
公園名 よみがな 所在地

あ 赤坂１号公園 あかさか１ごう 赤坂二丁目8-11

赤坂２号公園 あかさか２ごう 赤坂二丁目17

赤坂３号公園 あかさか３ごう 赤坂三丁目3-1

赤坂４号公園 あかさか４ごう 赤坂三丁目9-7

赤坂５号公園 あかさか５ごう 赤坂一丁目12-1

赤坂６号公園 あかさか６ごう 赤坂一丁目16-1

赤坂緑地 あかさかりょくち 赤坂一丁目13外

小豆田１号公園 あずきだ１ごう 落合五丁目213-59

小豆田２号公園 あずきだ２ごう 落合五丁目213-74

愛子グリーンタウン２号公園 あやしぐりーんたうん２ごう 上愛子字蛇台原19-54

愛子団地１号公園 あやしだんち１ごう 下愛子字北原道上11-44

愛子中央一丁目公園 あやしちゅうおう１ちょうめ 愛子中央一丁目111-13

愛子中央二丁目公園 あやしちゅうおう２ちょうめこうえん 愛子中央二丁目52-41外

愛子中央三丁目公園 あやしちゅうおう３ちょうめ 愛子中央三丁目14-26

愛子中央四丁目公園 あやしちゅうおう４ちょうめ 愛子中央四丁目86-38

愛子中央五丁目公園 あやしちゅうおう５ちょうめ 愛子中央五丁目103-183

愛子東三丁目公園 あやしひがし３ちょうめ 愛子東三丁目48-7外

愛子東三丁目2号公園 あやしひがし３ちょうめ2ごう 愛子東三丁目2-58

愛子東三丁目３号公園 あやしひがし３ちょうめ３ごう 愛子東三丁目49-76外

愛子東四丁目公園 あやしひがし４ちょうめ 愛子東四丁目529-29

愛子東四丁目東公園 あやしひがし４ちょうめひがし 愛子東四丁目533-4

愛子東五丁目公園 あやしひがし５ちょうめ 愛子東五丁目220-6

愛子東五丁目中公園 あやしひがし５ちょうめなか 愛子東五丁目81-8

愛子東三丁目西公園 あやしひがしさんちょうめにし 愛子東三丁目45-11

愛子東四丁目北公園 あやしひがしよんちょうめきた 愛子東四丁目532-16

い 伊勢吉成１号公園 いせよしなり１ごう 吉成三丁目32-915

伊勢吉成２号公園 いせよしなり２ごう 吉成一丁目31-512

伊勢吉成３号公園 いせよしなり３ごう 吉成一丁目31-96

お 大石ヶ原公園 おおいしがはら 南吉成七丁目9-5

大倉ダム湖畔公園 おおくらだむこはん 大倉字名剣原7-2外

大倉ダム下公園 おおくらだむした 大倉字岩下14-4外

落合二丁目公園 おちあい２ちょうめ 落合二丁目16-13

落合三丁目公園 おちあい３ちょうめ 落合三丁目7-130

落合五丁目公園 おちあい５ちょうめ 落合五丁目34-41

落合五丁目2号公園 おちあい５ちょうめ2ごう 落合五丁目27－61

か 街道３号公園 かいどう３ごう 愛子中央五丁目3-158外

街道４号公園 かいどう４ごう 上愛子字街道76番12

街道５号公園 かいどう５ごう 上愛子字街道76-58外

街道西公園 かいどうにし 上愛子字街道59-11

街道東公園 かいどうひがし 上愛子字街道59-60

上愛子車公園 かみあやしくるま 上愛子字車15-68

上愛子車北公園 かみあやしくるまきた 上愛子字車6番17

上愛子車西公園 かみあやしくるまにし 上愛子字車50-7

上愛子雷神公園 かみあやしらいじん 上愛子字雷神3-56

上愛子雷神西公園 かみあやしらいじんにし 上愛子字雷神5-99

上遠野原公園 かみとおのはら 上愛子字上遠野原20-53

河原田１号公園 かわらだ１ごう 落合一丁目101-8

河原田２号公園 かわらだ２ごう 落合一丁目101-40
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勘太公園 かんた 愛子東五丁目78-5

