
公園名 よみがな 所在地

あ 青山公園 あおやま 青山二丁目36-23

青山一丁目西公園 あおやま１ちょうめにし 青山一丁目74-17

青山一丁目東公園 あおやま１ちょうめひがし 青山一丁目61-124

青山二丁目公園 あおやま２ちょうめ 青山二丁目40-39

青山二丁目２号公園 あおやま２ちょうめ２ごう 青山二丁目44-31

青山二丁目３号公園 あおやま２ちょうめ３ごう 青山二丁目40-94

芦ノ口公園 あしのくち 芦の口15-18

芦ノ口２号公園 あしのくち２ごう 芦の口13-26

芦ノ口３号公園 あしのくち３ごう 芦の口3-103

芦ノ口羽黒台公園 あしのくちはぐろだい 芦の口28-74

芦ノ口緑地 あしのくちりょくち 八木山本町二丁目39

あすと長町三丁目公園 あすとながまち３ちょうめ あすと長町三丁目地内

あすと長町中央公園 あすとながまちちゅうおう あすと長町四丁目4-1

天沼公園 あまぬま 三神峯二丁目143外

荒田公園 あらた 柳生二丁目11-1

荒屋敷公園 あらやしき 東中田五丁目37-2

安久公園 あんきゅう 西中田三丁目6

安久東公園 あんきゅうひがし 西中田四丁目4

い 飯田公園 いいだ 東郡山二丁目59-52外

泉崎一丁目公園 いずみざき１ちょうめ 泉崎一丁目26

泉崎二丁目公園 いずみざき２ちょうめ 泉崎二丁目9

岩の川公園 いわのかわ 茂庭字門野47-5

う 後河原公園 うしろがわら 中田町字後河原3-15

後河原２号公園 うしろがわら２ごう 中田町字後河原9-20

後河原３号公園 うしろがわら３ごう 中田町字後河原17-15

後田公園 うしろた 鈎取二丁目1-21

内手公園 うちで 袋原字内手62-7

内手東公園 うちでひがし 袋原字内手10-2

え 延命寺公園 えんめいじ 柳生五丁目11-3

お 生出前公園 おいでまえ 人来田一丁目4-40

おおとや公園 おおとや 大塒町161-3外

おおとや２号公園 おおとや２ごう 大塒町15-67

おおとや３号公園 おおとや３ごう 大塒町9-53

おおとや４号公園 おおとや４ごう 大塒町23-6

大塒５号公園 おおとや５ごう 大塒町28-24

大塒６号公園 おおとや６ごう 大塒町22-19

大塒沢公園 おおとやさわ 恵和町51-15

大塒緑地 おおとやりょくち 大塒町1-23外

大野田イコタ公園 おおのだいこた 大野田四丁目76

大野田王ノ檀緑地 おおのだおうのだんりょくち 大野田四丁目34

大野田小原公園 おおのだおばら 大野田字小原7-16

大野田観音堂公園 おおのだかんのんどう 大野田四丁目83

大野田北屋敷公園 おおのだきたやしき 大野田字北屋敷31-57

大野田五反田公園 おおのだごだんだ 大野田字五丁目77

大野田清水公園 おおのだしみず 大野田二丁目5-7

大野田千刈田公園 おおのだせんがりた 大野田五丁目66

大野田袋前公園 おおのだふくろまえ 大野田五丁目55

大野田宮公園 おおのだみや 大野田四丁目68
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大野田六反田公園 おおのだろくだんだ 大野田五丁目71

