
児童遊園一覧（あいうえお順） ※令和2年6月時点

校区 公　　園　　名 位置 開設年月日 面積（㎡）

昭和 赤松第１ 大畑町赤松11-27 H2.6.27 998.00

昭和 赤松第２ 大畑町赤松7-4・7-36 H6.3.22 207.67

小泉 赤坂町５丁目 赤坂町5-1-86 S62.3.16 424.00

小泉 赤坂町５丁目第２
平井町5-150-28・5-150-27
赤坂町5-1-51・5-1-50

S63.1.23 215.47

小泉 赤坂町６丁目 赤坂町6-2-58 S63.1.13 599.00

小泉 赤坂町８丁目 赤坂町８丁目175-42 H4.2.27 616.00

北栄 旭ケ丘７丁目 旭ケ丘7-16-52 S53.4.1 842.87

北栄 旭ケ丘７丁目第２ 旭ケ丘7-10-25 H24.11.30 292.00

北栄 旭ケ丘９丁目 旭ケ丘９丁目5-82 H10.6 284.91

北栄 旭ケ丘９丁目第２ 旭ケ丘９丁目5-108 H10.6 200.01

北栄 旭ケ丘１丁目 旭ケ丘１丁目８６番地１４ H23.5.30 488.00

北栄 旭ケ丘８丁目第１ 旭ケ丘８丁目29-305 S55.4.1 402.00

北栄 旭ケ丘８丁目第２ 旭ケ丘8-29-325・8-30-18 S55.4.1 226.70

北栄 旭ケ丘１０丁目 旭ケ丘10-2-250 不明 836.49

市之倉 市之倉１丁目 市之倉町１丁目1-69 H11.3.23 250.00

市之倉 市之倉７丁目 市之倉町7-175-200 S55.1.12 380.00

市之倉 市之倉町８丁目 市之倉町８丁目3-16 不明 355.67

市之倉 市之倉７丁目ポケットパーク 市之倉町7-192-120 調査中 678.17

池田 池田 池田町4-148-1・4-149-2 不明 247.93

南姫 円田 大薮町字円田1634-7 不明 252.00

昭和 大畑 大畑町1-156-1・1-157-1 S45.2.13 685.00

昭和 大畑５丁目 大畑町５丁目8-5・11-29 H4.6.8 298.41

昭和 大畑５丁目第２ 大畑町５丁目 H7.12.25 296.00

昭和 大畑５丁目第３ 大畑町５丁目135-12 H20.9.25 537.34

小泉 大原 大原町1-10-34 S50.11.25 303.00

小泉 大原町７丁目 大原町７丁目157-3 H9.6.23 184.13

小泉 大原東 大原町１丁目46-26 不明 203.00

南姫 大藪桜 大薮町桜340-23 H10.7.31 265.63

南姫 大針 大針町屋作191-40・191-45 H10 275.26

精華 金岡 金岡町３丁目95-2 H4.11 188.10

昭和 京町
京町１丁目8-1・9-1・9-4・10・
213-1・214-4

不明 383.00

池田 喜多町５丁目 喜多町５丁目50-1・50-2 不明 198.33

根本 北丘４丁目 北丘町4-17-157 S55.10.1 635.00

根本 北丘町６丁目 北丘町6-30-13・7-6-151・8-1-441 S55.10.1 794.27

滝呂 けやき広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.11

養正 虎渓大橋下
生田町２丁目61-3・61-5・62-2・
63・64・65・66-2・68-2・86-2

S52.12.1 612.00

滝呂 こども広場 滝呂町１７丁目60番地2 H19.3.31 308.47

滝呂 こもん 滝呂町９丁目155-205 H20.10.1 889.00

小泉 小泉町６丁目 小泉町６丁目115-40 H8.11.25 266.11

小泉 小泉７丁目 小泉町７丁目46-3・46-4 調査中 453.89

養正 坂上南 坂上町4-19・4-20・4-22 不明 713.05

養正 坂上６丁目 坂上町6-1-7 H26.5.1 280.71

滝呂 さざんか広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.06

池田 三の倉 三の倉町 不明 1437.87



