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告示日 面積(ha) 告示日 面積(ha)
2・2・227-1 街区 春宮公園（荒本春宮） 荒本北１丁目 平元　3/2 0.30 平7　9/22 0.30 昭和50年度 0.30 100.0%
2・2・227-2 街区 横枕西公園 横枕西 昭45　11/2 0.24 昭54　3/28 0.24 昭和56年度 0.24 100.0%
2・2・227-3 街区 横枕北公園 横枕 昭45　11/2 0.34 昭46　1/20 0.34 昭和46年度 0.34 100.0%
2・2・227-4 街区 横枕南公園 横枕南 昭45　11/2 0.30 昭48　3/23 0.30 昭和49年度 0.30 100.0%
2・2・227-5 街区 荒本公園 荒本２丁目 昭45　11/2 0.43 昭42　12/12 0.43 昭和30年度 0.43 100.0%
2・2・227-6 街区 新家中町公園 新家２丁目 昭45　11/2 0.14 昭42　1/31 0.14 昭和42年度 0.14 100.0%
2・2・227-7 街区 長田東公園 長田３丁目 昭45　11/2 0.34 昭46　1/20 0.34 昭和46年度 0.34 100.0%
2・2・227-8 街区 長田中公園 長田中３丁目 昭45　11/2 0.34 昭46　5/19 0.34 昭和47年度 0.34 100.0%
2・2・227-10 街区 本庄西公園 本庄西３丁目 昭45　11/2 0.36 昭56　3/30 0.36 昭和57年度 0.36 100.0%
2・2・227-11 街区 本庄北公園 新庄西 昭45　11/2 0.22 昭46　1/20 0.22 昭和46年度 0.22 100.0%
2・2・227-13 街区 本庄東公園 新庄南 昭45　11/2 0.52 昭47　8/11 0.52 昭和47年度 0.52 100.0%
2・2・227-15 街区 箕輪公園 箕輪２丁目 昭50　2/22 0.30 昭50　12/22 0.10 昭和51年度 0.10 33.3%
2・2・227-16 街区 古箕輪公園 古箕輪１丁目 昭45　11/2 0.21 昭42　12/12 0.21 昭和45年度 0.21 100.0%
2・2・227-19 街区 菱江北公園 角田１丁目 昭46　10/12 0.54 平5　9/3 0.54 平成5年度 0.51 94.4%
2・2・227-22 街区 菱江南公園 菱江２丁目 昭46　10/12 0.48 平2　9/28 0.48 平成2年度 0.51 106.3%
2・2・227-24 街区 菱屋東第１公園 菱屋東２丁目 昭45　11/2 0.22 昭40　3/6 0.22 昭和40年度 0.22 100.0%
2・2・227-25 街区 岩田公園 岩田町４丁目 昭45　11/2 0.27 昭43　10/2 0.27 昭和35年度 0.27 100.0%
2・2・227-26 街区 五百石公園 御厨東２丁目 昭45　11/2 0.32 平10　3/18 0.32 昭和50年度 0.32 100.0%
2・2・227-27 街区 御厨公園 御厨中１丁目 昭45　11/2 0.49 昭40　12/28 0.49 昭和41年度 0.50 102.0%
2・2・227-28 街区 御厨北公園 御厨３丁目 昭45　11/2 0.15 昭42　12/12 0.15 昭和32年度 0.16 106.7%
2・2・227-29 街区 長田公園 長田西２丁目 昭45　11/2 0.20 昭42　12/12 0.20 昭和43年度 0.20 100.0%
2・2・227-30 街区 稲田公園 稲田新町１丁目 昭45　11/2 0.33 昭46　5/19 0.33 昭和31年度 0.33 100.0%
2・2・227-31 街区 三島西公園 三島３丁目 昭45　11/2 0.12 昭54　11/10 0.12 昭和56年度 0.12 100.0%
2・2・227-33 街区 西楠風荘公園 南鴻池町１丁目 昭45　11/2 0.06 昭和39年度 0.05 83.3%
2・2・227-34 街区 東楠風荘公園 南鴻池町２丁目 昭45　11/2 0.07 昭和38年度 0.06 85.7%
2・2・227-36 街区 加納西公園 加納２丁目 昭46　10/12 0.20 昭60　12/18 0.20 昭和60年度 0.20 100.0%
2・2・227-37 街区 川田公園 川田２丁目 昭45　11/2 0.12 昭45　3/27 0.12 昭和34年度 0.12 100.0%
2・2・227-40 街区 今米公園 今米１丁目 昭46　10/12 0.15 昭42　12/12 0.30 昭和43年度 0.15 100.0%
2・2・227-45 街区 北池の端公園 吉田本町３丁目 昭45　11/2 0.20 昭62　10/7 0.20 昭和63年度 0.20 100.0%