大谷地公園 おおやち 大谷地10-315

大谷地東公園 おおやちひがし 大谷地10-560

落合公園 おちあい 四郎丸字落合12-35

小原公園 おばら 太子堂527-7

小原２号公園 おばら２ごう 大野田三丁目46-38外

小原西公園 おばらにし 大野田三丁目11-7

か 鈎取二丁目公園 かぎとり２ちょうめ 鈎取二丁目39-4

鈎取二丁目２号公園 かぎとり２ちょうめ２ごう 鈎取二丁目134-8

鈎取二丁目３号公園 かぎとり２ちょうめ３ごう 鈎取二丁目226-46

鈎取三丁目公園 かぎとり３ちょうめ 鈎取三丁目62-33

鈎取三丁目２号公園 かぎとり３ちょうめ２ごう 鈎取三丁目87-7

鈎取三丁目３号公園 かぎとり３ちょうめ３ごう 鈎取三丁目93-9

鈎取三丁目４号公園 かぎとり３ちょうめ４ごう 鈎取三丁目34-37

鈎取三丁目５号公園 かぎとり３ちょうめ５ごう 鈎取三丁目62-45外

鈎取三丁目６号公園 かぎとり３ちょうめ６ごう 鈎取三丁目94-19外

鈎取三丁目７号公園 かぎとり３ちょうめ７ごう 鈎取三丁目95-15

鈎取三丁目北公園 かぎとり３ちょうめきた 鈎取三丁目4-104

鈎取四丁目北公園 かぎとり４ちょうめきた 鈎取四丁目211-21

鈎取四丁目沢屋敷公園 かぎとり４ちょうめさわやしき 鈎取四丁目205-14

鈎取四丁目西公園 かぎとり４ちょうめにし 鈎取四丁目16-47外

鈎取四丁目東公園 かぎとり４ちょうめひがし 鈎取四丁目43-5

鈎取字町公園 かぎとりあざまち 鈎取本町一丁目98-22

鈎取四郎太公園 かぎとりしろうた 上野山三丁目34-12外

鈎取四郎太２号公園 かぎとりしろうた２ごう 佐保山68-31外

鈎取新田町公園 かぎとりしんでんまち 鈎取字新田町37-9

鈎取新田町中公園 かぎとりしんでんまちなか 鈎取字新田町26-42

鈎取千本杉公園 かぎとりせんぼんすぎ 鈎取本町二丁目31-39

鈎取寺西公園 かぎとりてらにし 鈎取四丁目9-8外

鈎取八幡公園 かぎとりはちまん 鈎取一丁目320-1外

鈎取本町二丁目公園 かぎとりほんちょう２ちょうめ 鈎取本町二丁目29-8

鈎取本町二丁目北公園 かぎとりほんちょう２ちょうめきた 鈎取本町二丁目31-88

鈎取本町二丁目東公園 かぎとりほんちょう２ちょうめひがし 鈎取本町二丁目1-28

鈎取本町二丁目南公園 かぎとりほんちょう２ちょうめみなみ 鈎取本町二丁目26-29外

鈎取谷地田公園 かぎとりやちた 鈎取字谷地田87

欠ノ上公園 かけのうえ 郡山字欠ノ上12-4

金山公園 かねやま 西の平一丁目52-93

金山２号公園 かねやま２ごう 三神峯二丁目64-53

鹿野公園 かの 鹿野一丁目121-1

鹿野二丁目公園 かの２ちょうめ 鹿野二丁目68-4

鹿野三丁目公園 かの３ちょうめ 鹿野三丁目207-3

鹿野本町公園 かのほんちょう 鹿野本町245-13

鹿野本町東公園 かのほんちょうひがし 鹿野本町39-5

鎌ヶ淵公園 かまがふち 中田町字鎌ヶ淵116-5外

紙漉山公園 かみすきやま 鈎取三丁目92-4

上野山公園 かみのやま 上野山二丁目1-78

上野山一丁目公園 かみのやま１ちょう 上野山一丁目14-1081の一部

上野山一丁目東公園 かみのやま１ちょうめひがし 上野山一丁目13-23
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上野山東公園 かみのやまひがし 上野山二丁目8-66

