
0000000 5555555 10101010101010 50505050505050 100100100100100100100
ＮＮＮＮＮＮＮ

 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ

　子供の広場　　公園コード：K078-1　子供の広場　　公園コード：K078-1　子供の広場　　公園コード：K078-1　子供の広場　　公園コード：K078-1　子供の広場　　公園コード：K078-1　子供の広場　　公園コード：K078-1　子供の広場　　公園コード：K078-1

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

Pa003Pa003Pa003Pa003Pa003Pa003Pa003

Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004

 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 園名石 園名石 園名石 園名石 園名石 園名石 園名石

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

 モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント

 化粧壁 化粧壁 化粧壁 化粧壁 化粧壁 化粧壁 化粧壁

 区画整理完成記念碑 区画整理完成記念碑 区画整理完成記念碑 区画整理完成記念碑 区画整理完成記念碑 区画整理完成記念碑 区画整理完成記念碑

 恐竜型滑り台 恐竜型滑り台 恐竜型滑り台 恐竜型滑り台 恐竜型滑り台 恐竜型滑り台 恐竜型滑り台

 恐竜モニュメント 恐竜モニュメント 恐竜モニュメント 恐竜モニュメント 恐竜モニュメント 恐竜モニュメント 恐竜モニュメント

 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場

 サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

 時計 時計 時計 時計 時計 時計 時計

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所

 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具

 二連小型ブランコ 二連小型ブランコ 二連小型ブランコ 二連小型ブランコ 二連小型ブランコ 二連小型ブランコ 二連小型ブランコ

Pa001Pa001Pa001Pa001Pa001Pa001Pa001

Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002

Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004

Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003

 ダスト舗装 ダスト舗装 ダスト舗装 ダスト舗装 ダスト舗装 ダスト舗装 ダスト舗装

 ミストシャワー ミストシャワー ミストシャワー ミストシャワー ミストシャワー ミストシャワー ミストシャワー

Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003

Pj001Pj001Pj001Pj001Pj001Pj001Pj001

Pg003Pg003Pg003Pg003Pg003Pg003Pg003

Pj002Pj002Pj002Pj002Pj002Pj002Pj002

Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001

Yd002Yd002Yd002Yd002Yd002Yd002Yd002

Yd003Yd003Yd003Yd003Yd003Yd003Yd003

Yd004Yd004Yd004Yd004Yd004Yd004Yd004

Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005

Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Pf506Pf506Pf506Pf506Pf506Pf506Pf506

番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号 名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称

Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005

添付資料１添付資料１添付資料１添付資料１添付資料１添付資料１添付資料１

子供の広場子供の広場子供の広場子供の広場子供の広場子供の広場子供の広場 S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600

５５５５５５５

１１１１１１１
２２２２２２２

３３３３３３３
４４４４４４４

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４

６６６６６６６

７７７７７７７

８８８８８８８

９９９９９９９

10101010101010

11111111111111

12121212121212

13131313131313

14141414141414

15151515151515

16161616161616

17171717171717

18181818181818

19191919191919

20202020202020

21212121212121

22222222222222

23232323232323

24242424242424

 車止め(石材) 車止め(石材) 車止め(石材) 車止め(石材) 車止め(石材) 車止め(石材) 車止め(石材)

４４４４４４４

４４４４４４４

４４４４４４４

５５５５５５５

９９９９９９９

６６６６６６６

７７７７７７７

８８８８８８８

10101010101010

11111111111111

12121212121212

13131313131313

14141414141414

15151515151515

16161616161616

17171717171717

18181818181818

19191919191919

20202020202020

21212121212121

22222222222222

23232323232323

24242424242424



ＮＮＮＮＮＮＮ
【子供の広場】【子供の広場】【子供の広場】【子供の広場】【子供の広場】【子供の広場】【子供の広場】

0000000 5555555 10101010101010 50505050505050 100100100100100100100

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４

２２２２２２２

３３３３３３３

１１１１１１１  野球場 野球場 野球場 野球場 野球場 野球場 野球場

 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場

 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場

番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号 名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

　江戸川区球場　　公園コード：K078-14　江戸川区球場　　公園コード：K078-14　江戸川区球場　　公園コード：K078-14　江戸川区球場　　公園コード：K078-14　江戸川区球場　　公園コード：K078-14　江戸川区球場　　公園コード：K078-14　江戸川区球場　　公園コード：K078-14

４４４４４４４  サイン サイン サイン サイン サイン サイン サイン Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001

Ke500Ke500Ke500Ke500Ke500Ke500Ke500

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

江戸川区球場江戸川区球場江戸川区球場江戸川区球場江戸川区球場江戸川区球場江戸川区球場 S=1/800S=1/800S=1/800S=1/800S=1/800S=1/800S=1/800



ＮＮ ＮＮ ＮＮ Ｎ

0000000 5555555 10101010101010 50505050505050 100100100100100100100

都道４５０号
都道４５０号
都道４５０号
都道４５０号
都道４５０号
都道４５０号
都道４５０号

【江戸川区球場】【江戸川区球場】【江戸川区球場】【江戸川区球場】【江戸川区球場】【江戸川区球場】【江戸川区球場】

【虹の広場】【虹の広場】【虹の広場】【虹の広場】【虹の広場】【虹の広場】【虹の広場】

【西葛西少年野球広場】【西葛西少年野球広場】【西葛西少年野球広場】【西葛西少年野球広場】【西葛西少年野球広場】【西葛西少年野球広場】【西葛西少年野球広場】

１１１１１１１

２２２２２２２

４４４４４４４３３３３３３３

S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000虹の広場・西葛西少年野球広場虹の広場・西葛西少年野球広場虹の広場・西葛西少年野球広場虹の広場・西葛西少年野球広場虹の広場・西葛西少年野球広場虹の広場・西葛西少年野球広場虹の広場・西葛西少年野球広場

