
都市公園一覧表

番号 種類 名　　　　　称 所     在    地 番号 種類 名　　　　　称 所     在    地

1 街区 桃山公園 桃山町四丁目202 45 街区 深廻間公園 柊山町四丁目109

2 街区 立合池公園 共和町四丁目31 46 街区 みはらし公園 柊山町三丁目169

3 街区 中高根公園 共和町四丁目97 47 街区 一ツ屋公園 一屋町二丁目4

4 街区 丸池公園 共和町二丁目3－1 48 街区 鞍流瀬川公園 一屋町一丁目208

5 街区 向江公園 共和町五丁目92 49 街区 山祗公園 追分町六丁目483

6 街区 五ツ屋公園 共和町三丁目26－１ 50 街区 澄池公園 追分町三丁目413

7 街区 六果園公園 桃山町一丁目3－１ 51 街区 一の谷公園 共和町四丁目666

8 街区 瀬戸池公園 共栄町三丁目9－1 52 街区 奥谷公園 共西町五丁目340

9 街区 三ツ屋公園 共栄町七丁目5－1 53 街区 共和西公園 共西町四丁目503

10 街区 高見公園 共栄町九丁目6－1 54 近隣 八ツ屋大池公園 共西町二丁目306

11 近隣 大倉公園 桃山町五丁目74 55 街区 てるへい公園 共西町三丁目501

12 街区 三ツ池公園 東新町一丁目215 56 緑地 白魦池緑地 長草町東忍場2番1他

13 街区 追分公園 追分町一丁目133 57 緑地 北崎大池・星名池緑地 北崎町梨ノ木1番他

14 街区 上敷公園 東新町二丁目218 58 緑地 奥池緑地 桜木町一丁目14番他

15 街区 大門公園 追分町一丁目42 59 緑地 神様池緑地 宮内町二丁目10番

16 街区 矢戸公園 江端町二丁目92 60 緑地 車池緑地 柊山町八丁目1番

17 街区 みどり公園 江端町三丁目199 61 広場 川池ちびっ子広場 若草町一丁目231

18 街区 大峯公園 江端町五丁目111 62 広場 狐山１ちびっ子広場 横根町狐山117－131

19 街区 八百目南公園 吉田町六丁目207 63 広場 高根山ちびっ子広場 北崎町六丁目145

20 街区 伊勢木公園 月見町六丁目67 64 広場 寺田ちびっ子広場 横根町寺田33－1

21 街区 藤池公園 江端町六丁目10 65 広場 梶田１ちびっ子広場 梶田町三丁目38

22 街区 向畑公園 中央町六丁目260 66 広場 北山ちびっ子広場 北山町三丁目223

23 近隣 江端公園 江端町四丁目118 67 広場 坊主山ちびっ子広場 横根町坊主山１－625

24 街区 清蔵公園 月見町三丁目19 68 広場 エギ山ちびっ子広場 追分町四丁目49－18

25 街区 東新公園 東新町六丁目487 69 広場 ネオタウン共和ちびっ子広場 共西町五丁目67－11

26 街区 石亀公園 若草町二丁目204 70 広場 上徳ちびっ子広場 共和町上徳5－19

27 街区 ヲシロ公園 大東町一丁目665 71 広場 新池第２ちびっ子広場 長草町新池119

28 街区 アラタ公園 大東町三丁目194 72 広場 つつじが丘Aちびっ子広場 高丘町三丁目412

29 街区 宮前公園 共栄町四丁目334 73 広場 つつじが丘Bちびっ子広場 高丘町三丁目407

30 街区 狐山公園 横根町狐山９７番３３ 74 広場 大日ちびっ子広場 桜木町二丁目4

31 街区 丸山公園 共栄町六丁目440 75 広場 深廻間ちびっ子広場 柊山町八丁目176

32 街区 梶田公園 梶田町６丁目297 76 広場 深田ちびっ子広場 森岡町四丁目926、932、946

33 総合 大府みどり公園 北崎町大根２番地の１９３ 77 広場 新池ポケットパーク 大東町一丁目390

34 総合 二ツ池公園 横根町名高山８８番地の１ 78 広場 ガーデンタウンポケットパーク 森岡町四丁目329

35 街区 茶屋公園 共和町茶屋231 79 広場 ガーデンタウンⅢポケットパーク若草町四丁目239－28

36 街区 若草公園 若草町一丁目1107 80 広場 愛原Ⅰポケットパーク 共西町七丁目183－18

37 街区 森岡平子公園 森岡町二丁目66 81 広場 神明ポケットパーク 半月町一丁目158－2

38 街区 海陸庵公園 森岡町六丁目23 82 広場 サンガーデンポケットパーク 横根町山ノ後110－39

39 街区 花咲台公園 柊山町一丁目134 83 広場 箕手ポケットパーク 横根町箕手102－1

40 街区 神明公園 半月町二丁目77 84 広場 木の山１号ポケットパーク 共和町西流レ89－9

41 街区 赤羽根公園 吉川町三丁目600 85 広場 木の山２号ポケットパーク 共和町西流レ81－8

42 街区 羽根山公園 横根町羽根山288 86 広場 横根ポケットパーク 横根町箕手69－19

43 街区 桐山公園 柊山町六丁目74 87 広場 長根ポケットパーク 長根町二丁目178-33

44 街区 車池公園 柊山町七丁目212 88 広場 坊主山公園 横根町坊主山１－611、573、575


