
公園名 よみがな 所在地

あ 青葉台公園 あおばだい 桜ヶ丘七丁目71-738

青葉の森緑地 あおばのもりりょくち 荒巻字青葉92-1外

青葉南公園 あおばみなみ 荒巻字青葉519-1458

青葉山公園 あおばやま 川内1-2外

あけぼの町公園 あけぼのまち あけぼの町203-3外

旭ヶ丘一丁目公園 あさひがおか１ちょうめ 旭ヶ丘一丁目702-20

旭ヶ丘二丁目公園 あさひがおか２ちょうめ 旭ヶ丘二丁目28-542

旭ヶ丘駅前公園 あさひがおかえきまえ 旭ヶ丘三丁目482外

荒巻公園 あらまき 荒巻神明町249-97外

荒巻石山公園 あらまきいしやま 八幡七丁目23-46外

荒巻神明公園 あらまきしんめい 荒巻神明町243-13

荒巻中央公園 あらまきちゅうおう 荒巻中央21-30

荒巻中央１号公園 あらまきちゅうおう１ごう 荒巻中央71-27

荒巻中央西公園 あらまきちゅうおうにし 荒巻中央108-11

荒巻仁田谷地北緑地 あらまきにたやちきたりょくち 荒巻字仁田谷地7-1外

荒巻仁田谷地緑地 あらまきにたやちりょくち 荒巻仁田谷地82-113外

荒巻本沢一丁目公園 あらまきほんざわ１ちょうめ 荒巻本沢一丁目108-19

荒巻本沢一丁目東公園 あらまきほんざわ１ちょうめひがし 荒巻本沢一丁目118-3

荒巻本沢一丁目南公園 あらまきほんざわ１ちょうめみなみ 荒巻本沢一丁目108-41外

荒巻本沢二丁目公園 あらまきほんざわ２ちょうめ 荒巻本沢二丁目804-3

荒巻本沢三丁目公園 あらまきほんざわ３ちょうめ 荒巻本沢三丁目59-2外

荒巻本沢緑地 あらまきほんざわりょくち 荒巻本沢二丁目502-1外

荒巻雷神堂公園 あらまきらいじんどう 国見六丁目702-44

い 五橋公園 いつつばし 五橋一丁目1-7

一本松公園 いっぽんまつ 旭ヶ丘二丁目20-404

う 牛越さんかく公園 うしごえさんかく 川内三十人町49-233外

うどう沼公園 うどうぬま 中山三丁目1-2外

お 大手町公園 おおてまち 大手町307

小田原四丁目公園 おだわら４ちょうめ 小田原四丁目115-155

小田原七丁目公園 おだわら７ちょうめ 小田原七丁目202-1

小田原八丁目公園 おだわら８ちょうめ 小田原八丁目144

小田原八丁目中公園 おだわら８ちょうめなか 小田原八丁目3-7

小田原青葉のまち公園 おだわらあおばのまち 小田原四丁目115-132

折立公園 おりたて 折立三丁目8-1外

折立１号公園 おりたて１ごう 折立三丁目38-30

折立２号公園 おりたて２ごう 折立六丁目3-86

折立３号公園 おりたて３ごう 折立六丁目4-175

折立４号公園 おりたて４ごう 折立五丁目2-24外

折立５号公園 おりたて５ごう 折立五丁目4-115

折立６号公園 おりたて６ごう 折立五丁目4-102

折立７号公園 おりたて７ごう 折立四丁目4-41

折立８号公園 おりたて８ごう 折立三丁目10-3

折立９号公園 おりたて９ごう 折立二丁目1-5

折立山西公園 おりたてやまにし 西花苑二丁目6-429外

折立山東公園 おりたてやまひがし 西花苑二丁目3-135

か 貝ヶ森１号公園 かいがもり１ごう 貝ヶ森五丁目35-130

貝ヶ森１号緑地 かいがもり１ごうりょくち 貝ヶ森五丁目33-5

貝ヶ森２号緑地 かいがもり２ごうりょくち 貝ヶ森六丁目4-11外
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貝ケ森二丁目公園 かいがもり２ちょうめ 貝ケ森二丁目5-44

