
令和５年３月現在

管轄総合支所 管轄まちづくりセンター 町会・自治会 一時集合所 所在地
世田谷 池尻 池尻東親会 ヤマト運輸前広場 池尻2－23－4
世田谷 池尻 池尻南睦会 池尻稲荷神社 池尻2－34－15
世田谷 池尻 池尻東親会 目黒区立東山公園 目黒区東山3－24
世田谷 池尻 池尻西町会・池尻北自治会 池尻3丁目公園 池尻3－27－21
世田谷 池尻 池尻南睦会 世田谷公園 池尻1－5－27
世田谷 池尻 池尻北自治会 三菱UFJ銀行池尻クラブ前広場 池尻3－6先
世田谷 池尻 池尻北自治会 目黒川緑道 池尻3－9先
世田谷 池尻 池尻北自治会 マンションニュー池尻中庭 池尻3－11－31
世田谷 池尻 池尻4丁目町会 警察官宿舎内空地 池尻4－3
世田谷 池尻 池尻4丁目町会 池尻住宅内広場 池尻4－8－21
世田谷 池尻 池尻4丁目町会 池尻北広場 池尻4－27－16
世田谷 池尻 池尻4丁目町会 淡島通り公園 池尻4－29－18
世田谷 池尻 池尻団地自治会 都営池尻団地内5ヶ所 池尻2－3
世田谷 池尻 三宿自治会 三宿小学校 三宿1－12－6
世田谷 池尻 三宿自治会 世田谷学園 三宿1－16－31
世田谷 池尻 三宿北町会 三宿の森緑地 三宿2－27－27
世田谷 池尻 三宿北町会 多聞小学校 三宿2－26－11
世田谷 池尻 三宿北町会 三宿神社 三宿2－27－6
世田谷 太子堂 太子堂1丁目町会 昭和女子大学 太子堂1－7－57
世田谷 太子堂 太子堂2丁目大塚町会 太子堂2－11遊び場 太子堂2－11－7
世田谷 太子堂 太子堂三軒茶屋町会 三軒茶屋ふれあい広場 太子堂2－17
世田谷 太子堂 太子堂下の谷町会 烏山川緑道（山中橋） 太子堂2－32先
世田谷 太子堂 太子堂本町会 太子堂中学校 太子堂3－27－17
世田谷 太子堂 太子堂本町会 円泉寺 太子堂3－30－8
世田谷 太子堂 太子堂本町会 グランドヒルズ三軒茶屋 太子堂3－37
世田谷 太子堂 太子堂4丁目西山町会 西太子堂公園 太子堂4－5－13
世田谷 太子堂 太子堂4丁目西山町会 教学院 太子堂4－15－1
世田谷 太子堂 太子堂5丁目町会 太子堂小学校 太子堂5－7－4
世田谷 太子堂 太子堂5丁目町会 太子堂八幡広場 太子堂5－23－4
世田谷 若林 三軒茶屋町会 中里小学校 三軒茶屋1－4－1
世田谷 若林 三軒茶屋町会 三軒茶屋公園 三軒茶屋2－27－8
世田谷 若林 三軒茶屋町会 世田谷丸山公園 三軒茶屋2－33－18
世田谷 若林 三軒茶屋町会 三軒茶屋小学校 三軒茶屋2－42－1
世田谷 若林 若林町会（1丁目） 三軒茶屋小学校 三軒茶屋2－42－1
世田谷 若林 若林町会（1丁目） 太子堂小学校 太子堂5－7－4
世田谷 若林 若林町会（1丁目） 若林1丁目公園 若林1－18－8
世田谷 若林 若林町会（1丁目） 若林ふれあいひろば公園 若林1－32－1

世田谷区内　一時集合所　一覧（世田谷区全体）
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世田谷 若林 若林町会（2丁目） 太子堂小学校 太子堂5－7－4
世田谷 若林 若林町会（2丁目） 若林稲荷神社 若林2－18－1
世田谷 若林 若林町会（3丁目） 若林公園 若林4－34－2
世田谷 若林 若林町会（3丁目） 若林ぞうさん公園 若林3－11－6
世田谷 若林 若林町会（4丁目） 若林公園 若林4－34－2
世田谷 若林 若林町会（4丁目） 若林小学校 若林5－27－18
世田谷 若林 若林町会（4丁目） 若林もみじ公園 若林4－29－23
世田谷 若林 若林町会（5丁目） 若林小学校 若林5－27－18
世田谷 若林 若林町会（5丁目） 若林公園 若林4－34－2
世田谷 上町 世田谷上町町会 天祖神社 世田谷1－23－5
世田谷 上町 世田谷上町町会 桜小学校 世田谷2－4－15
世田谷 上町 世田谷東町会 弦巻小学校 弦巻1－9－18
世田谷 上町 世田谷東町会 大吉寺 世田谷4－7－9
世田谷 上町 世田谷東町会 世田谷区役所 世田谷4－21－27
世田谷 上町 世田谷東町会 勝国寺 世田谷4－27－4
世田谷 上町 世田谷東町会 城山小学校 梅丘2－1－11
世田谷 上町 世田谷2丁目町会 世田谷2丁目ふれあい公園 世田谷2－22－8
世田谷 上町 桜町会 桜木中学校 桜1－48－15
世田谷 上町 桜町会 桜みんなの公園 桜2－3－4
世田谷 上町 松丘町会 桜みんなの公園 桜2－3－4
世田谷 上町 松丘町会 オークラランド住宅公園 桜3－24－1
