
公園名 よみがな 所在地

あ 青津目公園 あおつめ 岩切字青津目108-4

余目公園 あまるめ 岩切字余目11-15

案内公園 あんない 東仙台五丁目7-30外

安養寺一丁目公園 あんようじ１ちょうめ 安養寺一丁目5-286

安養寺一丁目２号公園 あんようじ１ちょうめ２ごう 安養寺一丁目58-16

安養寺一丁目３号公園 あんようじ１ちょうめ３ごう 安養寺一丁目34-22

安養寺一丁目南公園 あんようじ１ちょうめみなみ 安養寺一丁目78-19

安養寺二丁目公園 あんようじ２ちょうめ 安養寺二丁目11-316

安養寺二丁目東公園 あんようじ２ちょうめひがし 安養寺二丁目75-29

安養寺三丁目公園 あんようじ３ちょうめ 安養寺三丁目20-32

安養寺上町公園 あんようじかみまち 安養寺一丁目18-44

安養寺下西公園 あんようじしもにし 東仙台七丁目7-183

安養寺下東公園 あんようじしもひがし 東仙台七丁目7-133

い 銀杏町緑地 いちょうまちりょくち 銀杏町723

出花一丁目公園 いでか１ちょうめ 出花一丁目12-4

出花二丁目公園 いでか２ちょうめ 出花二丁目7-9

出花三丁目公園 いでか３ちょうめ 出花三丁目36-9

出花西２号公園 いでかにし２ごう 中野字出花西90-13

岩切１号公園 いわきり１ごう 岩切字青津目163

岩切２号公園 いわきり２ごう 岩切字洞ノ口241番

岩切三丁目公園 いわきり３ちょうめｒえん 岩切三丁目280

岩切駅南公園 いわきりえきみなみ 岩切字東河原360番

岩切上河原公園 いわきりかみかわら 岩切字上河原51-29外

岩切観音前公園 いわきりかんのんまえ 岩切字観音前49-22

岩切小児公園 いわきりこだま 岩切字小児23-23外

岩切昭和北公園 いわきりしょうわきた 岩切昭和北5-3外

岩切昭和北第二公園 いわきりしょうわだい２ 岩切字昭和北13-15

岩切分台三丁目公園 いわきりぶんだい３ちょうめ 岩切分台三丁目41

岩切分台二丁目さんかく公園 いわきりぶんだいにちょうめさんかく 岩切分台二丁目29

岩切水分公園 いわきりみずわけ 岩切字水分64-36

岩切緑地 いわきりりょくち 岩切字入生沢82‐1外

お 扇町一丁目公園 おうぎまち１ちょうめ 扇町一丁目4

扇町四丁目公園 おうぎまち４ちょうめ 扇町四丁目9-1

扇町六丁目公園 おうぎまち６ちょうめ 扇町六丁目5-1

大久保山公園 おおくぼやま 鶴ヶ谷北二丁目31-2

大久保山緑地 おおくぼやまりょくち 鶴ヶ谷北一丁目7-76外

大堤公園 おおつつみ 安養寺二丁目地内

岡田西町公園 おかだにしまち 岡田西町2

小田原三丁目西公園 おだわら３ちょうめにし 小田原三丁目214-1

か 海岸公園（岡田地区） かいがんこうえん（おかだちく） 井土字砂崩１　外

海道下公園 かいどうした 東仙台三丁目120-6外

上岡田公園 かみおかだ 岡田字上岡田17-79

上岡田北緑地 かみおかだきたりょくち 岡田字上岡田8-1

上岡田中緑地 かみおかだなかりょくち 岡田字上岡田17-1外

上岡田西緑地 かみおかだにしりょくち 岡田字上岡田2-1外

上田子２号公園 かみたご２ごう 田子三丁目５０７

上屋倉公園 かみやぐら 蒲生字上屋倉24-39

蒲生雑子袋北公園 がもうざっこふくろきた 蒲生字雑子袋5番26外
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蒲生雑子袋南公園 がもうざっこふくろみなみ 蒲生字雑子袋4-20外

