
 

現地観測地点［樹木の活力度］ 

No. 樹種 住所 備考 No. 樹種 住所 備考
61 ケヤキ 三鷹市北野4丁目 91 ケヤキ 練馬区関町南1丁目
62 ケヤキ 三鷹市北野3丁目 北野公園 92 ケヤキ 杉並区上井草4丁目 民有地
63 カキノキ 三鷹市北野3丁目 北野中央公園 93 ケヤキ 練馬区関町南1丁目
64 カキノキ 三鷹市北野3丁目 北野中央公園 94 ケヤキ 練馬区関町南1丁目 区立竹のこ児童公園
65 ケヤキ 三鷹市北野4丁目 95 アオギリ 杉並区上井草4丁目 上井草西公園
66 ケヤキ 世田谷区給田5丁目 96 ケヤキ 練馬区関町南1丁目 千川上水緑道
67 ケヤキ 三鷹市北野3丁目 97 ケヤキ 練馬区上石神井1丁目 上石千川自児童遊園
68 ケヤキ 三鷹市北野1丁目 98 ハンノキ 練馬区石神井台1丁目 石神井公園
69 ケヤキ 三鷹市北野2丁目 99 ハンノキ 練馬区石神井台1丁目 石神井公園
70 ケヤキ 三鷹市北野2丁目 100 ハンノキ 練馬区石神井台1丁目 石神井公園
71 ケヤキ 三鷹市牟礼2丁目 牟礼下本宿児童遊園 101 ケヤキ 練馬区東大泉2丁目 東大泉二丁目緑地
72 ケヤキ 三鷹市牟礼2丁目 102 イロハモミジ 練馬区東大泉2丁目 びくに公園
73 ケヤキ 三鷹市牟礼2丁目 民有地 103 ケヤキ 練馬区大泉町6丁目 びくに西児童遊園
74 スギ 三鷹市井の頭4丁目 井の頭恩賜公園 104 ケヤキ 練馬区大泉町6丁目
75 ヌマスギ 三鷹市井の頭4丁目 井の頭恩賜公園 105 ケヤキ 練馬区大泉町5丁目
76 ハンノキ 三鷹市井の頭4丁目 井の頭恩賜公園 106 ケヤキ 練馬区大泉町5丁目
77 ハンノキ 三鷹市井の頭4丁目 井の頭恩賜公園 107 ケヤキ 練馬区大泉町2丁目
78 ケヤキ 杉並区久我山4丁目 108 ハンノキ 練馬区大泉町2丁目 練馬区立大泉橋戸公園
79 ケヤキ 杉並区久我山4丁目 109 ケヤキ 練馬区大泉町4丁目
80 ケヤキ 杉並区善福寺2丁目 東京女子大 110 ケヤキ 練馬区大泉町4丁目
81 ケヤキ 杉並区善福寺2丁目 東京女子大 111 ケヤキ 練馬区大泉町5丁目
82 ヌマスギ 杉並区善福寺3丁目 善福寺公園 112 ケヤキ 練馬区大泉町5丁目 練馬区立北大泉くれはし公園
83 ケヤキ 杉並区善福寺2丁目 善福寺公園 113 ケヤキ 練馬区大泉町4丁目
84 ハンノキ 杉並区善福寺3丁目 善福寺公園 114 ケヤキ 練馬区大泉町4丁目
85 ヌマスギ 杉並区善福寺3丁目 善福寺公園
86 ハンノキ 杉並区善福寺3丁目 善福寺公園
87 ケヤキ 杉並区善福寺3丁目 井草八幡宮
88 ケヤキ 杉並区善福寺3丁目 井草八幡宮
89 ケヤキ 杉並区上井草4丁目 切通し公園
90 ケヤキ 杉並区善福寺4丁目 美樹園公園