2・2・227-48 街区 桜町公園 桜町 昭45　11/2 0.49 昭46　5/19 0.49 昭和46年度 0.49 100.0%
2・2・227-49 街区 新家第３公園 吉田８丁目 昭45　11/2 0.20 昭46　5/19 0.20 昭和47年度 0.20 100.0%
2・2・227-50 街区 新家第２公園 吉田７丁目 昭45　11/2 0.20 昭46　1/20 0.20 昭和46年度 0.20 100.0%
2・2・227-51 街区 新家第１公園 吉田６丁目 昭45　11/2 0.27 昭43　10/2 0.27 昭和44年度 0.27 100.0%
2・2・227-52 街区 花園東町公園 花園東町２丁目 昭45　11/2 0.21 昭46　5/19 0.21 昭和48年度 0.21 100.0%
2・2・227-53 街区 花園公園 花園本町２丁目 昭45　11/2 0.17 昭和37年度 0.07 41.2%
2・2・227-56 街区 中小阪公園 下小阪１丁目 昭45　11/2 0.36 昭45　3/27 0.36 昭和25年度 0.38 105.6%
2・2・227-57 街区 大和公園 中小阪１丁目 昭45　11/2 0.15 昭和20年度 0.15 100.0%
2・2・227-58 街区 横沼公園 永和３丁目及び菱屋西４丁目 昭45　11/2 0.51 昭和34年度 0.16 31.4%
2・2・227-59 街区 永和公園 永和２丁目 昭45　11/2 0.15 昭和29年度 0.15 100.0%
2・2・227-60 街区 荒川公園 荒川３丁目 昭45　11/2 0.12 昭44　3/24 0.12 昭和30年度 0.10 83.3%
2・2・227-62 街区 長堂東公園 長堂３丁目 昭45　11/2 0.30 昭和26年度 0.30 100.0%
2・2・227-63 街区 足代北公園 足代北２丁目 昭45　11/2 0.20 昭和26年度 0.20 100.0%
2・2・227-64 街区 足代公園 足代新町 昭45　11/2 0.42 昭41　6/14 0.42 昭和31年度 0.42 100.0%
2・2・227-65 街区 高井田公園 高井田本通４丁目 昭45　11/2 0.16 昭45　3/27 0.16 昭和34年度 0.17 106.3%
2・2・227-66 街区 川俣公園 川俣１丁目 昭45　11/2 0.20 昭43　10/2 0.20 昭和44年度 0.20 100.0%
2・2・227-67 街区 新喜多公園 森河内西２丁目 昭45　11/2 0.19 昭54　3/28 0.19 昭和33年度 0.19 100.0%
2・2・227-68 街区 鴻池本町公園 鴻池本町 昭45　11/2 0.06 昭38　1/14 0.06 昭和38年度 0.06 100.0%
2・2・227-69 街区 鴻北公園 鴻池町１丁目 昭45　11/2 0.09 昭42　12/12 0.09 昭和38年度 0.09 100.0%
2・2・227-74 街区 善根寺公園 善根寺町３丁目 昭45　11/2 0.32 平成27年度 0.21 65.6%
2・2・227-78 街区 若宮公園 額田町 昭45　11/2 0.14 昭47　8/11 0.14 昭和49年度 0.14 100.0%
2・2・227-83 街区 枚岡中央公園 豊浦町 昭45　11/2 0.28 昭和30年度 0.19 67.9%
2・2・227-86 街区 柄池公園 四条町 昭45　11/2 0.17 昭42　1/17 0.17 昭和43年度 0.17 100.0%
2・2・227-87 街区 大池公園 上四条町 昭45　11/2 0.26 昭42　1/17 0.26 昭和44年度 0.26 100.0%
2・2・227-89 街区 横小路公園 横小路町１丁目 昭45　11/2 0.12 昭和42年度 0.12 100.0%
2・2・227-90 街区 六万寺公園 下六万寺町１丁目 昭45　11/2 0.14 昭42　1/17 0.14 昭和43年度 0.14 100.0%
2・2・227-100 街区 若江公園 若江南町２丁目 昭45　11/2 0.10 昭和35年度 0.10 100.0%
2・2・227-102 街区 上小阪公園 小若江４丁目 昭45　11/2 0.13 昭和30年度 0.13 100.0%
2・2・227-103 街区 弥生公園 近江堂１丁目 昭45　11/2 0.19 昭和34年度 0.19 100.0%
2・2・227-104 街区 近江堂公園 近江堂１丁目 昭45　11/2 0.14 昭59　2/12 0.14 昭和59年度 0.12 85.7%
2・2・227-105 街区 長瀬公園 菱屋西２丁目 昭45　11/2 0.20 昭46　1/20 0.20 昭和26年度 0.20 100.0%
