
公園名 よみがな 所在地

あ 尼坪公園 あまつぼ 大和町三丁目18-1

荒井三丁目公園 あらい３ちょうめ 荒井三丁目7-6

荒井五丁目公園 あらい５ちょうめ 荒井五丁目4-7

荒井六丁目公園 あらい６ちょうめ 荒井六丁目9-5

荒井七丁目公園 あらい７ちょうめ 荒井七丁目14-1

荒井八丁目公園 あらい８ちょうめ 荒井八丁目3-14

荒井十文字公園 あらいじゅうもんじ 荒井一丁目17-1

荒井土才敷公園 あらいどさいしき 荒井字土才敷13-3

荒井西１号公園 あらいにし１ごう なないろの里二丁目7-1

荒井西２号公園 あらいにし２ごう 蒲町字南50外

荒井西３号公園 あらいにし３ごう なないろの里二丁目16-1

荒井西４号公園 あらいにし４ごう 南小泉字梅木37-1の一部外

荒井西５号公園 あらいにし５ごう 荒井字梅ノ木121-1の一部外

荒井西６号公園 あらいにし６ごう 荒井字梅木63の一部外

荒井東１号公園 あらいひがし１ごう 荒井東一丁目7-1

荒町公園 あらまち 荒町36-6外

い 飯田遠西公園 いいだとおにし 上飯田一丁目28-12

飯田前公園 いいだまえ 今泉二丁目73-37

飯田前２号公園 いいだまえ２ごう 今泉一丁目26-19

伊在一丁目公園 いざい１ちょうめ 伊在一丁目3-25

伊在二丁目公園 いざい２ちょうめ 伊在二丁目21-1

石場公園 いしば 荒浜字中堀南204-21外

一本杉町公園 いっぽんすぎまち 一本杉町317-21

伊藤屋敷下公園 いとうやしきした かすみ町425-20

稲荷堂公園 いなりどう 霞目二丁目234-30

今泉一丁目公園 いまいずみ１ちょうめ 今泉一丁目271番27

今泉一丁目北公園 いまいずみ１ちょうめきた 今泉一丁目333-18

今泉一丁目西公園 いまいずみ１ちょうめにし 今泉一丁目351-25

今泉二丁目公園 いまいずみ２ちょうめ 今泉二丁目87-2

今泉二丁目２号公園 いまいずみ２ちょうめ２ごう 今泉二丁目28-10

今泉二丁目西公園 いまいずみ２ちょうめにし 今泉二丁目257-6

う 牛踏公園 うしぶみ 大和町四丁目506-1

梅塚公園 うめづか 今泉一丁目337-4

お 沖野一丁目公園 おきの１ちょうめ 沖野一丁目415-24

沖野一丁目北公園 おきの１ちょうめきた 沖野一丁目211-63

沖野一丁目東公園 おきの１ちょうめひがし 沖野一丁目104-20

沖野一丁目南公園 おきの１ちょうめみなみ 沖野一丁目106-23

沖野二丁目公園 おきの２ちょうめ 沖野二丁目123-8

沖野二丁目東公園 おきの２ちょうめひがし 沖野二丁目85-16

沖野三丁目西公園 おきの３ちょうめにし 沖野三丁目308-13

御休場南公園 おやすみばみなみ 若林六丁目36-9

卸町公園 おろしまち 卸町二丁目13

卸町五丁目公園 おろしまち５ちょうめ 卸町五丁目4

卸町東一丁目公園 おろしまちひがし１ちょうめ 卸町東一丁目1005-3

卸町東二丁目公園 おろしまちひがし２ちょうめ 卸町東二丁目4-1

か 海岸公園 かいがん 井土字砂崩１外

海岸公園（荒浜地区） かいがん　あらはまちく 荒浜地内

海岸公園（井土地区） かいがんこうえんいどちく 井土地内
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霞ノ目背戸公園 かすみのめせと 霞目二丁目15-1

