
日本の歴史公園１００選の実施 

都市公園法施行 50 周年記念事業実行委員会が主催した「日本の歴史公園 100 選」で

は、平成 18 年 10 月、全国から推薦が寄せられた都市公園の中から代表的な事例が選

出され、地元マスコミにおいて大きく取り上げられている。 
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読売新聞（平成19年３月９日） 

大分合同新聞（平成18年11月13日） 



「日本の歴史公園１００選」一覧　（1／2） 参考２

公園名等 所在地
地方公共団体
（公園管理者）

公園名等 所在地
地方公共団体
（公園管理者）

大通公園 札幌市 札幌市 新宿御苑 東京都新宿区、渋谷区 国

中島公園 札幌市 札幌市 甘泉園公園 東京都新宿区 新宿区

函館公園 函館市 函館市 新江戸川公園 東京都文京区 文京区

見晴公園 函館市 函館市 文京区立元町公園 東京都文京区 文京区

五稜郭公園 函館市 函館市 小石川後楽園 東京都文京区 東京都

元町公園 函館市 函館市 六義園 東京都文京区 東京都

函館山緑地 函館市 函館市 上野恩賜公園 東京都台東区 東京都

春採公園 釧路市 釧路市 旧岩崎邸庭園 東京都台東区 東京都

緑ヶ丘公園 帯広市 帯広市 旧安田庭園 東京都墨田区 墨田区

明治公園 根室市 根室市 町田市立薬師池公園 町田市 町田市

戸切地陣屋跡史跡公園 北斗市 北斗市 下宅部遺跡はっけんのもり 東村山市 東村山市

松前公園 北海道松前町 松前町 国分寺市立歴史公園 国分寺市 国分寺市

青森県総合運動公園（遺跡区域） 青森市 青森県 横浜公園 横浜市 横浜市

合浦公園 青森市 青森市

鷹揚公園 弘前市 弘前市

城山公園 青森県三戸町 三戸町 根岸森林公園 横浜市 横浜市

岩手公園 盛岡市 盛岡市 山下公園 横浜市 横浜市

高田松原公園 陸前高田市 高田市 大塚歳勝土公園 横浜市 横浜市

青葉山公園 仙台市 仙台市 三笠公園 横須賀市 横須賀市

西公園・定禅寺通緑地・匂当台公園 仙台市 仙台市 ペリー公園 横須賀市 横須賀市

益岡公園 白石市 白石市 鎌倉海浜公園稲村ガ崎地区 鎌倉市 鎌倉市

高清水公園（秋田城史跡公園） 秋田市 秋田市 旧華頂宮邸庭園 鎌倉市 鎌倉市

千秋公園 秋田市 秋田市 小田原城址公園 小田原市 小田原市

横手公園 横手市 横手市 石垣山一夜城歴史公園 小田原市 小田原市

本荘公園 由利本荘市 由利本荘市 西海子公園 小田原市 小田原市

中央公園 秋田県小坂町 小坂町 小田原市郷土文化館松永記念館の庭園 小田原市 小田原市

霞城公園 山形市 山形市 秦野市立桜土手古墳公園 秦野市 秦野市

鶴岡公園 鶴岡市 鶴岡市 大磯城山公園 神奈川県大磯町 神奈川県

日和山公園 酒田市 酒田市 恩賜箱根公園 神奈川県箱根町 神奈川県

鶴ヶ城公園 会津若松市 会津若松市 湯河原万葉公園 神奈川県湯河原町 湯河原町

開成山公園 郡山市 郡山市 白山公園 新潟市 新潟市

麓山公園 郡山市 郡山市 新発田城茨公園 新発田市 新発田市

南湖公園 白河市 白河市 奉先堂公園 新発田市 新発田市

城山公園 白河市 白河市 斐太史跡公園 妙高市 妙高市

馬陵公園 相馬市 相馬市 高田公園 上越市 上越市

霞ヶ城公園 二本松市 二本松市 瓢湖水きん公園 阿賀野市 阿賀野市

偕楽園 水戸市 茨城県 富岩運河及び富岩運河環水公園 富山市 富山県

弘道館公園 水戸市 茨城県 高岡古城公園 高岡市 高岡市