2・2・227-106 街区 北蛇草公園 長瀬町１丁目 昭45　11/2 0.14 昭43　10/2 0.14 昭和44年度 0.14 100.0%
2・2・227-107 街区 金物町公園 金物町 昭45　11/2 0.20 昭42　12/12 0.20 昭和43年度 0.20 100.0%
2・2・227-109 街区 大蓮公園 大蓮東２丁目 昭45　11/2 0.30 昭46　1/20 0.30 昭和29年度 0.30 100.0%
2・2・227-110 街区 衣摺公園 衣摺２丁目 昭45　11/2 0.23 昭45　3/27 0.23 昭和30年度 0.23 100.0%
2・2・227-111 街区 柏田公園 柏田本町 昭45　11/2 0.10 昭42　12/12 0.10 昭和33年度 0.10 100.0%
2・2・227-112 街区 柏田北公園 柏田西１丁目 平11　3/3 0.14 昭45　3/27 0.12 昭和45年度 0.19 135.7%
2・2・227-113 街区 岸田堂南公園 寿町３丁目 昭45　11/2 0.14 昭37　8/22 0.14 昭和39年度 0.14 100.0%
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2・2・227-114 街区 岸田堂北公園 岸田堂西２丁目 昭45　11/2 0.21 昭37　8/22 0.21 昭和39年度 0.21 100.0%
2・2・227-115 街区 加納公園 加納７丁目 昭46　10/12 0.61 平成21年度 0.53 86.9%
2・2・227-116 街区 菱江中公園 菱江３丁目 昭46　10/12 0.25 平3　11/29 0.25 平成3年度 0.25 100.0%
2・2・227-117 街区 菱江東公園 菱江１丁目 昭50　7/28 0.25 平4　12/2 0.25 平成4年度 0.25 100.0%
2・2・227-118 街区 水走西公園 水走２丁目 昭46　10/12 0.20 昭63　12/14 0.20 昭和63年度 0.21 105.0%
2・2・227-119 街区 水走南公園 水走１丁目 昭50　7/28 0.20 平4　12/2 0.20 平成4年度 0.22 110.0%
2・2・227-120 街区 瓜生堂公園 瓜生堂２丁目 昭48　2/8 0.18 昭48　2/21 0.18 昭和49年度 0.18 100.0%
2・2・227-121 街区 徳庵公園 鴻池徳庵町 昭48　2/8 0.15 昭49　12/27 0.15 昭和50年度 0.15 100.0%
2・2・227-122 街区 松原公園 松原１丁目 昭48　7/10 0.16 昭48　7/18 0.16 昭和50年度 0.16 100.0%
2・2・227-123 街区 高井田西公園 高井田西３丁目 昭48　10/31 0.10 昭51　3/24 0.10 昭和52年度 0.10 100.0%
2・2・227-124 街区 俊徳公園 俊徳町５丁目 昭48　10/31 0.11 平17　3/18 0.11 昭和53年度 0.10 90.9%
2・2・227-125 街区 石切公園 中石切町１丁目 昭50　7/28 0.23 平元　3/24 0.23 昭和53年度 0.24 104.3%
2・2・227-126 街区 大蓮東公園 大蓮東３丁目 昭51　10/1 0.10 昭和42年度 0.10 100.0%
2・2・227-128 街区 衣摺南公園 衣摺４丁目 昭51　10/1 0.20 平成18年度 0.11 55.0%
2・2・227-129 街区 蛇草西公園 長瀬町３丁目 昭52　12/14 0.28 昭53　3/3 0.28 昭和54年度 0.28 100.0%
2・2・227-131 街区 宝町南公園 宝町 昭56　2/24 0.15 昭56　7/21 0.15 昭和57年度 0.15 100.0%
2・2・227-132 街区 吉田公園 吉田２丁目 昭56　2/24 0.14 平元　3/24 0.14 平成元年度 0.14 100.0%
2・2・227-133 街区 末広町公園 末広町 昭57　2/22 0.12 昭58　3/28 0.12 昭和59年度 0.12 100.0%
2・2・227-134 街区 花園西町公園 花園西町１丁目 昭57　12/20 0.10 昭60　3/18 0.10 昭和62年度 0.10 100.0%
2・2・227-135 街区 中野公園 中野１丁目 昭57　12/20 0.14 昭59　6/6 0.14 昭和62年度 0.15 107.1%
2・2・227-136 街区 西堤公園 西堤１丁目 昭61　3/5 0.18 昭61　7/16 0.18 昭和63年度 0.17 94.4%
2・2・227-137 街区 若江本町北公園 若江本町２丁目 平3　2/20 0.15 平11　3/29 0.15 平成12年度 0.15 100.0%
2・2・227-138 街区 島之内公園 島之内２丁目 平18　5/24 0.11 平成19年度 0.13 118.2%