蒲北公園 かばきた 蒲町14-7外

蒲北２号公園 かばきた２ごう 蒲町20-4外

蒲町公園 かばのまち 蒲町21-2外

蒲町穴田公園 かばのまちあなだ 蒲町19-17

上飯田一丁目公園 かみいいだ１ちょうめ 上飯田一丁目315-9外

上飯田二丁目上屋敷公園 かみいいだ２ちょうめかみやしき 上飯田二丁目431-4

上飯田二丁目南公園 かみいいだ２ちょうめみなみ 上飯田二丁目216-15

上飯田三丁目公園 かみいいだ３ちょうめ 上飯田三丁目57-22

上飯田三丁目東公園 かみいいだ３ちょうめひがし 上飯田三丁目62-2

上飯田三丁目南公園 かみいいだ３ちょうめみなみ 上飯田三丁目443-18

上飯田大町１号公園 かみいいだおおまち１ごう 上飯田四丁目144-5

上飯田大町２号公園 かみいいだおおまち２ごう 上飯田四丁目155-12

上飯田大町３号公園 かみいいだおおまち３ごう 上飯田四丁目88-29

上飯田大町４号公園 かみいいだおおまち４ごう 上飯田四丁目71-9

上飯田大町５号公園 かみいいだおおまち５ごう 上飯田四丁目76-7

上飯田大町６号公園 かみいいだおおまち６ごう 上飯田四丁目113-13

上飯田大町７号公園 かみいいだおおまち７ごう 上飯田四丁目63-6

上飯田遠西公園 かみいいだとおにし 上飯田一丁目108-6

上飯田遠西２号公園 かみいいだとおにし２ごう 上飯田一丁目76-2

上飯田遠西３号公園 かみいいだとおにし３ごう 上飯田一丁目39-21

上飯田前田公園 かみいいだまえだ 上飯田二丁目24-15

神屋敷北公園 かみやしききた 荒井字神屋敷北97-43外

河原下１０号公園 かわらしも１０ごう 沖野六丁目93-13

河原下１号公園 かわらしも１ごう 沖野六丁目50-3

河原下２号公園 かわらしも２ごう 沖野六丁目125-2

河原下３号公園 かわらしも３ごう 沖野七丁目131-17

河原下４号公園 かわらしも４ごう 沖野六丁目96-6

河原下５号公園 かわらしも５ごう 沖野六丁目18-6

河原下６号公園 かわらしも６ごう 沖野六丁目44-15

河原下７号公園 かわらしも７ごう 沖野六丁目2-5

河原下８号公園 かわらしも８ごう 沖野六丁目30-11

河原下９号公園 かわらしも９ごう 沖野六丁目10-30

き 木ノ下公園 きのした 木ノ下二丁目69

く 久保田公園 くぼた 今泉二丁目51-14外

久保田東公園 くぼたひがし 今泉二丁目6-15

久保田東２号公園 くぼたひがし２ごう 今泉二丁目1-8

久保田東３号公園 くぼたひがし３ごう 今泉字久保田東32-66外

こ 椌木緑地 ごうらきりょくち 椌木通61-13

さ 三ノ坪公園 さんのつぼ 沖野一丁目15-31

し 七郷中央公園 しちごうちゅうおう 蒲町東11-1

柴田町公園 しばたまち 表柴田町12-1

下飯田築道公園 しもいいだつきみち 六郷103-6外

下飯田築道２号公園 しもいいだつきみち２ごう 六郷42-7

白萩公園 しらはぎ 白萩町62

白萩西公園 しらはぎにし 白萩町263

新神柵公園 しんかみさく 沖野二丁目265-5

新寺二丁目蓮池公園 しんてら２ちょうめはすいけ 新寺二丁目4-1
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新寺三丁目公園 しんてら３ちょうめ 新寺三丁目6-1