貝ヶ森３号公園 かいがもり３ごう 貝ヶ森三丁目18-310

貝ヶ森３号緑地 かいがもり３ごうりょくち 貝ヶ森六丁目22-15

貝ヶ森４号公園 かいがもり４ごう 貝ヶ森四丁目7-112

貝ヶ森４号緑地 かいがもり４ごうりょくち 貝ヶ森四丁目33-206

貝ヶ森５号公園 かいがもり５ごう 貝ヶ森四丁目23-42

貝ヶ森中央公園 かいがもりちゅうおう 貝ヶ森一丁目4-312

貝ケ森メープル公園 かいがもりめーぷる 貝ケ森六丁目2-28外

花京院緑地 かきょういんりょくち 花京院一丁目195-10外

柏木三丁目公園 かしわぎ３ちょうめ 柏木三丁目148-5

柏木三丁目南公園 かしわぎ３ちょうめみなみ 柏木三丁目149-6

春日団地公園 かすがだんち 桜ヶ丘一丁目13-2173

春日町公園 かすがまち 春日町7-11

片平公園 かたひら 米ヶ袋一丁目140-6

片平さんかく公園 かたひらさんかく 一番町一丁目100の一部

月急山公園 がっきゅうさん 中山三丁目10-120

勝山公園 かつやま 上杉二丁目338-1外

勝山東公園 かつやまひがし 東勝山三丁目1-298

勝山南公園 かつやまみなみ 東勝山二丁目5-168

釜場公園 かまば 台原四丁目122-1

上杉公園 かみすぎ 上杉四丁目239-3外

上杉一丁目公園 かみすぎ１ちょうめ 上杉一丁目9-3

上杉五丁目公園 かみすぎ５ちょうめ 上杉五丁目28-6

上杉杜の公園 かみすぎもりの 上杉五丁目209-3

亀ヶ岡公園 かめがおか 北山三丁目101

川内亀岡公園 かわうちかめおか 川内亀岡北裏丁10外

川内三十人町公園 かわうちさんじゅうにんまち 川内三十人町5-80外

川内三十人町中公園 かわうちさんじゅうにんまちなか 川内三十人町5-215外

川平一丁目公園 かわだいら１ちょうめ 川平一丁目1-1277

川平三丁目西公園 かわだいら３ちょうめにし 川平三丁目35-1

川平三丁目東公園 かわだいら３ちょうめひがし 川平三丁目14-2

川平四丁目公園 かわだいら４ちょうめ 川平四丁目31-8

川平北公園 かわだいらきた 川平四丁目9

川平緑地 かわだいらりょくち 川平四丁目1-1外

川平優遊公園 かわひらゆうゆう 川平一丁目62-672

き 菊田公園 きくた 千代田町3-1

菊田山第二公園 きくたさんだい２ 千代田町314-7外

菊田山公園 きくたやま 菊田町1-56

北勾当台公園 きたこうとうだい 二日町12-14

北五番丁公園 きたごばんちょう 柏木二丁目393-10

北五番丁東公園 きたごばんちょうひがし 上杉五丁目361-3

北三番丁公園 きたさんばんちょう 木町通一丁目343

北根一丁目公園 きたね１ちょうめ 北根一丁目4-5

北根一丁目東公園 きたね１ちょうめひがし 北根一丁目2-5外

北根四丁目緑地 きたね４ちょうめりょくち 北根四丁目22-117外

北根黒松北公園 きたねくろまつきた 北根黒松1-199

北根黒松南公園 きたねくろまつみなみ 北根黒松1-37

北根黒松緑地 きたねくろまつりょくち 北根黒松1-269外
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北山三丁目公園 きたやま３ちょうめ 北山三丁目310-4