蒲生貞山緑地 がもうていざんりょくち 蒲生四丁目16

蒲生土手前公園 がもうどてまえ 白鳥一丁目109-01

蒲生土手前２号公園 がもうどてまえ２ごう 白鳥一丁目5-2外

蒲生土手前３号公園 がもうどてまえ３ごう 白鳥一丁目15-6

蒲生日和山緑地 がもうひよりやまりょくち 蒲生四丁目19

蒲生蓬田前公園 がもうよもぎだまえ 白鳥一丁目560-6

川北公園 かわきた 新田5丁目9

観音前西公園 かんのんまえにし 岩切字観音前58-1外

く 久保野一番公園 くぼのいちばん 福室字久保野一番24-24外

こ 港南西公園 こうなんにし 蒲生字南屋ヶ城1-27外

港南東公園 こうなんひがし 蒲生字南城道田5-4外

鴻巣１号公園 こうのす１ごう 岩切字鴻巣33-4

鴻巣２号公園 こうのす２ごう 岩切字鴻巣176-9

鴻巣３号公園 こうのす３ごう 岩切字堰下40-17

鴻巣４号公園 こうのす４ごう 岩切字鴻巣南82-48

小鶴公園 こづる 新田四丁目25

小鶴一丁目北公園 こづる１ちょうめきた 小鶴一丁目203-15外

小鶴二丁目公園 こづる２ちょうめ 小鶴二丁目59-3他

五輪一丁目公園 ごりん１ちょうめ 宮城野二丁目20-8

さ 幸町公園 さいわいちょう 幸町二丁目215-7

幸町一丁目公園 さいわいちょう１ちょうめ 幸町一丁目204-4

幸町２号公園 さいわいちょう２ごう 幸町二丁目424-8

幸町二丁目公園 さいわいちょう２ちょうめ 幸町二丁目404-7

幸町３号公園 さいわいちょう３ごう 幸町二丁目2-30

幸町三丁目公園 さいわいちょう３ちょうめ 幸町三丁目505-24

幸町４号公園 さいわいちょう４ごう 幸町二丁目326-4

幸町５号公園 さいわいちょう５ごう 幸町一丁目101-11

栄公園 さかえ 栄四丁目4-1

栄一丁目公園 さかえ１ちょうめ 栄一丁目85-3

栄五丁目公園 さかえ５ちょうめ 栄五丁目15

栄東公園 さかえひがし 栄四丁目20-5

佐野原公園 さのはら 鶴ヶ谷東四丁目6-46

沢北公園 さわきた 燕沢三丁目56-32

三所北公園 さんしょきた 岩切字三所北35-13

三所北２号公園 さんしょきた２ごう 岩切字三所北42-18

三所北３号公園 さんしょきた３ごう 岩切字三所北28-11

三所北４号公園 さんしょきた４ごう 岩切字三所北38-6

し 清水田公園 しみずた 萩野町三丁目6-1

清水沼公園 しみずぬま 清水沼一丁目17-1

清水沼二丁目公園 しみずぬま２ちょうめ 清水沼二丁目210-11

清水沼三丁目公園 しみずぬま３ちょうめ 清水沼三丁目223-9

宿在家公園 しゅくざいけ 栄三丁目5-8

菖蒲沢東公園 しょうぶさわひがし 岩切二丁目3-41

白鳥一丁目公園 しらとり１ちょうめ 白鳥一丁目265-3外

志波北公園 しわきた 萩野町二丁目7-1

新田公園 しんでん 新田四丁目12

新田二丁目公園 しんでん２ちょうめ 新田二丁目301-8
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新田東二丁目公園 しんでんひがし２ちょうめ 新田東二丁目2-16

