
児童遊園一覧 平成26年３月31日現在

市町村名 児童遊園名　 所在地 備考

1 新潟市 曙児童遊園 新潟市中央区本町通13番町3150-2

2 新潟市 日の出児童遊園 新潟市中央区日の出1-7-1

3 新潟市 新生児童遊園 新潟市中央区西堀通4番町259-55

4 新潟市 平島児童遊園 新潟市西区平島1-21

5 新潟市 万代児童遊園 新潟市中央区東万代町9-3

6 新潟市 下土地亀児童遊園 新潟市北区下土地亀421

7 長岡市 神田児童遊園 長岡市神田町１-４-14  

8 長岡市 神明児童遊園 長岡市東新町2-344  

9 長岡市 関原児童遊園 長岡市関原町2-241-1  

10 長岡市 季崎児童遊園 長岡市李崎町398  

11 長岡市 東神田児童遊園 長岡市東神田2甲1354-2

12 長岡市 今朝白児童遊園 長岡市今朝白3-1-1

13 長岡市 中沢中央児童遊園 長岡市中沢2-1235

14 長岡市 富島児童遊園 長岡市富島町247

15 長岡市 妙見児童遊園 長岡市妙見町1694-18

16 長岡市 三ツ郷屋児童遊園 長岡市古正寺町11-6

17 長岡市 成願寺児童遊園 長岡市西片貝町528-1  

18 長岡市 緑町児童遊園 長岡市緑町1-38-146

19 長岡市 下条児童遊園 長岡市下条町1514-1

20 長岡市 宮本児童遊園 長岡市宮本町2-779-1

21 長岡市 緑町北児童遊園 長岡市緑町1-38-213

22 長岡市 乙吉児童遊園 長岡市乙吉町2296-1

23 長岡市 住吉児童遊園 長岡市住吉2-2170-4

24 長岡市 宮内児童遊園 長岡市宮内2-1647  

25 長岡市 黒津児童遊園 長岡市黒津町1747-1  

26 長岡市 高野児童遊園 長岡市高野町983-5  

27 長岡市 滝谷児童遊園 長岡市滝谷町391-5

28 長岡市 王寺川児童遊園 長岡市寺宝町18-1  

29 長岡市 片田児童遊園 長岡市片田町786-2  

30 長岡市 高島児童遊園 長岡市高島町177-7

31 長岡市 若宮児童遊園 長岡市関原町1-997

32 長岡市 高瀬児童遊園 長岡市高瀬町1800

33 長岡市 十日町児童遊園 長岡市十日町1161

34 長岡市 中沢児童遊園 長岡市中沢2-1913-3

35 長岡市 新組児童遊園 長岡市新組町5100

36 長岡市 大積千本児童遊園 長岡市大積千本町369ｰ1

37 長岡市 小曽根児童遊園 長岡市小曽根字梅田1144-1

38 長岡市 六日市児童遊園 長岡市中潟町882-1

39 長岡市 七日市児童遊園 長岡市大字七日市976ｰ2

40 長岡市 大野児童遊園 長岡市市大野町1-76-1

41 長岡市 松沢町児童遊園 長岡市字花立929-1

42 長岡市 島崎児童遊園 長岡市島崎3281

43 長岡市 小島谷駅前地区児童遊園 長岡市小島谷3049-2

44 長岡市 両高児童遊園 長岡市両高1388

45 長岡市 下富岡児童遊園 長岡市下富岡1125-1

46 長岡市 上桐児童広場 長岡市上桐2387

47 長岡市 東保内住宅団地児童遊園 長岡市東保内1295-44

48 長岡市 北野児童遊園 長岡市和島北野432-6

49 長岡市 村田児童遊園 長岡市村田369-2

50 長岡市 青島児童遊園 長岡市青島町2118

51 長岡市 亀貝児童遊園 長岡市亀貝町861

52 長岡市 東川口児童遊園 長岡市川口1979-43

53 新発田市 こどもの国 新発田市緑町2-843-1 児童ｾﾝﾀｰ併設

54 小千谷市 仲よし児童遊園 小千谷市元町973-1

55 小千谷市 上ノ山児童遊園 小千谷市上ノ山2-2010-11

56 十日町市 愛宕児童遊園 十日町市辰甲856-1

57 十日町市 四ツ宮児童遊園 十日町市370-2  

58 燕市 南六丁目児童遊園 燕市南6-7646

59 燕市 南六丁目跨線橋下児童遊園 燕市南6-6550-２

60 燕市 南七丁目跨線橋下児童遊園 燕市南7-6346-14

61 燕市 新栄町第二児童遊園 燕市新栄町128

62 燕市 緑町児童遊園 燕市小関1427

63 燕市 小池児童遊園 燕市小池1142-9