3・3・227-1 近隣 本庄南公園 本庄中１丁目 昭45　11/9 1.60 昭53　3/31 1.60 昭和46年度 1.60 100.0%
3・3・227-4 近隣 長田北公園 長田東３丁目 昭45　11/9 1.10 昭48　3/28 1.10 昭和47年度 1.07 97.3%
3・3・227-5 近隣 菱屋東公園 七軒家 昭45　11/2 1.00 昭55　3/28 1.00 昭和49年度 0.97 97.0%
3・3・227-6 近隣 寺嶋公園 中鴻池町３丁目 昭45　11/9 1.10 昭40　8/17 1.10 昭和41年度 1.10 100.0%
4・4・227-11 地区 八戸の里公園 中小阪４丁目 昭45　11/9 5.40 昭45　3/27 5.40 昭和33年度 5.10 94.4%
3・3・227-12 近隣 三ノ瀬公園 三ノ瀬１丁目 昭45　11/9 1.70 昭43　10/2 1.70 昭和23年度 1.70 100.0%
4・4・227-13 地区 布施公園 森河内東１丁目 昭45　11/9 6.30 平26 3/14 1.20 昭和45年度 1.80 28.6%
3・3・227-14 近隣 日下公園 日下町２丁目 昭45　11/9 1.30 平11　3/29 0.60 平成11年度 0.76 58.5%
3・3・227-15 近隣 加納北公園 加納５丁目 昭46　9/17 1.10 昭63　12/14 1.10 昭和63年度 1.07 97.3%
3・3・227-16 近隣 加納東公園 加納４丁目 昭46　9/17 1.30 平2　3/23 1.30 平成2年度 1.30 100.0%
3・3・227-17 近隣 吉原北公園 川田３丁目 昭46　9/17 2.00 平2　3/23 2.00 平成元年度 2.00 100.0%
3・3・227-18 近隣 吉原公園 吉原２丁目 昭46　9/17 3.40 平2　3/23 3.40 昭和59年度 3.33 97.9%
3・3・227-19 近隣 水走公園 水走３丁目 昭50　7/21 1.10 平5　1/13 1.10 平成4年度 1.11 100.9%
3・3・227-20 近隣 荒本西公園 荒本西２丁目 昭53　7/17 1.90 平4　3/27 1.90 昭和55年度 1.90 100.0%
4・4・227-21 地区 金岡公園 大蓮東１丁目、衣摺１丁目、金岡１丁目 昭51　10/27 4.80 4.80 昭和32年度 4.80 100.0%
3・3・227-22 近隣 東石切公園 東石切町１・２丁目、東山町 昭52　2/21 1.70 平14　3/29 1.50 平成11年度 1.54 90.6%
3・3・227-23 近隣 中石切公園 中石切町５丁目 昭56　1/7 1.40 昭56　2/27 1.40 昭和57年度 1.40 100.0%
227-1 緑地 長瀬川緑地 新喜多　他 昭45　11/20 6.20 昭60　12/18 1.20 昭和45年度 1.21 19.5%
227-2 緑地 楠根川緑地 長田　他 昭45　11/20 2.40 昭56　3/30 2.40 昭和45年度 1.91 79.6%
227-3 緑地 中部緑地 加納３丁目　他 昭62　2/27 5.00 平2　3/23 5.00 平成元年度 4.88 97.6%
227-4 緑地 加納緑地 加納４丁目 昭62　2/27 1.00 平2　3/23 1.00 平成2年度 1.00 100.0%
その他－1 他 金岡南公園 金岡３丁目 その他 昭和41年度 0.06
その他－2 他 太平寺公園 太平寺２丁目 その他 昭和37年度 0.05
その他－3 他 栄町公園 御厨栄町２丁目 その他 昭和27年度 0.08
その他－4 他 楠丸池公園 豊浦町 その他 昭和44年度 0.05
その他－5 他 荒本北公園 荒本新町 その他 昭和49年度 0.06
その他－6 他 菱屋東第２公園 菱屋東１丁目 その他 昭和43年度 0.03
その他－7 他 若江南公園 若江南町４丁目 その他 昭和38年度 0.03
その他－8 他 若江本町公園 若江北町３丁目 その他 昭和38年度 0.01
その他－9 他 春日公園 布市町３丁目 その他 昭和43年度 0.02
その他－10 他 菱屋西公園 菱屋西４丁目 その他 昭和45年度 0.02
その他－12 他 東鴻池公園 東鴻池町１丁目 開発帰属 昭和48年度 0.01
その他－13 他 中鴻池公園 中鴻池町２丁目 開発帰属 昭和49年度 0.03
その他－14 他 三島東公園 三島１丁目 開発帰属 昭和49年度 0.01
その他－15 他 若江東第３公園 若江東町３丁目 開発帰属 昭和48年度 0.01
その他－16 他 松原東公園 松原２丁目 開発帰属 昭和48年度 0.04
その他－17 他 藤戸新田公園 藤戸新田２丁目 開発帰属 昭和48年度 0.02