No. 樹種 住所 備考 No. 樹種 住所 備考
61 ケヤキ 三鷹市北野4丁目 91 ケヤキ 練馬区関町南1丁目
62 ケヤキ 三鷹市北野3丁目 北野公園 92 ケヤキ 杉並区上井草4丁目 民有地
63 カキノキ 三鷹市北野3丁目 北野中央公園 93 ケヤキ 練馬区関町南1丁目
64 カキノキ 三鷹市北野3丁目 北野中央公園 94 ケヤキ 練馬区関町南1丁目 区立竹のこ児童公園
65 ケヤキ 三鷹市北野4丁目 95 アオギリ 杉並区上井草4丁目 上井草西公園
66 ケヤキ 世田谷区給田5丁目 96 ケヤキ 練馬区関町南1丁目 千川上水緑道
67 ケヤキ 三鷹市北野3丁目 97 ケヤキ 練馬区上石神井1丁目 上石千川自児童遊園
68 ケヤキ 三鷹市北野1丁目 98 ハンノキ 練馬区石神井台1丁目 石神井公園
69 ケヤキ 三鷹市北野2丁目 99 ハンノキ 練馬区石神井台1丁目 石神井公園
70 ケヤキ 三鷹市北野2丁目 100 ハンノキ 練馬区石神井台1丁目 石神井公園
71 ケヤキ 三鷹市牟礼2丁目 牟礼下本宿児童遊園 101 ケヤキ 練馬区東大泉2丁目 東大泉二丁目緑地
72 ケヤキ 三鷹市牟礼2丁目 102 イロハモミジ 練馬区東大泉2丁目 びくに公園
73 ケヤキ 三鷹市牟礼2丁目 103 ケヤキ 練馬区大泉町6丁目 びくに西児童遊園
74 スギ 三鷹市井の頭4丁目 井の頭恩賜公園 104 ケヤキ 練馬区大泉町6丁目
75 ヌマスギ 三鷹市井の頭4丁目 井の頭恩賜公園 105 ケヤキ 練馬区大泉町5丁目
76 ハンノキ 三鷹市井の頭4丁目 井の頭恩賜公園 106 ケヤキ 練馬区大泉町5丁目
77 ハンノキ 三鷹市井の頭4丁目 井の頭恩賜公園 107 ケヤキ 練馬区大泉町2丁目
78 ケヤキ 杉並区久我山4丁目 108 ハンノキ 練馬区大泉町2丁目 練馬区立大泉橋戸公園
79 ケヤキ 杉並区久我山4丁目 109 ケヤキ 練馬区大泉町4丁目
80 ケヤキ 杉並区善福寺2丁目 東京女子大 110 ケヤキ 練馬区大泉町4丁目
81 ケヤキ 杉並区善福寺2丁目 東京女子大 111 ケヤキ 練馬区大泉町5丁目
82 ヌマスギ 杉並区善福寺3丁目 善福寺公園 112 ケヤキ 練馬区大泉町5丁目 練馬区立北大泉くれはし公園
83 ケヤキ 杉並区善福寺2丁目 善福寺公園 113 ケヤキ 練馬区大泉町4丁目
84 ハンノキ 杉並区善福寺3丁目 善福寺公園 114 ケヤキ 練馬区大泉町4丁目
85 ヌマスギ 杉並区善福寺3丁目 善福寺公園
86 ハンノキ 杉並区善福寺3丁目 善福寺公園
87 ケヤキ 杉並区善福寺3丁目 井草八幡宮
88 ケヤキ 杉並区善福寺3丁目 井草八幡宮
89 ケヤキ 杉並区上井草4丁目 切通し公園
90 ケヤキ 杉並区善福寺4丁目 美樹園公園

No. 樹種 住所 備考 No. 樹種 住所 備考 No. 樹種 住所 備考

1 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 氷川神社 31 ケヤキ 世田谷区喜多見 8 丁目 喜多見八丁目公園 61 ケヤキ 三鷹市牟礼 2 丁目 街路樹 

2 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 氷川神社 32 イロハモミジ 世田谷区成城 3 丁目 街路樹 62 ケヤキ 三鷹市牟礼 2 丁目 民有地 

3 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 民有地 33 イロハモミジ 世田谷区成城 3 丁目 成城三丁目なかんだの坂 63 ケヤキ 杉並区善福寺 2 丁目 東京女子大学 

4 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 民有地 34 イロハモミジ 世田谷区成城 4 丁目 喜多見不動堂 64 ケヤキ 杉並区善福寺 2 丁目 東京女子大学 

5 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 街路樹 35 ケヤキ 調布市東つつじヶ丘 2 丁目 神社 65 ケヤキ 杉並区善福寺 2 丁目 善福寺公園 

6 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 街路樹 36 ケヤキ 調布市東つつじヶ丘 1 丁目 調布市滝坂下仲よし広場 66 ケヤキ 杉並区善福寺 3 丁目 井草八幡宮 

7 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 野川第 2 緑道 37 ケヤキ 調布市東つつじヶ丘 1 丁目 民有地 67 ケヤキ 杉並区善福寺 3 丁目 井草八幡宮 

8 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 野川第 2 緑道 38 ケヤキ 調布市東つつじヶ丘 1 丁目 調布都市計画生産緑地地区 68 ケヤキ 杉並区上井草 4 丁目 切通し公園 