北六番丁公園 きたろくばんちょう 木町通二丁目194-1

経ヶ峯公園 きょうがみね 霊屋下135外

く 国見一丁目緑地 くにみ１ちょうめりょくち 国見一丁目222-11

国見三丁目公園 くにみ３ちょうめ 国見三丁目525-1外

国見四丁目公園 くにみ４ちょうめ 国見四丁目220-13

国見四丁目２号公園 くにみ４ちょうめ２ごう 国見四丁目109-17

国見五丁目公園 くにみ５ちょうめ 国見五丁目121-6

国見五丁目２号公園 くにみ５ちょうめ２ごう 国見五丁目111-6

国見六丁目公園 くにみ６ちょうめ 国見六丁目4-50外

国見六丁目北公園 くにみ６ちょうめきた 国見六丁目1001-6外

国見六丁目蔵谷公園 くにみ６ちょうめくらや 国見六丁目819-8

国見六丁目東公園 くにみ６ちょうめひがし 国見六丁目819-7外

国見六丁目南公園 くにみ６ちょうめみなみ 国見六丁目141-17

国見六丁目緑地 くにみ６ちょうめりょくち 国見六丁目819-55

国見東山公園 くにみひがしやま 国見六丁目16-102

け 外記丁通公園 げきちょうとおり 上杉一丁目14-9

こ 勾当台公園 こうとうだい 本町三丁目9-2外

越路公園 こえじ 荒巻字青葉19-1364

国分町三丁目北公園 こくぶんちょう３ちょうめきた 国分町三丁目11-12

小松島公園 こまつしま 小松島四丁目53-1

小松島四丁目２号公園 こまつしま４ちょうめ２ごう 小松島四丁目214-19

小松島四丁目北公園 こまつしま４ちょうめきた 小松島四丁目2-253

小松島新堤公園 こまつしましんつつみ 小松島新堤8-37

米ケ袋一丁目公園 こめがふくろ１ちょうめこうえん 米ケ袋一丁目153-2外

さ 肴町公園 さかなまち 国分町一丁目2-2

鷺ヶ森一丁目公園 さぎがもり１ちょうめ 鷺ヶ森一丁目3-32

鷺ヶ森一丁目東公園 さぎがもり１ちょうめひがし 鷺ヶ森一丁目5-405

鷺ヶ森二丁目公園 さぎがもり２ちょうめ 鷺ヶ森二丁目15-8

鷺ヶ森二丁目２号公園 さぎがもり２ちょうめ２ごう 鷺ヶ森二丁目8-183

鷺ヶ森見晴らしの丘公園 さぎがもりみはらしのおか 鷺ヶ森一丁目9番80

桜ヶ丘公園 さくらがおか 桜ヶ丘八丁目2-1

桜ヶ丘一丁目公園 さくらがおか１ちょうめ 桜ヶ丘一丁目62-1017

桜ヶ丘二丁目公園 さくらがおか２ちょうめ 桜ヶ丘二丁目62-508

桜ヶ丘二丁目南公園 さくらがおか２ちょうめみなみ 桜ヶ丘二丁目13-2204

桜ヶ丘三丁目公園 さくらがおか３ちょうめ 桜ヶ丘三丁目13-2002

桜ヶ丘四丁目公園 さくらがおか４ちょうめ 桜ヶ丘四丁目13-1995

桜ヶ丘五丁目公園 さくらがおか５ちょうめ 桜ヶ丘五丁目13-2087

桜ヶ丘六丁目公園 さくらがおか６ちょうめ 桜ヶ丘六丁目13-2100

桜ヶ丘六丁目南公園 さくらがおか６ちょうめみなみ 桜ヶ丘六丁目13-2172

桜ヶ丘七丁目公園 さくらがおか７ちょうめ 桜ヶ丘七丁目71-353

桜ヶ丘七丁目北公園 さくらがおか７ちょうめきた 桜ヶ丘七丁目73-29

桜ヶ丘七丁目緑地 さくらがおか７ちょうめりょくち 桜ヶ丘七丁目71-931外

桜ヶ丘東公園 さくらがおかひがし 桜ヶ丘三丁目13-2067

三居沢公園 さんきょざわ 荒巻字三居沢15-3