新寺四丁目公園 しんてら４ちょうめ 新寺四丁目2-2

新寺五丁目公園 しんてら５ちょうめ 新寺五丁目9-3

新寺小路緑道 しんてらこうじりょくどう 新寺二丁目3-9外

た 高田１号公園 たかだ１ごう 上飯田三丁目105-7外

高田２号公園 たかだ２ごう 上飯田三丁目46-3

高田３号公園 たかだ３ごう 上飯田三丁目1-12

高田４号公園 たかだ４ごう 上飯田三丁目33-9

高田５号公園 たかだ５ごう 上飯田三丁目48-13

舘西１号公園 たてにし１ごう 沖野二丁目53-2

舘西２号公園 たてにし２ごう 沖野二丁目82-10

舘西３号公園 たてにし３ごう 沖野二丁目48-14

舘西４号公園 たてにし４ごう 沖野二丁目25-4

舘西５号公園 たてにし５ごう 沖野二丁目36-7

舘西６号公園 たてにし６ごう 沖野七丁目578-6

舘南１号公園 たてみなみ１ごう 沖野六丁目326-11

舘南２号公園 たてみなみ２ごう 沖野六丁目306-5

舘南３号公園 たてみなみ３ごう 沖野六丁目283-40

舘南４号公園 たてみなみ４ごう 沖野七丁目241-48

舘南５号公園 たてみなみ５ごう 沖野六丁目376-25

舘南６号公園 たてみなみ６ごう 沖野六丁目302-14

舘南７号公園 たてみなみ７ごう 沖野七丁目275-11

舘南８号公園 たてみなみ８ごう 沖野六丁目295-17

舘南９号公園 たてみなみ９ごう 沖野六丁目281-13

ち 長喜城公園 ちょうきじょう 長喜城字鉄砲前16-3

て 天神公園 てんじん 上飯田字天神41-26

と 遠見塚一丁目公園 とおみづか１ちょうめ 遠見塚一丁目234-9

遠見塚一丁目２号公園 とおみづか１ちょうめ２ごう 遠見塚一丁目20-7

遠見塚一丁目３号公園 とおみづか１ちょうめ３ごう 遠見塚一丁目18-4

遠見塚一丁目４号公園 とおみづか１ちょうめ４ごう 遠見塚一丁目230-8

遠見塚一丁目５号公園 とおみづか１ちょうめ５ごう 遠見塚一丁目249-24

遠見塚一丁目東公園 とおみづか１ちょうめひがし 遠見塚一丁目242-12

遠見塚二丁目公園 とおみづか２ちょうめ 遠見塚二丁目241-4

遠見塚二丁目２号公園 とおみづか２ちょうめ２ごう 遠見塚二丁目226-11

遠見塚二丁目３号公園 とおみづか２ちょうめ３ごう 遠見塚二丁目404-11

遠見塚二丁目東公園 とおみつか２ちょうめひがし 遠見塚二丁目307-24外

遠見塚二丁目南公園 とおみづか２ちょうめみなみ 遠見塚二丁目267-12

遠見塚東公園 とおみづかひがし 遠見塚東169-5外

土手下中公園 どてしたなか 蒲町512-22外

土手畑１号公園 どてはた１ごう 上飯田二丁目133-7

土手畑２号公園 どてはた２ごう 上飯田二丁目145-29

土手畑３号公園 どてはた３ごう 上飯田二丁目138-11

土手畑４号公園 どてはた４ごう 上飯田二丁目90-4

土手畑５号公園 どてはた５ごう 上飯田二丁目125-6外

土手畑６号公園 どてはた６ごう 上飯田二丁目82-19外

土手畑７号公園 どてはた７ごう 上飯田二丁目59

な 中倉一丁目公園 なかくら１ちょうめ 中倉一丁目102-15

中倉二丁目公園 なかくら２ちょうめ 中倉二丁目201-9
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中柵東１号公園 なかさくひがし１ごう 沖野七丁目147-2

