
 

 世田谷区では、区民の方が必要に応じ、いつでも土のうを持ち出せるように「土のうステーション」(土のう

置き場)を区内 55 箇所に設置しました。土のうステーションの中に入っている土のうの重さは 5kg と 10kg で、

各 50 袋、合計 100 袋が入っています。必要に応じて必要な分だけを各自でお持ちください。 
 土のうを持ち出す前に、各ご家庭での保管場所を確保し、繰り返しご使用ください。 

 土のうステーション

は、施錠しておりませ

んので、24 時間どなた

でも土のうを持ち出せ

るシステムです。 
 お近くの土のうステ

ーションをご利用くだ

さい。 

 
 出入口 1m あたりに必

要な土のうの数は、土

のうの積み方、大きさ

(中に入っている砂の

量)によりますが、1 段

積み(10 ㎝程度高)であ

れば、5kg では 5～6

袋、10 ㎏では 3～4袋

が必要です。 

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 
  てから保管し、繰り返 
  しご使用ください 

水流 
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 今後は、過去の浸水実績、区民からの要望、利用状況

を踏まえ、設置について検討していきます。 

 その他、土のうステーションに関することは、下記連絡

先までお問合せください。 

写真：城山分庁舎に設置してある土のうステーション □土のうステーション設置場所一覧（63 か所） 

お問合せ先 

世田谷区 土木部 土木計画調整課 調整係 

TEL : 03-5432-2580   FAX : 03-5432-3026 
令和 2 年 8月現在 世 3 は欠番 

設置

番号
設置場所（名称） 所在地

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 　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

北１ 　代沢まちづくりセンター 　代沢5-1-15

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 　池ノ上青少年会館 　代沢2-37-18 

北６ 　北沢川緑道（代田3-43付近） 　代田3-43付近

玉１
　玉川総合支所
（仮）等々力庁舎

　等々力3-4
（等々力2-28-5）

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

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

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

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

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
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※土のうステーションの所在地は、位置図の番号をもとにホームページの一覧表を参照してください。
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