新田東五丁目北公園 しんでんひがし５ちょうめきた 新田東五丁目5-18

新田東五丁目南公園 しんでんひがし５ちょうめみなみ 新田東五丁目12-13

新田東中央公園 しんでんひがしちゅうおう 新田東一丁目11-1

新原田公園 しんはらだ 福室字新原田11-43外

新原田緑地 しんはらだりょくち 福室字新原田11-45外

せ 仙石北公園 せんごくきた 仙石117-18

仙石西公園 せんごくにし 小鶴字仙石58-22外

仙石南公園 せんごくみなみ 仙石89-16

仙台港背後地１号緑地 せんだいこうはいごち１ごう 福室字県道前122-1外

仙台港背後地２号緑地 せんだいこうはいごち２ごう 中野一丁目57外

仙台港背後地３号緑地 せんだいこうはいごち３ごう 白鳥一丁目658外

仙台港背後地４号緑地 せんだいこうはいごち４ごうりょくち 仙台港北二丁目31

仙台港背後地６号緑地 せんだいこうはいごち６ごう 中野字下袋田36外「

た 高砂公園 たかさご 福室一丁目46-17外

高砂一丁目公園 たかさご１ちょうめ 高砂一丁目23-1

高砂一丁目西公園 たかさご１ちょうめにし 高砂一丁目18-8

高砂二丁目向田公園 たかさご２ちょうめむかいだ 高砂二丁目8-3

高砂二丁目緑地 たかさご２ちょうめりょくち 高砂二丁目26-2

高砂駅西公園 たかさごえきにし 福室二丁目7-9

高砂中央公園 たかさごちゅうおう 中野字蓬田99

高砂緑地 たかさごりょくち 高砂一丁目32外

高松緑地 たかまつりょくち 蒲生三丁目26

高森山公園 たかもりやま 岩切字入山83-1外

田子一丁目北公園 たご１ちょうめきた 田子一丁目490-17外

田子一丁目南公園 たご１ちょうめみなみ 田子一丁目1001-26

田子二丁目公園 たご２ちょうめ 田子二丁目40-1

田子二丁目北公園 たご２ちょうめきた 田子二丁目6-4

田子二丁目西公園 たご２ちょうめにし 田子二丁目24-1

田子小原公園 たごこはら 田子三丁目111-4

田子鳥井公園 たごとりい 田子字鳥井74-10外

田子鳥井２号公園 たごとりい２ごう 田子字鳥井1-34

田子西一丁目公園 たごにし１ちょうめ 田子西一丁目4-6

田子西二丁目公園 たごにし２ちょうめ 田子西二丁目11-2外

田子西二丁目東緑地 たごにし２ちょうめひがしりょくち 田子西二丁目10-4外

田子西二丁目緑地 たごにし２ちょうめりょくち 田子西二丁目9-2外

田子西三丁目緑地 たごにし３ちょうめりょくち 田子西三丁目5-7

田子西三丁目公園 たごにしさんちょうめこうえん 田子西三丁目9-6

田子袋河原公園 たごふくろかわら 田子字袋河原42-47

田子要害西公園 たごようがいにし 田子字要害254-9

田子要害東公園 たごようがいひがし 田子一丁目252-1

田中東一番公園 たなかひがしいちばん 福室字田中東一番14-8

田中前二番公園 たなかまえにばん 福室字田中前二番1-12

つ 榴岡公園 つつじがおか 榴岡五丁目108-6

榴岡三丁目公園 つつじがおか３ちょうめ 榴岡三丁目3

榴岡三丁目東公園 つつじがおか３ちょうめひがし 榴岡三丁目100-1

榴岡四丁目公園 つつじがおか４ちょうめ 榴岡四丁目14

榴岡四丁目西公園 つつじがおか４ちょうめにし 榴岡四丁目9-1
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榴岡五丁目公園 つつじがおか５ちょうめ 榴岡五丁目4-1