世田谷 上町 松丘町会 オークラランド駐車場 桜3－24－1
世田谷 上町 弦巻町会 弦巻中学校 弦巻1－42－22
世田谷 上町 弦巻町会 弦巻小学校 弦巻1－9－18
世田谷 上町 弦巻町会 弦巻どんぐり山公園 弦巻3－15－1
世田谷 上町 弦巻町会 弦巻三丁目東公園（公園の一部を工場用地として使用中） 弦巻3－5－20
世田谷 上町 弦巻町会 弦巻神社 弦巻3－18－22
世田谷 上町 弦巻町会 松丘小学校 弦巻3－23－12
世田谷 上町 世田谷東町会 くぬぎ公園 世田谷4-17-14
世田谷 上町 世田谷東町会 せたがやみどり公園 世田谷1-11-28
世田谷 経堂 経堂1丁目町会 経堂大橋公園 経堂1－4－13
世田谷 経堂 経堂1丁目町会 烏山川緑道（中村橋） 経堂1－37／38先
世田谷 経堂 経堂北町会 石仏公園 経堂3－6－5
世田谷 経堂 経堂北町会 経堂小学校 桜上水1－23－3
世田谷 経堂 経堂南町会 経堂4丁目児童遊園 経堂4－33－9
世田谷 経堂 経堂南町会 南台公園 経堂5－38－11
世田谷 経堂 経堂南町会 南公園 経堂5－36－20
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世田谷 経堂 経堂南町会 桜丘小学校 桜丘1－19－17
世田谷 経堂 宮坂1・2丁目町会 世田谷八幡宮駐車場 宮坂1－26－20
世田谷 経堂 宮坂1・2丁目町会 経堂出張所・経堂まちづくりセンター 宮坂1－44－29
世田谷 経堂 宮坂1・2丁目町会 世田谷小学校 宮坂1－38－4
世田谷 経堂 宮坂1・2丁目町会 桜木中学校 桜1－48－15
世田谷 経堂 宮坂3丁目町会 山下西公園 宮坂3－34－7
世田谷 経堂 宮坂3丁目町会 経堂小学校 桜上水1－23－3
世田谷 経堂 桜丘1丁目町会 桜丘小学校 桜丘1－19－17
世田谷 経堂 桜丘1丁目町会 桜丘中学校 桜丘2－1－39
世田谷 経堂 桜丘町会 桜丘3丁目児童遊園 桜丘3－10－19
世田谷 経堂 桜丘町会 西原公園 桜丘5－11－22
世田谷 経堂 桜丘町会 桜丘中学校 桜丘2－1－39
世田谷 経堂 桜丘町会 稲荷森稲荷神社 桜丘2－29
世田谷 経堂 桜丘町会 桜丘こぶし公園 桜丘3－19－8
世田谷 経堂 桜丘町会 笹原小学校 桜丘5－19－1
世田谷 経堂 桜丘町会 弁天公園 桜丘5－42－1
世田谷 経堂 桜丘南町会 宇山稲荷神社 桜丘4－14－18
世田谷 経堂 桜丘南町会 笹原小学校 桜丘5－19－1
世田谷 経堂 桜丘町会 桜丘5丁目公園 桜丘5－28－24
世田谷 経堂 桜丘町会 桜丘すみれば庭園 桜丘4－23－12
世田谷 経堂 桜丘町会 桜樹広場 桜丘2－22－2
世田谷 下馬 下馬1丁目町会 駒繋小学校 下馬1－42－12
世田谷 下馬 下馬1丁目町会 世田谷公園 池尻1－5－27
世田谷 下馬 駒繋西自治会 中里小学校 三軒茶屋1－4－1
世田谷 下馬 駒繋西自治会 駒繋小学校 下馬1－42－12
世田谷 下馬 駒繋西自治会 世田谷公園 池尻1－5－27
世田谷 下馬 下馬2丁目北町会 こどものひろば公園 下馬2－31－4
世田谷 下馬 下馬6丁目町会 下馬公園 下馬6－42－1
世田谷 下馬 下馬6丁目町会 南原公園 野沢3－2－12
世田谷 下馬 下馬6丁目町会 碑文谷公園 目黒区碑文谷6－9－11
世田谷 下馬 下馬新生自治会 下馬中央公園 下馬4－1－1
世田谷 下馬 下馬新生自治会 子の神公園 下馬4－10－5
世田谷 下馬 下馬新生自治会 駒繋公園 下馬4－28－3
世田谷 下馬 野沢1丁目明朗会 旭小学校 野沢1－4－3
世田谷 下馬 野沢1丁目明朗会 野沢明朗公園 野沢1－29－27
世田谷 下馬 野沢2丁目町会 鶴ヶ久保公園 野沢2－4－6
世田谷 下馬 野沢2丁目町会 旭小学校 野沢1－4－3
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世田谷 下馬 野沢2丁目町会 野沢2丁目公園 野沢2－26－20
世田谷 下馬 野沢3丁目町会 龍雲寺 野沢3－38
世田谷 下馬 野沢3丁目町会 中丸小学校 野沢3－34－16
世田谷 下馬 野沢3丁目町会 野沢公園 野沢3－19－6
世田谷 下馬 野沢3丁目町会 南原公園 野沢3－2－12
世田谷 下馬 野沢四丁目自治会 関電工敷地 野沢4－8－17
世田谷 下馬 野沢四丁目自治会 野沢児童遊園 野沢4－22－1
世田谷 上馬 上馬東町会 上馬公園 上馬1－10－18
