
世１ 区役所（第１庁舎東側） 世田谷４－２１

世２ 城山分庁舎（玄関前） 世田谷４－２４

世４ 世田谷地区会館 世田谷２－２５－１０

世５ 上町児童館 世田谷２－３０－１６

世６ 弦巻区民センター 弦巻１－２６－１１

世７ 弦巻三丁目東公園 弦巻３－５

世８ 教育センター 弦巻３－１６

世９ 大山道児童遊園横 弦巻４－３２

世１０ 蛇崩川緑道（三軒茶屋２－３付近） 三軒茶屋２－３付近

世１１ 世田谷丸山公園 三軒茶屋２－３３

世１２ 旧世田谷区保健センター 三軒茶屋２－５３－１６

世１３ 上馬パンダ広場 上馬４－３７

世１４ 小泉公園 駒沢２－４２

世１５ 駒沢生活実習所 弦巻２－１－５

世１６ 駒留公園 上馬５－３４

世１７ 蛇崩川緑道（三軒茶屋２－４３付近） 三軒茶屋２－４３

世１８ 世田谷観音入口交差点付近歩道植栽帯 下馬３－１４

世１９ 烏山川緑道（若林１－２８付近） 若林１－２８

世２０ 烏山川緑道（若林１－３２付近） 若林１－３２

世２１ 南台公園 経堂５－３－１１

世２２ 烏山川緑道（経堂１－４付近） 経堂１－４付近

北１ 代沢まちづくりセンター 代沢３－２７－３

北２ 代田五丁目公園 代田５－３２－９

北３ 北沢五丁目児童遊園 北沢５－１３

北４ 北沢地区会館 北沢３－３－１０

北５ 池ノ上青少年交流センター 代沢２－３７－１８

北６ 北沢川緑道（代田３－４３付近） 代田３－４３付近

北７ 松原公園 松原５－３５－１４

北８ 桜上水南地区会館 桜上水３－４－１１

北９ 上北沢八幡公園 桜上水３－２１－６

北１０ 北沢川緑道（赤堤１－２９付近） 赤堤１－２９付近

玉１ 玉川総合支所 等々力３－４－１

玉２ 上野毛地区会館（上野毛まちづくりセンター） 中町２－３３－１１

玉３ 玉川中学校（西門） 中町４－２１

玉４ 玉川土木公園管理事務所 中町４－３５－１１

玉５ 玉川中町公園 中町５－１９

玉６ 駒沢緑泉公園（北側） 駒沢３－１９

玉７ 深沢地区会館 深沢１－１４－２２

玉８ 呑川緑道（深沢３－５付近） 深沢３－５付近

玉９ 東深沢中学校（東側） 深沢４－１８

玉１０ 三島公園 深沢５－１１

玉１１ 深沢区民センター 深沢４－３３－１１

玉１２ 上用賀児童館 上用賀４－１４－３

玉１３ 上用賀三丁目公園 上用賀３－６

玉１４ 用賀出張所 用賀２－２９－２２

玉１５ 二子玉川公園（事務所前） 玉川１－１６－１

玉１６ 玉堤地区会館 玉堤１－１２－１８

玉１７ 尾山台地区会館 等々力２－１７－１４

玉１８ 二子玉川地区会館別館 玉川３－２７－１

玉１９ 九品仏川緑道（奥沢７－１２付近） 奥沢７－１２付近

玉２０ はなみずき広場 玉川４－４

玉２１ 玉堤小学校正門付近路上 玉堤２－１３

玉２２ 玉堤２－３遊び場 玉堤２－３

玉２３ 野毛西公園 野毛３－１８

玉２４ 丸子川ひろば公園 野毛２－２５－１７

玉２５ 玉川１丁目河川広場 玉川１－７付近

玉２６ 二子玉川公園（上野毛側） 上野毛２－２８

玉２７ ねこじゃらし公園付近路上 奥沢７－４４付近

玉２８ 九品仏川緑道（奥沢２－４８付近） 奥沢２－４８付近

玉２９ 奥沢中学校 奥沢１－４２－１

砧１ 鎌田区民集会所 鎌田２－１－２４

砧２ 砧まちづくりセンター 砧５－８－１８

砧３ 喜多見まちづくりセンター 喜多見５－１１－１０

砧４ 鎌田区民センター 鎌田３－３５－１

砧５ 宇奈根地区会館 宇奈根２－２３－２０

砧６ ゆうぽうと世田谷レクセンター 鎌田２－１７－１

砧７ 野川緑地広場（ビジターセンター） 成城４－２９－１

砧８ 希望ヶ丘複合施設 船橋６－２５

砧９ 鎌田つつみ広場 鎌田３－４－１

砧１０ 宇奈根１－２２こどもの遊び場 宇奈根１－２２

砧１１ 宇奈根龍王公園 宇奈根２－２

砧１２ 宇奈根東部記念公園 宇奈根１－４２－８

砧１３ 祖師谷六丁目三叉路バス停横 祖師谷５－３８

砧１４ 笠森公園 千歳台１－４－１

砧１５ 砧一丁目ろっかく公園 砧１－３０－６

砧１６ 西経堂第二児童遊園 船橋５－１７－１

烏１ 上北沢地区会館 上北沢２－１－３

烏２ 北烏山地区会館 北烏山９－２５－２６

烏３ 粕谷区民センター 粕谷４－１３－６

烏４ 烏山公園（西側） 北烏山１－２０－１

烏５ 給田ぞうのはな広場東側 給田２－１０、１４付近

烏６ 上祖師谷６丁目 上祖師谷６－２４

烏７ みどり橋（仙川） 給田２－１１付近

烏８ 祖師谷橋（仙川） 上祖師谷２－２２付近

烏９ 祖師谷中橋（仙川） 上祖師谷２－２０付近
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土のうステーションをご利用ください
区では、必要に応じて区民の方がいつでも土のうを持ち出せる「土のうステーション
（緊急用簡易土のう置き場）」を設置しております。
土のうステーションの所在地と、ご利用方法をご案内します。

◇土のうステーション一覧◇

カバーをはずすと
土のうが取り出せます

○ 土のうの積みかたのポイント ○
① 縛り口を下流にして

置いていきます

② 上流側から下流側へ
置いていき、縛り口を
次の土のうで隠します

1 2 3 4

③ 2段目、3段目の土のうは、
半分ずらして積んで
いきます

※土のうは、よく乾かしてから保管
することで繰り返しご使用できます。

水流

縛り口

水流上流 下流

1段目
2段目
3段目

城山分庁舎の土のうステーションの写真でご説明します

◎間口1mに1段土のうを積むには、5kg土のうは5～6個、
10㎏土のう3～4個が必要です。

中には5kg・10kgの
土のうが約50個ずつ
入っています

◇ご利用方法◇

◎お問合せ先◎
世田谷区土木部 土木計画調整課調整係
TEL : 03-6432-7954   
FAX : 03-6432-7993