勘太東公園 かんたひがし 愛子東四丁目2-85

観音公園 かんのん 下愛子字観音46-6

観音東公園 かんのんひがし 下愛子字観音9-11

上原公園 かんぱら 愛子中央三丁目23-37

上原北公園 かんぱらきた 愛子中央三丁目59-73

上原東公園 かんぱらひがし 愛子中央五丁目67-24

き 北内公園 きたうち 上愛子字北内8-72

北内南公園 きたうちみなみ 上愛子字北内3-14外

北原公園 きたはら 愛子中央二丁目51-14外

北原２号公園 きたはら２ごう 愛子中央二丁目58-35

北原北公園 きたはらきた 愛子東五丁目78-37

北原東公園 きたはらひがし 愛子東五丁目35-21

北原道上公園 きたはらみちうえ 上愛子字北原道上48-18

北原道上北公園 きたはらみちうえきた 上愛子字北原道上41-38

北原道上東公園 きたはらみちうえひがし 上愛子字北原道上18-20

北原道上南公園 きたはらみちうえみなみ 上愛子字北原道上17-7外

北原南公園 きたはらみなみ 愛子中央二丁目48-7

く 葛岡下公園 くずおかした 郷六字葛岡下49-11

葛岡下西公園 くずおかしたにし 郷六字葛岡下26-15外

葛岡下南公園 くずおかしたみなみ 郷六字葛岡下9-8

国見ヶ丘一丁目北公園 くにみがおか１ちょうめきた 国見ヶ丘一丁目55

国見ヶ丘一丁目南公園 くにみがおか１ちょうめみなみ 国見ヶ丘一丁目79

国見ヶ丘２号緑地 くにみがおか２ごうりょくち 国見ヶ丘三丁目74-3

国見ヶ丘二丁目北公園 くにみがおか２ちょうめきた 国見ヶ丘二丁目54

国見ヶ丘二丁目南公園 くにみがおか２ちょうめみなみ 国見ヶ丘二丁目69

国見ヶ丘３号緑地 くにみがおか３ごうりょくち 国見ヶ丘四丁目43-3

国見ヶ丘三丁目公園 くにみがおか３ちょうめ 国見ヶ丘三丁目40

国見ヶ丘４号緑地 くにみがおか４ごうりょくち 国見ヶ丘四丁目21

国見ヶ丘四丁目公園 くにみがおか４ちょうめ 国見ヶ丘四丁目36

国見ヶ丘５号緑地 くにみがおか５ごうりょくち 国見ヶ丘二丁目42

国見ヶ丘五丁目１号緑地 くにみがおか５ちょうめ１ごうりょくち 国見ヶ丘五丁目150-121

国見ヶ丘五丁目２号緑地 くにみがおか５ちょうめ２ごうりょくち 国見ヶ丘五丁目150-359

国見ヶ丘五丁目３号緑地 くにみがおか５ちょうめ３ごうりょくち 国見ヶ丘五丁目150-329外

国見ヶ丘五丁目４号緑地 くにみがおか５ちょうめ４ごうりょくち 国見ヶ丘五丁目150-428

国見ヶ丘五丁目５号緑地 くにみがおか５ちょうめ５ごうりょくち 国見ヶ丘五丁目158-2外

国見ヶ丘五丁目西公園 くにみがおか５ちょうめにし 国見ヶ丘五丁目150-383

国見ケ丘五丁目西２号公園 くにみがおか５ちょうめにし２ごう 国見ケ丘五丁目351-29

国見ヶ丘五丁目東公園 くにみがおか５ちょうめひがし 国見ヶ丘五丁目150-289

国見ヶ丘６号緑地 くにみがおか６ごうりょくち 吉成台二丁目245-1外

国見西台公園 くにみにしだい 吉成台二丁目42-128

国見西台緑地 くにみにしだいりょくち 吉成台二丁目42-43外

国見南台公園 くにみみなみだい 吉成台一丁目45-65

国見南台１号公園 くにみみなみだい１ごう 吉成台一丁目45-28

国見南台３号公園 くにみみなみだい３ごう 吉成台一丁目51-166

国見南台緑地 くにみみなみだいりょくち 吉成台一丁目51-192

久保１号公園 くぼ１ごう 郷六字久保38-35

栗生１号緑地 くりゅう１ごうりょくち 栗生一丁目10-1

宮城総合2 ページ



