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1 街区 前山公園 松山町二丁目1248番2 1,441 昭和46．3．11

2 街区 材木町第一公園 材木町4219番2 1,642 昭和52．2．6

3 街区 御茶山町児童公園 御茶山町12番 3,040 昭和54．4．25

4 街区 六反町児童公園 六反町12番１ 2,994 昭和54．4．25

5 街区 新宿町児童公園 新宿町21番 3,141 昭和54．4．25

6 街区 山崎町児童公園 山崎町11番 5,400 平成9．4．1

7 街区 箭弓町第一公園 箭弓町一丁目5253番１ 2,966 昭和52．2．6

8 街区 稲荷林公園 元宿一丁目27番 8,100 平成1．9．15

9 街区 中通公園 元宿二丁目24番 1,696 平成1．6．1

10 街区 西久保公園 元宿一丁目37番 1,499 平成1．6．1

11 街区 大門公園 元宿二丁目7番-2 1,149 平成2．4．1

12 街区 上後原公園 元宿一丁目4番 1,000 平成1．6．1

13 街区 前通公園 元宿二丁目28番 999 平成4．4．1

14 近隣 新郷公園 大字新郷88番13 10,310 昭和52．8．1

15 近隣 五領町近隣公園 五領町8番 21,310 昭和54.4.25

16 近隣 高坂丘陵一号公園（松風公園） 松風台7番 28,294 昭和60．4．1

17 近隣 高坂丘陵二号公園（千年谷公園） 旗立台1番 33,701 昭和60．4．1

18 近隣 五領沼公園 若松町一丁目1011番地 8,500 平成9．4．1

19 地区 駒形公園 大字下唐子775番ほか 56,186 昭和49.6.20

20 地区 唐子中央公園 大字下唐子1169番地1ほか 41,150 平成10．4．1

21 総合 物見山公園 大字岩殿、石坂地内 89,834 平成5．4．1

22 運動 岩鼻運動公園 大字松山2681番ほか 172,649 昭和41.7.15

23 都緑 下沼公園 本町二丁目5187番１ 8,228 昭和56．5．1

24 都緑 高坂丘陵一号緑地（松風公園） 桜山台5番 29,330 昭和60．4．1

25 都緑 高坂丘陵ニ号緑地（千年谷公園） 旗立台22番 28,930 昭和60．4．1

26 都緑 松本町一丁目緑地 松本町一丁目4695番４ 1,420 昭和60．4．1

27 都緑 上沼公園 本町一丁目4338番１他 8,834 昭和60．4．1

28 街区 雲っこひろば 松風台6番 2,970 昭和60．4．1

29 街区 あんず公園 白山台18番　及び　52番1 2,505 昭和60．4．1

30 街区 かきの木公園 松風台11番 2,700 昭和60．4．1

31 街区 ゆすらうめ公園 桜山台9番 3,823 昭和60．4．1

32 街区 くりの実公園 桜山台30番 4,828 昭和60．4．1

33 街区 五領町南児童公園 五領町20番21　及び21番11，21番25 6,618 平成5．6．1

⻑寿命化対策公園⼀覧
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34 街区 殿山北公園 殿山町17番 2,500 昭和61．4．1