小泉 ちびっこ広場 幸町4-44-2 不明 500.00

小泉 幸町４丁目 幸町４丁目12-5 不明 781.00

小泉 幸町６丁目 幸町6-26-21 S51.12.14 136.00

小泉 幸町６丁目第２ 幸町６丁目3-79 H4.10.26 150.50

小泉 幸町６丁目第３ 幸町６丁目1-22 不明 177.20

小泉 幸町高架下 幸町２丁目12他 調査中 1987.23

小泉 幸町５丁目 幸町５丁目1-139他 調査中 753.37

養正 下沢 下沢町1-19-77 S44 326.96

養正 下沢４丁目 下沢町4-31-4 S54.1.30 804.33

養正 下沢１丁目第2 下沢町１丁目18-1 H21.9.8 537.34

滝呂 しゃらのき広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.01

滝呂 しでこぶし広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.03

根本 新明第１ 明和町3-1-197 不明 562.00

根本 新明第２ 明和町2-22-130 S51.1.12 787.00

根本 新明第３ 明和町2-22-158 不明 524.00

根本 新明第４ 明和町2-22-187 S51.1.12 439.00

根本 松風台 松坂町4-8-163・4-14-3・4-13-3 不明 868.00

根本 松風台第６ 松坂町4-7-47 不明 902.00

根本 昭栄町 昭栄町90-151 不明 753.24

南姫 下迫間 大薮町下迫間洞68-27 不明 152.00

南姫 台第３ 大針町6-68 H11.8.17 360.03

養正 滝呂９丁目 滝呂町9-4-97 S54.1.30 627.70

昭和 田代町 田代町2-20 不明 333.00

滝呂 滝呂町１２丁目 滝呂町12-148-1178 S52.9.1 180.00

滝呂 滝呂町１２丁目第２ 滝呂町12-148-1219・12-148-1220 不明 313.00

滝呂 滝呂町１２丁目第３ 滝呂町１２丁目148-1267 不明 224.71

滝呂 滝呂町１２丁目第４ 滝呂町１２丁目148-1352 H25.8.23 206.00

共栄 高田１１丁目 高田町１１丁目5-157・5-179・5-180 H2.12.13 161.54

共栄 高田１１丁目第３ 高田町１１丁目7-41 不明 570.94

南姫 台 大針町字台5-84 S53.9.25 204.39

南姫 台第２ 大針町字台6-20 H10 319.00

滝呂 どんぐり広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.03

北栄 どんぐり広場 旭ケ丘8-1-55 S55.5.26 661.17

昭和 西仲根 大畑町大洞43-57 S52.6.22 368.00

根本 根本町１丁目 根本町１丁目84-40 不明 252.12

根本 根本 根本町2-154 不明 621.00

根本 根本１丁目 根本１丁目7-11 H1.8.30 547.78

根本 根本５丁目 根本町5-16-4 不明 573.92

根本 根本９丁目 根本町9-25-11 S61.8.12 150.00

養正 平野２丁目 平野町2-44-6 S38.12.15 174.31

養正 平野４丁目 平野町４丁目18 不明 177.96

滝呂 ひいらぎ広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.25

小泉 平井町６丁目 平井町６丁目3-10　外７筆 H7.6.19 317.00

小泉 平井町６丁目第２ 平井町６丁目88-21 H26.6.25 200.00

北栄 ひまわり広場 旭ケ丘7-26-44・7-26-43 不明 857.71

南姫 姫町７丁目 姫町７丁目188-50 H8.8.6 966.73

南姫 姫町７丁目第2 姫町７丁目102-47 調査中 1081.00

池田 富士見町３丁目 富士見町３丁目15-28・15-41 不明 275.47

養正 星ケ台 星ケ台2-64・2-102-2 S30 480.00