64 燕市 下杉柳児童遊園 燕市杉柳934-5

65 燕市 新生町第三児童遊園 燕市新生町132

66 燕市 花園町第三児童遊園 燕市花園町2-2

67 燕市 次新・児ノ木児童遊園 燕市次新136

68 燕市 次新第一児童遊園 燕市次新1056-9

69 燕市 次新第二児童遊園 燕市次新1048-7

70 燕市 三王淵第一児童遊園 燕市三王淵1086-2

71 燕市 三王淵第二児童遊園 燕市三王淵1175-21



72 燕市 桜町児童遊園 燕市桜町

73 燕市 水道町一丁目児童遊園 燕市水道町１-3850-１

74 燕市 吉田東栄町なみな児童遊園 燕市吉田東栄町26-8

75 燕市 吉田西太田第二児童遊園 燕市吉田西太田592-1

76 燕市 長善館児童遊園 燕市粟生津97

77 燕市 佐渡山ファミリー児童遊園 燕市佐渡山6858-1

78 燕市 吉田春日町児童遊園 燕市吉田春日町643-7

79 燕市 星野藤三翁顕彰記念児童遊園 燕市吉田寿町1555-8

80 燕市 吉田日之出町南児童遊園 燕市吉田日之出町195-1

81 燕市 吉田桃山町児童遊園 燕市吉田3687

82 燕市 粟生津駅前児童遊園 燕市下粟生津604-3

83 燕市 吉田寿町第二児童遊園 燕市吉田寿町32-8

84 燕市 吉田東町わんぱく児童遊園 燕市吉田東町3285-1

85 燕市 米納津まなびの丘児童遊園 燕市米納津3666

86 燕市 下粟生津新横町第一児童遊園 燕市下粟生津2955-5

87 燕市 吉田大保町三角児童遊園 燕市吉田大保町1091-6

88 燕市 吉田西太田第四児童遊園 燕市吉田西太田778-4

89 燕市 下粟生津北三児童遊園 燕市下粟生津2701-5

90 燕市 吉田鴻巣みゆき団地児童遊園 燕市吉田鴻巣27-19

91 燕市 米納津第三児童遊園 燕市米納津3180-47

92 燕市 富永第二児童遊園 燕市富永319-17

93 燕市 樋ノ口児童遊園 燕市富永319-18

94 燕市 吉田法花堂児童遊園 燕市吉田法花堂1695-4

95 燕市 吉田本所第二児童遊園 燕市吉田本所107-17

96 燕市 吉田本所第三児童遊園 燕市吉田本所123-5

97 燕市 吉田西太田第五児童遊園 燕市吉田西太田787-15

98 燕市 吉田東町東児童遊園 燕市吉田3786-20

99 燕市 富永第三児童遊園 燕市富永273-20

100 燕市 吉田神田町さくら児童遊園 燕市吉田神田町2-6

101 燕市 南吉田駅前団地児童遊園 燕市吉田西太田737

102 燕市 下粟生津新横町第二児童遊園 燕市下粟生津2963-5

103 燕市 上諏訪児童遊園 燕市上諏訪1442-5

104 燕市 中諏訪児童遊園 燕市中諏訪1569-5

105 燕市 笹曲児童遊園 燕市笹曲36

106 燕市 真木山児童遊園 燕市真木山394-3

107 燕市 分水東学校町児童遊園 燕市分水東学校町1-532-16

108 燕市 分水学校町第一児童遊園 燕市分水学校町1-602-9

109 燕市 分水学校町興野児童遊園 燕市分水学校町1-610

110 燕市 五千石小学校跡地児童遊園 燕市五千石3193-1

111 燕市 五千石中央児童遊園 燕市五千石3297-1

112 燕市 分水あけぼの児童遊園 燕市分水あけぼの1-1-30

113 燕市 下諏訪第一児童遊園 燕市分水下諏訪986-2

114 燕市 下諏訪第二児童遊園 燕市分水下諏訪1009-5

115 燕市 分水学校町第二児童遊園 燕市分水学校町1-18-24

116 燕市 新興野児童遊園 燕市分水新興野2028-4

117 妙高市 美守児童遊園 妙高市美守1-354-5

118 妙高市 美守東児童遊園 妙高市美守3-450-12

119 妙高市 藤塚児童遊園 妙高市藤塚新田209-2

120 妙高市 水上児童遊園 妙高市西条445-5

121 妙高市 卯の花児童遊園 妙高市姫川原415番地

122 南魚沼市 吉里児童遊園 南魚沼市大字吉里1064-１

123 南魚沼市 万条児童遊園 南魚沼市大字万条新田186-1

124 胎内市 若宮児童遊園 胎内市北本町1-4 児童館隣接


