
公園名 よみがな 所在地

あ 愛隣町西公園 あいりんちょうにし 八乙女中央五丁目9-1

愛隣町東公園 あいりんちょうひがし 八乙女中央五丁目2-2

明石南一丁目公園 あかいしみなみ１ちょうめ 明石南一丁目11

明石南一丁目緑地 あかいしみなみ１ちょうめりょくち 明石南一丁目26外

明石南二丁目公園 あかいしみなみ２ちょうめ 明石南二丁目25

明石南二丁目緑地 あかいしみなみ２ちょうめりょくち 明石南二丁目22-1外

明石南四丁目公園 あかいしみなみ４ちょうめ 明石南四丁目8

明石南五丁目西公園 あかいしみなみ５ちょうめにし 明石南五丁目23-3

明石南五丁目南公園 あかいしみなみ５ちょうめみなみ 明石南五丁目2-3

明石南六丁目公園 あかいしみなみ６ちょうめ 明石南六丁目15

明石南六丁目緑地 あかいしみなみ６ちょうめりょくち 明石南六丁目16　17

明石南緑地 あかいしみなみりょくち 明石南四丁目20-1外

赤坂公園 あかさか 上谷刈字古堤8-20

明通三丁目西公園 あけどおり３ちょうめにし 明通三丁目32

明通四丁目公園 あけどおり４ちょうめ 明通四丁目14-1外

明通緑地 あけどおりりょくち 明通三丁目16外

泉ヶ丘一丁目西公園 いずみがおか１ちょうめにし 泉ヶ丘一丁目61-43外

泉ヶ丘一丁目東公園 いずみがおか１ちょうめひがし 泉ヶ丘一丁目9-86

泉ヶ丘二丁目公園 いずみがおか２ちょうめ 泉ヶ丘二丁目9-119

い 泉ヶ丘五丁目公園 いずみがおか５ちょうめ 泉ヶ丘五丁目46-1294

泉中央公園 いずみちゅうおう 泉中央二丁目18-3

泉中央二丁目公園 いずみちゅうおう２ちょうめ 泉中央二丁目26-8

泉中央三丁目公園 いずみちゅうおう３ちょうめ 泉中央三丁目6-1

泉中央三丁目北公園 いずみちゅうおう3ちょうめきた 泉中央三丁目22-19

泉中央三丁目東公園 いずみちゅうおう３ちょうめひがし 泉中央三丁目32-4

泉中央四丁目公園 いずみちゅうおう４ちょうめ 泉中央四丁目22-1

泉中央四丁目南公園 いずみちゅうおう４ちょうめみなみ 泉中央四丁目28-1

泉中央南公園 いずみちゅうおうみなみ 泉中央南27

市名坂公園 いちなざか 市名坂字蔓吉前8外

市名坂御釜田公園 いちなざかおかまだ 市名坂字御釜田142-1

市名坂さくら公園 いちなざかさくら 市名坂字高玉川原

市名坂楢町公園 いちなざかならまち 市名坂楢町168外

市名坂野蔵公園 いちなざかのぞう 市名坂字野蔵101-37

市名坂東裏公園 いちなざかひがしうら 市名坂字東裏26-3外

市名坂東裏北公園 いちなざかひがしうらきた 市名坂字東裏13-6

う 馬沢公園 うまざわ 山の寺一丁目48-7

え 永和台公園 えいわだい 永和台28-228

永和台北公園 えいわだいきた 永和台36-154外

永和台緑地 えいわだいりょくち 永和台36-124外

お 狼河原公園 おいのがわら 上谷刈二丁目237-10

大沢一丁目公園 おおさわ１ちょうめ 大沢一丁目3-1

大沢一丁目緑地 おおさわ１ちょうめりょくち 大沢一丁目9 10 11

大沢二丁目公園 おおさわ２ちょうめ 大沢二丁目11-1

大沢二丁目緑地 おおさわ２ちょうめりょくち 大沢二丁目41

大沢三丁目緑地 おおさわ３ちょうめりょくち 大沢三丁目11 12

大沢明通公園 おおさわあきどおり 七北田字大沢明通21-6
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大平西公園 おおひらにし 長命ヶ丘三丁目30-3