宇都宮城址公園 宇都宮市 宇都宮市 兼六園及び金沢城公園 金沢市 石川県

栃木県日光田母沢御用邸記念公園 日光市 栃木県 卯辰山公園 金沢市 金沢市

大室公園 前橋市 前橋市 安宅公園 小松市 小松市

上毛野はにわの里公園 高崎市 高崎市 史跡岡津製塩遺跡 小浜市 小浜市

西山公園 太田市 太田市 北の庄城址公園 福井市 福井市

沼田公園 沼田市 沼田市 養浩館庭園 福井市 福井市

つつじが岡公園 館林市 群馬県 金ケ崎公園 敦賀市 敦賀市

甘楽総合公園 群馬県甘楽町 甘楽町 亀山公園 大野市 大野市

矢瀬親水公園 群馬県みなかみ町 みなかみ町 西山公園 鯖江市 鯖江市

見沼通船堀公園 さいたま市 さいたま市 霞ヶ城公園 坂井市 坂井市

さきたま古墳公園 行田市 埼玉県 曾根丘陵公園 甲府市 山梨県

水子貝塚公園 富士見市 富士見市 舞鶴城公園 甲府市 山梨県

鉢形城公園 埼玉県寄居町 寄居町 万力公園 山梨市 山梨市

加曽利貝塚公園 千葉市 千葉市 信玄堤公園 甲斐市 甲斐市

城山公園 館山市 館山市 松代城公園 長野市 長野市

戸定が丘歴史公園 松戸市 松戸市 松本城公園 松本市 松本市

三里塚記念公園 成田市 成田市 上田城跡公園 上田市 上田市

諏訪尾余緑地及び鏑木緑地保全地区 佐倉市 佐倉市 小諸公園　小諸城址　懐古園 小諸市 小諸市

佐倉城址公園 佐倉市 佐倉市 高遠城址公園 伊那市 伊那市

横利根閘門ふれあい公園 香取市 香取市 岐阜公園 岐阜市 岐阜市

日比谷公園 東京都千代田区 東京都 大垣公園 大垣市 大垣市

浜離宮恩賜庭園 東京都中央区 東京都 美濃国分寺緑地 大垣市 大垣市

中央区立十思公園 東京都中央区 中央区 城山公園 高山市 高山市

旧古河庭園 東京都北区 東京都 風土器の丘史跡公園　古代集落の里 高山市 高山市

北区立飛鳥山公園 東京都北区 北区 旗本徳山陣屋公園 各務原市 各務原市

注）本表は「日本の歴史公園１００選」の第一次募集・第二次募集の結果を合わせて整理したものです。

元町公園、港の見える丘公園、
                   山手イタリア山公園、山手公園

横浜市 横浜市



「日本の歴史公園１００選」一覧　（2／2） 参考２

公園名等 所在地
地方公共団体
（公園管理者）

公園名等 所在地
地方公共団体
（公園管理者）

かもがた町家公園 浅口市 浅口市

吉備真備公園 岡山県矢掛町 矢掛町

駿府公園 静岡市 静岡市 縮景園 広島市 広島県

登呂公園 静岡市 静岡市 中央公園 広島市 広島市

沼津御用邸記念公園 沼津市 沼津市 平和記念公園 広島市 広島市

三島市立公園　楽寿園 三島市 三島市 入船山公園 呉市 呉市

秩父宮記念公園 御殿場市 御殿場市 三ツ城公園 東広島市 東広島市

鶴舞公園 名古屋市 名古屋市 綾羅木郷遺跡公園 下関市 下関市

名城公園 名古屋市 名古屋市 渡辺翁記念公園 宇部市 宇部市

徳川園 名古屋市 名古屋市 香山公園 山口市 山口市

久屋大通公園 名古屋市 名古屋市 指月公園 萩市 萩市

豊橋公園 豊橋市 豊橋市 防府市三田尻塩田記念産業公園 防府市 防府市

岡崎公園 岡崎市 岡崎市 吉香公園 岩国市 岩国市

二子山公園 春日井市 春日井市 伊藤公記念公園 光市 光市

天王川公園 津島市 津島市 茶臼山古墳歴史の広場 柳井市 柳井市

青塚古墳史跡公園 犬山市 犬山市 徳島中央公園 徳島市 徳島市

古戦場公園 愛知県長久手町 長久手町 ドイツ村公園 鳴門市 鳴門市

松坂公園 松坂市 松坂市 高松市立玉藻公園 高松市 高松市