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号

　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号

　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2　虹の広場　公園コード：K078-2

４４４４４４４

３３３３３３３

２２２２２２２

１１１１１１１

番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号

５５５５５５５

６６６６６６６

７７７７７７７

８８８８８８８

９９９９９９９

10101010101010

11111111111111

12121212121212

13131313131313

14141414141414

５５５５５５５

６６６６６６６

７７７７７７７

８８８８８８８

８８８８８８８

９９９９９９９

９９９９９９９

10101010101010

10101010101010

10101010101010

11111111111111

12121212121212

13131313131313

14141414141414

７７７７７７７

15151515151515

16161616161616

17171717171717

18181818181818

19191919191919

20202020202020

21212121212121

22222222222222

23232323232323

24242424242424

25252525252525

15151515151515

16161616161616

17171717171717

18181818181818

19191919191919

19191919191919

19191919191919

19191919191919

20202020202020

21212121212121

22222222222222

22222222222222

22222222222222

22222222222222

23232323232323

24242424242424

25252525252525

25252525252525

25252525252525

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場

 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計

 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓

 壁泉 壁泉 壁泉 壁泉 壁泉 壁泉 壁泉

 湧水 湧水 湧水 湧水 湧水 湧水 湧水

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

 一人用ベンチ 一人用ベンチ 一人用ベンチ 一人用ベンチ 一人用ベンチ 一人用ベンチ 一人用ベンチ

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002

Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002

Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004

Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005

Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003

Pg001、Pg004Pg001、Pg004Pg001、Pg004Pg001、Pg004Pg001、Pg004Pg001、Pg004Pg001、Pg004

名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称 名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称

名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称

 ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ

 高尺ベンチ 高尺ベンチ 高尺ベンチ 高尺ベンチ 高尺ベンチ 高尺ベンチ 高尺ベンチ

 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔

 スコアボード スコアボード スコアボード スコアボード スコアボード スコアボード スコアボード

 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所

 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001

Pe001～004Pe001～004Pe001～004Pe001～004Pe001～004Pe001～004Pe001～004

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

Pe005Pe005Pe005Pe005Pe005Pe005Pe005

Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008 野球場 野球場 野球場 野球場 野球場 野球場 野球場

Pc001～002Pc001～002Pc001～002Pc001～002Pc001～002Pc001～002Pc001～002

Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002

Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001

26262626262626

26262626262626  水飲場 水飲場 水飲場 水飲場 水飲場 水飲場 水飲場 Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

　西葛西少年野球広場　公園コード：K078-3　西葛西少年野球広場　公園コード：K078-3　西葛西少年野球広場　公園コード：K078-3　西葛西少年野球広場　公園コード：K078-3　西葛西少年野球広場　公園コード：K078-3　西葛西少年野球広場　公園コード：K078-3　西葛西少年野球広場　公園コード：K078-3

Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003

 駐輪場 駐輪場 駐輪場 駐輪場 駐輪場 駐輪場 駐輪場 Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002



ＮＮＮＮＮＮＮ

１１１１１１１

２２２２２２２

２２２２２２２

１１１１１１１

４４４４４４４
４４４４４４４

４４４４４４４

１１１１１１１
１１１１１１１

１１１１１１１

４４４４４４４
１１１１１１１

４４４４４４４
１１１１１１１ ４４４４４４４

１１１１１１１

11111111111111

11111111111111

１１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４

５５５５５５５

６６６６６６６

７７７７７７７

８８８８８８８

９９９９９９９

10101010101010

11111111111111

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター

12121212121212

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

４４４４４４４

 三角ベンチ 三角ベンチ 三角ベンチ 三角ベンチ 三角ベンチ 三角ベンチ 三角ベンチ

 プランター プランター プランター プランター プランター プランター プランター

13131313131313

５５５５５５５
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６６６６６６６

６６６６６６６

Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002

Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003

 自由広場　公園コード：K078-4 自由広場　公園コード：K078-4 自由広場　公園コード：K078-4 自由広場　公園コード：K078-4 自由広場　公園コード：K078-4 自由広場　公園コード：K078-4 自由広場　公園コード：K078-4

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所

 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇

Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003

14141414141414

 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002

７７７７７７７

８８８８８８８

９９９９９９９

10101010101010

11111111111111

12121212121212

13131313131313

14141414141414

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001

Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001

Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002

Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001

Pg003Pg003Pg003Pg003Pg003Pg003Pg003

３３３３３３３

Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001

 芝舗装 芝舗装 芝舗装 芝舗装 芝舗装 芝舗装 芝舗装 Pa012Pa012Pa012Pa012Pa012Pa012Pa012

S=1/500S=1/500S=1/500S=1/500S=1/500S=1/500S=1/500自由広場自由広場自由広場自由広場自由広場自由広場自由広場 0000000 5555555 10101010101010 50505050505050 100100100100100100100
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10101010101010

 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ

 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ

 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 動物置物 動物置物 動物置物 動物置物 動物置物 動物置物 動物置物

 プランター プランター プランター プランター プランター プランター プランター

 大型物置 大型物置 大型物置 大型物置 大型物置 大型物置 大型物置

 物置 物置 物置 物置 物置 物置 物置

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

 新田の森公園・1　公園コード：K078-5 新田の森公園・1　公園コード：K078-5 新田の森公園・1　公園コード：K078-5 新田の森公園・1　公園コード：K078-5 新田の森公園・1　公園コード：K078-5 新田の森公園・1　公園コード：K078-5 新田の森公園・1　公園コード：K078-5