中柵東２号公園 なかさくひがし２ごう 沖野七丁目101-16

中柵東３号公園 なかさくひがし３ごう 沖野三丁目152-10

中柵東４号公園 なかさくひがし４ごう 沖野七丁目54-6外

中柵東５号公園 なかさくひがし５ごう 沖野七丁目134-2

中柵東６号公園 なかさくひがし６ごう 沖野三丁目69-7

中柵東７号公園 なかさくひがし７ごう 沖野三丁目91-5

中柵東８号公園 なかさくひがし８ごう 沖野三丁目73-13

七曲２号公園 なながまがり２ごう かすみ町70-24外

七曲公園 ななまがり かすみ町91-8外

に 二ノ坪公園 にのつぼ 沖野一丁目10-26

二ノ坪２号公園 にのつぼ２ごう 沖野一丁目11-31

ひ 広瀬公園 ひろせ 河原町一丁目7

広瀬川中河原緑地 ひろせがわなかがわらりょくち 南小泉字中河原地先

広瀬川宮沢緑地 ひろせがわみやさわりょくち 堰場地先

広瀬川若林緑地 ひろせがわわかばやしりょくち 若林地先

ふ 古城一丁目公園 ふるじろ１ちょうめ 古城一丁目72-84

文化町公園 ぶんかまち 文化町76-54

文化町２号公園 ぶんかまち２ごう 文化町76-86

文化町３号公園 ぶんかまち３ごう 文化町60-10

ま 松木公園 まつき 大和町五丁目804-2

み 三寿美田公園 みすみだ 中倉三丁目109-8

南鍛冶町公園 みなみかじまち 南鍛冶町97-4

南小泉公園 みなみこいずみ 古城三丁目209-7外

南小泉三丁目公園 みなみこいずみ３ちょうめ 南小泉三丁目129-19外

南材木町公園 みなみざいもくちょう 南材木町62-2

も 門暮１０号公園 もんくれ１０ごう 今泉一丁目45-9

門暮１号公園 もんくれ１ごう 今泉一丁目139-3

門暮２号公園 もんくれ２ごう 今泉一丁目29-4

門暮３号公園 もんくれ３ごう 今泉一丁目75-4

門暮４号公園 もんくれ４ごう 今泉一丁目64-2外

門暮５号公園 もんくれ５ごう 今泉一丁目50-5

門暮６号公園 もんくれ６ごう 今泉一丁目12-19

門暮７号公園 もんくれ７ごう 今泉一丁目86-39

門暮８号公園 もんくれ８ごう 今泉一丁目132-10外

門暮９号公園 もんくれ９ごう 今泉一丁目78

門田東公園 もんでんひがし かすみ町21-13

や 柳公園 やなぎ 大和町三丁目6

山木公園 やまき 上飯田三丁目64-3

山木２号公園 やまき２ごう 上飯田二丁目73-36

山木３号公園 やまき３ごう 上飯田三丁目112-3

山木４号公園 やまき４ごう 上飯田三丁目223-15外

大和町一丁目４号公園 やまとまち１ちょうめ４ごう 大和町一丁目63-4

大和町一丁目北公園 やまとまち１ちょうめきた 大和町一丁目240-6

大和町一丁目東公園 やまとまち１ちょうめひがし 大和町一丁目114-30外

大和町一丁目南公園 やまとまち１ちょうめみなみ 大和町一丁目205-32

大和町二丁目公園 やまとまち２ちょうめ 大和町二丁目53-2

大和町五丁目公園 やまとまち５ちょうめ 大和町五丁目52-9
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大和町五丁目北公園 やまとまち５ちょうめきた 大和町五丁目40-4

大和町五丁目緑地 やまとまち５ちょうめりょくち 大和町五丁目701-6

よ 横堀前公園 よこぼりまえ 上飯田一丁目23-4

横堀前２号公園 よこぼりまえ２ごう 上飯田一丁目55-30

横堀前３号公園 よこぼりまえ３ごう 上飯田一丁目62-3外

横堀前４号公園 よこぼりまえ４ごう 上飯田一丁目5-2外

れ 連坊二丁目公園 れんぼう２ちょうめ 連坊二丁目6-8

連坊あづま公園 れんぼうあづま 連坊二丁目328-1

ろ 六郷東公園 ろくごうひがし 六郷12-1外

六丁の目北町公園 ろくちょうのめきたまち 六丁の目北町9-3

六丁の目中町公園 ろくちょうのめなかまち 六丁の目中町29-1

六丁の目中町西公園 ろくちょうのめなかまちにし 六丁の目中町9-1

六丁の目東公園 ろくちょうのめひがし 六丁目字南119

六丁の目南町公園 ろくちょうのめみなみまち 六丁の目南町6-2

わ 若林公園 わかばやし 若林四丁目43-74

若林一丁目公園 わかばやし１ちょうめ 若林一丁目83-30

若林一丁目北公園 わかばやし１ちょうめきた 若林一丁目79-24

若林三丁目公園 わかばやし３ちょうめ 若林三丁目222-6

若林五丁目公園 わかばやし５ちょうめ 若林五丁目32-16

若林五丁目２号公園 わかばやし５ちょうめ２ごう 若林五丁目113-57

若林五丁目３号公園 わかばやし５ちょうめ３ごう 若林五丁目22-2

若林区5 ページ