九華公園 桑名市 桑名市 栗林公園 高松市 香川県

柳が崎湖畔公園 大津市 大津市 亀山公園 丸亀市 丸亀市

膳所城跡公園 大津市 大津市 琴弾公園 観音寺市 香川県

金亀公園 彦根市 彦根市 道後公園 松山市 愛媛県

豊公園 長浜市 長浜市 城山公園 松山市 松山市

岡崎公園 京都市 京都市 吹揚公園 今治市 今治市

福知山城公園 福知山市 福知山市 城山公園 宇和島市 宇和島市

天橋立公園 宮津市 京都府 城山公園 大州市 大州市

大極殿公園 向日市 向日市 高知公園 高知市 高知市

勝竜寺城公園 長岡京市 長岡京市 桂浜公園 高知市 高知市

大阪城公園 大阪市 大阪市 為松公園 四万十市 四万十市

加賀屋緑地 大阪市 大阪市 櫓山荘公園 北九州市 北九州市

毛馬桜之宮公園（藤田邸跡公園） 大阪市 大阪市 勝山公園 北九州市 北九州市

住吉公園 大阪市 大阪府 舞鶴公園 福岡市 福岡市

大仙公園 堺市 堺市 友泉亭公園 福岡市 福岡市

浜寺公園 堺市、高石市 大阪府 大濠公園 福岡市 福岡県

服部緑地 豊中市 大阪府 宮浦石炭記念公園 大牟田市 大牟田市

五月山緑地 池田市 池田市 石炭記念公園 田川市 田川市

百済寺跡公園 枚方市 枚方市 平原歴史公園 前原市 前原市

山田池公園 枚方市 大阪府 平塚川添遺跡公園　 朝倉市 朝倉市

長野公園 河内長野市 大阪府 佐賀城公園 佐賀市 佐賀県

箕面公園 箕面市 大阪府 石井樋公園 佐賀市 佐賀市

狭山池公園 大阪狭山市 狭山市 旭ヶ岡公園 鹿島市 鹿島市

東遊園地 神戸市 神戸市 小城公園 小城市 小城市

須磨浦公園 神戸市 神戸市 吉野ヶ里歴史公園 神埼市、佐賀県吉野ヶ里町 国、佐賀県

瑞宝寺公園 神戸市 神戸市 佐野記念公園 佐賀県川副町 川副町

相楽園 神戸市 神戸市 島原城跡公園 島原市 島原市

再度公園 神戸市 神戸市 上山公園 諫早市 諫早市

舞子公園 神戸市 兵庫県 大村公園 大村市 大村市

姫路公園 姫路市 姫路市 熊本城公園 熊本市 熊本市

田能遺跡（田能資料館） 尼崎市 尼崎市 歴史公園鞠智城 山鹿市、菊池市 熊本県

明石公園 明石市 兵庫県 別府公園 別府市 別府市

夙川河川敷緑地（夙川公園） 西宮市 西宮市 臼杵公園 臼杵市 臼杵市

赤穂城址公園 赤穂市 赤穂市 岡城跡 竹田市 竹田市

奈良公園 奈良市 奈良県 三島公園 大分県玖珠町 玖珠町

宇陀市榛原鳥見山公園 宇陀市 宇陀市 蓮ヶ池史跡公園 宮崎市 宮崎市

国営飛鳥歴史公園 奈良県明日香村 国 城山公園 延岡市 延岡市

馬見丘陵公園 奈良県広陵町、河合町 奈良県 特別史跡公園　西都原古墳群 西都市 西都市

和歌公園 和歌山市 和歌山県 石橋記念公園 鹿児島市 鹿児島県

伯耆国分寺跡・法華寺畑遺跡歴史公園 倉吉市 倉吉市 鹿児島県上野原縄文の森 霧島市 鹿児島県

田和山史跡公園 松江市 松江市

出雲玉作史跡公園 松江市 松江市

城山公園 松江市 松江市 識名公園 那覇市 那覇市

高松城址公園 岡山市 岡山市 浦添大公園 浦添市 沖縄県

後楽園及び烏城公園 岡山市 岡山県、岡山市 座喜味城跡公園 沖縄県読谷村 読谷村

鶴山公園 津山市 津山市

国営木曽三川公園
（木曽三川公園センター・三派川地区センター）

那覇市

海津市、一宮市 国

国営沖縄記念公園（首里城地区）
                                   及び首里城公園

那覇市
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