大平西２号公園 おおひらにし２ごう 長命ヶ丘三丁目2-50

か 鹿島西公園 かしまにし 松森字鹿島10番12

肩掛山緑地 かたかけやまりょくち 上谷刈字向原3-24

桂一丁目緑地 かつら１ちょうめりょくち 桂一丁目16-4外

桂二丁目公園 かつら２ちょうめ 桂二丁目6-6

桂二丁目緑地 かつら２ちょうめりょくち 桂二丁目34-3外

桂三丁目公園 かつら３ちょうめ 桂三丁目13-4外

桂三丁目緑地 かつら３ちょうめりょくち 桂三丁目36-1外

桂四丁目公園 かつら４ちょうめ 桂四丁目29-1

桂四丁目緑地 かつら４ちょうめりょくち 桂四丁目31-1外

桂島緑地 かつらしまりょくち 桂島一丁目105-13

桂中央公園 かつらちゅうおう 桂二丁目34-1

桂南緑地 かつらみなみりょくち 桂一丁目18-2外

桂緑道 かつらりょくどう 桂一丁目12-2外

上谷刈四丁目公園 かみやがり４ちょうめ 上谷刈四丁目205-6

上谷刈四丁目境樋口公園 かみやがり４ちょうめさかいひぐち 上谷刈四丁目496

上谷刈五丁目北緑地 かみやがり５ちょうめきたりょくち 上谷刈五丁目3-43外

上谷刈五丁目南緑地 かみやかり５ちょうめみなみりょくち 上谷刈五丁目3-4

上谷刈仮屋敷公園 かみやがりかりやしき 上谷刈字仮屋敷640-28

上谷刈貴冨弥公園 かみやがりきぶね 上谷刈五丁目101-23

上谷刈小堤緑地 かみやがりこづつみ 上谷刈字小堤25-5外

上谷刈小堤公園 かみやがりこづつみ 上谷刈小堤24番13

上谷刈小堤中公園 かみやがりこづつみなか 上谷刈字小堤19-6

上谷刈小堤東公園 かみやがりこづつみひがし 上谷刈字小堤15番93

上谷刈小堤東緑地 かみやがりこづつみひがしりょくち 上谷刈字小堤15-94

上谷刈下屋敷北公園 かみやがりしもやしききた 上谷刈字下屋敷1-51外

上谷刈新中谷地公園 かみやがりしんなかやち 上谷刈字新中谷地8

上谷刈竹下公園 かみやがりたけした 上谷刈竹下2-5、2-10、7-4、25-2

上谷刈橋元公園 かみやがりはしもと 上谷刈字橋元50-34

上谷刈原公園 かみやがりはら 上谷刈字原5-7

加茂一丁目公園 かも１ちょうめ 加茂一丁目24-1

加茂一丁目北緑地 かも１ちょうめきたりょくち 加茂一丁目8-6外

加茂一丁目東公園 かも１ちょうめひがし 加茂一丁目5-11

加茂一丁目南緑地 かも１ちょうめみなみりょくち 加茂一丁目50-1外

加茂二丁目北公園 かも２ちょうめきた 加茂二丁目13-7

加茂二丁目西公園 かも２ちょうめにし 加茂二丁目37-4外

加茂二丁目東公園 かも２ちょうめひがし 加茂二丁目2-1

加茂二丁目南公園 かも２ちょうめみなみ 加茂二丁目7-6

加茂二丁目緑地 かも２ちょうめりょくち 加茂二丁目77外

加茂三丁目公園 かも３ちょうめ 加茂三丁目4-3

加茂三丁目南公園 かも３ちょうめみなみ 加茂三丁目18-1

加茂三丁目緑地 かも３ちょうめりょくち 加茂三丁目33外

加茂四丁目公園 かも４ちょうめ 加茂四丁目16-5

加茂四丁目南公園 かも４ちょうめみなみ 加茂四丁目8-4

加茂五丁目公園 かも５ちょうめ 加茂五丁目5-4

泉 区2 ページ



公園名 よみがな 所在地

加茂五丁目北公園 かも５ちょうめきた 加茂五丁目31-4

加茂五丁目北緑地 かも５ちょうめきたりょくち 加茂五丁目45-2外

加茂五丁目西公園 かも５ちょうめにし 加茂五丁目16-5

加茂五丁目南公園 かも５ちょうめみなみ 加茂五丁目3-2