三本松緑地 さんぼんまつりょくち 堤町三丁目1-172外

し 定禅寺通緑地 じょうぜんじどおりりょくち 国分町二丁目201外

新伝馬町公園 しんてんまち 中央二丁目7-3

青葉区3 ページ



公園名 よみがな 所在地

す すぎとや西公園 すきとやにし 中山九丁目1-30

すぎとや東公園 すぎとやひがし 中山九丁目4-4

鈴虫荘公園 すずむしそう 国見三丁目218-2外

せ 西花苑公園 せいかえん 西花苑一丁目6-264

西花苑一丁目公園 せいかえん１ちょうめ 西花苑一丁目6-560

西花苑一丁目西公園 せいかえん１ちょうめにし 西花苑一丁目4-9

西花苑緑地 せいかえんりょくち 茂庭字松山3-93外

仙台川水の森一丁目緑地 せんだいがわみずのもり１ちょうめりょくち 水の森一丁目1-5の一部外

た 台原公園 だいのはら 台原一丁目6

台原二丁目公園 だいのはら２ちょうめ 台原二丁目133-41

台原二丁目２号公園 だいのはら２ちょうめ２ごう 台原二丁目17-27

台原三丁目公園 だいのはら３ちょうめ 台原三丁目106-19

台原三丁目北公園 だいのはら３ちょうめきた 台原三丁目401-7

台原四丁目北公園 だいのはら４ちょうめきた 台原森林公園703-11

台原五丁目公園 だいのはら５ちょうめ 台原五丁目413-5

台原五丁目南公園 だいのはら５ちょうめみなみ 台原五丁目243-61

台原六丁目公園 だいのはら６ちょうめ 台原六丁目37-2外

台原六丁目南公園 だいのはら６ちょうめみなみ 台原六丁目225

台原森林公園 だいのはらしんりん 台原森林公園302外

台原緑地 だいのはらりょくち 台原一丁目114-40外

高松一丁目公園 たかまつ１ちょうめ 高松一丁目103-10外

高松通公園 たかまつとおり 福沢町306-3

たきみち公園 たきみち 滝道61-147外

ち 千代田町１号公園 ちよだまち１ごう 千代田町316-7

千代田町２号公園 ちよだまち２ごう 千代田町23-28

千代田町３号公園 ちよだまち３ごう 千代田町28-4外

つ 土樋緑地 つちといりょくち 土樋一丁目198-5外

と 東照宮一丁目公園 とうしょうぐう１ちょうめ 東照宮一丁目291-168

東照宮二丁目公園 とうしょうぐう２ちょうめ 東照宮二丁目301-45外

通町公園 とおりちょう 青葉町183-2外

とちのき公園 とちのき 東照宮一丁目291-7

な 中江公園 なかえ 中江一丁目101-113

中江一丁目公園 なかえ１ちょうめ 中江一丁目7-9

中江北公園 なかえきた 中江一丁目3

中江西公園 なかえにし 中江一丁目1-176外

中江南公園 なかえみなみ 中江二丁目9-18

中島丁公園 なかじまちょう 八幡三丁目21-4外

中山公園 なかやま 中山七丁目16－324

中山一丁目公園 なかやま１ちょうめ 中山一丁目14-59

中山二丁目公園 なかやま２ちょうめ 中山二丁目101-3

中山二丁目緑地 なかやま２ちょうめりょくち 中山二丁目4-446

中山四丁目公園 なかやま４ちょうめ 中山四丁目27-138

中山七丁目公園 なかやま７ちょうめ 中山七丁目1-38

中山北公園 なかやまきた 中山八丁目21-67

中山とびのこ公園 なかやまとびのこ 中山二丁目4-448外