Pb001、Pb002Pb001、Pb002Pb001、Pb002Pb001、Pb002Pb001、Pb002Pb001、Pb002Pb001、Pb002

Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Pc006Pc006Pc006Pc006Pc006Pc006Pc006

Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001

g500g500g500g500g500g500g500

 砦 砦 砦 砦 砦 砦 砦 Pj001Pj001Pj001Pj001Pj001Pj001Pj001

 物置 物置 物置 物置 物置 物置 物置

11111111111111

g501g501g501g501g501g501g501

g502g502g502g502g502g502g502
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10101010101010
11111111111111
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Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

【自由広場】【自由広場】【自由広場】【自由広場】【自由広場】【自由広場】【自由広場】

【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】

新田の森公園・1新田の森公園・1新田の森公園・1新田の森公園・1新田の森公園・1新田の森公園・1新田の森公園・1 S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600



【新田の森-1】【新田の森-1】【新田の森-1】【新田の森-1】【新田の森-1】【新田の森-1】【新田の森-1】
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 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所

 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ 丸型サークルベンチ

 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ 楕円サークルベンチ

 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具 幼児用複合遊具

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 プランター プランター プランター プランター プランター プランター プランター

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

 新田の森公園・2　公園コード：K-078-5 新田の森公園・2　公園コード：K-078-5 新田の森公園・2　公園コード：K-078-5 新田の森公園・2　公園コード：K-078-5 新田の森公園・2　公園コード：K-078-5 新田の森公園・2　公園コード：K-078-5 新田の森公園・2　公園コード：K-078-5

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター14141414141414

14141414141414

Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003

Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004

Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002

Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003

Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004

15151515151515  両面背付ベンチ 両面背付ベンチ 両面背付ベンチ 両面背付ベンチ 両面背付ベンチ 両面背付ベンチ 両面背付ベンチ

15151515151515

Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001

Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001

Yd002Yd002Yd002Yd002Yd002Yd002Yd002

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001

Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003

新田の森公園・2新田の森公園・2新田の森公園・2新田の森公園・2新田の森公園・2新田の森公園・2新田の森公園・2 S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600S=1/600
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【新田はらっぱ公園】【新田はらっぱ公園】【新田はらっぱ公園】【新田はらっぱ公園】【新田はらっぱ公園】【新田はらっぱ公園】【新田はらっぱ公園】

【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】【新田の森公園・2】
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 テニスコート(砂入り人工芝) テニスコート(砂入り人工芝) テニスコート(砂入り人工芝) テニスコート(砂入り人工芝) テニスコート(砂入り人工芝) テニスコート(砂入り人工芝) テニスコート(砂入り人工芝)

 テニスコート(多目的ハードコート) テニスコート(多目的ハードコート) テニスコート(多目的ハードコート) テニスコート(多目的ハードコート) テニスコート(多目的ハードコート) テニスコート(多目的ハードコート) テニスコート(多目的ハードコート)

 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所

 マンホールトイレ マンホールトイレ マンホールトイレ マンホールトイレ マンホールトイレ マンホールトイレ マンホールトイレ

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 かまどベンチ かまどベンチ かまどベンチ かまどベンチ かまどベンチ かまどベンチ かまどベンチ

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 複合遊具 複合遊具 複合遊具 複合遊具 複合遊具 複合遊具 複合遊具

 クライミング遊具 クライミング遊具 クライミング遊具 クライミング遊具 クライミング遊具 クライミング遊具 クライミング遊具

 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 管理事務室 管理事務室 管理事務室 管理事務室 管理事務室 管理事務室 管理事務室

 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場

 防災倉庫　※対象外 防災倉庫　※対象外 防災倉庫　※対象外 防災倉庫　※対象外 防災倉庫　※対象外 防災倉庫　※対象外 防災倉庫　※対象外

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

 葛西防災公園　公園コード：K078-6 葛西防災公園　公園コード：K078-6 葛西防災公園　公園コード：K078-6 葛西防災公園　公園コード：K078-6 葛西防災公園　公園コード：K078-6 葛西防災公園　公園コード：K078-6 葛西防災公園　公園コード：K078-6

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003

17171717171717  シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003Pc003

 サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール18181818181818 Pe001Pe001Pe001Pe001Pe001Pe001Pe001

Pe002、Pe004Pe002、Pe004Pe002、Pe004Pe002、Pe004Pe002、Pe004Pe002、Pe004Pe002、Pe004

 バスケットゴール バスケットゴール バスケットゴール バスケットゴール バスケットゴール バスケットゴール バスケットゴール19191919191919 Pe006Pe006Pe006Pe006Pe006Pe006Pe006

20202020202020

21212121212121

 防球ネット 防球ネット 防球ネット 防球ネット 防球ネット 防球ネット 防球ネット Pe007Pe007Pe007Pe007Pe007Pe007Pe007

 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008

22222222222222  防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス Pe009Pe009Pe009Pe009Pe009Pe009Pe009

23232323232323  ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

24242424242424

25252525252525

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002Pg002
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 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード番号番号番号番号番号番号番号

 南葛西少年野球広場　公園コード：K078-9 南葛西少年野球広場　公園コード：K078-9 南葛西少年野球広場　公園コード：K078-9 南葛西少年野球広場　公園コード：K078-9 南葛西少年野球広場　公園コード：K078-9 南葛西少年野球広場　公園コード：K078-9 南葛西少年野球広場　公園コード：K078-9

Pb001～002Pb001～002Pb001～002Pb001～002Pb001～002Pb001～002Pb001～002

Pe003Pe003Pe003Pe003Pe003Pe003Pe003

Pe001、004Pe001、004Pe001、004Pe001、004Pe001、004Pe001、004Pe001、004 16161616161616  ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計

16161616161616

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001

Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001Pg001

Pc001～004Pc001～004Pc001～004Pc001～004Pc001～004Pc001～004Pc001～004 Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001

Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002

Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003

Kg509Kg509Kg509Kg509Kg509Kg509Kg509

Kg005Kg005Kg005Kg005Kg005Kg005Kg005

Kg006Kg006Kg006Kg006Kg006Kg006Kg006

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

南葛西少年野球広場南葛西少年野球広場南葛西少年野球広場南葛西少年野球広場南葛西少年野球広場南葛西少年野球広場南葛西少年野球広場 S=1/500S=1/500S=1/500S=1/500S=1/500S=1/500S=1/500
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【

フ
ラ
ワー

ガー

デ
ン】

【

フ
ラ
ワー

ガー

デ
ン】

【

フ
ラ
ワー

ガー

デ
ン】

【

フ
ラ
ワー

ガー

デ
ン】

【

フ
ラ
ワー

ガー

デ
ン】

【

フ
ラ
ワー

ガー

デ
ン】

【

フ
ラ
ワー

ガー

デ
ン】

ファミリースポーツ広場ファミリースポーツ広場ファミリースポーツ広場ファミリースポーツ広場ファミリースポーツ広場ファミリースポーツ広場ファミリースポーツ広場 S=1/800S=1/800S=1/800S=1/800S=1/800S=1/800S=1/800 ＮＮＮＮＮＮＮ
0000000 5555555 10101010101010 50505050505050 100100100100100100100

 相撲場 相撲場 相撲場 相撲場 相撲場 相撲場 相撲場

 てっぽう(相撲) てっぽう(相撲) てっぽう(相撲) てっぽう(相撲) てっぽう(相撲) てっぽう(相撲) てっぽう(相撲)

 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所

 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 三連水飲器 三連水飲器 三連水飲器 三連水飲器 三連水飲器 三連水飲器 三連水飲器

 旧管理事務所兼手洗所 旧管理事務所兼手洗所 旧管理事務所兼手洗所 旧管理事務所兼手洗所 旧管理事務所兼手洗所 旧管理事務所兼手洗所 旧管理事務所兼手洗所

 壁打ちテニスコート 壁打ちテニスコート 壁打ちテニスコート 壁打ちテニスコート 壁打ちテニスコート 壁打ちテニスコート 壁打ちテニスコート

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

 ファミリースポーツ広場　公園コード：K078-10 ファミリースポーツ広場　公園コード：K078-10 ファミリースポーツ広場　公園コード：K078-10 ファミリースポーツ広場　公園コード：K078-10 ファミリースポーツ広場　公園コード：K078-10 ファミリースポーツ広場　公園コード：K078-10 ファミリースポーツ広場　公園コード：K078-10

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

12121212121212  サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

23232323232323

23232323232323

23232323232323

23232323232323

Pc002～004Pc002～004Pc002～004Pc002～004Pc002～004Pc002～004Pc002～004

Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005

Pe002～003Pe002～003Pe002～003Pe002～003Pe002～003Pe002～003Pe002～003

Pe001、004Pe001、004Pe001、004Pe001、004Pe001、004Pe001、004Pe001、004

Pe006～007Pe006～007Pe006～007Pe006～007Pe006～007Pe006～007Pe006～007

13131313131313

14141414141414  複合遊具 複合遊具 複合遊具 複合遊具 複合遊具 複合遊具 複合遊具

15151515151515

16161616161616

17171717171717

18181818181818

19191919191919

20202020202020

21212121212121

22222222222222

 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場

 スリング遊具 スリング遊具 スリング遊具 スリング遊具 スリング遊具 スリング遊具 スリング遊具

 シーソー シーソー シーソー シーソー シーソー シーソー シーソー

 スツール スツール スツール スツール スツール スツール スツール

 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具

 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場

 スロープ スロープ スロープ スロープ スロープ スロープ スロープ

 プランター プランター プランター プランター プランター プランター プランター Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001

23232323232323  フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 Pb002～005Pb002～005Pb002～005Pb002～005Pb002～005Pb002～005Pb002～005

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

24242424242424  防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス 防球フェンス

24242424242424

Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008Pe008

25252525252525

25252525252525  時計 時計 時計 時計 時計 時計 時計 Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001

26262626262626

Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002

Kg001、Kf002Kg001、Kf002Kg001、Kf002Kg001、Kf002Kg001、Kf002Kg001、Kf002Kg001、Kf002

Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001Yd001

Yd002～003Yd002～003Yd002～003Yd002～003Yd002～003Yd002～003Yd002～003

Yd004Yd004Yd004Yd004Yd004Yd004Yd004

Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005

Yd006～015Yd006～015Yd006～015Yd006～015Yd006～015Yd006～015Yd006～015

Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003

Pg012Pg012Pg012Pg012Pg012Pg012Pg012

Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003Pf003

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 Pg019Pg019Pg019Pg019Pg019Pg019Pg019

 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔

26262626262626

13131313131313



0000000 5555555 10101010101010 50505050505050 100100100100100100100

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４

５５５５５５５

６６６６６６６

７７７７７７７

８８８８８８８

９９９９９９９

10101010101010

11111111111111

12121212121212

ＮＮＮＮＮＮＮ

 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔

 電話ボックス 電話ボックス 電話ボックス 電話ボックス 電話ボックス 電話ボックス 電話ボックス

 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 プランター プランター プランター プランター プランター プランター プランター

 バラアーチ バラアーチ バラアーチ バラアーチ バラアーチ バラアーチ バラアーチ

 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1

 噴水・1 噴水・1 噴水・1 噴水・1 噴水・1 噴水・1 噴水・1

 噴水・2 噴水・2 噴水・2 噴水・2 噴水・2 噴水・2 噴水・2

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

 フラワーガーデン　公園コード：K078-11 フラワーガーデン　公園コード：K078-11 フラワーガーデン　公園コード：K078-11 フラワーガーデン　公園コード：K078-11 フラワーガーデン　公園コード：K078-11 フラワーガーデン　公園コード：K078-11 フラワーガーデン　公園コード：K078-11