加茂五丁目南緑地 かも５ちょうめみなみりょくち 加茂五丁目34-1外

川原北公園 かわはらきた 七北田字川原90-32

川原東公園 かわはらひがし 七北田字川原58-3外

き 北河原公園 きたかわら 上谷刈字北河原10-1外

北高森公園 きたたかもり 北高森4-1外

北高森南緑地 きたたかもりみなみりょくち 北高森2-41外

北高森みはらしの丘公園 きたたかもりみはらしのおか 北高森30-1外

北高森緑地 きたたかもりりょくち 北高森26-12外

北中山一丁目公園 きたなかやま１ちょうめ 北中山一丁目30-8

北中山一丁目緑地 きたなかやま１ちょうめりょくち 北中山一丁目12番21外

北中山二丁目公園 きたなかやま２ちょうめ 北中山二丁目16-2

北中山三丁目公園 きたなかやま３ちょうめ 北中山三丁目7

北中山三丁目緑地 きたなかやま３ちょうめりょくち 北中山三丁目27番4外

北中山四丁目公園 きたなかやま４ちょうめ 北中山四丁目25-6

北中山四丁目北公園 きたなかやま４ちょうめきた 北中山四丁目20-15

北中山四丁目北緑地 きたなかやま４ちょうめきたりょくち 北中山四丁目20-16外

北中山四丁目南緑地 きたなかやま４ちょうめみなみりょくち 北中山４丁目7-14外

北中山四丁目緑地 きたなかやま４ちょうめりょくち 北中山四丁目38-12

く 黒木川原公園 くろきかわはら 高玉町10-17外

黒松一丁目公園 くろまつ１ちょうめ 黒松一丁目1-150

黒松一丁目北公園 くろまつ１ちょうめきた 黒松一丁目1-824

黒松一丁目緑地 くろまつ１ちょうめりょくち 黒松一丁目1-916

黒松二丁目公園 くろまつ２ちょうめ 黒松二丁目2-30外

黒松二丁目北公園 くろまつ２ちょうめきた 黒松二丁目1-842

黒松二丁目北緑地 くろまつ２ちょうめきたりょくち 黒松二丁目237-3外

黒松二丁目東公園 くろまつ２ちょうめひがし 黒松二丁目1-825

黒松三丁目公園 くろまつ３ちょうめ 黒松三丁目65-13

こ 向陽台二丁目公園 こうようだい２ちょうめ 向陽台二丁目37-732

向陽台二丁目南公園 こうようだい２ちょうめみなみ 向陽台二丁目37-386

向陽台三丁目公園 こうようだい３ちょうめ 向陽台三丁目37-527

向陽台三丁目北公園 こうようだい３ちょうめきた 向陽台三丁目37-904

向陽台三丁目西公園 こうようだい３ちょうめにし 向陽台三丁目37-891

向陽台三丁目東公園 こうようだい３ちょうめひがし 向陽台三丁目37-916

向陽台四丁目公園 こうようだい４ちょうめ 向陽台四丁目37-901

向陽台四丁目西公園 こうようだい４ちょうめにし 向陽台四丁目37-536

向陽台四丁目東公園 こうようだい４ちょうめひがし 向陽台四丁目37-1076外

向陽台四丁目南公園 こうようだい４ちょうめみなみ 向陽台四丁目37-12の一部外

向陽台五丁目公園 こうようだい５ちょうめ 向陽台五丁目37-10外

向陽台五丁目緑地 こうようだい５ちょうめりょくち 向陽台五丁目37-2024

向陽台中央公園 こうようだいちゅうおう 向陽台三丁目37-908

向陽台ふれあい公園 こうようだいふれあい 向陽台一丁目37-1984外

さ 斉兵衛公園 さいべえ 松森字斉兵衛62外
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斉兵衛東公園 さいべえひがし 松森字斉兵衛58-46外