世田谷 上馬 上馬東町会 旭小学校 野沢1－4－3
世田谷 上馬 上馬東町会 中里小学校 三軒茶屋1－4－1
世田谷 上馬 上馬東町会 上馬１やまもも広場 上馬1－27－7
世田谷 上馬 上馬西町会 道路上 上馬2－13－16先
世田谷 上馬 上馬西町会 東京育成園グランド 上馬4－12－3
世田谷 上馬 上馬西町会 野沢児童遊園 野沢4－22－1
世田谷 上馬 上馬西町会 中里地区会館敷地 上馬2－24－17
世田谷 上馬 上馬北部町会 上馬東公園 上馬2－10－2
世田谷 上馬 上馬北部町会 上馬北公園 上馬2－30－9
世田谷 上馬 上馬北部町会 三軒茶屋小学校 三軒茶屋2－42－1
世田谷 上馬 上馬北部町会 東京育成園グランド 上馬4－12－3
世田谷 上馬 上馬・駒沢明和会 小泉公園 駒沢2－42－1
世田谷 上馬 上馬・駒沢明和会 駒沢中学校 駒沢2－39－25
世田谷 上馬 上馬・駒沢明和会 上馬四丁目公園 上馬4－35－4
世田谷 上馬 駒沢親和会 駒沢小学校 駒沢2－10－6
世田谷 上馬 駒沢親和会 駒沢オリンピック公園 駒沢公園1－1
世田谷 上馬 駒沢親和会 駒沢一丁目西公園 駒沢1－22－18
北沢 梅丘 梅丘1丁目町会 梅丘まちづくりセンター 梅丘1－61－16
北沢 梅丘 梅丘2・3丁目町会 梅丘とちのき公園 梅丘3－7－1
北沢 梅丘 梅丘2・3丁目町会 国士舘大学地域交流文化センター前 梅丘2－8－17
北沢 梅丘 豪徳寺1丁目町会 豪徳寺1丁目オリーブ公園 豪徳寺1－25
北沢 梅丘 豪徳寺二丁目町会 世田谷城址公園 豪徳寺2－14－1
北沢 梅丘 豪徳寺一丁目山下自治会 善性寺 豪徳寺1－55
北沢 梅丘 代田自治会 羽根木公園 代田4－38－52
北沢 梅丘 代田自治会 代田広場 代田3－18－5
北沢 梅丘 代田自治会 円乗院前 代田2－17
北沢 代沢 代田自治会 さくら花見堂（花見堂複合施設） 代田1-13-14
北沢 代沢 下代田東町会 富士中学校 代沢1ー23ー17
北沢 代沢 代沢2丁目北町会 池之上青少年会館 代沢2-37-18
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北沢 代沢 代沢2丁目北町会 池之上小学校第２校舎 代沢2－42－9
北沢 代沢 代沢中町会 北沢八幡児童遊園 代沢3－25－3
北沢 代沢 下代田西町会 北沢川緑道 代沢3－1先
北沢 代沢 下代田西町会 代沢四丁目広場 代沢4－18－12
北沢 代沢 下代田西町会 代沢せせらぎ公園 代沢4－36－1
北沢 代沢 代沢4丁目西町会 北沢川緑道 代沢5－1（橋場橋付近）
北沢 代沢 代沢五丁目町会 代沢小学校 代沢5－1－10
北沢 代沢 代沢5丁目東町会 代沢小学校 代沢5－1－10
北沢 代沢 代沢5丁目東町会 区立シモキタ雨庭広場 代沢５丁目３４－１１
北沢 代沢 代沢五丁目町会 区立シモキタ雨庭広場 代沢５丁目３４－１１
北沢 新代田 代田4丁目町会 代田小学校 代田4－2－3
北沢 新代田 代田4丁目町会 羽根木公園 代田4－38－52
北沢 新代田 根津山会 羽根木公園 代田4－38－52
北沢 新代田 代田東町会 北沢土木管理事務所前 代田5－19－1
北沢 新代田 代田東町会 世田谷代田駅周辺 代田2－31
北沢 新代田 代田東町会 代田5丁目公園 代田5－32
北沢 新代田 代田南町会 下北沢小学校 大原1－4－6
北沢 新代田 守山町会 下北沢成徳高等学校 代田6－12－39
北沢 新代田 守山町会 下北沢小学校 大原1－4－6
北沢 新代田 守山町会 代田北広場 代田6－11
北沢 新代田 代田北町会 まもりやまテラス（旧守山小学校） 代田6－21－5
北沢 新代田 大原南町会 下北沢小学校 大原1－4－6
北沢 新代田 大原南町会 大原南広場 大原1－12－7
北沢 新代田 大原南町会 大原さんかく公園 大原1－13
北沢 新代田 大原北町会 玉川上水緑道 大原1－57先
北沢 新代田 大原西町会 和田堀給水所 大原2－30
北沢 新代田 大原西町会 玉川上水緑道 大原2－20先
北沢 新代田 羽根木町会 羽根木神社 羽根木2－17
北沢 新代田 羽根木町会 羽根木1丁目公園 羽根木1－17
北沢 新代田 羽根木町会 羽根木2丁目公園 羽根木2－9
北沢 北沢 北沢1丁目町会 カトリック世田谷教会 北沢1－45－12
北沢 北沢 東北沢自治会 北沢3丁目公園 北沢3－14
北沢 北沢 東北沢自治会 北沢公園 北沢3－4