35 街区 諏訪公園 小松原町16番 2,598 昭和62．4．1

36 街区 小松原公園 小松原町6番 2,397 昭和62．4．1

37 街区 なつめ公園 旗立台31番 2,970 昭和62．4．1

38 街区 やまもも公園 白山台3番　及び　34番1 2,928 昭和62．4．1

39 街区 殿山南公園 殿山町5番 4,297 昭和63．4．1

40 街区 沢口南公園 沢口町3番 3,999 昭和63．4．1

41 街区 沢口北公園 沢口町23番 2,500 昭和63．4．1

42 街区 若松町二丁目児童公園 若松町二丁目11番24 172 平成1．6．1

43 街区 五領町北児童公園 五領町12番97号 1,971 平成4．4．1

44 街区 幸町第一街区公園 幸町1949番5 322 平成6．10．1

45 街区 幸町第二街区公園 幸町1936番19 160 平成6．10．1

46 街区 東平松原街区公園 大字東平1717番2 1,033 平成6．10．1

47 街区 松本町二丁目街区公園 松本町二丁目741番6 144 平成6．10．1

48 街区 松山町二丁目第一街区公園 松山町二丁目1217番54 101 平成8．4．1

49 街区 若宮児童公園 大字石橋字若宮2221番32,47 279 平成8．4．1

50 街区 本町一丁目第一街区公園 本町一丁目4646番4 100 平成10．4．1

51 街区 若宮第２街区公園 大字石橋2239番73 100 平成10．4．1

52 街区 松本町一丁目街区公園 松本町一丁目4651番37 193 平成12．11．1

53 街区 若松町一丁目街区公園 若松町一丁目1046番8 90 平成12．11．1

54 街区 神明町一丁目第１街区公園 神明町一丁目5059番7，8 218 平成11．4．1

55 都緑 殿山緑地 殿山町11番１他 31,084 昭和63．4．1

56 都緑 東松山ぼたん園 大字大谷1148番1他 53,986 平成2．4．1

57 街区 砂田第２公園 砂田町7番地 1,483 平成14．7．1

58 街区 砂田第１公園 砂田町4番地 1,129 平成16.7.20

59 街区 神明町二丁目第１街区公園 神明町2丁目4998番10 198 平成17.12.20

60 街区 石橋第１街区公園 大字石橋2201番他 297 平成17.12.20

61 街区 美土里町第１街区公園 美土里町2045番4 124 平成17.12.20

62 街区 まきの木公園 箭弓町三丁目9-2 2,560 平成18.3.24

63 街区 和泉町第一街区公園 和泉町1639番84 130 平成19.3.1

64 街区 東平第一街区公園 大字東平2160番23 117 平成20.3.10

65 街区 箭弓町二丁目第一街区公園 箭弓町二丁目5596番8 133 平成20.3.10

66 街区 下青鳥第一街区公園 大字下青鳥二ツ塚194番14 110 平成20.3.10

67 街区 しんめい広場 神明町二丁目5026番地 954 平成20.5.20

68 街区 石橋第2街区公園 大字石橋1420番20 167 平成20.12.1

69 街区 松山町三丁目第１街区公園 松山町三丁目1153番14 195 平成20.12.1



70 街区 上野本第１街区公園 大字上野本1980番6 191 平成22.2.1

71 街区 市ノ川第１街区公園 大字市ノ川字中耕地635番9 101 平成22.2.1

72 近隣 折本山公園 あずま町四丁目６ 11,746 平成22.4.1

73 街区
高坂駅東口第二地区２号街区公園(七清水せ
せらぎ緑道) あずま町二丁目２２－１ 2,429 平成22.4.1

74 街区
高坂駅東口第二地区３０街区公園（高坂うらら花
公園）

あずま町二丁目１３－６ 330 平成22.9.1

75 街区 石橋第３街区公園 大字石橋１８１５番１５
168

平成22.10.20

76 近隣 市野川近隣公園 大字市ノ川７８９－３２外 7,994 平成23.7.1

77 街区 むらさき公園（市の川１号街区） 加美町８７４-１外 1,222 平成23.7.1

78 街区 加美町公園（市の川２号街区） 加美町３１０４－１外 1,212 平成23.7.1

79 街区 石橋第４街区公園 大字石橋字宿浦１７４５番１０
111

平成23.8.1

80 街区 高坂駅東口第二地区１号街区公園（川風公園） あずま町一丁目１９ 4,711 平成23.12.1

81 街区 ばんどう山第1公園 坂東山9番地 6,802 平成26.8.8

82 街区 ばんどう山第2公園 坂東山13番地 8,163 平成26.8.8

83 街区 松葉町第１街区公園 松葉町三丁目３６１８番４０ 110 平成26.6.20

84 街区 日吉町第１街区公園 日吉町３２６６番９ 165 平成27.3.23

85 街区 向山街区公園
大字上野本２１４０番３及び５
大字上野本１５９０番６３ 255 平成27.3.23

86 街区 松本町二丁目第２街区公園 松本町二丁目７３２番６０ 240 平成27.3.23

87 街区 大黒部中央公園 大字宮鼻1,020番地3外 1,793 平成27.3.23

88 街区 どんぐりやま公園 大字毛塚763番地6外 3,394 平成27.3.26

89 都緑 市民の森 大字岩殿1738番１ 319,050 平成12.4.1

90 街区 石橋第５街区公園 大字石橋1684番37 216.77 平成27. 6. 8

91 街区 市ノ川氷川公園 大字市ノ川649番1 142.91 平成28. 2. 1

92 街区 高三中央公園 大字高坂字三番町1026番地2号外 1,399.96 平成28. 3.25

93 街区 仲田町第１公園 大字松山930番1外 2,096.00 平成29. 3.21

94 街区 仲田町第２公園 大字松山846番外 1,873.00 平成29. 3.21

95 街区 滝仲公園 大字石橋字1132番3他 104.00 平成29. 8. 1

96 街区 天王町公園 大字高坂881番7ほか 1,226.00 平成30．4．2

97 街区 見晴台公園 大字市ノ川254番23,28 552.16 平成30.10. 3

98 街区 野田見晴らし公園 大字野田1206番28 125.00 平成30.10. 3

99 近隣 さくら坂公園 大字高坂字弐番町840番地ほか 10,000.00 平成31.3.25

100 街区 高一公園 大字高坂字壱番町800番3外 1,417.86 令和2.3.26

101 街区 やつるぎ公園 大字高坂字参番町1037番1外 2,993.16 令和2.3.26