境公園 さかい 八乙女四丁目183-21

し 将北２号公園 しょうきた２ごう 将監殿三丁目27

将北４号公園 しょうきた４ごう 将監殿四丁目23

将北いこいの公園 しょうきたいこいの 将監殿五丁目30

将北とのっこ公園 しょうきたとのっこ 将監殿二丁目4外

将北ふれあい公園 しょうきたふれあい 将監殿一丁目24

将北緑地 しょうきたりょくち 将監五丁目119外

将監公園 しょうげん 将監十丁目28-117

将監十丁目公園 しょうげん１０ちょうめ 将監十丁目28-72

将監十三丁目公園 しょうげん１３ちょうめ 将監十三丁目1-47外

将監十三丁目西公園 しょうげん１３ちょうめにし 桂一丁目15-2

将監一丁目公園 しょうげん１ちょうめ 将監一丁目1-60

将監一丁目西公園 しょうげん１ちょうめにし 将監一丁目1-176

将監一丁目東公園 しょうげん１ちょうめひがし 将監一丁目60-27

将監二丁目公園 しょうげん２ちょうめ 将監二丁目1-70外

将監二丁目東公園 しょうげん２ちょうめひがし 将監二丁目1-544

将監四丁目公園 しょうげん４ちょうめ 将監四丁目1-161

将監七丁目公園 しょうげん７ちょうめ 将監七丁目1-123

将監九丁目公園 しょうげん９ちょうめ 将監九丁目13-175

将監風致公園 しょうげんふうち 将監八丁目28-43外

将監ふれあい公園 しょうげんふれあい 将監八丁目1-93の一部

松陵公園 しょうりょう 松陵二丁目4

松陵一丁目公園 しょうりょう１ちょうめ 松陵一丁目10-6

松陵一丁目北公園 しょうりょう１ちょうめきた 松陵一丁目27-5

松陵一丁目南公園 しょうりょう１ちょうめみなみ 松陵一丁目3-2

松陵三丁目公園 しょうりょう３ちょうめ 松陵三丁目28-1

松陵三丁目北公園 しょうりょう３ちょうめきた 松陵三丁目50-2

松陵四丁目公園 しょうりょう４ちょうめ 松陵四丁目1-1

松陵四丁目北公園 しょうりょう４ちょうめきた 松陵四丁目40-2

松陵緑地 しょうりょうりょくち 松陵一丁目32-1外

しらとり公園 しらとり 松森字明神22-86

陣ヶ原北公園 じんがはらきた 松森字陣ケ原1-9

陣ヶ原中央公園 じんがはらちゅうおう 松森字陣ヶ原29-11外

陣ヶ原西公園 じんがはらにし 松森字陣ヶ原55-6

陣ヶ原東公園 じんがはらひがし 松森字陣ヶ原11-10

陳ヶ原南公園 じんがはらみなみ 松森字陣ヶ原23-33

新田八沢公園 しんでんやさわ

す すがま公園 すがま 七北田字菅間官林4-18

菅間官林公園 すがまかんりん 七北田字菅間官林6-47

すがま前公園 すがままえ 七北田字菅間前51-1

すがま南公園 すがまみなみ 七北田字菅間80-4

住吉台西一丁目公園 すみよしだいにし１ちょうめ 住吉台西一丁目7-7

住吉台西一丁目緑地 すみよしだいにし１ちょうめりょくち 住吉台西一丁目1-30外

住吉台西二丁目公園 すみよしだいにし２ちょうめ 住吉台西二丁目7-5

住吉台西三丁目公園 すみよしだいにし３ちょうめ 住吉台西三丁目19-5
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住吉台西三丁目北公園 すみよしだいにし３ちょうめきた 住吉台西三丁目6-21