燕沢公園 つばめさわ 燕沢一丁目64-28外

燕沢一丁目公園 つばめさわ１ちょうめ 燕沢一丁目391

燕沢二丁目公園 つばめさわ２ちょうめ 燕沢二丁目6-27

燕沢二丁目北公園 つばめさわ２ちょうめきた 燕沢二丁目9番358

燕沢二丁目緑地 つばめさわ２ちょうめりょくち 燕沢二丁目16

燕沢三丁目公園 つばめさわ３ちょうめ 燕沢三丁目66-75

燕沢三丁目２号公園 つばめさわ３ちょうめ２ごう 燕沢三丁目56-88

燕沢三丁目緑地 つばめさわ３ちょうめりょくち 燕沢三丁目55-1外

燕沢中央公園 つばめさわちゅうおう 燕沢東三丁目301-1外

燕沢東一丁目きただ公園 つばめさわひがし１ちょうめきただ 燕沢東一丁目475

燕沢東二丁目公園 つばめさわひがし２ちょうめ 燕沢東二丁目66-3

燕沢東二丁目南公園 つばめさわひがし２ちょうめみなみ 燕沢東二丁目93-13外

燕沢東三丁目公園 つばめさわひがし３ちょうめ 燕沢東三丁目345-5外

鶴ヶ谷一丁目西公園 つるがや１ちょうめにし 鶴ヶ谷一丁目34

鶴ヶ谷一丁目東公園 つるがや１ちょうめひがし 鶴ヶ谷一丁目10

鶴ヶ谷二丁目公園 つるがや２ちょうめ 鶴ヶ谷二丁目3

鶴ヶ谷三丁目公園 つるがや３ちょうめ 鶴ヶ谷三丁目10

鶴ヶ谷四丁目西公園 つるがや４ちょうめにし 鶴ヶ谷四丁目12

鶴ヶ谷四丁目東公園 つるがや４ちょうめひがし 鶴ヶ谷四丁目22

鶴ヶ谷五丁目公園 つるがや５ちょうめ 鶴ヶ谷五丁目16

鶴ヶ谷六丁目公園 つるがや６ちょうめ 鶴ヶ谷六丁目10

鶴ヶ谷六丁目東公園 つるがや６ちょうめひがし 鶴ヶ谷六丁目25-11

鶴ヶ谷七丁目北公園 つるがや７ちょうめきた 鶴ヶ谷七丁目29

鶴ヶ谷七丁目南公園 つるがや７ちょうめみなみ 鶴ヶ谷七丁目8

鶴ヶ谷八丁目公園 つるがや８ちょうめ 鶴ヶ谷八丁目6

鶴ヶ谷菖蒲沢公園 つるがやしょうぶさわ 鶴ヶ谷東三丁目32-4

鶴ヶ谷菖蒲沢２号公園 つるがやしょうぶさわ２ごう 鶴ヶ谷東四丁目315-17

鶴ヶ谷舘下公園 つるがやたてした 鶴ヶ谷字舘下34-11

鶴ヶ谷中央公園 つるがやちゅうおう 鶴ヶ谷六丁目1-2外

鶴ヶ谷東一丁目公園 つるがやひがし１ちょうめ 鶴ヶ谷東一丁目13-30

鶴ヶ谷東一丁目２号公園 つるがやひがし１ちょうめ２ごう 鶴ヶ谷東一丁目16-90外

鶴ヶ谷東二丁目公園 つるがやひがし２ちょうめ 鶴ヶ谷東二丁目59

鶴ヶ谷東二丁目東公園 つるがやひがし２ちょうめひがし 鶴ヶ谷東二丁目4-110

鶴ヶ谷東二丁目緑地 つるがやひがし２ちょうめりょくち 鶴ヶ谷東二丁目57外

鶴ヶ谷東三丁目公園 つるがやひがし３ちょうめ 鶴ヶ谷東三丁目405-24

鶴ヶ谷東四丁目公園 つるがやひがし４ちょうめ 鶴ヶ谷東四丁目307

鶴ヶ谷東四丁目２号公園 つるがやひがし４ちょうめ２ごう 鶴ヶ谷東四丁目17-10

鶴ヶ谷南公園 つるがやみなみ 鶴ヶ谷東二丁目25

鶴ヶ谷山沢公園 つるがややまざわ 鶴ヶ谷北一丁目132-4

鶴巻一丁目西公園 つるまき１ちょうめにし 鶴巻一丁目1010-1

鶴巻一丁目東公園 つるまき１ちょうめひがし 鶴巻一丁目1006-1

て 鉄砲町和光公園 てっぽうまちわこう 鉄砲町中6-1

天神前榴ヶ岡公園 てんじんまえつつじがおか 榴岡五丁目201-6外

な 名掛丁藤村広場 なかけちょうとうそんひろば 名掛丁211

なかの一丁目公園 なかの１ちょうめ 福室字県道前95外

なかの一丁目西公園 なかの１ちょうめにし 福室字県道前58の一部外

中野二丁目公園 なかの２ちょうめ 中野字神明175-4の一部外
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中野北上公園 なかのきたかみ 中野字北上44-3

