
都市公園一覧(あいうえお順） ※令和2年6月時点

校区 公園種別 公　　園　　名 位置 開設年月日 面積（㎡）

養正 近隣公園 安土桃山陶磁の里公園 東町１丁目9-32
Ｈ3.4.1
Ｈ6.4.1

19,550.22

小泉 街区公園 赤坂公園 赤坂町９丁目112-32 H9.4.1 1,499.00

根本 街区公園 旭ケ丘北公園 旭ケ丘６丁目5-1 S58.3.19 1,544.42

北栄 地区公園 旭ケ丘公園 旭ケ丘１０丁目6-83
Ｓ54.7.16
Ｓ55.4.1
Ｓ58.3.19

70,182.04

養正 都市公園以外の公園 生田公園 東町３丁目9 S57.4.1 14,838.14

市之倉 街区公園 市之倉公園 市之倉町７丁目175-18 S55.4.1 3,910.02

市之倉 街区公園 市之倉西第１公園 市之倉町１２丁目353-246 S59.3.27 1,910.44

市之倉 街区公園 市之倉西第２公園 市之倉町１２丁目353-291 S59.3.27 2,542.85

市之倉 街区公園 市之倉西第３公園 市之倉町１２丁目353-8 S59.3.27 4,267.38

市之倉 街区公園 市之倉西第４公園 市之倉町１３丁目83-526 S59.3.27 1,000.86

市之倉 街区公園 市之倉西第５公園 市之倉町１３丁目83-339 S59.3.27 2,802.62

市之倉 街区公園 市之倉西第６公園 市之倉町１３丁目83-184 S59.3.27 1,047.84

市之倉 街区公園 市之倉東公園 市之倉町１丁目2-2 S63.3.31 2,796.49

市之倉 街区公園 市之倉西第７公園 市之倉町１２丁目331-16 H4.4.1 2,948.87

市之倉 街区公園 市之倉西第８公園 市之倉町１１丁目192-140 H11.3.23 1,234.28

精華 街区公園 上野公園 上野町４丁目20 H3.4.1 1,002.10

精華 街区公園 駅北第1公園 白山町1丁目213 H29.9.1 1,417.13

精華 街区公園 駅北第2公園 白山町1丁目204 H28.5.25 996.54

精華 街区公園 駅北第3公園 音羽町1丁目241 H29.9.1 1,189.29

昭和 街区公園 大洞第１公園 大畑町大洞31-163 S62.3.31 1,731.82

昭和 街区公園 大洞第２公園 大畑町大洞31-148 S62.3.31 1,009.82

昭和 街区公園 大洞第３公園 大畑町大洞3-70 S63.3.31 1,325.97

共栄 街区公園 小名田公園 小名田町３丁目206-1 S60.3.30 2,539.67

共栄 街区公園 小名田東第１公園 小名田町６丁目342 H1.3.31 3,141.68

共栄 街区公園 小名田東第２公園 小名田町６丁目343 H1.3.31 1,393.75

共栄 街区公園 小名田西第１公園 小名田町７丁目55 H13.3.30 9,415.89

共栄 街区公園 小名田西第２公園 小名田町７丁目24-12 H13.3.30 1,051.95

共栄 街区公園 小名田西第３公園 小名田町７丁目21-1 H13.3.30 1,004.60

共栄 都市緑地 小名田緑地 小名田町小滝5-419 H6.4.1 7,412.64

精華 都市緑地 音羽緑地 音羽町４丁目58 S59.3.27 734.30

笠原 街区公園 笠原陶ケ丘公園 笠原町3239 H5.6.1 6,400.00

笠原 街区公園 笠原平下公園 笠原町992-1 S47.2.28 1,198.90

笠原 街区公園 笠原西ヶ平公園 笠原町4106-276 S47.2.28 493.45

笠原 街区公園 笠原草口公園 笠原町948-21 S47.3.30 488.90

笠原 街区公園 笠原下原公園 笠原町1264 S47.3.30 1,129.80

笠原 街区公園 笠原上原上公園 笠原町1023-1・1023-8・1023-9 S48.12.11 1,018.70

笠原 街区公園 笠原向島公園 笠原町1675-1 S48.12.11 209.30



笠原 街区公園 笠原平園公園 笠原町4106-11 S49.4.1 457.10

笠原 街区公園 笠原梅平公園 笠原町4024-378 S50.3.1 1,206.50

笠原 街区公園 笠原花・水・樹ふれあいパーク 笠原町991-1 H9.3.31 9,780.00

笠原 街区公園 笠原上原さくら公園 笠原町2455-22 H13.3.31 917.00

笠原 街区公園 笠原神戸・栄記念公園 笠原町2200-109 H31.4.1 2,202.60

笠原 街区公園 笠原セラタウン第１公園 笠原町2455-587 H15.4.1 935.33

笠原 街区公園 笠原セラタウン第２公園 笠原町2455-519 H15.4.1 937.03

笠原 街区公園 笠原セラタウン第３公園 笠原町2455-528 H15.4.1 935.73