住吉台西四丁目公園 すみよしだいにし４ちょうめ 住吉台西四丁目2-5

住吉台西四丁目北公園 すみよしだいにし４ちょうめきた 住吉台西四丁目17-27

住吉台西四丁目東公園 すみよしだいにし４ちょうめひがし 住吉台西四丁目4-12

住吉台東一丁目公園 すみよしだいひがし１ちょうめ 住吉台東一丁目3-9

住吉台東一丁目東公園 すみよしだいひがし１ちょうめひがし 住吉台東一丁目11-7外

住吉台東一丁目緑地 すみよしだいひがし１ちょうめりょくち 住吉台東一丁目1-9外

住吉台東二丁目公園 すみよしだいひがし２ちょうめ 住吉台東二丁目15-23

住吉台東三丁目公園 すみよしだいひがし３ちょうめ 住吉台東三丁目15-15

住吉台東四丁目公園 すみよしだいひがし４ちょうめ 住吉台東四丁目6-8

住吉台東五丁目公園 すみよしだいひがし５ちょうめ 住吉台東五丁目15-13

た 高玉北公園 たかだまきた 高玉町7

高玉南公園 たかだまみなみ 高玉町9-1

高森一丁目西公園 たかもり１ちょうめにし 高森一丁目1-90

高森一丁目東公園 たかもり１ちょうめひがし 高森一丁目1-193

高森二丁目公園 たかもり２ちょうめ 高森二丁目1-13

高森三丁目北公園 たかもり３ちょうめきた 高森三丁目4-37

高森三丁目南公園 たかもり３ちょうめみなみ 高森三丁目4-348

高森四丁目公園 たかもり４ちょうめ 高森四丁目2-390

高森五丁目公園 たかもり５ちょうめ 高森五丁目28-1

高森六丁目公園 たかもり６ちょうめ 高森六丁目15-1

高森七丁目公園 たかもり７ちょうめ 高森七丁目39-1

高森七丁目南公園 たかもり７ちょうめみなみ 高森七丁目10-1

高森七丁目緑地 たかもり７ちょうめりょくち 高森七丁目103-1外

高森八丁目公園 たかもり８ちょうめ 高森八丁目17-1

高森中央公園 たかもりちゅうおう 高森三丁目4-343

高森西公園 たかもりにし 高森二丁目1-1外

高森東公園 たかもりひがし 高森六丁目1-3

高森緑地 たかもりりょくち 高森五丁目9-12

高柳公園 たかやなぎ 七北田字高柳120-7

ち 長左衛門公園 ちょうざえもん 上谷刈字長左衛門下30-31

長左衛門下南公園 ちょうざえもんしたみなみ 上谷刈字長左衛門下13-9

長命ヶ丘公園 ちょうめいがおか 長命ヶ丘五丁目14-2外

長命ヶ丘一丁目公園 ちょうめいがおか１ちょうめ 長命ヶ丘一丁目13-17

長命ヶ丘二丁目公園 ちょうめいがおか２ちょうめ 長命ヶ丘二丁目1-2外

長命ヶ丘二丁目南公園 ちょうめいがおか２ちょうめみなみ 長命ヶ丘二丁目20-7

長命ヶ丘三丁目公園 ちょうめいがおか３ちょうめ 長命ヶ丘三丁目2-9

長命ヶ丘三丁目西公園 ちょうめいがおか３ちょうめにし 長命ヶ丘三丁目17-15外

長命ヶ丘三丁目西緑地 ちょうめいがおか３ちょうめにしりょくち 長命ヶ丘三丁目101-3外

長命ヶ丘三丁目東緑地 ちょうめいがおか３ちょうめひがしりょくち 長命ヶ丘東36外

長命ヶ丘四丁目西公園 ちょうめいがおか４ちょうめにし 長命ヶ丘四丁目21-13

長命ヶ丘四丁目東公園 ちょうめいがおか４ちょうめひがし 長命ヶ丘四丁目8-2

長命ヶ丘五丁目公園 ちょうめいがおか５ちょうめ 長命ヶ丘五丁目7-4

長命ヶ丘六丁目北公園 ちょうめいがおか６ちょうめきた 長命ヶ丘六丁目2-12外

長命ヶ丘六丁目西公園 ちょうめいがおか６ちょうめにし 長命ヶ丘六丁目10-11

長命ヶ丘東公園 ちょうめいがおかひがし 長命ヶ丘東8-2
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長命ヶ丘東緑地 ちょうめいがおかひがしりょくち 長命ヶ丘東43外