公園名 よみがな 所在地

栗生一丁目北公園 くりゅう１ちょうめきた 栗生一丁目18-4

栗生一丁目南公園 くりゅう１ちょうめみなみ 栗生一丁目10-2

栗生２号緑地 くりゅう２ごうりょくち 栗生一丁目49

栗生二丁目北公園 くりゅう２ちょうめきた 栗生二丁目6-1

栗生二丁目南公園 くりゅう２ちょうめみなみ 栗生二丁目2-26外

栗生三丁目北公園 くりゅう３ちょうめきた 栗生三丁目18-1

栗生三丁目南公園 くりゅう３ちょうめみなみ 栗生三丁目7-1

栗生四丁目北公園 くりゅう４ちょうめきた 栗生四丁目11-13

栗生四丁目南公園 くりゅう４ちょうめみなみ 栗生四丁目4-1

栗生五丁目公園 くりゅう５ちょうめ 栗生五丁目9-1

栗生西部１号公園 くりゅうせいぶ１ごう 落合六丁目31

栗生西部２号公園 くりゅうせいぶ２ごう 落合六丁目6-1

栗生西部３号公園 くりゅうせいぶ３ごう 落合七丁目6-1

栗生西部４号公園 くりゅうせいぶ４ごう 栗生六丁目3外

こ 郷六舘公園 ごうろくたて 郷六字舘15-3外

郷六宮公園 ごうろくみや 郷六字宮11-21

郷六緑地 ごうろくりょくち 郷六字郷六上3-1

さ 斉勝沼緑地 さいかちやまりょくち 上愛子字斉勝森3外

し 清水端公園 しみずばた 下愛子字清水端15-25

下愛子下河原公園 しもあやししもかわら 落合二丁目101-4

下愛子下原公園 しもあやししもはら 愛子東三丁目63-19

下愛子下原南公園 しもあやししもはらみなみ 愛子東二丁目31-6

下愛子町公園 しもあやしまち 愛子東六丁目43-10

下愛子町２号公園 しもあやしまち２ごう 愛子東六丁目34-15外

下愛子町３号公園 しもあやしまち３ごう 愛子東六丁目30-9

下愛子町４号公園 しもあやしまち４ごう 愛子東六丁目99-16

蛇台原公園 じゃだいはら 上愛子字蛇台原35-9

蛇台原３号公園 じゃだいはら３ごう 上愛子字蛇台原52-48外

蛇台原４号公園 じゃだいはら４ごう 上愛子字蛇台原44-13

蛇台原５号公園 じゃだいはら５ごう 上愛子字蛇台原6-27

蛇台原西公園 じゃだいはらにし 上愛子字蛇台原19-53

蛇台原西１号公園 じゃだいはらにし1ごう 上愛子字蛇台原62-44

た 高野原一丁目公園 たかのはら１ちょうめ 高野原一丁目9-1

高野原二丁目公園 たかのはら２ちょうめ 高野原二丁目4-1

高野原三丁目公園 たかのはら３ちょうめ 高野原三丁目5-1

高野原四丁目公園 たかのはら４ちょうめ 高野原四丁目3-8

高野原緑地 たかのはらりょくち 高野原一丁目3-22外

つ 月橋公園 つきばし 下愛子字月橋13-14外

月橋２号公園 つきはし２ごう 下愛子字月橋35-23

月橋３号公園 つきはし３ごう 下愛子字月橋55番6、75番

な 中山台１号緑地 なかやまだい１ごうりょくち 中山台三丁目18

中山台一丁目公園 なかやまだい１ちょうめ 中山台一丁目13

中山台２号緑地 なかやまだい２ごうりょくち 中山台四丁目17外

中山台二丁目公園 なかやまだい２ちょうめ 中山台二丁目18

中山台３号緑地 なかやまだい３ごうりょくち 中山台一丁目19

中山台三丁目公園 なかやまだい３ちょうめ 中山台三丁目10

中山台４号緑地 なかやまだい４ごうりょくち 中山台二丁目21-12外

中山台四丁目公園 なかやまだい４ちょうめ 中山台四丁目13
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中山台西公園 なかやまだいにし 中山台西30-1外