その他－18 他 新家西町公園 新家西町 開発帰属 昭和48年度 0.02
その他－19 他 新家西町第２公園 新家西町 開発帰属 昭和49年度 0.04
その他－20 他 寿町東公園 寿町１丁目 開発帰属 昭和49年度 0.03
その他－21 他 岩田北公園 岩田町６丁目 開発帰属 昭和49年度 0.01
その他－22 他 善根寺北公園 善根寺町４丁目 開発帰属 昭和50年度 0.02
その他－23 他 新池島第１公園 新池島町２丁目 開発帰属 昭和50年度 0.01
その他－24 他 鴻池第１公園 川田１丁目 開発帰属 昭和50年度 0.01
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その他－25 他 中石切第１公園 中石切町５丁目 開発帰属 昭和50年度 0.01
その他－26 他 岩田西公園 岩田町６丁目 開発帰属 昭和50年度 0.03
その他－27 他 岩田東公園 岩田町１丁目 その他 昭和50年度 0.04
その他－28 他 日下第１公園 日下町７丁目 開発帰属 昭和50年度 0.01
その他－29 他 若江東第４公園 若江東町６丁目 開発帰属 昭和51年度 0.01
その他－30 他 布市町第１公園 布市町１丁目 開発帰属 昭和51年度 0.02
その他－31 他 東石切第１公園 東石切町６丁目 開発帰属 昭和51年度 0.01
その他－32 他 五百石第１公園 西岩田３丁目 開発帰属 昭和51年度 0.02
その他－33 他 瓜生堂第１公園 瓜生堂２丁目 開発帰属 昭和52年度 0.02
その他－34 他 鴻池第２公園 新鴻池町 開発帰属 昭和52年度 0.01
その他－35 他 中野第１公園 角田２丁目 開発帰属 昭和52年度 0.02
その他－36 他 上石切第１公園 上石切町２丁目 開発帰属 昭和52年度 0.02
その他－37 他 衣摺第１公園 衣摺２丁目 開発帰属 昭和52年度 0.02
その他－38 他 中鴻池第２公園 中鴻池町１丁目 開発帰属 昭和53年度 0.01
その他－39 他 南上小阪第１公園 南上小阪 開発帰属 昭和53年度 0.01
その他－40 他 橋本第１公園 徳庵本町 開発帰属 昭和54年度 0.03
その他－41 他 意岐部第１公園 西岩田３丁目 開発帰属 昭和54年度 0.02
その他－42 他 善根寺東第１公園 善根寺町１丁目 開発帰属 昭和54年度 0.02
その他－43 他 旭町第１公園 旭町 開発帰属 昭和55年度 0.04
その他－44 他 鷹殿第２公園 鷹殿町 開発帰属 昭和55年度 0.01
その他－45 他 岩田中公園 岩田町６丁目 開発帰属 昭和55年度 0.01
その他－46 他 東鴻池第２公園 東鴻池町４丁目 開発帰属 昭和55年度 0.02
その他－47 他 鴻池駅前公園 鴻池本町 その他 昭和56年度 0.04
その他－48 他 中野第２公園 中野２丁目 開発帰属 昭和56年度 0.02
その他－49 他 鷹殿第３公園 鷹殿町 開発帰属 昭和56年度 0.02
その他－50 他 御厨第２公園 菱屋西６丁目 開発帰属 昭和56年度 0.06
その他－51 他 六万寺第１公園 六万寺町１丁目 開発帰属 昭和56年度 0.01
その他－52 他 日下第２公園 日下町５丁目 開発帰属 昭和56年度 0.01
その他－53 他 若草第１公園 若草町 開発帰属 昭和56年度 0.01
その他－54 他 五百石第２公園 西岩田３丁目 開発帰属 昭和56年度 0.03
その他－55 他 横小路第１公園 横小路町４丁目 開発帰属 昭和56年度 0.01
その他－56 他 中石切第２公園 中石切町５丁目 開発帰属 昭和56年度 0.01
その他－57 他 五条公園 五条町 その他 昭和57年度 0.05
その他－58 他 稲葉第１公園 稲葉１丁目 開発帰属 昭和57年度 0.02
その他－59 他 稲田第１公園 稲田新町３丁目 開発帰属 昭和57年度 0.02
その他－60 他 小阪第２公園 菱屋西６丁目 開発帰属 昭和58年度 0.05
その他－61 他 善根寺第２公園 善根寺町４丁目 開発帰属 平成２９年度 0.02
その他－62 他 西岩田第１公園 西岩田４丁目 開発帰属 昭和58年度 0.06
その他－63 他 石切駅前公園 上石切町２丁目 開発帰属 昭和58年度 0.14
その他－64 他 縄手東公園 河内町 その他 昭和58年度 0.06
その他－65 他 英田南公園 吉田５丁目 その他 昭和58年度 0.03
その他－66 他 新町第１公園 新町 開発帰属 昭和59年度 0.01
その他－67 他 五百石第３公園 西岩田３丁目 開発帰属 昭和59年度 0.01
その他－68 他 寿町西公園 寿町３丁目 その他 昭和59年度 0.07
その他－69 他 日下第３公園 日下町４丁目 開発帰属 昭和59年度 0.06
その他－70 他 東上小阪第１公園 東上小阪 開発帰属 昭和59年度 0.01