北沢 北沢 北沢2丁目南町会 北沢タウンホール 北沢2－8－18
北沢 北沢 北沢2丁目協和会 下北沢駅中央口ピーコック前 北沢2-24
北沢 北沢 北沢3・4丁目西町会 北沢4丁目公園 北沢4－12－17
北沢 北沢 北沢3・4丁目西町会 どんぐりひろば公園 北沢3－26－18
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北沢 北沢 北沢4丁目町会 池之上小学校（旧北沢小学校） 北沢4－32－20
北沢 北沢 北沢中央自治会 池之上小学校（旧北沢小学校）向かい 井の頭通り沿いの5丁目側 北沢5－3
北沢 北沢 北沢5丁目町会 玉川上水第2緑道 北沢5－23先
北沢 北沢 北沢5丁目町会 北沢中学校 北沢5－12－3
北沢 北沢 北沢5丁目町会 北沢5丁目児童遊園 北沢5－13
北沢 北沢 北沢5丁目町会 2000ねん公園 北沢5－37
北沢 松原 松原1丁目町会 和田堀給水所前路上 大原2－30
北沢 松原 松原1丁目町会 松原つみき公園 松原1－3－7
北沢 松原 松原1丁目町会 松原小学校 松原5－43－26
北沢 松原 松原2丁目町会 日本学園 松原2－7－34
北沢 松原 松原2丁目町会 二階堂高等学校 松原2－17－22
北沢 松原 松原2丁目町会 松原公園 松原5－35
北沢 松原 松原2丁目町会 松原小学校 松原5－43－26
北沢 松原 松原三・四丁目自治会 赤松ぼっくり庭園緑地 赤堤2－51－22
北沢 松原 松原三・四丁目自治会 弁天児童遊園 松原3－22－12
北沢 松原 松原5・6丁目自治会 赤羽根公園 松原5－30
北沢 松原 松原5・6丁目自治会 松原小学校 松原5－43－26
北沢 松原 松原5・6丁目自治会 梅丘中学校 松原6－5－11
北沢 松沢 赤堤1丁目町会 赤堤小学校 赤堤1－41－24
北沢 松沢 赤堤1丁目町会 赤堤1丁目みんなの公園 赤堤1-3-4
北沢 松沢 赤堤2丁目町会 六所神社 赤堤2－25－2
北沢 松沢 赤堤2丁目町会 赤松ぼっくり庭園緑地 赤堤2－51－22
北沢 松沢 赤堤3丁目自治会 西福寺境内 赤堤3－28－6
北沢 松沢 赤堤4丁目町会 赤松公園 赤堤4－10－1
北沢 松沢 赤堤4丁目町会 松沢小学校第2運動場 赤堤4－34－8
北沢 松沢 赤堤5丁目町会 日大グランド（陸上競技場） 桜上水3－23
北沢 松沢 赤堤5丁目町会 桜上水のびのび公園 桜上水3－8－5
北沢 松沢 赤堤5丁目町会 赤堤けやき公園 赤堤5－22－10
北沢 松沢 桜上水1丁目町会 経堂小学校 桜上水1－23
北沢 松沢 桜上水1丁目町会 桜上水1丁目公園 桜上水1－25
北沢 松沢 桜上水2丁目町会 密蔵院 桜上水2－24－6
北沢 松沢 桜上水2丁目町会 土と農の交流園 桜上水2－11－1
北沢 松沢 桜上水3丁目自治会 日大グランド（陸上競技場） 桜上水3－23
北沢 松沢 桜上水3丁目自治会 桜上水3丁目広場 桜上水3－3
北沢 松沢 桜上水3丁目自治会 桜上水のびのび公園 桜上水3－8－5
北沢 松沢 桜上水3丁目自治会 向山広場 桜上水3－10－12
北沢 松沢 桜上水3丁目自治会 緑丘中学校 桜上水3－19－12
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北沢 松沢 桜上水4丁目町会 日大グランド（陸上競技場） 桜上水3－23
北沢 松沢 桜上水4丁目町会 松沢中学校 桜上水4－5－2
北沢 松沢 桜上水5丁目自治会 桜上水公園 桜上水5－5－11
北沢 松沢 経堂赤堤通り団地自治会 団地内広場（7号棟の前） 桜上水1－1
北沢 松沢 経堂赤堤通り団地自治会 せせらぎ通り 桜上水1－1付近
北沢 松沢 都営桜上水3丁目アパート自治会 団地内広場 桜上水3－5
北沢 松沢 都営桜上水3丁目アパート自治会 向山広場 桜上水3－10－12
北沢 松沢 桜上水ガーデンズ管理組合法人 敷地内広場 桜上水4-1
玉川 奥沢 奥沢交和会 奥沢中学校 奥沢1－42－1
玉川 奥沢 奥沢交和会 奥沢2丁目公園 奥沢2－39－9
玉川 奥沢 奥沢交和会 奥沢小学校 奥沢3－1－1
玉川 奥沢 奥沢交和会 東玉川小学校 奥沢1－1－1
玉川 奥沢 奥沢交和会 奥沢公園 奥沢1－19－2
玉川 奥沢 東玉川町会 東玉川公園 東玉川1－32-2
玉川 奥沢 東玉川町会 東玉川神社 東玉川1－32
玉川 奥沢 東玉川町会 東玉川第２公園 東玉川1－19－11
玉川 奥沢 東玉川町会 東玉川小学校 奥沢1－1－1
玉川 奥沢 東玉川町会 奥沢小学校 奥沢3－1－1