長命ヶ丘南緑地 ちょうめいがおかみなみりょくち 長命ヶ丘三丁目2-65

長命ケ丘緑地 ちょうめいがおかりょくち 長命ケ丘一丁目21-20外

長命館公園 ちょうめいたて 加茂二丁目20-4外

つ 鶴が丘公園 つるがおか 鶴が丘三丁目17-21

鶴が丘一丁目公園 つるがおか１ちょうめ 鶴が丘一丁目5-43外

鶴が丘一丁目東公園 つるがおか１ちょうめひがし 鶴が丘一丁目23-16

鶴が丘一丁目南公園 つるがおか１ちょうめみなみ 鶴が丘一丁目54-14外

鶴が丘二丁目公園 つるがおか２ちょうめ 鶴が丘二丁目9-3

鶴が丘二丁目北公園 つるがおか２ちょうめきた 鶴が丘二丁目26-1外

鶴が丘二丁目西公園 つるがおか２ちょうめにし 鶴が丘二丁目19-19外

鶴が丘二丁目南公園 つるがおか２ちょうめみなみ 鶴が丘二丁目13-2

鶴が丘二丁目緑地 つるがおか２ちょうめりょくち 鶴が丘二丁目25-1

鶴が丘四丁目北公園 つるがおか４ちょうめきた 鶴が丘四丁目24-3

鶴が丘四丁目東公園 つるがおか４ちょうめひがし 鶴が丘四丁目10-8

鶴が丘緑地 つるがおかりょくち 鶴が丘一丁目5-48外

鶴ヶ城公園 つるがじょう 松森字内町31外

て 寺岡一丁目公園 てらおか１ちょうめ 寺岡一丁目12-29

寺岡二丁目公園 てらおか２ちょうめ 寺岡二丁目5-1

寺岡二丁目緑地 てらおか２ちょうめりょくち 寺岡二丁目15-2外

寺岡三丁目公園 てらおか３ちょうめ 寺岡三丁目1-2

寺岡四丁目公園 てらおか４ちょうめ 寺岡四丁目14-18

寺岡六丁目公園 てらおか６ちょうめ 寺岡六丁目12-8

寺岡中央公園 てらおかちゅうおう 寺岡二丁目12-9外

寺岡緑地 てらおかりょくち 寺岡三丁目・四丁目

天神沢公園 てんじんざわ 市名坂字天神沢19-82外

天神沢一丁目公園 てんじんさわ１ちょうめ 天神沢一丁目9番299

天神沢北公園 てんじんざわきた 市名坂字天神沢4-204

天神沢西公園 てんじんさわにし 天神沢一丁目8-128

天神沢東公園 てんじんざわひがし 天神沢一丁目4-135外

天神沢南公園 てんじんざわみなみ 天神沢一丁目4-239

な 中川原公園 なかがわら 市名坂字中川原2番13外

長岫公園 ながくき 南光台東三丁目10

中道公園 なかみち 松森字中道1-17

七北田公園 ななきた 七北田字赤生津4外

七北田愛宕公園 ななきたあたご 七北田字白水沢126

七北田川友愛緑地 ななきたがわゆうあいりょくち 友愛町171外

七北田白水沢公園 ななきたしろみずさわ 七北田字白水沢96-23

七北田新田公園 ななきたしんでん 七北田字新田133

七北田新道公園 ななきたしんどう 七北田字新道46-6

七北田東裏公園 ななきたひがしうら 七北田字東裏168-6

七北田八乙女公園 ななきたやおとめ 七北田字八乙女21-15

南光台一丁目公園 なんこうだい１ちょうめ 南光台一丁目158-444

南光台一丁目南公園 なんこうだい１ちょうめみなみ 南光台一丁目156-11

南光台二丁目北公園 なんこうだい２ちょうめきた 南光台二丁目65-584

南光台二丁目緑地 なんこうだい２ちょうめりょくち 南光台二丁目141-218外
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南光台三丁目公園 なんこうだい３ちょうめ 南光台三丁目1地内