養正 星ケ台１丁目 星ケ台1-5-8 S61.12.6 547.94



養正 星ケ台３丁目 星ケ台3-10-42 S55.10.20 846.00

滝呂 ほおのき広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.04

池田 前畑 前畑町5-21 不明 288.00

根本 松坂 松坂町1-12-1 不明 400.00

根本 松坂第４ 松坂町4-2-40 不明 758.00

根本 松坂町４丁目 松坂町4-13-21・4-13-26・4-13-27 H1.12.11 156.34

根本 松坂町１丁目 松坂町１丁目44-1・44-14 H6.12.16 800.00

根本 松坂西 松坂町２丁目1-5・9-1 Ｈ10.4 936.90

根本 松阪町５丁目 松坂町５丁目11-34 Ｈ14.10 673.06

養正 美坂 美坂町5-7・5-9 不明 184.64

南姫 南姫 姫町1-1 S60.3.30 239.80

養正 明治町 明治町1-24・1-25・1-26-2 不明 302.47

根本 明和２丁目 明和町2-29-14 S50.7.7 764.00

根本 明和町２丁目第２ 明和町２丁目６３－３０ 不明 268.91

根本 明和３丁目 明和町3-26-131 S50.12.26 186.00

北栄 明和町６丁目 明和町6-16-11 S55.10.28 458.50

北栄 明和町６丁目第2
明和町6-12-9,12-17,16-29,16-30,16-33,16-
34,13-18,13-20

H19.1.12 200.94

養正 元町 元町2-17 S49.7.30 95.86

滝呂 もくせい広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.39

養正 やまぶき 山吹町3丁目1-9 H10.11.17 2478.54

養正 山吹テクノ北 山吹町1丁目1-21 H23.4.1 4282.51

養正 山吹テクノ南 山吹町1丁目1-1-8 H23.4.1 2756.70

滝呂 やまもも広場 滝呂町１７丁目 H5.8.31 345.02

笠原 歴史公園 笠原町3094-4・3091-8 H18.7.4 334.62

脇之島 脇之島北第１ 脇之島町6-22-14 S60.3.30 125.00

脇之島 脇之島北第３ 脇之島町6-22-21 S60.3.30 98.00

脇之島 脇之島北第４ 脇之島町6-42 S60.3.30 203.00

脇之島 脇之島北第６ 脇之島町5-7-8 S60.3.30 824.00

脇之島 脇之島北第７ 脇之島町5-7-17 S60.3.30 196.00

脇之島 脇之島北第９ 脇之島町4-5-14 S60.3.30 325.00

脇之島 脇之島北第１０ 脇之島町4-1-14 S60.3.30 229.00

脇之島 脇之島北第１１ 脇之島町4-1-35 S60.3.30 99.00

脇之島 脇之島北第１２ 脇之島町4-1-43 S60.3.30 88.00

脇之島 脇之島北第１３ 脇之島町6-22-101 S60.3.30 560.40

脇之島 脇之島南第１ 脇之島町7-25-16 S58.3.19 519.00

脇之島 脇之島南第２ 脇之島町7-26-1 S58.3.19 674.00

脇之島 脇之島南第３ 脇之島町7-27-3 S58.3.19 670.00

脇之島 脇之島南第４ 脇之島町7-13-9 S58.3.19 152.00

脇之島 脇之島南第５ 脇之島町7-13-1 S58.3.19 211.00

脇之島 脇之島南第６ 脇之島町7-35-11 S58.3.19 260.00

脇之島 脇之島南第７ 脇之島町7-45-11 S58.3.19 132.00

脇之島 脇之島南第８ 脇之島町7-54-10 S58.3.19 265.00

脇之島 脇之島南第９ 脇之島町7-43-11 S58.3.19 250.00

脇之島 脇之島南第１０ 脇之島町7-56-10 S58.3.19 283.00

脇之島 脇之島南第１１ 脇之島町8-83-9 S58.3.19 598.00

69,177.18児童遊園　合計　139