中山台西１号緑地 なかやまだいにし１ごうりょくち 中山台西33番

中山台西２号緑地 なかやまだいにし２ごうりょくち 中山台西34番

中山台西３号緑地 なかやまだいにし３ごうりょくち 中山台西35番

中山台西４号緑地 なかやまだいにし４ごうりょくち 中山台西36番

中山吉成一丁目公園 なかやまよしなり１ちょうめ 中山吉成一丁目62-316

中山吉成二丁目公園 なかやまよしなり２ちょうめ 中山吉成二丁目66-281

中山吉成団地南公園 なかやまよしなりだんちみなみ 芋沢字吉成46-17

に 錦ヶ丘三丁目公園 にしきがおか３ちょうめ 錦ヶ丘三丁目1-190

錦ヶ丘四丁目公園 にしきがおか４ちょうめ 錦ヶ丘四丁目86-23

錦ヶ丘四丁目緑地 にしきがおか４ちょうめりょくち 錦ヶ丘四丁目78-18外

錦ヶ丘五丁目北公園 にしきがおか５ちょうめきた 錦ヶ丘五丁目1-34

錦ヶ丘五丁目中公園 にしきがおか５ちょうめなか 錦ヶ丘五丁目12-24

錦ヶ丘五丁目南公園 にしきがおか５ちょうめみなみ 錦ヶ丘五丁目20-11

錦ヶ丘六丁目公園 にしきがおか６ちょうめ 錦ヶ丘六丁目30-1

錦ヶ丘六丁目緑道 にしきがおか６ちょうめりょくどう 錦ヶ丘六丁目29-1

錦ヶ丘八丁目公園 にしきがおか８ちょうめ 錦ヶ丘八丁目23-10

錦ヶ丘八丁目西公園 にしきがおか８ちょうめにし 錦ヶ丘八丁目13番1

錦ヶ丘八丁目東公園 にしきがおか８ちょうめひがし 錦ヶ丘八丁目28番1外

錦ヶ丘九丁目公園 にしきがおか９ちょうめ 錦ヶ丘九丁目2-5

錦ヶ丘九丁目２号公園 にしきがおか９ちょうめ２ごう 錦ヶ丘九丁目13-10外

錦ヶ丘中央公園 にしきがおかちゅうおう 錦ヶ丘二丁目78-52の一部

錦ヶ丘西緑地 にしきがおかにしりょくち 錦ヶ丘五丁目1-30外

錦ヶ丘東緑地 にしきがおかひがしりょくち 錦ヶ丘四丁目78-63外

錦ヶ丘四丁目中公園 にしきがおかよんちょうめなか 錦ヶ丘四丁目78-49外

二本松公園 にほんまつ 下愛子字二本松8-49

ニュー愛子団地公園 にゅーあやしだんち 上愛子字北原道上11-3

ひ 広瀬川前公園 ひろせかわまえ 愛子東四丁目71-1

広瀬川前緑地 ひろせがわまえりょくち 愛子東四丁目2-106外

へ 平治北公園 へいじきた 上愛子字平治18-49

平治西公園 へいじにし 上愛子字平治31-1

平治西２号公園 へいじにし２ごう 上愛子字平治31-98

平治東公園 へいじひがし 上愛子字平治1-22

平治南公園 へいじみなみ 上愛子字平治28-19

ほ 堀切公園 ほりきり 上愛子字堀切1-22

ま 松原公園 まつばら 上愛子字松原47-10

松原北公園 まつばらきた 上愛子字松原45-2外

松原西公園 まつばらにし 上愛子字松原17-45外

み 南吉成１号緑地 みなみよしなり１ごうりょくち 南吉成五丁目40外

南吉成２号緑地 みなみよしなり２ごうりょくち 南吉成六丁目27

南吉成二丁目公園 みなみよしなり２ちょうめ 南吉成二丁目8-3

南吉成３号緑地 みなみよしなり３ごうりょくち 南吉成七丁目33

南吉成４号緑地 みなみよしなり４ごうりょくち 国見ケ丘五丁目548

南吉成四丁目公園 みなみよしなり４ちょうめ 南吉成四丁目16-3

南吉成５号緑地 みなみよしなり５ごうりょくち 南吉成一丁目41-1外

南吉成五丁目公園 みなみよしなり５ちょうめ 南吉成五丁目5-5