南光台東三丁目南公園 なんこうだい３ちょうめみなみ 南光台東三丁目51-93

南光台四丁目公園 なんこうだい４ちょうめ 旭丘堤一丁目11-3外

南光台五丁目公園 なんこうだい５ちょうめ 南光台五丁目86-662

南光台六丁目公園 なんこうだい６ちょうめ 南光台六丁目68-552

南光台六丁目西公園 なんこうだい６ちょうめにし 南光台六丁目68-553

南光台六丁目緑地 なんこうだい６ちょうめりょくち 南光台六丁目149-740外

南光台七丁目公園 なんこうだい７ちょうめ 南光台七丁目1-230

南光台七丁目北公園 なんこうだい７ちょうめきた 南光台七丁目1-108

南光台七丁目南公園 なんこうだい７ちょうめみなみ 南光台七丁目1-228

南光台七丁目緑地 なんこうだい７ちょうめりょくち 南光台七丁目34-26外

南光台東一丁目公園 なんこうだいひがし１ちょうめ 南光台東一丁目1-229

南光台東一丁目北公園 なんこうだいひがし１ちょうめきた 南光台東一丁目35-452

南光台東一丁目西公園 なんこうだいひがし１ちょうめにし 南光台東一丁目1-380

南光台東一丁目南公園 なんこうだいひがし１ちょうめみなみ 南光台東一丁目35-453

南光台東一丁目緑地 なんこうだいひがし１ちょうめりょくち 南光台東一丁目33-2外

南光台東二丁目公園 なんこうだいひがし２ちょうめ 南光台東二丁目43

南光台東二丁目あさひ公園 なんこうだいひがし２ちょうめあさひ 南光台東二丁目126-1外

南光台東二丁目東公園 なんこうだいひがし２ちょうめひがし 南光台東二丁目27-127

南光台東二丁目南公園 なんこうだいひがし２ちょうめみなみ 南光台東二丁目5-209

南光台東二丁目ゆうひ公園 なんこうだいひがし２ちょうめゆうひ 南光台東二丁目119-4外

南光台東二丁目緑地 なんこうだいひがし２ちょうめりょくち 南光台東二丁目81外

南光台東三丁目公園 なんこうだいひがし３ちょうめ 南光台東三丁目54-14

南光台ふれあい広場公園 なんこうだいふれあいひろば 南光台七丁目10-985の一部他

南光台南一丁目公園 なんこうだいみなみ１ちょうめ 南光台南一丁目1-349

南光台南二丁目公園 なんこうだいみなみ２ちょうめ 南光台南二丁目1-350

南光台南二丁目北公園 なんこうだいみなみ２ちょうめきた 南光台南二丁目10-966

南光台南三丁目公園 なんこうだいみなみ３ちょうめ 南光台南三丁目35-454

南光台南三丁目南公園 なんこうだいみなみ３ちょうめみなみ 南光台南三丁目10-870

南光台やすらぎ公園 なんこうだいやすらぎ 南光台七丁目34-1

に 西中山一丁目緑地 にしなかやま１ちょうめりょくち 西中山一丁目75外

西中山二丁目公園 にしなかやま２ちょうめ 西中山二丁目49

西中山二丁目緑地 にしなかやま２ちょうめりょくち 西中山二丁目50外

西中山中央公園 にしなかやまちゅうおう 実沢字男生山4-6の一部外

虹の丘公園 にじのおか 虹の丘一丁目23-2外

虹の丘一丁目公園 にじのおか１ちょうめ 虹の丘一丁目9-3

虹の丘一丁目西緑地 にじのおか１ちょうめにしりょくち 虹の丘一丁目23-1

虹の丘一丁目東公園 にじのおか１ちょうめひがし 虹の丘一丁目3-30

虹の丘一丁目東緑地 にじのおか１ちょうめひがしりょくち 虹の丘一丁目21-1

虹の丘一丁目南緑地 にじのおか１ちょうめみなみりょくち 虹の丘一丁目20-1

虹の丘二丁目公園 にじのおか２ちょうめ 虹の丘二丁目12-22

虹の丘二丁目緑地 にじのおか２ちょうめりょくち 虹の丘二丁目14-1

虹の丘三丁目公園 にじのおか３ちょうめ 虹の丘三丁目9-24

虹の丘三丁目緑地 にじのおか３ちょうめりょくち 虹の丘三丁目12-1

虹の丘四丁目公園 にじのおか４ちょうめ 虹の丘四丁目13-25

虹の丘四丁目北公園 にじのおか４ちょうめきた 虹の丘四丁目3-8
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虹の丘四丁目緑地 にじのおか４ちょうめりょくち 虹の丘四二丁目16-1外

の 野蔵南公園 のぞうみなみ 市名坂字野蔵25-12外

野山公園 のやま 七北田字野山10-69、10-73

は 羽黒山公園 はぐろやま 上谷刈字羽黒山16-21

原田公園 はらだ 市名坂字原田17-3

原田北公園 はらだきた 市名坂字原田200

原田南公園 はらだみなみ 市名坂字原田70-7

ひ 東鹿島公園 ひがしかじま 松森字館235

東黒松公園 ひがしくろまつ 東黒松17-244

日野公園 ひの 七北田字日野171

ふ 古内坂ノ上緑地 ふるうちさかのうえりょくち 古内字坂ノ上8-7外

古内高森緑地 ふるうちたかもりりょくち 古内字高森2-3

ほ 歩坂町公園 ほさかちょう 歩坂町76-285

歩坂町北公園 ほさかちょうきた 歩坂町1-41

ま 前田公園 まえだ 松森字明神8、前田58-23外

前田北公園 まえだきた 松森字前田45-12

松木沢公園 まつきざわ 松森字松木沢96-13

松木沢北公園 まつきざわきた 松森字松木沢9-4外

松森後田公園 まつもりうしろだ 松森字後田19-12

松森後田東公園 まつもりうしろだひがし 松森字後田36-7外

松森刺松公園 まつもりさしまつ 松森字刺松2-2

松森陣ヶ原公園 まつもりじんがはら 松森字陣ヶ原31-43

松森台公園 まつもりだい 松森字台90-9

松森前ヶ沢公園 まつもりまえがさわ 松森字明神41-53外

松森前ヶ沢東公園 まつもりまえがさわひがし 松森字明神39-12

松森前ヶ沢緑地 まつもりまえがさわりょくち 松森字前ヶ沢2-48外

松森明神公園 まつもりみょうじん 松森字明神35-9

松森明神北公園 まつもりみょうじんきた 松森字明神43-31

真美沢公園 まみさわ 旭丘堤二丁目1-590

真美沢北公園 まみさわきた 八乙女中央五丁目20７-1外

真美沢黒松公園 まみさわくろまつ 八乙女中央五丁目263番

真美沢西公園 まみさわにし 八乙女中央五丁目138-7

真美沢南公園 まみさわみなみ 八乙女中央五丁目13-16

丸山公園 まるやま 上谷刈字丸山3-199外

み 水の森公園 みずのもり 上谷刈字赤坂４外

みずほ台公園 みずほだい みずほ台59

みずほ台北公園 みずほだいきた みずほ台17-107

みずほ台西公園 みずほだいにし みずほ台111外

みずほ台西緑地 みずほだいにしりょくち みずほ台115外

みずほ台南公園 みずほだいみなみ みずほ台74

みずほ台南緑地 みずほだいみなみりょくち みずほ台105外

みずほ台緑地 みずほだいりょくち みずほ台36-5

南タウン公園 みなみたうん 七北田字大沢相の沢36-23

南中山公園 みなみなかやま 南中山三丁目40-9外

南中山一丁目公園 みなみなかやま１ちょうめ 南中山一丁目6-2

南中山一丁目西公園 みなみなかやま１ちょうめにし 南中山一丁目27-99
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南中山一丁目南公園 みなみなかやま１ちょうめみなみ 南中山一丁目28-1