中山西公園 なかやまにし 中山四丁目37-7

中山不動公園 なかやまふどう 中山六丁目16-325

中山山の神公園 なかやまやまのかみ 中山二丁目102-68

青葉区4 ページ



公園名 よみがな 所在地

に 西公園 にし 桜ヶ岡公園1-3外

西勝山公園 にしかつやま 西勝山10-681

錦町公園 にしきちょう 本町二丁目21-1

錦町一丁目公園 にしきちょう１ちょうめ 錦町一丁目213

西雷神公園 にしらいじん 国見六丁目208-15

二の坂１号公園 にのさか１ごう 貝ヶ森二丁目8-37

は 旅篭町公園 はたごまち 小田原六丁目26-2

八幡六丁目南公園 はちまん６ちょうめみなみ 八幡六丁目25-4

葉山町公園 はやまちょう 葉山町20-5

ひ 東勝山二丁目公園 ひがしかつやま２ちょうめ 東勝山二丁目5-467外

評定河原公園 ひょうじょうがわら 花壇70-6

広瀬川牛越緑地 ひろせがわうしごえりょくち 荒巻字三居沢地先

広瀬川仲ノ瀬緑地 ひろせがわかなかのせりょくち 川内仲ノ瀬地先

広瀬川川内緑地 ひろせがわかわうちりょくち 川内地先

広瀬川八幡緑地 ひろせがわはちまんりょくち 八幡五丁目地先

広瀬川澱緑地 ひろせがわよどみりょくち 角五郎一丁目地先

ふ 双葉ヶ丘一丁目公園 ふたばがおか１ちょうめ 双葉ヶ丘一丁目52-225

双葉ヶ丘一丁目２号公園 ふたばがおか１ちょうめ２ごう 双葉ヶ丘一丁目52-303

双葉ヶ丘一丁目北公園 ふたばがおか１ちょうめきた 双葉ヶ丘一丁目52-290

双葉ケ丘一丁目中公園 ふたばがおか１ちょうめなか 双葉ヶ丘一丁目52-40

双葉ヶ丘一丁目南公園 ふたばがおか１ちょうめみなみ 双葉ヶ丘一丁目52-364

双葉ヶ丘二丁目公園 ふたばがおか２ちょうめ 双葉ヶ丘二丁目22-107外

双葉ヶ丘二丁目緑地 ふたばがおか２ちょうめりょくち 双葉ヶ丘二丁目22-182外

双葉ヶ丘西公園 ふたばがおかにし 双葉ヶ丘二丁目22-235

古海道東上公園 ふるかいどうひがしかみ 荒巻中央57-19

古海道東下公園 ふるかいどうひがしした 荒巻中央7-5

古海道東中公園 ふるかいどうひがしなか あけぼの町407-14

ほ 坊主門公園 ぼうずもん 荒巻字坊主門13-23

本沢北公園 ほんざわきた 荒巻本沢三丁目61-284

み 水の森一丁目公園 みずのもり１ちょうめ 水の森一丁目1-642

水の森三丁目公園 みずのもり３ちょうめ 水の森三丁目62-958外

宮町五丁目公園 みやまち５ちょうめ 宮町五丁目11-4

も 元鍛冶丁公園 もとかじちょう 国分町二丁目9-13

茂庭北中公園 もにわきたなか 折立三丁目6-9

茂庭東南公園 もにわとうなん 折立一丁目38-4

や 柳町公園 やなぎまち 一番町一丁目14-11

山手町公園 やまてまち 山手町301-103

山手町２号公園 やまてまち２ごう 山手町405-15外

山手町３号公園 やまてまち３ごう 山手町104-8

山手町４号公園 やまてまち４ごう 山手町266-12

山手町５号公園 やまてまち５ごう 山手町30-18

り 良覚院丁公園 りょうがくいんちょう 片平一丁目118
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