上野山南公園 かみのやまみなみ 上野山一丁目14-806

上野山南２号公園 かみのやまみなみ２ごう 上野山一丁目14-1068

上野山緑地 かみのやまりょくち 上野山二丁目11-1

く 栗ノ木公園 くりのき 西中田七丁目31-4

け 恵和町公園 けいわまち 恵和町46-62外

こ 越路２号公園 こえじ２ごう 長町字越路19-1401外

越路緑地 こえじりょくち 長町字越路19-1420外

郡山三丁目公園 こおりやま３ちょうめ 郡山三丁目22-17

郡山四丁目公園 こおりやま４ちょうめ 郡山四丁目33-24

郡山五丁目公園 こおりやま５ちょうめ 郡山五丁目326-1

郡山五丁目北公園 こおりやま５ちょうめきた 郡山五丁目225-44

郡山五丁目南公園 こおりやま５ちょうめみなみ 郡山五丁目314-15

郡山七丁目公園 こおりやま７ちょうめ 郡山七丁目100-6

郡山七丁目西公園 こおりやま７ちょうめにし 郡山七丁目42-5

郡山八丁目西公園 こおりやま８ちょうめにし 郡山八丁目1-6

郡山八丁目南公園 こおりやま８ちょうめみなみ 郡山八丁目513-16

郡山穴田東公園 こおりやまあなだひがし 郡山字穴田東13-7

郡山かえで公園 こおりやまかえで 郡山七丁目78番10

郡山欠ノ上公園 こおりやまかけのうえ 郡山字欠ノ上2-15

郡山源兵衛東公園 こおりやまげんべえひがし 郡山字源兵衛東42-4外

郡山上野北公園 こおりやまじょうのきた 郡山字上野17-6

郡山新橋北公園 こおりやましんばしきた 郡山字新橋北8-14

郡山新橋南公園 こおりやましんばしみなみ 郡山字新橋南5-4

郡山新橋南２号公園 こおりやましんばしみなみ２ごう 郡山新橋南17-18

郡山新橋南３号公園 こおりやましんばしみなみ３ごう 郡山字新橋南37-20

郡山原田公園 こおりやまはらだ 郡山字原田15-12

小平公園 こだいら 袋原六丁目59-11

小平２号公園 こだいら２ごう 袋原六丁目42-22

小平北公園 こだいらきた 袋原六丁目20-30

金剛沢公園 こんごうさわ 金剛沢二丁目27-7

金剛沢一丁目公園 こんごうさわ１ちょうめ 金剛沢一丁目34-96外

金剛沢一丁目２号公園 こんごうさわ１ちょうめ２ごう 金剛沢一丁目49-29

金剛沢一丁目３号公園 こんごうさわ１ちょうめ３ごう 金剛沢一丁目32-45

金剛沢一丁目４号公園 こんごうさわ１ちょうめ４ごう 金剛沢一丁目54-6

金剛沢一丁目５号公園 こんごうさわ１ちょうめ５ごう 金剛沢一丁目33-86

金剛沢一丁目西公園 こんごうさわ１ちょうめにし 金剛沢一丁目55-10

金剛沢一丁目南東公園 こんごうさわ１ちょうめみなみひがし 金剛沢一丁目32-91

金剛沢二丁目公園 こんごうさわ２ちょうめ 金剛沢二丁目148-15

金剛沢二丁目２号公園 こんごうさわ２ちょうめ２ごう 金剛沢二丁目26-62外

金剛沢二丁目３号公園 こんごうさわ２ちょうめ３ごう 金剛沢二丁目26-128

金剛沢三丁目公園 こんごうさわ３ちょうめ 金剛沢三丁目23-45外

金剛沢三丁目２号公園 こんごうさわ３ちょうめ２ごう 金剛沢三丁目23-62外

金剛沢羽黒台公園 こんごうさわはぐろだい 金剛沢三丁目51-14

金剛沢緑地 こんごうさわりょくち 八木山本町二丁目42-1外

さ 桜木町公園 さくらぎまち 桜木町19-924外

佐保山公園 さほやま 佐保山81-35

佐保山北公園 さほやまきた 佐保山6-33
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佐保山東公園 さほやまひがし 佐保山82-6

