嶺町7先路上 東嶺町7先
60 東久児童公園 田園調布本町21-10
61 わかば保育園 田園調布南8-23
62 東調布中学校 田園調布南29-15
63 嶺町特別出張所 田園調布本町7-1
64 雪谷大塚中央児童公園 雪谷大塚町17-21
65 田園調布一丁目31先路上 田園調布1-31先
66 田園調布一丁目東公園 田園調布1-22-3
67 多摩川台公園 田園調布1-63-1
68 シニアステーション田園調布 田園調布2-58-5
69 宝来公園 田園調布3-31-1
70 南雪谷四丁目児童公園 南雪谷4-2-17
71 田園調布八幡神社(路上） 田園調布5-30-16
72 シニアステーション田園調布西 田園調布4-44-9
73 田園調布特別出張所 田園調布2-20-16
74 鵜の木児童館 鵜の木3-34-7
75 ちどりみなみ児童公園 千鳥2-28-12
76 鵜の木二丁目3先路上 鵜の木2-3先
77 大森第七中学校 南久が原1-3-1
78 くすのき公園 下丸子4-24-1
79 白山神社 東嶺町31-3
80 こばと児童公園 千鳥1-1-25
81 鵜の木特別出張所 南久が原2-30-5
82 池上三丁目児童公園 池上3-4-4
83 久が原南台児童公園 久が原5-24-10
84 久が原二丁目7先路上 久が原2-7先
85 久が原三丁目23先路上 久が原3-23先
86 松仙小学校 久が原1-11-1
87 久原小学校（久が原特別出張所） 久が原4-12-10
88 上池台三丁目公園 上池台3-16-15
89 上池台四丁目公園 上池台4-41-5
90 雪谷小学校 南雪谷3-9-23
91 仲池上児童館 仲池上1-21-16
92 上池台児童館 上池台2-35-18
93 ディアレンス南雪谷 北嶺町4-6
94 雪谷八幡神社 東雪谷2-25-1
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95 池雪小学校 東雪谷5-7-1
96 小池小学校 上池台2-22-7
97 上池台射水坂公園 上池台4-19-4
98 上池台一丁目23先路上 上池台1-23先
99 洗足池小学校 南千束3-35-2
100 東調布公園 南雪谷5-13-1
101 洗足池図書館 南千束2-2-10
102 雪谷特別出張所 東雪谷4-3-23
103 清水窪小学校 北千束1-20-15
104 赤松小学校 北千束2-35-8
105 南千束一丁目9先路上 南千束1-9先
106 南千束三丁目6先路上 南千束3-6先
107 石川台中学校 石川町2-23-1
108 千束特別出張所 南千束2-16-19
109 大森南一丁目公園 大森南1-24-6先
110 西糀谷一丁目児童公園 西糀谷1-5-13
111 糀谷特別出張所 西糀谷2-14-13
112 浜竹保育園 西糀谷3-34-18
113 東糀谷小学校 東糀谷5-18-23
114 東糀谷三丁目児童遊園 東糀谷3-6-2
115 東糀谷第二公園 東糀谷6-3-1
116 東糀谷第一公園 東糀谷6-8-30
117 西仲天祖神社（西仲児童遊園） 西糀谷4-9-17
118 糀谷・羽田地域庁舎 東糀谷1-21-15
119 本羽田公園 本羽田3-23-10
120 萩中公園 萩中3-25-26
121 羽田文化センター 羽田4-11-3
122 前河原児童公園 羽田3-26-16
123 弁天橋保育園 羽田5-18-16
124 仲町児童公園 羽田6-18-2
125 中萩中小学校 萩中2-14-1
126 南蒲田三丁目児童公園 南蒲田3-10-12
127 本羽田第二児童公園 本羽田2-8-12
128 羽田特別出張所 羽田1-18-14
129 南六郷一丁目第２アパート(南六郷保育園) 南六郷1-33-1
130 南六郷公園 南六郷2-35-4
131 八幡塚公園 南六郷3-15-17
132 東六郷三丁目25先路上 東六郷3-25先
133 多摩川緑地管理事務所 西六郷4-23-3
134 西六郷四丁目33先路上 西六郷4-33先
135 東六郷保育園 東六郷1-13-25
136 いずも公園 南六郷1-10-1
137 南六郷中学校 南六郷3-2-1
138 仲三児童公園 仲六郷3-12-2
139 西六郷公園 西六郷1-6-1
140 西六郷二丁目児童公園 西六郷2-30-3
141 高畑第二児童公園 西六郷4-1-16
142 六郷特別出張所 仲六郷2-42-2
143 東八幡神社（古市児童遊園） 矢口3-17-3
144 多摩川小学校 矢口3-26-25
145 矢口中学校 下丸子2-23-1
146 下丸子四丁目21先路上 下丸子4-21先
147 矢口南児童公園 矢口1-22-21
148 下丸子四丁目14先路上 下丸子4-14先
149 矢口西小学校 下丸子1-7-1
150 矢口二丁目26先路上 矢口2-26先
151 下丸子図書館 下丸子2-18-11
152 原児童公園 多摩川2-11-9