笠原 街区公園 笠原セラタウン第４公園 笠原町2455-662 H15.4.1 1,298.59

笠原 街区公園 笠原セラタウン第５公園 笠原町2455-665 H15.4.1 6,893.00

笠原 街区公園 笠原権現公園
笠原町神戸・栄土地区画整理
地内4.14街区

H28.4.1 1,279.04

笠原 近隣公園 笠原森下公園 笠原町1265-1 S34.4.1 30,005.30

笠原 地区公園 笠原運動公園 笠原町4024-25・4164-1 S48.5.14 57,833.64

共栄 近隣公園 共栄公園 高田町２丁目1-1
Ｈ6.4.1
Ｈ7.6.1
Ｈ8.4.1

18,482.00

池田 都市緑地 喜多緑地
喜多町８・９・１０丁目
池田町１０丁目

H18.4.29 292,204.44

池田 特殊公園 喜多町西遺跡公園 喜多町７丁目64 H11.3.23 2,021.11

根本 街区公園 北丘第１公園 北丘町８丁目1-2 S55.4.1 1,161.18

根本 街区公園 北丘第２公園 北丘町８丁目1-107 S55.4.1 1,527.58

根本 街区公園 北丘第３公園 北丘町５丁目2-12 S55.10.1 1,248.84

根本 街区公園 北丘西公園 北丘町８丁目1-287 S56.3.26 1,672.86

根本 街区公園 北丘中央公園 北丘町８丁目1-420 S56.3.26 5,665.53

根本 街区公園 北丘第４公園 北丘町５丁目2-110 S63.3.31 1,472.55

北栄 街区公園 希望ヶ丘第２公園 希望ヶ丘１丁目29 S62.3.31 1,500.82

北栄 街区公園 希望ヶ丘第１公園 希望ヶ丘２丁目49 S63.3.31 7,331.50

市之倉 近隣公園 古虎渓公園 市之倉町１３丁目20 S45.4.1 7,212.65

精華 総合公園 虎渓公園 弁天町３丁目40-1 S45.4.1 62,453.39

小泉 街区公園 小泉公園 小泉町２丁目170-5 H18.4.16 4,899.43

北栄 街区公園 小滝第１公園 小名田町小滝1-152
Ｓ55.4.1
Ｓ55.10.1

1,565.92

北栄 街区公園 小滝第２公園 小名田町小滝5-271 S55.9.30 3,184.39

養正 街区公園 坂上公園 坂上町６丁目34-1 S34.4.1 2,572.96

養正 街区公園 坂上湧水公園 坂上町９丁目76-2 H14.3.29 3,568.39

小泉 街区公園 幸公園 幸町５丁目1-125 S62.3.31 1,594.69

養正 街区公園 神明公園 上町４丁目21 S45.4.1 3,525.45

昭和 街区公園 昭和公園 昭和町1-1 S57.3.30 2,168.90

小泉 街区公園 昭栄南公園 昭栄町90-159 H10.7.1 1,244.22

根本 街区公園 昭栄公園 昭栄町30-83 H11.3.23 1,020.45

精華 街区公園 住吉公園 住吉町２丁目6-1 H13.3.30 1,771.14

養正 運動公園
多治見運動公園
(太陽公園）
(三ツ池公園）

星ケ台３丁目 S39.4.1 238,100.00

昭和 特殊公園 多治見墓地公園 脇之島町３丁目 S43.4.1 258,000.00

滝呂 街区公園 滝呂中央公園 滝呂町７丁目120-2
Ｈ6.3.31
Ｈ7.3.26

2,219.89



滝呂 街区公園 滝呂北第１公園 滝呂町１７丁目66 H6.4.1 1,234.79

滝呂 街区公園 滝呂北第２公園 滝呂町１７丁目36 H7.3.26 2,148.90

滝呂 街区公園 滝呂北第３公園 滝呂町９丁目153 H7.3.26 2,897.01

滝呂 街区公園 滝呂北第４公園 滝呂町１２丁目168 H13.3.30 1,096.63

滝呂 街区公園 滝呂北第５公園 滝呂町9丁目155-227 H22.9.10 2,550.65

滝呂 街区公園 滝呂東公園 滝呂町１２丁目204 H22.9.15 2,000.33

滝呂 街区公園 滝呂南公園 滝呂町１丁目79-33 H15.4.16 4,675.25

滝呂 近隣公園 滝呂北公園 滝呂町９丁目150 H6.4.1 28,515.05

滝呂 近隣公園 滝呂里山公園 滝呂町5丁目135 H25.9.10 17,399.63

滝呂 地区公園 滝呂公園 滝呂町１４丁目144-1
Ｓ55.4.1
Ｓ60.3.30
Ｓ63.3.31

61,106.79

滝呂 都市緑地 滝呂緑地 滝呂町１６丁目 H25.7.22 48,735.24

共栄 街区公園 高田公園 高田町１１丁目5-143 H14.3.29 1,353.59

精華 街区公園 大正公園 大正町１丁目6 H25.7.10 1,222.25

池田 近隣公園 太平公園 太平町２丁目41-1 H3.3.30 17,289.02

小泉 街区公園 宝親水公園 宝町１丁目50 H13.3.30 2,116.71