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005Pb005

Pb007、010Pb007、010Pb007、010Pb007、010Pb007、010Pb007、010Pb007、010

13131313131313  水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

Pb013Pb013Pb013Pb013Pb013Pb013Pb013 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

Pb015Pb015Pb015Pb015Pb015Pb015Pb015

Pb016Pb016Pb016Pb016Pb016Pb016Pb016

Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007

Pb014、Pc008Pb014、Pc008Pb014、Pc008Pb014、Pc008Pb014、Pc008Pb014、Pc008Pb014、Pc008

Pf003～004Pf003～004Pf003～004Pf003～004Pf003～004Pf003～004Pf003～004

Pg032Pg032Pg032Pg032Pg032Pg032Pg032

14141414141414

15151515151515

16161616161616

17171717171717

18181818181818

19191919191919

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

 カナール カナール カナール カナール カナール カナール カナール

 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇

 ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ

 噴水・3 噴水・3 噴水・3 噴水・3 噴水・3 噴水・3 噴水・3

 噴水・4 噴水・4 噴水・4 噴水・4 噴水・4 噴水・4 噴水・4

Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002Pb002

Pb017Pb017Pb017Pb017Pb017Pb017Pb017

Pb018Pb018Pb018Pb018Pb018Pb018Pb018

Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007

20202020202020

21212121212121

22222222222222

23232323232323

24242424242424

25252525252525

 観客席 観客席 観客席 観客席 観客席 観客席 観客席

 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2

 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

 電気室 電気室 電気室 電気室 電気室 電気室 電気室

26262626262626  ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

Pb012Pb012Pb012Pb012Pb012Pb012Pb012

Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004Pc004

Pc006Pc006Pc006Pc006Pc006Pc006Pc006

Sg101Sg101Sg101Sg101Sg101Sg101Sg101

Pb019Pb019Pb019Pb019Pb019Pb019Pb019

Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002

27272727272727

28282828282828

29292929292929

30303030303030

31313131313131

32323232323232

33333333333333

34343434343434

35353535353535

36363636363636

37373737373737

 草地 草地 草地 草地 草地 草地 草地

 バラアーチ バラアーチ バラアーチ バラアーチ バラアーチ バラアーチ バラアーチ

 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓

 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

 モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント

 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート

Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001Pb001

Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004Pb004

38383838383838  パーゴラ パーゴラ パーゴラ パーゴラ パーゴラ パーゴラ パーゴラ Pb011Pb011Pb011Pb011Pb011Pb011Pb011

Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002Pc002

Pc010Pc010Pc010Pc010Pc010Pc010Pc010

Pf006Pf006Pf006Pf006Pf006Pf006Pf006

Da002Da002Da002Da002Da002Da002Da002

39393939393939  シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター

40404040404040

41414141414141

42424242424242

43434343434343

44444444444444

45454545454545

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005

 時計 時計 時計 時計 時計 時計 時計

 ストッカー ストッカー ストッカー ストッカー ストッカー ストッカー ストッカー Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003Kg003

Pf001、500Pf001、500Pf001、500Pf001、500Pf001、500Pf001、500Pf001、500

 トレリス トレリス トレリス トレリス トレリス トレリス トレリス Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003Pb003
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 サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

 モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント

 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター 四角プランター

 ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具 健康器具

 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 動物モニュメント 動物モニュメント 動物モニュメント 動物モニュメント 動物モニュメント 動物モニュメント 動物モニュメント

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

 旧シャトルバス停留所 旧シャトルバス停留所 旧シャトルバス停留所 旧シャトルバス停留所 旧シャトルバス停留所 旧シャトルバス停留所 旧シャトルバス停留所

 東屋 東屋 東屋 東屋 東屋 東屋 東屋

 かまど かまど かまど かまど かまど かまど かまど

 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1

 灰捨て場 灰捨て場 灰捨て場 灰捨て場 灰捨て場 灰捨て場 灰捨て場

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場

 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台

 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台 石の滑り台

 石のテーブル 石のテーブル 石のテーブル 石のテーブル 石のテーブル 石のテーブル 石のテーブル

 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場 砂場

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台

 ロッキング遊具 ロッキング遊具 ロッキング遊具 ロッキング遊具 ロッキング遊具 ロッキング遊具 ロッキング遊具

 シーソー シーソー シーソー シーソー シーソー シーソー シーソー

 小型ブランコ 小型ブランコ 小型ブランコ 小型ブランコ 小型ブランコ 小型ブランコ 小型ブランコ

 木製遊具・Ａ 木製遊具・Ａ 木製遊具・Ａ 木製遊具・Ａ 木製遊具・Ａ 木製遊具・Ａ 木製遊具・Ａ

 木製遊具・Ｂ 木製遊具・Ｂ 木製遊具・Ｂ 木製遊具・Ｂ 木製遊具・Ｂ 木製遊具・Ｂ 木製遊具・Ｂ

 木製遊具・Ｃ 木製遊具・Ｃ 木製遊具・Ｃ 木製遊具・Ｃ 木製遊具・Ｃ 木製遊具・Ｃ 木製遊具・Ｃ

 木製遊具・Ｄ 木製遊具・Ｄ 木製遊具・Ｄ 木製遊具・Ｄ 木製遊具・Ｄ 木製遊具・Ｄ 木製遊具・Ｄ

 木製遊具・Ｅ 木製遊具・Ｅ 木製遊具・Ｅ 木製遊具・Ｅ 木製遊具・Ｅ 木製遊具・Ｅ 木製遊具・Ｅ

 木製遊具・Ｆ 木製遊具・Ｆ 木製遊具・Ｆ 木製遊具・Ｆ 木製遊具・Ｆ 木製遊具・Ｆ 木製遊具・Ｆ

 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台 縁台

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント モニュメント

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ

 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所

 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め
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 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋

 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋
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 富士公園　公園コード：K078-12　 富士公園　公園コード：K078-12　 富士公園　公園コード：K078-12　 富士公園　公園コード：K078-12　 富士公園　公園コード：K078-12　 富士公園　公園コード：K078-12　 富士公園　公園コード：K078-12　
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Pb014Pb014Pb014Pb014Pb014Pb014Pb014

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001
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 シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター

 シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター

56565656565656  高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔
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ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝで登録ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝで登録ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝで登録ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝで登録ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝで登録ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝで登録ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝで登録
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※R3.12現在の計画平面図を基に作成※R3.12現在の計画平面図を基に作成※R3.12現在の計画平面図を基に作成※R3.12現在の計画平面図を基に作成※R3.12現在の計画平面図を基に作成※R3.12現在の計画平面図を基に作成※R3.12現在の計画平面図を基に作成
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 北側駐車場 北側駐車場 北側駐車場 北側駐車場 北側駐車場 北側駐車場 北側駐車場

 馬場 馬場 馬場 馬場 馬場 馬場 馬場

 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ

 ふれあい動物コーナー ふれあい動物コーナー ふれあい動物コーナー ふれあい動物コーナー ふれあい動物コーナー ふれあい動物コーナー ふれあい動物コーナー

 ポニー乗馬場 ポニー乗馬場 ポニー乗馬場 ポニー乗馬場 ポニー乗馬場 ポニー乗馬場 ポニー乗馬場

 放牧場 放牧場 放牧場 放牧場 放牧場 放牧場 放牧場

 大型遊具 大型遊具 大型遊具 大型遊具 大型遊具 大型遊具 大型遊具

 ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ ロングベンチ

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

 ケヤキテラス ケヤキテラス ケヤキテラス ケヤキテラス ケヤキテラス ケヤキテラス ケヤキテラス

 児童文学館 児童文学館 児童文学館 児童文学館 児童文学館 児童文学館 児童文学館

 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ

 シャトルバス車庫 シャトルバス車庫 シャトルバス車庫 シャトルバス車庫 シャトルバス車庫 シャトルバス車庫 シャトルバス車庫

 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所

 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1 手洗所・1

 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2 手洗所・2

 ポニー厩舎・事務所 ポニー厩舎・事務所 ポニー厩舎・事務所 ポニー厩舎・事務所 ポニー厩舎・事務所 ポニー厩舎・事務所 ポニー厩舎・事務所

 東側駐車場 東側駐車場 東側駐車場 東側駐車場 東側駐車場 東側駐車場 東側駐車場

 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所 シャトルバス停留所

 シャトルバス転回場 シャトルバス転回場 シャトルバス転回場 シャトルバス転回場 シャトルバス転回場 シャトルバス転回場 シャトルバス転回場

 ツツジ山 ツツジ山 ツツジ山 ツツジ山 ツツジ山 ツツジ山 ツツジ山

 ブイロクの木 ブイロクの木 ブイロクの木 ブイロクの木 ブイロクの木 ブイロクの木 ブイロクの木

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 手洗所・3 手洗所・3 手洗所・3 手洗所・3 手洗所・3 手洗所・3 手洗所・3

 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ

 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 グランド グランド グランド グランド グランド グランド グランド

 サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール サッカーゴール

 野球場 野球場 野球場 野球場 野球場 野球場 野球場

 ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ ダッグアウトベンチ

 スコアボード スコアボード スコアボード スコアボード スコアボード スコアボード スコアボード

 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス

 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス 高尺フェンス

 手洗所・4 手洗所・4 手洗所・4 手洗所・4 手洗所・4 手洗所・4 手洗所・4

 ゲートボール場 ゲートボール場 ゲートボール場 ゲートボール場 ゲートボール場 ゲートボール場 ゲートボール場

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 南側駐車場 南側駐車場 南側駐車場 南側駐車場 南側駐車場 南側駐車場 南側駐車場

 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋 連絡橋

 シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート シャトルバスルート

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

 なぎさ公園　公園コード：K078-13 なぎさ公園　公園コード：K078-13 なぎさ公園　公園コード：K078-13 なぎさ公園　公園コード：K078-13 なぎさ公園　公園コード：K078-13 なぎさ公園　公園コード：K078-13 なぎさ公園　公園コード：K078-13

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

 シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター

49494949494949  背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

Pf005Pf005Pf005Pf005Pf005Pf005Pf005

Pe004Pe004Pe004Pe004Pe004Pe004Pe004

Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004

Pb011Pb011Pb011Pb011Pb011Pb011Pb011

Pb010Pb010Pb010Pb010Pb010Pb010Pb010

Pe003Pe003Pe003Pe003Pe003Pe003Pe003

Kf004Kf004Kf004Kf004Kf004Kf004Kf004

Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002Kg002

Kg005Kg005Kg005Kg005Kg005Kg005Kg005

Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002

Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001Kg001

Pb014Pb014Pb014Pb014Pb014Pb014Pb014

Pc008Pc008Pc008Pc008Pc008Pc008Pc008

Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001Kf001

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005Pc005

Pf004Pf004Pf004Pf004Pf004Pf004Pf004

Pe005Pe005Pe005Pe005Pe005Pe005Pe005

Pe002Pe002Pe002Pe002Pe002Pe002Pe002

Pe012Pe012Pe012Pe012Pe012Pe012Pe012

Pc003、011、014～016Pc003、011、014～016Pc003、011、014～016Pc003、011、014～016Pc003、011、014～016Pc003、011、014～016Pc003、011、014～016