その他－71 他 小阪第３公園 菱屋西５丁目 開発帰属 昭和60年度 0.01
その他－72 他 高井田東第１公園 高井田 開発帰属 昭和60年度 0.01
その他－73 他 花園本町第１公園 花園本町２丁目 開発帰属 昭和61年度 0.01
その他－74 他 加納北第２公園 加納７丁目 開発帰属 昭和62年度 0.22
その他－75 他 若江東第５公園 若江東町４丁目 開発帰属 昭和62年度 0.01
その他－76 他 川中第１公園 水走２丁目 開発帰属 昭和62年度 0.01
その他－77 他 豊浦第１公園 豊浦町 開発帰属 昭和62年度 0.01
その他－78 他 稲葉第２公園 稲葉２丁目 開発帰属 昭和63年度 0.01
その他－79 他 枚岡南公園 出雲井町、五条町 開発帰属 昭和63年度 0.05
その他－80 他 西石切第１公園 西石切町１丁目 開発帰属 昭和63年度 0.01
その他－81 他 布市町第２公園 布市町４丁目 開発帰属 平成元年度 0.03
その他－82 他 上四条町第１公園 上四条町 開発帰属 平成2年度 0.01
その他－83 他 南荘町第１公園 南荘町 開発帰属 平成2年度 0.02
その他－84 他 下六万寺町第１公園 下六万寺町１丁目 開発帰属 平成3年度 0.02
その他－85 他 日下第４公園 日下町１丁目 開発帰属 平成5年度 0.01
その他－86 他 五百石第４公園 御厨東１丁目 開発帰属 平成5年度 0.01
その他－87 他 上石切第２公園 上石切町１丁目 開発帰属 平成6年度 0.03
その他－88 他 角田西公園 角田２丁目 その他 平成8年度 0.13
その他－89 他 六万寺第２公園 六万寺町３丁目 開発帰属 平成8年度 0.01
その他－90 他 善根寺第３公園 善根寺町２丁目 開発帰属 平成8年度 0.01
その他－91 他 南荘町第２公園 南荘町 開発帰属 平成10年度 0.07
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その他－92 他 布市町第３公園 布市町４丁目 開発帰属 平成10年度 0.02
その他－93 他 瓜生堂第２公園 瓜生堂３丁目 開発帰属 平成10年度 0.02
その他－94 他 西石切第２公園 西石切町７丁目 開発帰属 平成11年度 0.03
その他－95 他 吉田本町第１公園 吉田本町３丁目 開発帰属 平成11年度 0.02
その他－96 他 西石切第３公園 西石切町２丁目 開発帰属 平成11年度 0.05
その他－97 他 若江本町第１公園 若江本町３丁目 開発帰属 平成13年度 0.03
その他－98 他 水走第１公園 水走１丁目 開発帰属 平成13年度 0.02
その他－99 他 池之端第１公園 池之端町 開発帰属 平成15年度 0.02
その他－100 他 上石切第３公園 上石切町１丁目 開発帰属 平成15年度 0.01
その他－101 他 鴻池第３公園 鴻池町１丁目 開発帰属 平成15年度 0.03
その他－102 他 日下ほたる公園 日下町８丁目 その他 平成15年度 0.01
その他－103 他 若江東町公園 若江東町２丁目 その他 平成16年度 0.11
その他－104 他 岩田第１公園 岩田町６丁目 開発帰属 平成16年度 0.05
その他－105 他 西岩田第２公園 西岩田町４丁目 開発帰属 平成16年度 0.02
その他－106 他 西岩田夏の公園 西岩田町４丁目 開発帰属 平成16年度 0.02
その他－107 他 西岩田秋の公園 西岩田町４丁目 開発帰属 平成16年度 0.01
その他－108 他 西岩田春の公園 西岩田町４丁目 開発帰属 平成16年度 0.02
その他－109 他 島之内第１公園 島之内２丁目 開発帰属 戸建住宅 平成18年度 0.01
その他－110 他 徳庵第２公園 鴻池徳庵町 開発帰属 平成18年度 0.02
その他－111 他 万ノ丁せせらぎ公園 東鴻池町１丁目 その他 平成18年度 0.20
その他－112 他 額田駅前公園 山手町 その他 平成18年度 0.01
その他－113 他 上石切天空の街公園 上石切町２丁目 開発帰属 戸建住宅 平成19年度 0.03
その他－114 他 稲田第２公園 稲田三島町 開発帰属 集合住宅 平成19年度 0.02
その他－115 他 花園本町第２公園 花園本町２丁目 その他 平成19年度 0.01
その他－116 他 稲田第３公園 稲田上町１丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２１年度 0.02
その他－117 他 上四条町第２公園 上四条町 区画整理 戸建住宅 平成２１年度 0.06
その他－118 他 上六万寺町第１公園 上六万寺町 区画整理 戸建住宅 平成２１年度 0.02
その他－119 他 四条町第１公園 四条町 開発帰属 集合住宅 平成２１年度 0.01
その他－120 他 森河内西第１公園 森河内西１丁目 開発帰属 集合住宅 平成２１年度 0.02
