
令和4年4月1日現在

番号 公 園 ・ 調 整 池 名 所 在 地
面積
（㎡）

管理町会
・町内会

備　考
※【　】内は都市公園名

1 中庄公園1 中庄町丁154-13 434 中庄町 ローズタウン

2 中庄公園2 中庄町丙84-3 85 中庄町 緑地

3 中庄公園3 中庄町丁1-15 90 中庄町 緑地

4 福岡公園1 福岡町ハ155-1、738 1,143 福岡町 グリーンタウン　※調整池を含む面積

5 福岡公園2 福岡町甲53-1 375 福岡町 グリーンタウン

6 福岡公園3 福岡町ハ141-5 740 福岡町 グリーンタウン

7 高坂公園1 高坂町ハ99-150 105 高坂・根上町 藤ｹ丘住宅

8 高坂公園2 高坂町ハ99-130 173 高坂・根上町 藤ｹ丘住宅

9 高坂公園3 高坂町イ53-2 外3筆 149 高坂・根上町

10 下ノ江公園1 下ノ江町4-1 1,387 下ノ江町 サンタウン(緑の健康広場)

11 下ノ江公園2 下ノ江町ロ34-1、35-2 444 下ノ江町 サンタウン(児童広場)

12 下ノ江公園3 下ノ江町甲72-17、酉119-13 163 下ノ江町 ホームランド

13 浜開発公園1 浜開発町丁115-11 356 浜開発町 セントラルガーデン

14 大成公園1 大成町３丁目45 799 大成町 あけぼの公園（１号公園）

15 大成公園2 大成町１丁目94 2,172 大成町 中央公園（２号公園）

16 大成公園3 大成町２丁目85 805 大成町 白山公園（３号公園）

17 福島公園1 福島町マ84 717 福島町 福島児童公園　福島住宅（ＪＲ沿い）

18 福島公園2 福島町ソ253-4 194 福島町 アーバンタウン

19 福島公園3 福島町井25-2 153 福島町 アーバンタウン

20 大浜公園1 大浜町ク133 737 大浜町 大釜屋団地

21 大浜公園2 大浜町ム7-16 351 大浜町 はまなす児童館裏

22 大浜公園3 大浜町ク58-10 154 大浜町 大釜屋団地

23 大浜公園4 大浜町フ22-1 269 大浜町 はまなすニュータウン

24 中町公園1 中町ソ90-4 106 中町

25 中町公園2 中町ソ38-4 100 中町

26 中町公園3 中町申46-4 153 中町

27 道林公園1 道林町ト23-5 279 道林町

28 山口公園1 山口町ホ92-59 1,876 山口町 山口保育園横

29 山口公園2 山口カ39 2,149 山口町 区画整理２号公園　※公園の一部は調整池

30 山口公園3 山口ヨ27 1,545 山口町 区画整理１号公園

31 山口公園4 山口タ108 2,458 山口町 区画整理３号公園　※調整池を含む面積
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32 寺井公園1 寺井町る13-6 93 寺井町 【寺井第１街区公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ

33 寺井公園2 寺井町リ24-2 93 寺井町 【寺井第２街区公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ寺井中央

34 寺井公園3 寺井町よ32-11 245 寺井町 【寺井第３街区公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ寺井学校前

35 寺井公園4 寺井町へ59-5 外4筆 123 寺井町 【くたに公園】

36 寺井公園5 東任田町イ19-16 508 寺井町 【寺井北部児童公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞてらい第二

37 寺井公園6 寺井町ロ5-1 348 寺井町 【旭町児童公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞてらい第二

38 寺井公園7 寺井町ほ37-5 156 寺井町 【寺井東公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞﾈｵﾎﾟﾘｽ

39 寺井公園8 寺井町や79 917 寺井町 【寺井山児童公園】

40 寺井公園9 寺井町ウ16-9 150 寺井町 旧寺井保育園前

41 寺井公園10 東任田町イ14-21 101 寺井町

42 小長野公園1 小長野町イ48-4 169 小長野町 【小長野街区公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ長野