Pe009Pe009Pe009Pe009Pe009Pe009Pe009

Pe007Pe007Pe007Pe007Pe007Pe007Pe007

Pe006、010、011Pe006、010、011Pe006、010、011Pe006、010、011Pe006、010、011Pe006、010、011Pe006、010、011

Kf003Kf003Kf003Kf003Kf003Kf003Kf003

Pe001Pe001Pe001Pe001Pe001Pe001Pe001

Pb008Pb008Pb008Pb008Pb008Pb008Pb008

Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007

50505050505050  時計 時計 時計 時計 時計 時計 時計

 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔 高圧線鉄塔
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富士公園で登録富士公園で登録富士公園で登録富士公園で登録富士公園で登録富士公園で登録富士公園で登録
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※つばさ橋は土木部保全課管理※つばさ橋は土木部保全課管理※つばさ橋は土木部保全課管理※つばさ橋は土木部保全課管理※つばさ橋は土木部保全課管理※つばさ橋は土木部保全課管理※つばさ橋は土木部保全課管理

新左近川親水公園・1新左近川親水公園・1新左近川親水公園・1新左近川親水公園・1新左近川親水公園・1新左近川親水公園・1新左近川親水公園・1 S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000
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 汚泥貯留槽 汚泥貯留槽 汚泥貯留槽 汚泥貯留槽 汚泥貯留槽 汚泥貯留槽 汚泥貯留槽

 サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

 シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター

 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵

 管理境界 管理境界 管理境界 管理境界 管理境界 管理境界 管理境界

 メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス

 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所

番号番号番号番号番号番号番号

 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

Pc763Pc763Pc763Pc763Pc763Pc763Pc763

Pg777Pg777Pg777Pg777Pg777Pg777Pg777

Kf004Kf004Kf004Kf004Kf004Kf004Kf004

Pg759、760、765～766、768Pg759、760、765～766、768Pg759、760、765～766、768Pg759、760、765～766、768Pg759、760、765～766、768Pg759、760、765～766、768Pg759、760、765～766、768

Pg715Pg715Pg715Pg715Pg715Pg715Pg715

Sg001Sg001Sg001Sg001Sg001Sg001Sg001

Pc018Pc018Pc018Pc018Pc018Pc018Pc018

Pc019Pc019Pc019Pc019Pc019Pc019Pc019

Pf010Pf010Pf010Pf010Pf010Pf010Pf010
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ＡＡＡＡＡＡＡ

Ａ'Ａ'Ａ'Ａ'Ａ'Ａ'Ａ'

 化粧ＢＣ土留め 化粧ＢＣ土留め 化粧ＢＣ土留め 化粧ＢＣ土留め 化粧ＢＣ土留め 化粧ＢＣ土留め 化粧ＢＣ土留め

 メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス

 カヌー乗降用階段 カヌー乗降用階段 カヌー乗降用階段 カヌー乗降用階段 カヌー乗降用階段 カヌー乗降用階段 カヌー乗降用階段

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫

 浮き桟橋 浮き桟橋 浮き桟橋 浮き桟橋 浮き桟橋 浮き桟橋 浮き桟橋

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚
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 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰

 埋設基礎 埋設基礎 埋設基礎 埋設基礎 埋設基礎 埋設基礎 埋設基礎

 階段状土留め 階段状土留め 階段状土留め 階段状土留め 階段状土留め 階段状土留め 階段状土留め

 橋下置場 橋下置場 橋下置場 橋下置場 橋下置場 橋下置場 橋下置場

 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所 詰所

 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫
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新左近川親水公園・2新左近川親水公園・2新左近川親水公園・2新左近川親水公園・2新左近川親水公園・2新左近川親水公園・2新左近川親水公園・2

 サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器 水飲器

 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵

 カヌースラローム場 カヌースラローム場 カヌースラローム場 カヌースラローム場 カヌースラローム場 カヌースラローム場 カヌースラローム場

 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め 車止め

 カヌー艇庫 カヌー艇庫 カヌー艇庫 カヌー艇庫 カヌー艇庫 カヌー艇庫 カヌー艇庫

 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場

 スツール スツール スツール スツール スツール スツール スツール

 サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場

 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋

 サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ サークルベンチ

 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所

 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

 シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター シェルター

 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

Pb009、Pc002Pb009、Pc002Pb009、Pc002Pb009、Pc002Pb009、Pc002Pb009、Pc002Pb009、Pc002

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Pg067Pg067Pg067Pg067Pg067Pg067Pg067

Pc763Pc763Pc763Pc763Pc763Pc763Pc763

Pa724Pa724Pa724Pa724Pa724Pa724Pa724

Da005Da005Da005Da005Da005Da005Da005

Pe737Pe737Pe737Pe737Pe737Pe737Pe737

Pa718Pa718Pa718Pa718Pa718Pa718Pa718

Dg721Dg721Dg721Dg721Dg721Dg721Dg721

Pg711、713、715Pg711、713、715Pg711、713、715Pg711、713、715Pg711、713、715Pg711、713、715Pg711、713、715

Dg778Dg778Dg778Dg778Dg778Dg778Dg778

Da001、Ph766Da001、Ph766Da001、Ph766Da001、Ph766Da001、Ph766Da001、Ph766Da001、Ph766

Pc015～017Pc015～017Pc015～017Pc015～017Pc015～017Pc015～017Pc015～017

Dg770、Sg790～793Dg770、Sg790～793Dg770、Sg790～793Dg770、Sg790～793Dg770、Sg790～793Dg770、Sg790～793Dg770、Sg790～793