し 〆木公園 しめき 郡山三丁目51-1

下古川公園 しもふるかわ 中田町字下古川106-1

昭和中公園 しょうわなか 四郎丸字昭和中78-12

四郎丸大宮公園 しろうまるおおみや 四郎丸字大宮1-33

四郎丸落合公園 しろうまるおちあい 四郎丸字落合1-52

四郎丸昭和裏３号公園 しろうまるしょうわ３ごう 四郎丸字昭和裏26-3

四郎丸昭和上公園 しろうまるしょうわうえ 四郎丸字昭和上34-19

四郎丸昭和裏公園 しろうまるしょうわうら 四郎丸字昭和裏35-4外

四郎丸昭和裏２号公園 しろうまるしょうわうら２ごう 四郎丸字昭和裏23-3外

四郎丸昭和前公園 しろうまるしょうわまえ 四郎丸字昭和前4-17

四郎丸新田公園 しろうまるしんでん 四郎丸字新田102-14

四郎丸新田２号公園 しろうまるしんでん２ごう 四郎丸字新田105-11

四郎丸神明公園 しろうまるしんめい 四郎丸字神明58-7

四郎丸神明２号公園 しろうまるしんめい２ごう 四郎丸字神明19-13

四郎丸神明３号公園 しろうまるしんめい３ごう 四郎丸字神明27-5

四郎丸神明４号公園 しろうまるしんめい４ごう 四郎丸字神明85-6

四郎丸神明５号公園 しろうまるしんめい５ごう 四郎丸字神明63-51

四郎丸戸ノ内公園 しろうまるとのうち 四郎丸字戸ノ内10-17

四郎丸戸ノ内２号公園 しろうまるとのうち２ごう 四郎丸字戸ノ内93-11外

四郎丸戸ノ内３号公園 しろうまるとのうち３ごう 四郎丸字戸ノ内93-46

四郎丸戸ノ内東公園 しろうまるとのうちひがし 四郎丸字戸ノ内87-16外

四郎丸浜堀公園 しろうまるはまぼり 四郎丸字浜堀48-13外

四郎丸浜堀東公園 しろうまるはまほりひがし 四郎丸字浜堀55番17

四郎丸前公園 しろうまるまえ 四郎丸字前100-8外

四郎丸前２号公園 しろうまるまえ２ごう 四郎丸字前93-27

四郎丸前東公園 しろうまるまえひがし 四郎丸前58番5

す 杉土手公園 すぎどて 山田北前町3-114

砂押町公園 すなおしまち 砂押町142-13

諏訪町公園 すわまち 諏訪町401-43

諏訪町北公園 すわまちきた 諏訪町483-1外

た 太子堂公園 たいしどう 太子堂2-28

太子堂前公園 たいしどうまえ 太子堂9-13

太子堂南公園 たいしどうみなみ 太子堂310番12

大年寺山公園 だいねんじやま 茂ヶ崎一丁目12-1外

太白公園 たいはく 太白一丁目23-1

太白一丁目公園 たいはく１ちょうめ 太白一丁目10-1

太白二丁目公園 たいはく２ちょうめ 太白二丁目18-16

太白三丁目西公園 たいはく３ちょうめにし 太白三丁目13-1外

太白三丁目東公園 たいはく３ちょうめひがし 太白三丁目4-1

太白緑地 たいはくりょくち 太白一丁目108外

高石公園 たかいし 西中田五丁目14

て 寺浦公園 てらうら 中田町字寺浦10-54

寺浦２号公園 てらうら２ごう 中田町字寺浦33-2

寺浦東公園 てらうらひがし 中田町字寺浦32-24

天王前公園 てんのうまえ 郡山八丁目220-8

と 土手内一丁目東公園 どてうち１ちょうめひがし 土手内一丁目17-52

土手内一丁目南公園 どてうち１ちょうめみなみ 土手内一丁目17-138
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土手内二丁目公園 どてうち２ちょうめ 土手内二丁目78-44

土手内三丁目公園 どてうち３ちょうめ 土手内三丁目95-14

土手内三丁目２号公園 どてうち３ちょうめ２ごう 土手内三丁目24-6

土手前公園 どてまえ 大野田三丁目206-32

富沢公園 とみざわ 富沢一丁目2-2

富沢二丁目公園 とみざわ２ちょうめ 富沢二丁目206

富沢三丁目公園 とみざわ３ちょうめ 富沢三丁目111-3

富沢南一丁目北公園 とみざわみなみ１ちょうめきた 富沢南一丁目10-5

富沢南一丁目南公園 とみざわみなみ１ちょうめみなみ 富沢南一丁目22-10

富沢南二丁目公園 とみざわみなみ２ちょうめ 富沢南二丁目15-1

富田八幡東公園 とみたやはたひがし 富田八幡東55-14

な 中首長公園 なかくびなが 中田町字中首長70-12

中田二丁目公園 なかだ２ちょうめ 中田二丁目298-27

中田二丁目北公園 なかだ２ちょうめきた 中田二丁目501-14

中田二丁目西公園 なかた２ちょうめにし 中田二丁目501-43外

中田二丁目東公園 なかだ２ちょうめひがし 中田二丁目706-23

中田三丁目公園 なかだ３ちょうめ 中田三丁目243-2

中田五丁目公園 なかだ５ちょうめ 中田五丁目111-24

中田六丁目公園 なかだ６ちょうめ 中田六丁目513-26

中田六丁目清水川公園 なかだ６ちょうめしみずかわ 中田六丁目68-25

中田六丁目中公園 なかだ６ちょうめなか 中田六丁目301-34

中田六丁目西公園 なかだ６ちょうめにし 中田六丁目58-26

中田六丁目東公園 なかだ６ちょうめひがし 中田六丁目151-15

中田六丁目南公園 なかだ６ちょうめみなみ 中田六丁目621-13

中田七丁目公園 なかだ７ちょうめ 中田七丁目9-6外

中田七丁目西公園 なかだ７ちょうめにし 中田七丁目139-2

中田七丁目東公園 なかだ７ちょうめひがし 中田七丁目225-20

中田七丁目南公園 なかだ７ちょうめみなみ 中田七丁目230-4外

中田北河原公園 なかだきたかわら 中田町字北河原58-4

中田切替公園 なかだきりかえ 中田町字切替211-1

中田小清水公園 なかだこしみず 中田六丁目242-36

中田境公園 なかださかい 中田町字境45-15

中田境東公園 なかださかいひがし 中田町字境29-17

中田境東南公園 なかださかいひがしみなみ 中田町字境25-10

中田境南公園 なかださかいみなみ 中田町字境35-11外

中田清水公園 なかだしみず 中田町字清水40-1

中田新田公園 なかだしんでん 東中田二丁目625-12外

中田新田北公園 なかだしんでんきた 東中田二丁目610番4

中田千刈田公園 なかだせんがりた 中田町字千刈田13-10

中田千刈田東公園 なかだせんがりたひがし 中田町字千刈田24-7外

中田中央公園 なかだちゅうおう 中田町字荒屋敷2-1外

中田土手内公園 なかだどてうち 中田町字土手内59-2

中田土手内２号公園 なかだどてうち２ごう 中田町字土手内14-19外

中田土手内東公園 なかだどてうちひがし 中田町字土手内67-4

中田中河原公園 なかだなかがわら 東中田二丁目345-2外

中田二軒橋公園 なかだにけんばし 中田町字二軒橋14-16外

中田二軒橋中公園 なかだにけんばしなか 中田町字二軒橋17-27

中田二軒橋南公園 なかだにけんばしみなみ 中田町字二軒橋80-8
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中田二丁目東２号公園 なかだにちょうめひがし２ごう 中田二丁目708-88外