その他－121 他 新上小阪第１公園 新上小阪 開発帰属 戸建住宅 平成２１年度 0.04
その他－122 他 高井田東第２公園 高井田 開発帰属 集合住宅 平成２１年度 0.01
その他－123 他 菱屋西第１公園 菱屋西６丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２２年度 0.01
その他－124 他 岩田南公園 岩田町３丁目 開発帰属 集合住宅 平成２２年度 0.02
その他－125 他 中鴻池第３公園 中鴻池町１丁目 開発帰属 集合住宅 平成２２年度 0.02
その他－126 他 稲田南公園 稲田本町１丁目 その他 平成２３年度 0.02
その他－127 他 善根寺東第２公園 善根寺町１丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２３年度 0.01
その他－128 他 八戸の里東第１公園 西岩田３丁目 開発帰属 集合住宅 平成２３年度 0.03
その他－129 他 加納西第２公園 加納２丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２３年度 0.02
その他－130 他 加納西第３公園 加納３丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２３年度 0.03
その他－131 他 加納西第４公園 加納３丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２３年度 0.07
その他－132 他 若江本町第２公園 若江本町３丁目 開発帰属 集合住宅 平成２３年度 0.01
その他－133 他 稲葉第３公園 稲葉１丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２３年度 0.03
その他－134 他 善根寺東第３公園 善根寺町６丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２３年度 0.02
その他－135 他 古箕輪第１公園 古箕輪１丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２３年度 0.01
その他－136 他 菱屋東北公園 菱屋東２丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２４年度 0.01
その他－137 他 荒本北第１公園 荒本北２丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２４年度 0.01
その他－138 他 市役所本庁跡公園 稲葉１丁目 その他 平成２４年度 0.12
その他－139 他 中石切第３公園 中石切町２丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２５年度 0.02
その他－140 他 若江東第６公園 若江東町４丁目 開発帰属 戸建住宅 平成２５年度 0.01
その他－141 他 加納北第３公園 加納７丁目 その他 平成２６年度 0.05
その他－142 他 下小阪公園 下小阪３丁目 その他 平成２６年度 0.04
その他－143 他 金岡第１公園 金岡４丁目 その他 平成２７年度 0.01
その他－144 他 柏田東第１公園 柏田東町 開発帰属 戸建住宅 平成２９年度 0.01
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児童遊園-1 児童 旭町児童遊園 昭和町 昭和48年度 0.08
児童遊園-2 児童 足代児童遊園 足代１丁目 昭和46年度 0.02
児童遊園-3 児童 荒川児童遊園 荒川３丁目 昭和55年度 0.04
児童遊園-4 児童 稲田児童遊園 稲田本町１丁目 昭和44年度 0.02
児童遊園-5 児童 恩智川河道児童遊園 池島町８丁目 平成4年度 0.04
児童遊園-6 児童 桂川児童遊園 東石切町６丁目 昭和45年度 0.02
児童遊園-8 児童 加納児童遊園 加納７丁目 昭和52年度 0.02
児童遊園-9 児童 加納北児童遊園 加納８丁目 昭和59年度 0.06
児童遊園-11 児童 客坊北児童遊園 客坊町 昭和46年度 0.03
児童遊園-12 児童 喜里川児童遊園 喜里川町 昭和43年度 0.03
児童遊園-13 児童 日下児童遊園 日下町８丁目 昭和44年度 0.02
児童遊園-14 児童 日下南児童遊園 日下町１丁目 平成5年度 0.10
児童遊園-15 児童 高架下児童遊園 西岩田３丁目 平成3年度 0.20
児童遊園-16 児童 鴻池児童遊園 東鴻池町４丁目 昭和49年度 0.06
児童遊園-17 児童 鴻北児童遊園 鴻池町１丁目 昭和46年度 0.06
児童遊園-18 児童 小阪児童遊園 小阪２丁目 昭和54年度 0.06