南中山一丁目吉成公園 みなみなかやま１ちょうめよしなり 南中山一丁目42-11

南中山二丁目公園 みなみなかやま２ちょうめ 南中山二丁目8-3

南中山三丁目公園 みなみなかやま３ちょうめ 南中山三丁目10-2

南中山三丁目緑地 みなみなかやま３ちょうめりょくち 南中山三丁目12-2外

南中山四丁目公園 みなみなかやま４ちょうめ 南中山四丁目14-1

南中山四丁目緑地 みなみなかやま４ちょうめりょくち 南中山四丁目13-27

南中山五丁目公園 みなみなかやま５ちょうめ 南中山五丁目4-23

南中山五丁目緑地 みなみなかやま５ちょうめりょくち 南中山五丁目2-2外

南中山六丁目西公園 みなみなかやま６ちょうめにし 南中山六丁目16-11

南中山六丁目東公園 みなみなかやま６ちょうめひがし 南中山六丁目7-17

明神公園 みょうじん 松森字明神30-23外

明神中公園 みょうじんなか 松森字明神27-16

明神東公園 みょうじんひがし 松森字明神26-7

明神南公園 みょうじんみなみ 松森字明神32-17

む 紫山公園 むらさきやま 紫山五丁目12-2、12-3、12-4、12-5

紫山一丁目公園 むらさきやま１ちょうめ 紫山一丁目20-1

紫山二丁目公園 むらさきやま２ちょうめ 紫山二丁目31-4

紫山三丁目公園 むらさきやま３ちょうめ 紫山三丁目14-1

紫山四丁目公園 むらさきやま４ちょうめ 紫山四丁目8-2

紫山緑地 むらさきやまりょくち 紫山一丁目64、68-1 紫山五丁目85、87、88

や 八乙女公園 やおとめ 八乙女一丁目186-7

八乙女一丁目公園 やおとめ１ちょうめ 八乙女一丁目5-9

八乙女二丁目公園 やおとめ２ちょうめ 八乙女二丁目4-1

八乙女四丁目公園 やおとめ４ちょうめ 八乙女四丁目9-1

八乙女中央公園 やおとめちゅうおう 八乙女三丁目13-7外

八乙女中央三丁目北公園 やおとめちゅうおう３ちょうめきた 八乙女中央三丁目232-6

八乙女中央三丁目南公園 やおとめちゅうおう３ちょうめみなみ 八乙女中央三丁目204-12

八乙女南公園 やおとめみなみ 東黒松17-312外

館１号緑道 やかた１ごうりょくどう 館一丁目1-303外

館一丁目公園 やかた１ちょうめ 館一丁目1-620

館一丁目南公園 やかた１ちょうめみなみ 館一丁目26-7

館２号緑道 やかた２ごうりょうくどう 館一丁目1-609外

館二丁目西公園 やかた２ちょうめにし 館二丁目1-448

館三丁目公園 やかた３ちょうめ 館三丁目101-139

館三丁目北公園 やかた３ちょうめきた 館三丁目36-6

館三丁目西公園 やかた３ちょうめにし 館三丁目1-76

館四丁目公園 やかた４ちょうめ 館四丁目18-5

館四丁目西緑地 やかた4ちょうめにしりょくち 館四丁目201-1外

館四丁目見晴らし公園 やかた４ちょうめみはらし 館四丁目201-273

館四丁目緑地 やかた４ちょうめりょくち 館四丁目207-27外

館五丁目公園 やかた５ちょうめ 館五丁目101-120

館六丁目公園 やかた６ちょうめ 館六丁目11-9

館さくら公園 やかたさくら 館七丁目1-12

館中央公園 やかたちゅうおう 館六丁目17-2

館ゆりのき公園 やかたゆりのき 館三丁目50-5

館ゆりのき緑道 やかたゆりのきりょくどう 館三丁目101-568外
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公園名 よみがな 所在地

館緑地 やかたりょくち 館三丁目101-1外

八沢公園 やさわ 松森字八沢26-8外

山の寺一丁目公園 やまのてら１ちょうめ 山の寺一丁目45-457

山の寺一丁目東公園 やまのてら１ちょうめひがし 山の寺一丁目45-455

山の寺一丁目南公園 やまのてら１ちょうめみなみ 山の寺一丁目16-21

山の寺一丁目緑地 やまのでら１ちょうめりょくち 山の寺一丁目45-456外

山の寺二丁目公園 やまのてら２ちょうめ 山の寺二丁目29-10

山の寺二丁目東公園 やまのでら２ちょうめひがし 山の寺二丁目29-772外

山の寺三丁目公園 やまのてら３ちょうめ 山の寺三丁目45-476

山の寺三丁目北公園 やまのてら３ちょうめきた 山の寺三丁目45-487

山の寺三丁目緑地 やまのでら３ちょうめりょくち 山の寺三丁目45-475外

ゆ 百合ヶ丘北公園 ゆりがおかきた 松森字歩坂72-108外

百合ヶ丘中央公園 ゆりがおかちゅうおう 松森字歩坂72-379外

百合ヶ丘南公園 ゆりがおかみなみ 松森字歩坂72-367
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