中田東公園 なかだひがし 中田町字東59-29

中野内公園 なかのうち 西中田六丁目7

中法地公園 なかほうち 中田町字中法地6-99

長町二丁目公園 ながまち２ちょうめ 長町二丁目322-2外

長町八丁目北公園 ながまち８ちょうめきた 長町八丁目34-6外

長町八丁目中公園 ながまち８ちょうめなか 長町八丁目24-11

長町八丁目西公園 ながまち８ちょうめにし 長町八丁目1-14

長町八丁目西２号公園 ながまち８ちょうめにし２ごう 長町八丁目1-24

長町八丁目南公園 ながまち８ちょうめみなみ 長町八丁目20-5

長町駅西口広場公園 ながまちえきにしぐちひろば 長町五丁目201-1の一部外

長町副都心１号公園 ながまちふくとしん１ごう 郡山二丁目19の一部

長町南一丁目公園 ながまちみなみ１ちょうめ 長町南一丁目188-5外

長町南二丁目公園 ながまちみなみ２ちょうめ 長町南二丁目8-28外

長町南三丁目北公園 ながまちみなみ３ちょうめきた 長町南三丁目5-1

長町南三丁目南公園 ながまちみなみ３ちょうめみなみ 長町南三丁目29-1

長町南四丁目北公園 ながまちみなみ４ちょうめきた 長町南四丁目4

長町南四丁目南公園 ながまちみなみ４ちょうめみなみ 長町南四丁目21-1

名取川太白大橋緑地 なとりがわたいはくおおはしりょくち 西中田二丁目826-3

名取川富田緑地 なとりがわとみたりょくち 富田字京町外河原40-1外

名取川東大野田緑地 なとりがわひがしおおのだりょくち 東大野田地内

名召公園 なめし 西多賀四丁目13-5

に 西多賀三丁目北公園 にしたが３ちょうめきた 西多賀三丁目135-26

西多賀三丁目南公園 にしたが３ちょうめみなみ 西多賀三丁目441-6

西多賀四丁目公園 にしたが４ちょうめ 西多賀四丁目420-6外

西多賀四丁目２号公園 にしたが４ちょうめ２ごう 西多賀四丁目104-10

西多賀四丁目中公園 にしたが４ちょうめなか 西多賀四丁目7-2

西多賀四丁目東公園 にしたが４ちょうめひがし 西多賀四丁目402-8

西多賀五丁目北公園 にしたが５ちょうめきた 西多賀五丁目146-19

西多賀五丁目西公園 にしたが５ちょうめにし 西多賀五丁目22-41

西中田公園 にしなかだ 西中田七丁目1

西中田一丁目公園 にしなかだ１ちょうめ 西中田一丁目56-26

西中田一丁目北公園 にしなかだ１ちょうめきた 西中田一丁目75-2

西中田二丁目公園 にしなかだ２ちょうめ 西中田二丁目97-22

西中田二丁目２号公園 にしなかだ２ちょうめ２ごう 西中田二丁目16-20外

西中田二丁目３号公園 にしなかだ２ちょうめ３ごう 西中田二丁目13-26

西中田二丁目北公園 にしなかだ２ちょうめきた 西中田二丁目332-7

西中田二丁目西公園 にしなかだ２ちょうめにし 西中田二丁目331-10外

西中田三丁目公園 にしなかだ３ちょうめ 西中田三丁目79-6外

西中田三丁目北公園 にしなかだ３ちょうめきた 西中田三丁目52-5

西中田三丁目南公園 にしなかだ３ちょうめみなみ 西中田三丁目152-14

西の平公園 にしのだいら 八木山東一丁目5-29

西の平一丁目公園 にしのだいら１ちょうめ 西の平一丁目55-19

西の平一丁目２号公園 にしのだいら１ちょうめ２ごう 西の平一丁目46-70

西の平一丁目３号公園 にしのだいら１ちょうめ３ごう 西の平一丁目3-371

西の平一丁目４号公園 にしのだいら１ちょうめ４ごう 西の平一丁目44-135

西の平一丁目５号公園 にしのだいら１ちょうめ５ごう 西の平一丁目3-333

西の平一丁目６号公園 にしのだいら１ちょうめ６ごう 西の平一丁目46-124外
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西の平二丁目公園 にしのだいら２ちょうめ 西の平二丁目2-153