児童遊園-19 児童 芝ヶ丘児童遊園 北石切町 昭和47年度 0.01
児童遊園-20 児童 下小阪児童遊園 下小阪３丁目 昭和45年度 0.02
児童遊園-21 児童 下小阪第２児童遊園 下小阪１丁目 昭和47年度 0.03
児童遊園-22 児童 下小阪東児童遊園 若江西新町１丁目 昭和47年度 0.05
児童遊園-23 児童 下六万寺児童遊園 下六万寺町３丁目 昭和47年度 0.06
児童遊園-24 児童 俊徳東児童遊園 俊徳町２丁目 昭和53年度 0.07
児童遊園-25 児童 新池島児童遊園 新池島町２丁目 昭和46年度 0.02
児童遊園-26 児童 新池島北児童遊園 新池島町４丁目 昭和48年度 0.35
児童遊園-27 児童 新家児童遊園 吉田３丁目 平成12年度 0.02
児童遊園-28 児童 善根寺児童遊園 善根寺町３丁目 平成8年度 0.11
児童遊園-30 児童 玉串児童遊園 玉串元町１丁目 昭和44年度 0.01
児童遊園-31 児童 友井児童遊園 友井３丁目 昭和58年度 0.03
児童遊園-32 児童 豊浦川児童遊園 鷹殿町 昭和46年度 0.05
児童遊園-33 児童 中小阪児童遊園 下小阪１丁目 昭和50年度 0.05
児童遊園-34 児童 中新開児童遊園 中新開１丁目 昭和28年度 0.03
児童遊園-35 児童 西石切児童遊園 西石切町１丁目 平成元年度 0.06
児童遊園-36 児童 西岩田児童遊園 西岩田１丁目 平成5年度 0.07
児童遊園-37 児童 西高井田北児童遊園 高井田西１丁目 昭和43年度 0.01
児童遊園-38 児童 西高井田南児童遊園 高井田西１丁目 昭和44年度 0.01
児童遊園-39 児童 西堤児童遊園 西堤１丁目 昭和49年度 0.08
児童遊園-40 児童 西堤東児童遊園 西堤本通東３丁目 昭和51年度 0.09
児童遊園-41 児童 額田山荘児童遊園 山手町 平成4年度 0.06
児童遊園-42 児童 白鴻園児童遊園 鴻池町１丁目 昭和46年度 0.09
児童遊園-43 児童 花園西町児童遊園 花園西町２丁目 平成4年度 0.07
児童遊園-44 児童 東山児童遊園 東山町 昭和48年度 0.05
児童遊園-45 児童 水走児童遊園 水走２丁目 昭和45年度 0.02
児童遊園-46 児童 八戸ノ里駅前児童遊園 小阪３丁目 昭和55年度 0.08
児童遊園-47 児童 吉田春日児童遊園 吉田本町１丁目 平成4年度 1.30
児童遊園-48 児童 吉田東児童遊園 吉田７丁目 昭和50年度 0.49
児童遊園-49 児童 若江北第２児童遊園 若江北町３丁目 昭和44年度 0.04
児童遊園-50 児童 若江東児童遊園 若江東町１丁目 昭和44年度 0.03
児童遊園-51 児童 若江東第２児童遊園 若江東町２丁目 昭和51年度 0.04
児童遊園-52 児童 横小路児童遊園 横小路町２丁目 平成14年度 0.09
児童遊園-53 児童 横小路第２児童遊園 横小路町４丁目 平成15年度 0.07
児童遊園-54 児童 末広町児童遊園 末広町 平成15年度 0.04
児童遊園-56 児童 日下ほたる児童遊園 日下町８丁目 平成15年度 0.01
児童遊園-57 児童 吉原水路跡児童遊園 吉原１丁目 平成16年度 0.04
児童遊園-58 児童 栄町北児童遊園 西堤本通東１丁目 平成18年度 0.08
児童遊園-59 児童 市場児童遊園 玉串町東１丁目 平成13年度 0.10
児童遊園-60 児童 西堤西児童遊園 西堤楠町２丁目 平成14年度 0.09
児童遊園-61 児童 高井田東児童遊園 高井田 平成14年度 0.09
児童遊園-62 児童 徳庵多目的広場 稲田上町１丁目 平成10年度 0.07
児童遊園-63 児童 池之端児童遊園 池之端町 平成19年度 0.10
児童遊園-64 児童 吉田市場児童遊園 吉田２丁目 平成19年度 0.02
児童遊園-65 児童 荒本北広場 荒本北１丁目 平成20年度 0.09
児童遊園-66 児童 本庄ポケットパーク 本庄１丁目 平成20年度 0.01
児童遊園-67 児童 永和児童遊園 高井田元町１丁目 平成20年度 0.04
児童遊園-68 児童 新坂池児童遊園 日下町７丁目 平成20年度 0.17
児童遊園-69 児童 桜井児童遊園 六万寺町１丁目 平成21年度 0.13
児童遊園-70 児童 花園南児童遊園 玉串町東１丁目 平成22年度 0.10
児童遊園-71 児童 上六万寺児童遊園 六万寺町１丁目 平成22年度 0.04
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児童遊園-72 児童 西鴻池児童遊園 西鴻池町１丁目 平成22年度 0.25
児童遊園-73 児童 池島町児童遊園 池島町１丁目 平成26年度 0.08
児童遊園-74 児童 布施児童遊園 森河内東１丁目 平成30年度 0.35


	都市公園一覧表
	児童遊園