南吉成６号緑地 みなみよしなり６ごうりょくち 南吉成三丁目9-17外

南吉成六丁目公園 みなみよしなり６ちょうめ 南吉成六丁目4-2外
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南吉成六丁目西公園 みなみよしなり６ちょうめにし 南吉成六丁目9-7

南吉成中央公園 みなみよしなりちゅうおう 南吉成四丁目1-13外

みやぎ台１号公園 みやぎだい１ごう みやぎ台二丁目96-336

みやぎ台一丁目１号緑地 みやぎだい１ちょうめ１ごうりょくち みやぎ台一丁目21-22

みやぎ台一丁目３号緑地 みやぎだい１ちょうめ３ごうりょくち みやぎ台一丁目96-374

みやぎ台２号公園 みやぎだい２ごう みやぎ台四丁目1-123

みやぎ台二丁目１号緑地 みやぎだい２ちょうめ１ごうりょくち みやぎ台二丁目47-2

みやぎ台二丁目２号緑地 みやぎだい２ちょうめ２ごうりょくち みやぎ台三丁目47-1

みやぎ台二丁目３号緑地 みやぎだい２ちょうめ３ごうりょくち みやぎ台二丁目96-4

みやぎ台二丁目４号緑地 みやぎだい２ちょうめ４ごうりょくち みやぎ台二丁目112-216

みやぎ台二丁目南公園 みやぎだい２ちょうめみなみ みやぎ台二丁目47-6

みやぎ台３号公園 みやぎだい３ごう みやぎ台一丁目96-25

みやぎ台三丁目１号緑地 みやぎだい３ちょうめ１ごうりょくち みやぎ台三丁目119-285

みやぎ台三丁目２号緑地 みやぎだい３ちょうめ２ごうりょくち みやぎ台三丁目119-286

みやぎ台三丁目３号緑地 みやぎだい３ちょうめ３ごうりょくち みやぎ台三丁目119-461

みやぎ台三丁目４号緑地 みやぎだい３ちょうめ４ごうりょくち みやぎ台三丁目119-462

みやぎ台三丁目南公園 みやぎだい３ちょうめみなみ みやぎ台三丁目45-1

みやぎ台４号公園 みやぎだい４ごう みやぎ台四丁目1-4

みやぎ台四丁目１号緑地 みやぎだい４ちょうめ１ごうりょくち みやぎ台四丁目1-481

みやぎ台四丁目２号緑地 みやぎだい４ちょうめ２ごうりょくち みやぎ台四丁目1-3

みやぎ台５号公園 みやぎだい５ごう みやぎ台三丁目119-445

みやぎ台五丁目１号緑地 みやぎだい５ちょうめ１ごうりょくち みやぎ台五丁目128-188

みやぎ台五丁目２号緑地 みやぎだい５ちょうめ２ごうりょくち みやぎ台五丁目128-1

みやぎ台五丁目３号緑地 みやぎだい５ちょうめ３ごうりょくち みやぎ台五丁目128-190

みやぎ台運動公園 みやぎだいうんどう みやぎ台128-191

む 棟林西公園 むなばやしにし 愛子東一丁目66-20

棟林東公園 むなばやしひがし 落合五丁目27-49

や 屋敷前公園 やしきまえ 上愛子字屋敷前36-1

よ 横町前公園 よこまちまえ 下愛子字横町前33-17

吉成一丁目1号緑地 よしなり１ちょうめ１ごうりょくち 吉成一丁目31-511

吉成一丁目2号緑地 よしなり１ちょうめ２ごうりょくち 吉成一丁目31-510

吉成二丁目1号緑地 よしなり２ちょうめ1ごうりょくち 吉成二丁目32-951外

吉成山公園 よしなりやま 国見ヶ丘五丁目351-7

り 臨済院公園 りんざいいん 国見ヶ丘五丁目159外
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