西の平二丁目２号公園 にしのだいら２ちょうめ２ごう 西の平二丁目2-270

西の平二丁目３号公園 にしのだいら２ちょうめ３ごう 西の平二丁目1-291

日本平公園 にほんだいら 日本平7-1184

日本平緑地 にほんだいらりょくち 日本平7-960

ぬ 沼田公園 ぬまた 袋原一丁目6-12

は 萩ヶ丘公園 はぎがおか 萩ヶ丘23-7

羽黒台西公園 はぐろだいにし 羽黒台5-359

羽黒台東公園 はぐろだいひがし 羽黒台5-550

旗立三丁目緑地 はたたて３ちょうめりょくち 旗立三丁目1-345外

旗立西公園 はたたてにし 山田自由ヶ丘1-195

旗立南公園 はたたてみなみ 旗立三丁目1-272外

旗立緑地 はたたてりょくち 山田自由ヶ丘1-20

はたとや公園 はたとや 大塒町2-1

八本松公園 はっぽんまつ 八本松二丁目1-64外

原公園 はら 袋原一丁目35-15

原前公園 はらまえ 袋原三丁目1-10

原前２号公園 はらまえ２ごう 袋原三丁目36-55

原前南公園 はらまえみなみ 袋原三丁目18-4外

ひ 東大野田公園 ひがしおおのだ 東大野田108-12

東大野田西公園 ひがしおおのだにし 東大野田9-18

東大野田東公園 ひがしおおのだひがし 東大野田39-18

東郡山二丁目公園 ひがしこおりやま２ちょうめ 東郡山二丁目539-26

東郡山二丁目公園 ひがしこおりやま２ちょうめ 東郡山二丁目111-3

東四郎丸公園 ひがししろうまる 四郎丸字大宮26番11外

東中田公園 ひがしなかた 東中田六丁目2-26

東中田二丁目公園 ひがしなかた２ちょうめ 東中田二丁目617-17

東中田四丁目東公園 ひがしなかた４ちょうめひがし 東中田四丁目108-5

東中田五丁目公園 ひがしなかだごちょうめ 東中田五丁目306-21

人来田１号緑地 ひときた１ごうりょくち 人来田一丁目4-44

人来田２号緑地 ひときた２ごうりょくち 人来田一丁目4-1

人来田３号緑地 ひときた３ごうりょくち 人来田三丁目47-327

人来田三丁目公園 ひときた３ちょうめ 人来田三丁目15-9

人来田西公園 ひときたにし 茂庭字人来田西65-44

人来田西２号公園 ひときたにし２ごう 人来田西37-18

人来田西３号公園 ひときたにし３ごう 茂庭字人来田西119-45

人来田西４号公園 ひときたにし４ごう 茂庭字人来田西137-16

人来田西５号公園 ひときたにし５ごう 茂庭字人来田西48-12

人来田東公園 ひときたひがし 茂庭字人来田東19-14

人来田山１号公園 ひときたやま１ごう 人来田二丁目47-270

人来田山２号公園 ひときたやま２ごう 人来田一丁目7-1061

人来田山３号公園 ひときたやま３ごう 人来田三丁目142-32

人来田山４号公園 ひときたやま４ごう 人来田三丁目11-24

ひより台公園 ひよりだい ひより台6-1

ひより台緑地 ひよりだいりょくち ひより台1-71外

平淵中公園 ひらぶちなか 袋原字平淵21番34

平淵南公園 ひらぶちみなみ 袋原字平淵4-18

広瀬川愛宕緑地 ひろせがわあたごりょくち 越路地先
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広瀬川飯田緑地 ひろせがわいいだりょくち 東郡山一丁目488-3の一部ほか