玉川 奥沢 東玉川町会 田園調布学園（運動場） 東玉川2-9
玉川 九品仏 玉川田園調布会 八幡小学校 玉川田園調布2－17－15
玉川 九品仏 玉川田園調布会 ぽかぽか広場 玉川田園調布1－19－2
玉川 九品仏 奥沢中和会 八幡小学校 玉川田園調布2－17－15
玉川 九品仏 九品仏自治会 九品仏小学校 奥沢8－12－1
玉川 九品仏 九品仏自治会 八幡中学校 等々力6－4－1
玉川 九品仏 九品仏自治会 浄真寺参道付近 奥沢7－41
玉川 等々力 協和会 尾山台小学校 尾山台3－11－1
玉川 等々力 協和会 等々力不動尊 等々力1－22
玉川 等々力 協和会 玉堤小学校 玉堤2－11－1
玉川 等々力 等々力和敬会 尾山台中学校 尾山台3－27－23
玉川 等々力 等々力和敬会 等々力五丁目はなみずき公園 等々力5－20－15
玉川 等々力 等々力和敬会 満願寺駐車場 等々力3－26
玉川 等々力 等々力和敬会 玉川小学校 中町2－29－1
玉川 等々力 等々力三和会 等々力七丁目公園 等々力7－22－14
玉川 等々力 等々力三和会 等々力八丁目公園 等々力8-18-3
玉川 等々力 等々力三和会 等々力小学校 等々力7－26－1
玉川 等々力 等々力6丁目町会 八幡中学校 等々力6－4－1
玉川 等々力 等々力6丁目町会 ねこじゃらし公園 奥沢7－46－5
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玉川 等々力 尾山台クラブ 玉堤小学校 玉堤2－11－1
玉川 等々力 尾山台クラブ 尾山台駐在所前 尾山台2-17-11
玉川 等々力 尾山台灯交会 宇佐神社前 尾山台2－11
玉川 等々力 尾山台自治会 宇佐神社前 尾山台2－11
玉川 等々力 尾山台3丁目町会 尾山台中学校 尾山台3－27－23
玉川 等々力 尾山台3丁目町会 尾山台小学校 尾山台3-11-1
玉川 等々力 玉堤町会 玉堤小学校 玉堤2－11－1
玉川 上野毛 上野毛町会 上野毛自然公園 上野毛2－17
玉川 上野毛 上野毛町会 森の公園 上野毛4－29－18
玉川 上野毛 上野毛町会 玉川小学校 中町2－29－1
玉川 上野毛 上野毛町会 中町小学校 中町4－23－1
玉川 上野毛 上野毛町会 玉川中学校 中町4－21－1
玉川 上野毛 野毛町会 玉川野毛町公園 野毛1－25
玉川 上野毛 野毛町会 玉川小学校 中町2-29-1
玉川 上野毛 野毛町会 玉川中学校 玉堤2－11－1
玉川 上野毛 玉川中町会 玉川小学校 中町2－29－1
玉川 上野毛 玉川中町会 中町小学校 中町4－23－1
玉川 上野毛 玉川中町会 玉川中学校 中町4－21－1
玉川 上野毛 玉川中町会 権蔵橋公園 中町1－14
玉川 上野毛 中町4・5丁目町会 中町小学校 中町4－23－1
玉川 上野毛 中町4・5丁目町会 玉川中学校 中町4－21－1
玉川 上野毛 中町4・5丁目町会 桜町小学校 用賀1-5-1
玉川 上野毛 中町4・5丁目町会 玉川中町公園 中町5－19
玉川 二子玉川 玉川町会 二子玉川東公園 玉川1－15-1
玉川 二子玉川 玉川町会 二子玉川公園 玉川1－16－1
玉川 二子玉川 玉川町会 諏訪神社 玉川3－26
玉川 二子玉川 玉川町会 二子玉川小学校 玉川4－6－1
玉川 二子玉川 瀬田町会 畑（長崎氏所有） 瀬田1－25
玉川 二子玉川 瀬田町会 瀬田中学校 瀬田2－17－1
玉川 二子玉川 瀬田町会 天理教玉瀬分教会 瀬田3－9－13
玉川 二子玉川 瀬田町会 畑（大塚氏所有） 瀬田5－12
玉川 二子玉川 瀬田町会 瀬田フラワーランド 瀬田5－30－1
玉川 二子玉川 瀬田町会 聖アントニオ神学校 瀬田4－16
玉川 二子玉川 瀬田町会 瀬田小学校 瀬田2－15－1
玉川 二子玉川 瀬田町会 瀬田三丁目公園 瀬田3－13－2
玉川 二子玉川 瀬田町会 瀬田玉川神社 瀬田4－11－31
玉川 用賀 用賀南町会 用賀神社境内 用賀2－16
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玉川 用賀 用賀南町会 桜町小学校 用賀1－5－1
玉川 用賀 用賀南町会 佐川急便世田谷用賀営業所 用賀1－15－23
玉川 用賀 用賀町会 京西小学校 用賀4－27－1
玉川 用賀 用賀町会 玉川台公園 玉川台2－18－20
玉川 用賀 用賀町会 郵政省宿舎前庭 用賀3－6－9
玉川 用賀 上用賀町会 用賀小学校 上用賀6－14－1
玉川 用賀 上用賀町会 用賀中学校 上用賀5－15－1