43 大長野公園1 大長野町カ43 439 大長野町 【長野児童公園】　三角公園

44 大長野公園2 大長野町ト52-12 364 大長野町 【大長野街区公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ大長野

45 大長野公園3 大長野町ル11 1,523 大長野町 【大長野中央公園】

46 大長野公園4 大長野町ニ24-31、24-32 250 大長野町 白峰ニュータウン

47 大長野公園5 大長野町チ20-49 288 大長野町 オリオン電機跡

48 佐野公園1 佐野町巳12 907 佐野町 【岸山第１公園】　岸山団地

49 佐野公園2 佐野町巳49-1 363 佐野町 【岸山第２公園】　岸山団地

50 佐野公園3 佐野町い47、46 722 佐野町 【河蝉公園】

51 佐野公園4 佐野町ヲ55-1 外23筆 2,221 佐野町 コミュニティ広場整備補助事業

52 湯谷公園1 湯谷町ヘ43-8 212 湯谷町 【湯谷第１公園】

53 湯谷公園2 湯谷町へ37-24 256 湯谷町 【湯谷第２公園】

54 湯谷公園3 湯谷町へ61-10、ホ27-8 270 湯谷町 【湯谷第３公園】

55 湯谷公園4 湯谷町ト174-8、223、224 215 湯谷町 【湯野第１街区公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ湯野台

56 湯谷公園5 湯谷町ト68-4 276 湯谷町 【湯野第２街区公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ湯野台

57 石子公園1 石子町ニ61-10 128 石子町

58 粟生公園1 粟生町西111 998 粟生町 【粟生工業団地公園】

59 粟生公園2 粟生町南42 932 粟生町 【粟生第１児童公園】　ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場

60 粟生公園3 粟生町中53 1,016 粟生町 【粟生中央公園】　粟生少彦名神社横

61 粟生公園4 粟生町中122 545 粟生町 【粟生西公園】　市営粟生北住宅横

62 粟生公園5 粟生町東52 363 粟生町 【粟生東公園】　神社前

63 粟生公園6 粟生町ハ44-4、44-5 146 粟生町 【粟生第３街区公園】

64 粟生公園7 粟生町リ1-13 150 粟生町 ホームランド粟生西　粟生住宅跡

65 粟生公園8 新保町ヲ57-6 110 粟生町 【粟生第２街区公園】

66 三道山公園1 三道山町ヘ38-5 232 三道山町 【三道山公園】　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ三道山

67 三道山公園2 三道山町チ3 674 三道山町 【中部児童公園】

68 三道山公園3 三道山町ホ64-14 100 三道山町 ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ三道山

69 吉光公園1 吉光町ハ47-14 150 吉光町 吉光八幡神社北

70 吉光公園2 吉光町ホ73-12 386 吉光町 吉光八幡神社南　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞしいの木

71 吉光公園3 吉光町ハ102 外4筆 1,650 吉光町 コミュニティ広場整備補助事業

72 吉光公園4 吉光町ハ68-46 外3筆 698 吉光町 吉光八幡神社東　ﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞHappyｽｸｴｱ

73 緑町公園1 東任田町イ55-26 150 緑町 市営緑町住宅南
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74 宮竹公園1 宮竹町イ122-2 177 宮竹町 街並み環境整備事業（１号公園）