広瀬川八本松緑地 ひろせがわはっぽんまつりょくち 八本松地先

ふ 吹上１号公園 ふきあげ１ごう 四郎丸字吹上77-9

吹上２号公園 ふきあげ２ごう 四郎丸字吹上28-26

吹上３号公園 ふきあげ３ごう 四郎丸字吹上31-15外

吹上４号公園 ふきあげ４ごう 四郎丸字吹上34-12外

吹上５号公園 ふきあげ５ごう 四郎丸字吹上27-16

福寿さくら公園 ふくじゅさくら 鹿野一丁目120番1外

袋原・原公園 ふくろばら・はら 袋原一丁目31-12

袋原一丁目公園 ふくろばら１ちょうめ 袋原一丁目229-21

袋原三丁目公園 ふくろばら３ちょうめ 袋原三丁目227-13

袋原北公園 ふくろばらきた 袋原２丁目24-43

袋原北中江公園 ふくろばらきたなかえ 袋原三丁目34-3

袋原下谷地公園 ふくろばらしもやち 袋原二丁目111-11外

袋原下谷地西公園 ふくろばらしもやちにし 袋原字下谷地128-17

袋原堰場公園 ふくろばらせきば 袋原字堰場32-11

袋原台東公園 ふくろばらだいひがし 袋原四丁目42-6

袋原台東・北公園 ふくろばらだいひがし・きた 袋原四丁目8-8

袋原台東・西公園 ふくろばらだいひがし・にし 袋原四丁目18-4

袋原平公園 ふくろばらたいら 袋原五丁目24-48

袋原平北公園 ふくろばらたいらきた 袋原五丁目20-36

袋原平東公園 ふくろばらたいらひがし 袋原五丁目19-45

袋原畑中東公園 ふくろばらはたなかひがし 袋原四丁目24-8外

袋東公園 ふくろひがし 大野田一丁目27-5ほか

袋東２号公園 ふくろひがし２ごう 大野田一丁目1-15

袋東３号公園 ふくろひがし３ごう 大野田一丁目14-18

二ツ沢公園 ふたつさわ 緑ヶ丘三丁目10-158

ほ 法地北公園 ほうちきた 中田町字法地北24-20

法地南公園 ほうちみなみ 中田町字法地南27-9外

法地南緑地 ほうちみなみりょくち 中田町字法地南3-6

望洋台公園 ぼうようだい 羽黒台20-9

ま 前沖公園 まえおき 中田町字前沖81-4

前沖２号公園 まえおき２ごう 中田町字前沖59-3外

前沖３号公園 まえおき３ごう 中田町字前沖151-11

前沖４号公園 まえおき４ごう 中田町字前沖213-28

前沖５号公園 まえおき５ごう 中田町字前沖129-13

前沖北公園 まえおききた 中田町字前沖北34-18

前沖北中公園 まえおききたなか 中田字前沖31-11

前沖北西公園 まえおききたにし 中田町字前沖北94-13

前沖北東公園 まえおききたひがし 中田町字前沖北2-3

前沖南東公園 まえおきみなみひがし 中田前沖184-9

松ヶ丘公園 まつがおか 松ヶ丘1-1219外

松風公園 まつかぜ 八木山本町二丁目38

松山公園 まつやま 八木山東二丁目60-1188

み 三神峯公園 みかみね 三神峯一丁目1外

御堂平公園 みどうだいら 御堂平209-21外

緑ヶ丘１号緑地 みどりがおか１ごうりょくち 緑ヶ丘一丁目6-28

緑ヶ丘一丁目公園 みどりがおか１ちょうめ 緑ヶ丘一丁目9-138外

太白区8 ページ



公園名 よみがな 所在地

緑ヶ丘２号緑地 みどりがおか２ごうりょくち 緑ヶ丘一丁目6-76外

緑ヶ丘３号緑地 みどりがおか３ごうりょくち 緑ヶ丘三丁目40-13外

緑ヶ丘三丁目公園 みどりがおか３ちょうめ 緑ヶ丘三丁目10-236

緑ヶ丘４号緑地 みどりがおか４ごうりょくち 緑ヶ丘三丁目37-26外

緑ヶ丘四丁目 みどりがおか４ちょうめ 緑ヶ丘四丁目25-4外

南大野田公園 みなみおおのだ 南大野田53

南大野田西公園 みなみおおのだにし 南大野田68

南首長公園 みなみくびなが 中田町字南首長104-2

南首長北公園 みなみくびながきた 中田町字南首長204-2

南仙台駅東公園 みなみせんだいえきひがし 中田五丁目431番3外

む 向山公園 むかいやま 向山四丁目86-1

向山一丁目公園 むかいやま１ちょうめ 向山一丁目1-1外

向山三丁目公園 むかいやま３ちょうめ 向山三丁目13-143

向山三丁目西公園 むかいやま３ちょうめにし 向山三丁目11-56

向山三丁目緑地 むかいやま３ちょうめりょくち 向山三丁目15-65

向山中央公園 むかいやまちゅうおう 向山三丁目15番4

も 茂ヶ崎三丁目公園 もがさき３ちょうめ 茂ヶ崎三丁目48-11

茂庭公園 もにわ 茂庭台二丁目21-1外

茂庭台一丁目公園 もにわだい１ちょうめ 茂庭台一丁目27-2

茂庭台一丁目南公園 もにわだい１ちょうめみなみ 茂庭台一丁目11-1