玉川 用賀 上用賀町会 上用賀テニスクラブ 上用賀3－9－21
玉川 用賀 上用賀町会 天神児童遊園 上用賀1－8－1
玉川 深沢 深友会 駒沢公園（テニスコート付近） 駒沢公園1－1
玉川 深沢 深友会 東深沢小学校 深沢3－7－1
玉川 深沢 深友会 畑 深沢1－17－4
玉川 深沢 深友会 竹林 深沢1－40－20
玉川 深沢 深友会 竹林 深沢1－37－11
玉川 深沢 深友会 畑 深沢2－7－1
玉川 深沢 深友会 畑 深沢3－6－20
玉川 深沢 深友会 竹林 深沢4－5－1
玉川 深沢 東深沢町会 深沢公園 深沢3－13－12
玉川 深沢 東深沢町会 東深沢小学校 深沢3－7－1
玉川 深沢 交和会 駒沢公園（西口野球場付近） 駒沢公園1－1
玉川 深沢 交和会 東深沢中学校 深沢4－18－28
玉川 深沢 深沢三友会 三島公園 深沢5－11－8
玉川 深沢 深沢三友会 深沢神社 深沢5－11－1
玉川 深沢 深沢三友会 都立園芸高校 深沢5－38－1
玉川 深沢 深沢三友会 深沢中学校 新町1－26－29
玉川 深沢 新町公民会 新町南公園 新町2－21－8
玉川 深沢 新町公民会 深沢小学校 新町1－4－24
玉川 深沢 新町公民会 深沢中学校 新町1－26－29
玉川 深沢 桜新町親和会 深沢西公園 深沢8－15－10
玉川 深沢 桜新町親和会 深沢郵政宿舎公園 深沢8－1
玉川 深沢 桜新町親和会 桜新町1－1遊び場 桜新町1－1－8
玉川 深沢 桜新町町会 新町公園 桜新町2－6－1
玉川 深沢 駒沢3丁目町会 駒沢緑泉公園 駒沢3－19－8
玉川 深沢 駒沢町会 駒沢公園（西口付近） 駒沢公園1－1
玉川 深沢 駒沢町会 深沢小学校 新町1－4－24
砧 祖師谷 祖師谷第2自治会 祖師谷3丁目公園 祖師谷3－14－23
砧 祖師谷 祖師谷第2自治会 祖師谷小学校校庭 祖師谷3－49－1
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砧 祖師谷 祖師谷第3自治会 農園（栗畑） 祖師谷1－27－18
砧 祖師谷 祖師谷第4自治会 廻沢南児童遊園 千歳台2－23－9
砧 祖師谷 祖師谷第4自治会 農園（栗畑） 祖師谷1－27－18
砧 祖師谷 祖師谷第5自治会 祖師谷神明社境内 祖師谷5－1
砧 祖師谷 祖師谷第6自治会 祖師谷小学校校庭 祖師谷3－49－1
砧 祖師谷 祖師谷千歳台自治会 塚戸小学校校庭 千歳台6－7
砧 祖師谷 祖師谷千歳台自治会 塚戸公園 祖師谷6－20－1
砧 祖師谷 祖師谷千歳台自治会 区立祖師谷六丁目広場 祖師谷6－33
砧 祖師谷 祖師谷千歳台自治会 上祖師谷公園 上祖師谷3－4
砧 祖師谷 祖師谷千歳台自治会 祖師谷公園 上祖師谷4－1
砧 祖師谷 祖師谷千歳台自治会 祖師谷公園 祖師谷6-11
砧 祖師谷 祖師谷住宅自治会 中央広場集会所前 祖師谷4－28
砧 祖師谷 藤自治会 祖師谷公園 上祖師谷4－1
砧 祖師谷 千歳台睦町会 笠森公園 千歳台1－4－1
砧 祖師谷 千歳台睦町会 都営住宅集会所周辺 千歳台1－8－8
砧 祖師谷 千歳台南会 笠森公園 千歳台1－4－1
砧 祖師谷 祖師谷3丁目南町会 祖師谷三丁目南みちばた公園 祖師谷３－６－１７
砧 祖師谷 公社･祖師谷住宅自治会 団地内広場 祖師谷2－5
砧 成城 成城自治会 砧中学校校庭 成城1－10－1
砧 成城 成城自治会 区立明正公園 成城3－1
砧 成城 成城自治会 明正小学校校庭 成城3－3－1
砧 成城 成城自治会 成城さくら公園 成城3－18－17
砧 成城 成城自治会 野川緑地広場 成城4－32－11
砧 成城 成城自治会 区立成城みつ池開放緑地 成城4－20
砧 成城 成城自治会 区立成城7丁目公園 成城7－35
砧 成城 成城自治会 区立成城7丁目緑地 成城7－21
砧 成城 成城自治会 祖師谷公園 上祖師谷4－1
砧 成城 成城団地自治会 団地内南広場 成城8－25
砧 成城 成城団地自治会 区立成城8丁目広場 成城8－28、29
砧 成城 成城団地自治会 千歳小学校校庭 成城9－6－1
砧 船橋 船橋会 船橋1丁目児童遊園 船橋1－4－21
砧 船橋 船橋会 船橋郵政社宅内広場 船橋2－25
砧 船橋 船橋会 池田児童遊園 船橋3－11－12
砧 船橋 船橋会 千歳丘高校正門付近 船橋3－18－1
砧 船橋 船橋会 船橋本村公園 船橋4－9－4
砧 船橋 船橋会 船橋希望中学校校庭 船橋4－20－1
砧 船橋 船橋会 船橋神明神社境内周辺 船橋4－40