9 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 野川第 2 緑道 39 ケヤキ 世田谷区中原 1 丁目 民有地 69 ケヤキ 杉並区善福寺 4 丁目 美樹園公園 

10 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 野川第 2 緑道 40 ケヤキ 調布市仙川町 2 丁目 民有地 70 ケヤキ 練馬区関町南 1 丁目 民有地 

11 ケヤキ 世田谷区大蔵 6 丁目 野川第 2 緑道 41 ケヤキ 調布市中原 1 丁目 愛泉幼稚園 71 ケヤキ 杉並区上井草 4 丁目 民有地 

12 ケヤキ 世田谷区宇奈根 3 丁目 野川河川敷 42 ケヤキ 調布市仙川町 2 丁目 民有地 72 ケヤキ 練馬区関町南 1 丁目 街路樹 

13 ケヤキ 世田谷区宇奈根 3 丁目 野川河川敷 43 ケヤキ 世田谷区中原 1 丁目 民有地 73 ケヤキ 練馬区関町南 1 丁目 区立竹のこ児童公園 

14 ケヤキ 世田谷区宇奈根 3 丁目 民有地 44 ケヤキ 世田谷区緑ヶ丘 1 丁目 民有地 74 ケヤキ 練馬区関町南 1 丁目 千川上水緑道 

15 ケヤキ 世田谷区大蔵 5 丁目 田直公園 45 ケヤキ 三鷹市新川 1 丁目 市環境センター 75 ケヤキ 練馬区上石神井 1 丁目 上石千川児童遊園 

16 ケヤキ 世田谷区喜多見 5 丁目 次大夫堀公園 46 ケヤキ 三鷹市新川 1 丁目 市環境センター 76 ケヤキ 練馬区東大泉 2 丁目 東大泉二丁目緑地 

17 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 次大夫堀公園 47 ケヤキ 三鷹市新川 1 丁目 日本道路公団用地 77 イロハモミジ 練馬区東大泉 2 丁目 びくに公園 

18 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 民有地 48 イロハモミジ 三鷹市北野 4 丁目 民有地 78 ケヤキ 練馬区大泉町 6 丁目 びくに西児童遊園 

19 ケヤキ 世田谷区成城 3 丁目 さくら公園 49 ケヤキ 三鷹市北野 4 丁目 民有地 79 ケヤキ 練馬区大泉町 6 丁目 街路樹 

20 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 民有地 50 ケヤキ 三鷹市北野 4 丁目 街路樹 80 ケヤキ 練馬区大泉町 5 丁目 氷川神社 

21 ケヤキ 世田谷区成城 3 丁目 成城三丁目緑地 51 ケヤキ 三鷹市北野 3 丁目 北野公園 81 ケヤキ 練馬区大泉町 5 丁目 民有地 

22 イロハモミジ 世田谷区成城 3 丁目 成城三丁目緑地 52 カキノキ 三鷹市北野 3 丁目 北野中央公園 82 ケヤキ 練馬区大泉町 2 丁目 街路樹 

23 ケヤキ 世田谷区成城 3 丁目 営林局宿舎裏 53 カキノキ 三鷹市北野 3 丁目 北野中央公園 83 ケヤキ 練馬区大泉町 4 丁目 街路樹 

24 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 滝下橋緑道 54 ケヤキ 三鷹市北野 4 丁目 街路樹 84 ケヤキ 練馬区大泉町 4 丁目 街路樹 

25 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 滝下橋緑道 55 ケヤキ 世田谷区給田 5 丁目 民有地 85 ケヤキ 練馬区大泉町 5 丁目 街路樹 

26 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 民有地 56 ケヤキ 三鷹市北野 3 丁目 街路樹 86 ケヤキ 練馬区大泉町 5 丁目 練馬区立北大泉くれはし公園 

27 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 民有地 57 ケヤキ 三鷹市北野 1 丁目 街路樹 87 ケヤキ 練馬区大泉町 4 丁目 街路樹 

28 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 民有地 58 ケヤキ 三鷹市北野 2 丁目 民有地 88 ケヤキ 練馬区大泉町 4 丁目 街路樹 

29 ケヤキ 世田谷区喜多見 7 丁目 滝下橋緑道 59 ケヤキ 三鷹市北野 2 丁目 街路樹     

30 ケヤキ 世田谷区喜多見 8 丁目 喜多見八丁目公園 60 ケヤキ 三鷹市牟礼 2 丁目 牟礼下本宿児童遊園     
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「本書に掲載した地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分の１地形図を複製したものである。（承認番号 平 15 関複、第 400 号）」
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