75 宮竹公園2 宮竹町イ106 216 宮竹町 街並み環境整備事業（２号公園）

76 宮竹公園3 宮竹町イ91-1 456 宮竹町 街並み環境整備事業（３号公園）

77 宮竹公園4 宮竹町イ31-4 105 宮竹町 街並み環境整備事業（４号公園）

78 宮竹公園5 宮竹町ロ29-1、29-2、30-1、28 1,040 宮竹町 街並み環境整備事業（５号公園）

79 岩内公園1 岩内町イ1-21、1-22 154 岩内町 雇用促進住宅北

80 火釜公園1 火釜町リ21‐64、29‐8 1,321 火釜町 桜花台　調整池兼用

81 山田公園1 三ッ屋町ヘ9‐11 173 山田町 サンクレスト

82 出口公園1 出口町ヘ213‐16 112 出口町

83 出口公園2 出口町119-5 27 出口町 ホームランドリバータウン

84 出口公園3 出口町119-7 412 出口町 ホームランドリバータウン

85 辰口公園1 辰口町172‐46 152 辰口町 ホームランド辰口

86 辰口公園2 辰口町308‐4 207 辰口町 ホームランド辰口

87 辰口公園3 辰口町1213 827 辰口町 辰口区画整理

88 辰口公園4 辰口町1205 872 辰口町 辰口区画整理

89 徳山公園1 徳山町上140-16 340 上徳山町 リーフタウン徳山

90 徳山公園2 徳山町山の部タ2‐29 外2筆 155 下徳山町 ホームタウン徳山

91 徳山公園3 徳山町下1-7 313 下徳山町 ホームランドフォレスト

92 下清水公園1 下清水町イ1‐2 538 下清水町 国有財産（旧堤敷）

93 上清水公園1 上清水町イ114 外 685 上清水町 コミュニティ広場整備補助事業

94 緑が丘公園1 緑が丘１丁目9 1,219 緑が丘 【緑が丘1号公園】

95 緑が丘公園2 緑が丘５丁目7 852 緑が丘 【緑が丘3号公園】

96 緑が丘公園3 緑が丘５丁目31-25 495 緑が丘 【緑が丘4号公園】

97 緑が丘公園4 緑が丘８丁目53 2,242 緑が丘 【緑が丘5号公園】

98 緑が丘公園5 緑が丘８丁目154 1,811 緑が丘 【緑が丘8号公園】

99 緑が丘公園6 緑が丘１１丁目55 1,005 緑が丘 【緑が丘9号公園】

100 緑が丘公園7 緑が丘５丁目34‐2、34-3 109 緑が丘

101 緑が丘公園8 緑が丘７丁目190 120 緑が丘

102 緑が丘公園9 緑が丘５丁目28-54 162 緑が丘 加賀白山荘跡

103 松が岡公園1 松が岡２丁目23 2,165 松が岡 【松が岡1号公園】

104 松が岡公園2 松が岡５丁目176 292 松が岡 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾊｳｽ

105 和光台公園1 和光台１丁目114 2,115 和光台 【和光台1号公園】

106 和光台公園2 和光台５丁目120 2,002 和光台 【和光台3号公園】
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1 大成調整池1 大成町３丁目45 799 大成町 区画整理　あけぼの公園（１号公園）兼用

2 大成調整池2 大成町１丁目94 2,172 大成町 区画整理　中央公園（２号公園）兼用

3 大成調整池3 大成町２丁目85 805 大成町 区画整理　白山公園（３号公園）兼用

4 福岡調整池1 福岡町ハ67-1 外2筆 1,113 福岡町 グリーンタウン

5 福岡調整池2 福岡町ハ155-1、738 1,143 福岡町 グリーンタウン　※公園を含む面積

6 福岡調整池3 福岡町ハ97-10 463 福岡町 グリーンタウン

7 福岡調整池4 福岡町ハ94-5 112 福岡町 グリーンタウン

8 山口調整池1 山口町タ108 2,458 山口町 区画整理　３号公園の一部

9 山口調整池2 山口町カ12 外27筆 6,068 山口町 区画整理　２号公園の一部を含む

10 寺井調整池1 寺井町中208 2,471 寺井町 区画整理　多目的ホール駐車場兼用

11 大長野調整池1 大長野町チ20-7、20-51 830 大長野町 オリオン電機跡

12 石子調整池1 石子町ニ61-9、91-9 392 石子町

13 吉光調整池1 吉光町ホ7-27 797 吉光町 ホームランドしいの木

14 吉光調整池2 吉光町ハ69-19 730 吉光町 ホームランドHappyスクエア

15 火釜調整池1 火釜町リ21-64、29-8 1,321 火釜町 桜花台　公園兼用

16 出口調整池1 出口町119-9 1,201 出口町 ホームランドリバータウン

17 下徳山調整池1 徳山町下6-18 672 下徳山町 ホームランドフォレスト

18 緑が丘調整池1 緑が丘５丁目28-53 201 緑が丘 加賀白山荘跡