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砧 船橋 船橋会 船橋小学校校庭 船橋4－41－1
砧 船橋 船橋会 希望丘公園 船橋7-9-2
砧 船橋 船橋葭根会 葭根公園 船橋6－21－1
砧 船橋 船橋葭根会 フレール西経堂団地広場 船橋5－17
砧 船橋 フレール西経堂自治会 西経堂児童遊園 船橋3－25－13
砧 船橋 フレール西経堂自治会 西経堂第二児童遊園 船橋5－17－1
砧 船橋 フレール西経堂自治会 フレール西経堂団地広場 船橋5－17
砧 船橋 千歳台廻沢町会 希望丘南公園 千歳台3－15－7
砧 船橋 千歳台廻沢町会 希望丘記念公園 千歳台4－2－7
砧 船橋 千歳台廻沢町会 希望丘中公園 千歳台4－11－29
砧 船橋 千歳台廻沢町会 希望丘北公園 千歳台4－29－1
砧 船橋 千歳台廻沢町会 廻澤稲荷神社境内 千歳台5－17
砧 船橋 希望ヶ丘団地自治会 団地内広場 船橋7－8
砧 船橋 希望ヶ丘団地自治会 希望丘公園 船橋7-9-1
砧 船橋 船橋４丁目住宅自治会 船橋4丁目ふれあいひろば 船橋4－30
砧 船橋 船橋４丁目住宅自治会 船橋希望中学校校庭 船橋4－20－1
砧 船橋 船橋４丁目住宅自治会 船橋小学校校庭 船橋4－41－1
砧 喜多見 喜多見東部町会 知行院境内 喜多見5－19－2
砧 喜多見 喜多見東部町会 多摩川河川敷（警視庁交通安全指導所前） 喜多見1－1
砧 喜多見 喜多見東部町会 宝寿院前 喜多見5－13－10
砧 喜多見 喜多見東部町会 喜多見休息所前 喜多見5－15－23
砧 喜多見 喜多見東部町会 須賀神社境内 喜多見4－3－23
砧 喜多見 喜多見東部町会 喜多見公園 喜多見2－10－45
砧 喜多見 喜多見東部町会 次大夫掘公園 喜多見5－10－13
砧 喜多見 喜多見上部自治会 砧小学校校庭 喜多見6－9－1
砧 喜多見 喜多見上部自治会 次大夫掘公園（下流） 喜多見5－10－13
砧 喜多見 喜多見中部町会 慶元寺境内 喜多見4－17－1
砧 喜多見 喜多見中部町会 多摩川河川敷 喜多見1－1
砧 喜多見 喜多見中部町会 次太夫掘公園 喜多見5－10－13
砧 喜多見 喜多見西部町会 滝下橋緑道 喜多見7－8
砧 喜多見 喜多見西部町会 喜多見中学校校庭 喜多見4－20－1
砧 喜多見 喜多見西部町会 明正小学校校庭 成城3－3－1
砧 喜多見 喜多見北部町会 喜多見第3苗圃 喜多見9－14
砧 喜多見 喜多見北部町会 きたみふれあい広場 喜多見9－25
砧 喜多見 宇奈根町会 宇奈根氷川神社 宇奈根2－13
砧 喜多見 宇奈根町会 リコーグランド 宇奈根1－5
砧 喜多見 鎌田南睦会 三角公園 鎌田1－6
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砧 喜多見 鎌田南睦会 鎌田2丁目南公園 鎌田2－19－1
砧 喜多見 鎌田南睦会 ゆうぽうと世田谷レクセンター周辺 鎌田2－18－18
砧 喜多見 鎌田南睦会 砧南中学校校庭 鎌田3－13－20
砧 喜多見 鎌田協和会 鎌田天神社境内 鎌田4－11－19
砧 喜多見 都営喜多見2丁目団地自治会 喜多見公園 喜多見2－10－45
砧 砧 砧町町会 砧町公園 砧3－10
砧 砧 砧町町会 三峰公園 砧4－6－1
砧 砧 砧町町会 観音公園 砧4－15
砧 砧 砧町町会 砧まちづくりセンター駐車場敷地 砧5－8－18
砧 砧 砧町自治会 富士見公園 砧4－36
砧 砧 砧町自治会 山野小学校校庭 砧6－7－1
砧 砧 砧町自治会 砧6丁目公園一帯 砧6－22－10
砧 砧 砧町自治会 砧8丁目児童遊園 砧8－2－21
砧 砧 石井戸会 石井戸公会堂敷地 大蔵5－18－19
砧 砧 石井戸会 妙法寺境内 大蔵5－12－3
砧 砧 石井戸会 石井戸公園 大蔵5－1－20
砧 砧 大蔵東部町会 横根稲荷神社境内 大蔵1－6
砧 砧 大蔵住宅自治会 18号棟南側公園 大蔵3－3
砧 砧 大蔵本村睦会 大蔵氷川神社境内 大蔵6－6
砧 砧 岡本自治会 聖ドミニコ学園グランド 岡本1－10－1
砧 砧 岡本自治会 コヤマドライビングスクール成城校 岡本3－40－2
砧 砧 岡本自治会 岡本民家園 岡本2－20
砧 砧 岡本自治会 長圓寺駐車場 岡本1－20－1
砧 砧 岡本自治会 都立世田谷総合高校グランド 岡本2－9
砧 砧 岡本自治会 区立岡本地区会館広場 岡本1－25－4
砧 砧 岡本自治会 岡本の丘緑地 岡本2-33-20
烏山 上北沢 上北沢町会 上北沢公園 上北沢2－1