Pf005Pf005Pf005Pf005Pf005Pf005Pf005

Pg087Pg087Pg087Pg087Pg087Pg087Pg087

Pg880Pg880Pg880Pg880Pg880Pg880Pg880

Pg881Pg881Pg881Pg881Pg881Pg881Pg881

Pg882Pg882Pg882Pg882Pg882Pg882Pg882

Pg883Pg883Pg883Pg883Pg883Pg883Pg883

Pf009Pf009Pf009Pf009Pf009Pf009Pf009

Pg709、759、198Pg709、759、198Pg709、759、198Pg709、759、198Pg709、759、198Pg709、759、198Pg709、759、198

※新左近橋、葛西かもめ橋は土木部保全課管理※新左近橋、葛西かもめ橋は土木部保全課管理※新左近橋、葛西かもめ橋は土木部保全課管理※新左近橋、葛西かもめ橋は土木部保全課管理※新左近橋、葛西かもめ橋は土木部保全課管理※新左近橋、葛西かもめ橋は土木部保全課管理※新左近橋、葛西かもめ橋は土木部保全課管理

33333333333333  浮きロープ柵 浮きロープ柵 浮きロープ柵 浮きロープ柵 浮きロープ柵 浮きロープ柵 浮きロープ柵

Pe001、Pg745Pe001、Pg745Pe001、Pg745Pe001、Pg745Pe001、Pg745Pe001、Pg745Pe001、Pg745

Pc015～017Pc015～017Pc015～017Pc015～017Pc015～017Pc015～017Pc015～017

Pg717Pg717Pg717Pg717Pg717Pg717Pg717

Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004

Pc020Pc020Pc020Pc020Pc020Pc020Pc020

Pc021Pc021Pc021Pc021Pc021Pc021Pc021
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新左近川親水公園・3新左近川親水公園・3新左近川親水公園・3新左近川親水公園・3新左近川親水公園・3新左近川親水公園・3新左近川親水公園・3 S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000S=1/1000
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42424242424242 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場 多目的カヌー場

 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋 カヌー乗降用浮き桟橋

 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所 カヌー場管理事務所

 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵

 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇 バラ花壇

        フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚 フジ棚

       

       

       

       

       

 健康器具・1 健康器具・1 健康器具・1 健康器具・1 健康器具・1 健康器具・1 健康器具・1

 健康器具・2 健康器具・2 健康器具・2 健康器具・2 健康器具・2 健康器具・2 健康器具・2

 健康器具・3 健康器具・3 健康器具・3 健康器具・3 健康器具・3 健康器具・3 健康器具・3

 健康器具・4 健康器具・4 健康器具・4 健康器具・4 健康器具・4 健康器具・4 健康器具・4

 健康器具・5 健康器具・5 健康器具・5 健康器具・5 健康器具・5 健康器具・5 健康器具・5

 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所 手洗所

 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ

 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓 野外卓

 メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス メッシュフェンス

 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場 洗い場

 デイキャンプ場事務所 デイキャンプ場事務所 デイキャンプ場事務所 デイキャンプ場事務所 デイキャンプ場事務所 デイキャンプ場事務所 デイキャンプ場事務所

 デイキャンプ場 デイキャンプ場 デイキャンプ場 デイキャンプ場 デイキャンプ場 デイキャンプ場 デイキャンプ場

 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計 ソーラー時計

 デッキ デッキ デッキ デッキ デッキ デッキ デッキ

 照明付スツール 照明付スツール 照明付スツール 照明付スツール 照明付スツール 照明付スツール 照明付スツール

 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ 背無ベンチ

 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ 背付ベンチ

 カヌースプリント場 カヌースプリント場 カヌースプリント場 カヌースプリント場 カヌースプリント場 カヌースプリント場 カヌースプリント場

 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚 日除棚

番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 番号番号番号番号番号番号番号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087 新左近川親水公園　公園コード：K087

施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード 施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード施設コード

Da001、Ph766 Da001、Ph766 Da001、Ph766 Da001、Ph766 Da001、Ph766 Da001、Ph766 Da001、Ph766 

Pf006Pf006Pf006Pf006Pf006Pf006Pf006

Pc014Pc014Pc014Pc014Pc014Pc014Pc014

Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002Pf002

Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002Kf002

Pj003Pj003Pj003Pj003Pj003Pj003Pj003

Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001Pc001

Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005Yd005

Yd006Yd006Yd006Yd006Yd006Yd006Yd006

Yd007Yd007Yd007Yd007Yd007Yd007Yd007

Yd008Yd008Yd008Yd008Yd008Yd008Yd008

Yd009Yd009Yd009Yd009Yd009Yd009Yd009

Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf001Pf00154545454545454  時計塔 時計塔 時計塔 時計塔 時計塔 時計塔 時計塔

Pb012、016Pb012、016Pb012、016Pb012、016Pb012、016Pb012、016Pb012、016

Kg788Kg788Kg788Kg788Kg788Kg788Kg788

Pc012Pc012Pc012Pc012Pc012Pc012Pc012

Pb012～013、015～016Pb012～013、015～016Pb012～013、015～016Pb012～013、015～016Pb012～013、015～016Pb012～013、015～016Pb012～013、015～016

Pg794Pg794Pg794Pg794Pg794Pg794Pg794

Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004Kg004 Pg078Pg078Pg078Pg078Pg078Pg078Pg078

55555555555555  サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 サイン塔 Pg062Pg062Pg062Pg062Pg062Pg062Pg062

55555555555555

Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007Pc007

Pe002Pe002Pe002Pe002Pe002Pe002Pe002

Pb017Pb017Pb017Pb017Pb017Pb017Pb017
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