中野栄駅前公園 なかのさかええきまえ 栄四丁目10-7

中野中央公園 なかのちゅうおう 中野三丁目6

中野向田公園 なかのむかいだ 白鳥一丁目177-1外

七北田川岩切大橋緑地 ななきたがわいわきりおおはしりょくち 岩切字東河原1-1外

七北田川岩切緑地 ななきたがわいわきりりょくち 岩切字土手外東8-1外

七北田川田子緑地 ななきたがわたごりょくち 田子字五平渕1-1外

七北田川鶴巻緑地 ななきたがわつるまきりょくち 鶴巻一丁目1023

苗代沢公園 なわしろざわ 燕沢一丁目107-9

に 西田公園 にしだ 新田三丁目261-１外

二の森公園 にのもり 二の森28-1

は 萩野町公園 はぎのまち 萩野町三丁目10

萩野町四丁目北公園 はぎのまち４ちょうめきたこうえん 萩野町四丁目19-319

萩野町四丁目南公園 はぎのまち４ちょうめみなみ 萩野町四丁目19-368

羽黒前公園 はぐろまえ 岩切字羽黒前81外

畑中公園 はたけなか 岩切字畑中11-4

畑中２号公園 はたけなか２ごう 岩切字畑中27-19

畑中東公園 はたけなかひがし 岩切字畑中49-37

原町四丁目公園 はらのまち４ちょうめ 原町四丁目146-9

原町六丁目公園 はらのまち６ちょうめ 原町六丁目70-20

原町カッコウ公園 はらのまちかっこう 原町二丁目37-2外

ひ 東河原公園 ひがしかわら 岩切字東河原330

東仙台三丁目公園 ひがしせんだい３ちょうめ 東仙台三丁目232-5

東仙台六丁目公園 ひがしせんだい６ちょうめ 東仙台六丁目158-27

東仙台六丁目北公園 ひがしせんだい６ちょうめきた 東仙台六丁目7-207

東仙台六丁目西公園 ひがしせんだい6ちょうめにし 東仙台六丁目104番15

日の出町公園 ひのでまち 日の出町三丁目6

ふ 福在公園 ふくざい 栄二丁目7-6

福住町公園 ふくずみまち 福住町9-2

福住町東公園 ふくずみまちひがし 福住町２０－２２

福田町四丁目公園 ふくだまち４ちょうめ 福田町四丁目5-1

福田町砂押公園 ふくだまちすなおし 福田町二丁目1224

福田町二丁目公園 ふくだまちにちょうめこうえん 福田町２丁目534-5

福田町南一丁目公園 ふくだまちみなみ１ちょうめ 福田町南一丁目1007

福室公園 ふくむろ 福室五丁目601-70

福室二丁目公園 ふくむろ２ちょうめ 福室二丁目34-20

福室上町北公園 ふくむろかみまちきた 福室六丁目29-1

福室上町東公園 ふくむろかみまちひがし 福室五丁目220-1外

福室上町南公園 ふくむろかみまちみなみ 福室三丁目9-2

福室境公園 ふくむろさかい 福室七丁目1-42

福室寺前公園 ふくむろてらまえ 福室五丁目36-9

福室半在家公園 ふくむろはんざいけ 福室三丁目407-3外

福室四丁目公園 ふくむろよ４ちょうめ 福室四丁目90-3

福室要谷公園 ふくむろようがい 福室四丁目28-4外

福室要谷２号公園 ふくむろようがい２ごう 福室四丁目30-7外

福室四丁目西公園 ふくむろよんちょうめにし 福室四丁目160-22

舟溜緑地 ふなたまりりょくち 蒲生三丁目23

へ 平成一丁目公園 へいせい１ちょうめ 平成一丁目581-89

宮城野区5 ページ



公園名 よみがな 所在地

平成一丁目南公園 へいせい１ちょうめみなみ 平成一丁目34-8

平成二丁目東公園 へいせい２ちょうめひがし 平成二丁目17-3

ま 町浦公園 まちうら 福田町二丁目365

み 南宮城野公園 みなみみやぎの 宮千代一丁目36-1

耳取公園 みみとり 白鳥二丁目528

耳取２号公園 みみとり２ごう 白鳥二丁目96-11

耳取西公園 みみとりにし 白鳥二丁目48-19

宮城野一丁目公園 みやぎの１ちょうめ 宮城野一丁目13

宮千代公園 みやちよ 宮千代一丁目9-1

宮千代西公園 みやちよにし 宮千代一丁目22-5

宮の杜きたのおか公園 みやのもりきたのおか 東仙台四丁目101-119

宮の杜なかのさと公園 みやのもりなかのさと 東仙台四丁目101-57

宮の杜ひがしのもり公園 みやのもりひがしのもり 東仙台四丁目101-106

宮の杜みなみのたに公園 みやのもりみなみのたに 東仙台四丁目101-23

や 谷地館公園 やちだて 宮千代三丁目3

屋舗公園 やほ 新田三丁目49-2外

山崎西公園 やまざきにし 鶴ヶ谷東二丁目183-13外

山崎西２号公園 やまざきにし２ごう 岩切二丁目36-9外

山崎東公園 やまざきひがし 岩切一丁目61-2外

よ 吉ヶ沢東公園 よしがさわひがし 燕沢東二丁目62-31

与兵衛沼公園 よへえぬま 蟹沢20-1外

わ 若葉公園 わかば 安養寺一丁目42-33

若宮前公園 わかみやまえ 岩切字若宮前11-37

若宮前２号公園 わかみやまえ２ごう 岩切字若宮前62-14外
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