烏山 上北沢 上北沢町会 上北沢地区会館敷地 上北沢2－1－3
烏山 上北沢 上北沢町会 上北沢小学校 上北沢4－22－9
烏山 上北沢 上北沢町会 区立きんもくせい広場 上北沢5－48
烏山 上北沢 上北沢町会 区立将軍池広場 上北沢2-1
烏山 上北沢 上北沢町会 区立上北沢5丁目公園 上北沢5-18
烏山 上北沢 八幡山町会 明大八幡山グランド 八幡山2－17－41
烏山 上北沢 八幡山町会 八幡社境内 八幡山1－12－30
烏山 上北沢 八幡山町会 区立八幡山3丁目公園 八幡山3－9－21
烏山 上北沢 八幡山町会 八幡山公園 八幡山1－27－24
烏山 上北沢 八幡山町会 都営八幡山アパート内小広場 八幡山3-36
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烏山 上北沢 八幡山町会 八幡山はらっぱ広場 八幡山3-40
烏山 上北沢 都営八幡山アパート自治会 都営八幡山アパート内小広場 八幡山3-36
烏山 上北沢 都営八幡山アパート自治会 八幡山はらっぱ広場 八幡山3-40
烏山 上祖師谷 都営粕谷2丁目アパート自治会 芦花小学校・芦花中学校 粕谷2-22-1、2
烏山 上祖師谷 粕谷会 八幡神社 粕谷1－23
烏山 上祖師谷 上祖師谷自治会 上祖師谷１丁目公園 上祖師谷1-16-13
烏山 上祖師谷 上祖師谷自治会 上祖師谷広場 上祖師谷1-24-12
烏山 上祖師谷 上祖師谷自治会 上祖師谷パンダ公園 上祖師谷3-4-7
烏山 上祖師谷 上祖師谷自治会 神明社境内 上祖師谷4－19
烏山 上祖師谷 上祖師谷自治会 上祖師谷４丁目公園 上祖師谷4-34-8
烏山 上祖師谷 上祖師谷自治会 上祖師谷５丁目公園 上祖師谷5-9-4
烏山 上祖師谷 上祖師谷自治会 大道北記念公園 上祖師谷6-11-9
烏山 上祖師谷 上祖師谷自治会 上祖師谷７丁目公園 上祖師谷7-18-2
烏山 上祖師谷 祖師谷橋自治会 祖師谷橋周辺 上祖師谷6－21
烏山 上祖師谷 成城通りパークウエスト自治会 上祖師谷ぱる児童館工作室前広場 上祖師谷4－5
烏山 烏山 給田町会 佼成学園 給田2－1－1
烏山 烏山 給田町会 給田小学校 給田4－24－1
烏山 烏山 給田町会 烏山小学校 給田1－2－1
烏山 烏山 給田町会 給田西住宅内広場 給田4－28
烏山 烏山 給田町会 給田北住宅内広場 給田3－9
烏山 烏山 給田町会 第一生命グランド 給田1－1
烏山 烏山 烏山上町会 北烏山もぐら公園 北烏山8-5
烏山 烏山 烏山上町会 日本女子体育大学周辺 北烏山8－19
烏山 烏山 烏山上町会 北烏山9丁目公園 北烏山9－18
烏山 烏山 烏山中町会 南烏山りんれい広場 南烏山4－21－2
烏山 烏山 烏山中町会 烏山北小学校 北烏山6－3－1
烏山 烏山 烏山中町会 烏山中学校 南烏山4－26－1
烏山 烏山 烏山下町会 武蔵丘小学校 北烏山1－47－11
烏山 烏山 烏山下町会 グローリオ芦花公園前広場 南烏山3－12
烏山 烏山 烏山下町会 芦花小学校 粕谷2－22－1
烏山 烏山 烏山下町会 芦花中学校 粕谷2－22－2
烏山 烏山 千駄山町会 烏山公園 北烏山1－20－1
烏山 烏山 児ヶ谷会 芦花小学校 粕谷2－22－1
烏山 烏山 都営烏山アパート自治会 都営烏山アパート内広場 北烏山2－9
烏山 烏山 烏山寺院連合会 日本女子体育大学運動場 北烏山5－16
烏山 烏山 あやめ会 日本女子体育大学運動場 北烏山5－16
烏山 烏山 芦花公園団地自治会 芦花公園団地内広場 12号棟前 南烏山2－30
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烏山 烏山 芦花公園団地自治会 芦花公園団地内中央広場 南烏山2－30
烏山 烏山 烏山松葉通住宅自治会 烏山松葉通住宅１号棟前広場 北烏山3－11
烏山 烏山 烏山北住宅自治会 烏山北住宅内木の公園 北烏山3－13
烏山 烏山 烏山北住宅賃貸自治会 烏山北住宅14号棟前中央公園 北烏山3－13
烏山 烏山 烏山北住宅賃貸自治会 烏山北住宅12号棟前広場 北烏山3－13
烏山 烏山 給田西住宅自治会 給田西住宅内広場 給田4－28
烏山 烏山 給田南住宅自治会 給田南住宅内広場 給田2－12
烏山 烏山 給田北住宅自治会 給田北住宅内広場 給田3－9
烏山 烏山 烏山南住宅自治会 烏山南住宅内広場 南烏山2－8
烏山 烏山 親和会 烏山北小学校 北烏山6-3-1

14 / 14 ページ