共栄 街区公園 東栄公園 東栄町１丁目1-2 S59.3.27 1,658.61

精華 都市緑地 豊岡緑地 豊岡町１丁目40 H7.8.3 787.63

精華 街区公園 長瀬公園 長瀬町18-85 S59.3.27 1,338.18

精華 街区公園 西坂第３公園 西坂町３丁目9 H1.3.31 1,975.40

精華 街区公園 西坂第４公園 西坂町２丁目124 H1.3.31 2,576.75

精華 街区公園 西坂第２公園 西坂町１丁目272 H3.4.1 5,793.86

精華 街区公園 西坂第１公園 西坂町４丁目328 H6.4.1 5,217.90

北栄 街区公園 西ヶ洞公園 小名田町西ヶ洞1-187
Ｓ55.10.1
Ｓ61.8.30

3,400.95

養正 街区公園 平野公園 平野２丁目81-1 S45.4.1 2,270.59

共栄 街区公園
東山中央第１公園
（はなの木グラウンド）

東山町１丁目9-1 H14.3.29 6,405.00

共栄 街区公園
東山中央第２公園
（ふれあい広場）

東山町２丁目14-1 H14.3.29 3,134.00

共栄 街区公園
東山中央第３公園
（みどりの小径）

東山町２丁目15-1 H14.3.29 3,821.00

南姫 街区公園 姫ヶ丘公園 姫町２丁目20-12 S60.3.30 1,427.06

南姫 街区公園 姫白山公園 姫町５丁目1-303 H8.4.1 2,055.69

養正 街区公園 星ケ台公園 星ケ台３丁目23-1 H3.4.1 1,383.21

北栄 街区公園 北陵公園 旭ケ丘８丁目29-306 S55.4.1 2,161.35

根本 街区公園 松坂公園 松坂町５丁目7-4 S55.10.1 1,336.29

根本 街区公園 松坂西公園 松坂町２丁目1-42 H14.3.29 1,345.95

根本 街区公園 松坂東公園 松坂町５丁目11-69 H18.4.29 1,052.96

養正 街区公園 南坂上公園 坂上町９丁目76-1 S44.7.23 5,518.38

昭和 街区公園 御幸公園 御幸町３丁目27 H3.4.1 1,310.54

池田 街区公園 美山公園 喜多町８丁目43 H18.4.29 1,580.00

根本 街区公園 明和南公園 明和町２丁目104 H4.4.1 1,000.20

北栄 街区公園 明和公園 明和町３丁目26-56 S55.4.1 1,258.26

北栄 街区公園 明和東第１公園 明和町４丁目5-559 S57.3.30 1,580.32



北栄 街区公園 明和東第２公園 明和町４丁目5-382 S57.3.30 1,560.60

北栄 近隣公園 明和中央公園 明和町４丁目9-1 S57.3.30 20,520.10

養正 街区公園 元町公園 元町４丁目10-4 H5.4.1 1,265.80

脇之島 街区公園 脇之島南第１公園 脇之島町７丁目24-1
Ｓ57.3.30
Ｓ58.3.19

3,664.76

脇之島 街区公園 脇之島南第２公園 脇之島町７丁目38-1 S58.3.19 2,759.39

脇之島 街区公園 脇之島南第３公園 脇之島町７丁目52 S58.3.19 1,506.65

脇之島 街区公園 脇之島南第４公園 脇之島町７丁目59-1 S58.3.19 3,778.14

脇之島 街区公園 脇之島北第１公園 脇之島町６丁目22-9 S59.3.27 1,071.90

脇之島 街区公園 脇之島北第２公園 脇之島町６丁目22-18 S60.3.30 1,022.62

脇之島 街区公園 脇之島北第３公園 脇之島町６丁目22-33 S60.3.30 4,773.22

脇之島 街区公園 脇之島北第４公園 脇之島町６丁目22-41 S60.3.30 1,215.46

脇之島 街区公園 脇之島北第５公園 脇之島町５丁目7-24 S60.3.30 1,128.00

脇之島 街区公園 脇之島北第６公園 脇之島町４丁目4 S60.3.30 1,519.48

脇之島 街区公園 脇之島北第７公園 脇之島町４丁目35 S60.3.30 1,462.88

脇之島 街区公園 脇之島北第８公園 脇之島町６丁目92 H6.4.1 3,029.66

脇之島 近隣公園 脇之島中央公園 脇之島町６丁目22-1 S57.3.26 17,866.65

脇之島 近隣公園 脇之島北公園 脇之島町４丁目9-1 S59.3.27 13,421.45

脇之島 都市緑地 脇之島緑地 脇之島町３丁目8-1 H5.4.1 9,738.63

合　　計 134 1,554,651.98

155.465198

都市公園以外の公園（未告示）

養正 都市公園以外の公園 生田公園 東町３丁目9 S57.4.1 14,838.14

135公園
内訳
街区公園：111公園
近隣公園：10公園
地区公園：3公園
総合公園：1公園
運動公園1公園
特殊公園：2公園
都市緑地6公園
都市公園以外の公園：1公園