153 大田区民センタ－ 新蒲田1-18-23
154 おなづか小学校 西蒲田1-19-1
155 西蒲田五丁目21先路上 西蒲田5-21先
156 御園中学校 西蒲田8-5-1
157 ふれあいはすぬま 西蒲田3-19-1
158 東矢口三丁目公園 東矢口3-24-8
159 東矢口二丁目1先路上 東矢口2-1先
160 多摩川一丁目5先路上 多摩川1-5先
161 多摩川二丁目児童公園 多摩川2-13-4
162 道塚第三児童公園 新蒲田3-32-10
163 蒲田西特別出張所 西蒲田7-12-7
164 新宿小学校 蒲田本町1-5-1
165 区役所本庁舎 蒲田5-13-14
166 北蒲広場 蒲田1-10-1
167 仲蒲田公園 蒲田4-35-1
168 東蒲田二丁目公園 東蒲田2-32-1
169 蒲田一丁目公園 蒲田1-7-2
170 南蒲田二丁目児童公園 南蒲田2-26-18
171 南一児童公園 南蒲田1-17-14
172 東蒲小学校 東蒲田1-19-25
173 大森西交通公園 大森西3-4-19
174 山王小学校 山王1-26-33
175 東六郷三丁目10先路上 東六郷3-10先
176 蒲田駅西口 西蒲田7-68先
177 八幡神社 大森中3-3-8
178 西嶺町22先路上 西嶺町22先
179 出雲小学校 本羽田1-2-4
180 仲六郷保育園 仲六郷1-29-10
181 糀谷小学校 西糀谷3-13-21
182 千鳥小学校 千鳥2-5-1
183 羽田鉄工団地協同組合　 昭和島2-4先
184 京浜島営業所　 京浜島2-1-7
185 京浜島二丁目7先路上 京浜島2-7先
186 （株）上組　 東海4-8-8
187 大井ポートグランド 東海4-1
188 東海五丁目5先路上 東海5-5先
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189 蒲田小学校 蒲田1-30-1
190 蒲田五丁目20先路上 蒲田5-20先
191 城南島二丁目1先路上 城南島2-1先
192 城南島二丁目8先路上 城南島2-8先
193 池上六丁目7先路上 池上6-7　先
194 雪谷大塚町自転車駐車場 雪谷大塚町1
195 入新井第二小学校 中央2-15-1
196 矢口二丁目公園 矢口2-21-30
197 大森東一丁目アパート 大森東1-35-6
198 大森北一丁目1先路上 大森北1-1先（ﾛｰﾀﾘｰ内）
199 大井ふ頭中央海浜公園 東海1-4
200 不入斗パーク 大森北4-25-2
201 萩中交通公園 萩中3-25
202 南二和児童公園 南六郷2-15
203 入新井第五小学校 大森北6-4-8
204 西三児童公園 大森西3-10
205 大森地域庁舎 大森西1-12-1
206 蒲田中学校 蒲田1-12-5
207 山王公園 山王3-32
208 春日公園 中央1-9
209 西蒲田太平橋児童公園 西蒲田4-4-1
210 富士通正門脇付近 新蒲田1-17
211 六郷中学校 仲六郷3-11-11
212 相生小学校 西蒲田6-19-1
213 道塚小学校 新蒲田3-3-18
214 西六郷三丁目公園 西六郷3-16
215 東矢口一丁目児童公園 東矢口1-11
216 矢口小学校 多摩川1-18
217 池上本町児童公園 池上2-12
218 徳持児童公園 池上8-13-4
219 京浜島機材センター 京浜島3-5-8
220 仲池上二丁目30番広場 仲池上2-30-11
221 千鳥児童館 千鳥3-11-7
222 大田区民プラザ 下丸子3-1-3
223 道々橋のぞみ児童公園 久が原1-2
224 大森ふるさとの浜辺公園 平和の森2
225 大田図書館 田園調布南25-1
226 中馬込大久保児童公園 中馬込3-6
227 小池けやき児童公園 上池台1-48
228 ヤマト運輸歩道 羽田旭町11-1
229 かにくぼ公園 北嶺町17
230 コミュニティセンター羽田旭 羽田旭町7-1
231 田園調布小学校 田園調布2-31-16
232 田園調布五丁目7先路上 田園調布5-13先
233 北馬込わくわく公園 北馬込1-7
234 城南島ふ島公園 城南島2-10
235 城南島四丁目3先路上 城南島4-3先
236 南二児童公園 南蒲田2-11-5
237 平和の森会館 平和の森公園1-1
238 久が原さくら児童公園 久が原5-7-20
244 松仙児童公園 東嶺町12
246 ㈱フューチャー・エコロジー 城南島3-2-14
247 昭和島２丁目路上 昭和島2-1
248 城南島海浜公園 城南島5-2-1
249 ㈱小林運送京浜島流通センター 京浜島1-2-7
250 京浜島つばさ公園 京浜島2-5
251 ソラムナード羽田緑地５ 羽田空港2-8-1
252 ソラムナード羽田緑地１ 羽田空港2-8-1
253 ソラムナード羽田緑地２ 羽田空港2-8-1
254 ソラムナード羽田緑地３ 羽田空港2-8-1
255 ソラムナード羽田緑地４ 羽田空港2-8-1