茂庭台二丁目公園 もにわだい２ちょうめ 茂庭台二丁目14-11

茂庭台三丁目北公園 もにわだい３ちょうめきた 茂庭台三丁目25-7

茂庭台三丁目南公園 もにわだい３ちょうめみなみ 茂庭台三丁目7-22

茂庭台四丁目公園 もにわだい４ちょうめ 茂庭台四丁目22-1

茂庭台五丁目公園 もにわだい５ちょうめ 茂庭台五丁目13-9

茂庭台五丁目北公園 もにわだい５ちょうめきた 茂庭台五丁目20-6

茂庭台緑地 もにわだいりょくち 茂庭台１～５丁目地内

茂庭中ノ瀬公園 もにわなかのせ 茂庭字中ノ瀬中1-11

茂庭中ノ瀬中公園 もにわなかのせなか 茂庭字中ノ瀬中22-42

茂庭中ノ瀬東公園 もにわなかのせひがし 太白区茂庭字中ノ瀬東13-10

杜の広場公園 もりのひろば あすと長町一丁目2-3

門前町公園 もんぜんまち 門前町153-4

や 八木山公園 やぎやま 八木山本町一丁目43番1外

八木山香澄町公園 やぎやまかすみちょう 八木山香澄町19-97

八木山香澄町西公園 やぎやまかすみちょうにし 八木山香澄町19番1391

八木山東一丁目公園 やぎやまひがし１ちょうめ 八木山東一丁目17-123

八木山東一丁目２号公園 やぎやまひがし１ちょうめ２ごう 八木山東一丁目5-51

八木山本町一丁目公園 やぎやまほんちょう１ちょうめ 八木山本町一丁目18-1

八木山南公園 やぎやまみなみ 八木山南三丁目4-2

八木山南一丁目西公園 やぎやまみなみ１ちょうめにし 八木山南一丁目11-14

八木山南一丁目東公園 やぎやまみなみ１ちょうめひがし 八木山南一丁目6-13

八木山南二丁目公園 やぎやまみなみ２ちょうめ 八木山南二丁目1-14

八木山南三丁目緑地 やぎやまみなみ３ちょうめりょくち 八木山南三丁目103外

八木山南四丁目緑地 やぎやまみなみ４ちょうめりょくち 八木山南四丁目4-3

八木山弥生町１号公園 やぎやまやよいちょう１ごう 八木山弥生町9-30

八木山弥生町２号公園 やぎやまやよいちょう２ごう 八木山弥生町9-10

八木山弥生町緑地 やぎやまやよいちょうりょくち 八木山弥生町1-216外

谷地田西公園 やちだにし 郡山字谷地田西3-66
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公園名 よみがな 所在地

谷地田西２号公園 やちだにし２ごう 郡山字谷地田西3-86

谷地田東公園 やちだひがし 郡山字谷地田東20-17

柳生一丁目公園 やなぎゅう１ちょうめ 柳生一丁目11-1

柳生四丁目公園 やなぎゅう４ちょうめ 柳生四丁目11

柳生六丁目公園 やなぎゅう６ちょうめ 柳生六丁目7-7

柳生七丁目公園 やなぎゅう７ちょうめ 柳生七丁目24

柳生天神公園 やなぎゅうてんじん 西中田二丁目56-22

山田公園 やまだ 山田北前町3-58

山田上ノ台町１号公園 やまだうえのだいちょう１ごう 山田上ノ台町311-6ほか

山田上ノ台町２号公園 やまだうえのだいちょう２ごう 山田上ノ台町59-3外

山田上ノ台町４号公園 やまだうえのだいちょう４ごう 山田上ノ台町410-14外

山田上ノ台町５号公園 やまだうえのだいちょう５ごう 山田上ノ台町305-18

山田北前２号緑地 やまだきたぜん２ごうりょくち 山田北前町304-39

山田北前公園 やまだきたまえ 山田北前町1010-23

山田北前３号公園 やまだきたまえ３ごう 山田北前町1034-3

山田北前町緑地 やまだきたまえちょうりょくち 山田北前町308-17

山田羽黒堂公園 やまだはぐろどう 旗立二丁目5-560外

山田羽黒堂中公園 やまだはぐろどうなか 山田本町5-27

山田羽黒堂東公園 やまだはぐろどうひがし 山田本町4番27

山田羽黒堂南公園 やまだはぐろどうみなみ 山田本町7-21外

山田ふれあい公園 やまだふれあい 山田上ノ台町26-25外

山田本町公園 やまだほんちょう 山田本町3-32

山田本町北公園 やまだほんちょうきた 山田本町101番89

山田本町西公園 やまだほんちょうにし 山田本町101番49

山田本町東公園 やまだほんちょうひがし 山田本町102-37ほか

山田本町南公園 やまだほんちょうみなみ 山田本町南214-7

よ 横森２号公園 よこもり２ごう 金剛沢一丁目31-50

横森ひかり公園 よこもりひかり 三神峯二丁目343-2外

わ 渡道公園 わたどう 四郎丸字渡道43-3

渡道北公園 わたどうきた 四郎丸字渡道24-9

渡道東公園 わたどうひがし 四郎丸字渡道56-3外

渡道南公園 わたどうみなみ 四郎丸字渡道42-13外

太白区10 ページ


