
公園測定箇所リスト

1 六本杉公園 子安町二丁目22

2 小門公園 小門町76－1

3 元横山公園 大和田町七丁目2

4 明神公園 明神町四丁目24

5 石川公園 石川町2964

6 大和田公園 大和田町二丁目20

7 高倉公園 高倉町10

8 榛名公園 寺田町839

9 椿公園 散田町五丁目28

10 東浅川公園 東浅川町559

11 椚田公園 椚田町1207－1

12 婦台公園 大和田町五丁目19

13 北大和田公園 大和田町 四丁目9

14 北の原公園 大和田町四丁目25

15 北八王子公園 石川町2101

16 諏訪町公園 諏訪町7

17 殿入北公園 館町1821－74

18 霞が丘公園 元八王子町三丁目2153－226

19 青空公園 宇津木町940－196

20 万葉公園 散田町五丁目37

21 桜台公園 長房町224－18

22 片倉城跡公園 片倉町2475

23 東散田公園 散田町三丁目24

24 中野町公園 中野上町二丁目5

25 めじろ台南公園 めじろ台三丁目43－2

26 あかね公園 西寺方町1001－215

27 宝生寺公園     〃    1001－216

28 緑が丘公園     〃    1006－274

29 ゆうやけ台公園     〃    1019－326

30 東雲公園 散田町一丁目18

31 海公園 南陽台一丁目11

32 北楽公園     〃    三丁目6

33 新田公園 高倉町42

34 高倉南公園     〃    69

35 松風公園     〃    63

36 高尾台東公園 元八王子町三丁目2750－393



37 高尾台西公園     〃        〃     2750－484

38 ひよどり公園 暁町二丁目12

39 石川東公園 石川町1240－1

40 紅葉台西公園  狭間町1994－345

41 めじろ台東公園 山田町1889－6

42 叶谷公園 叶谷町1072－1

43 下恩方公園 下恩方町935

44 大塚宮田公園   大塚 669

45 弥生公園   みつい台28

46 北野公園 北野町585－1

47 北野天神公園     〃    542

48 和田公園     〃    512

49 岸田公園 北野町572

50 向河原公園 長沼町1303－1

51 片倉台藤見公園 片倉町888－122

52 片倉台こぶし公園     〃    982－25

53 片倉台中央公園     〃    1296－15

54 片倉台はなみずき公園     〃    1379－20

55 片倉台打越公園 打越町1481－251

56 つつみの池公園 館町1327－2

57 上館公園     〃    1163－12

58 滝山台見晴公園   丸山町 37－1

59 北野台ながれの公園  北野台一丁目31

60 北野台中央公園 北野台四丁目20

61 大平公園 南大沢三丁目11

62 緑町公園 緑町94

63 よしの沢公園 川町128－318

64 北野台わかば公園 打越町879－210

65 観栖寺台公園 西寺方町136－9

66 めじろ台西公園 めじろ台四丁目40

67 溜池公園  南大沢三丁目1

68 柏木公園     〃        〃     12

69 赤石公園     〃    四丁目17

70 九反甫公園     〃        〃     20

71 向原公園 めじろ台二丁目68

72 下椚田公園 椚田町500－2

73 神谷原公園     〃    517－2

74 宇津木台東公園 久保山町一丁目8



75 宇津木台南公園     〃        〃     31

76 宇津木台西公園     〃    二丁目21

77 宇津木台中公園     〃        〃     44

78 北野台絹の道公園 北野台二丁目12

79 内裏谷戸公園 南大沢五丁目24

80 鹿島公園 鹿島103

81 大塚東公園     〃    104－1

82 梶川公園     〃    117

83 大塚西公園 松が谷105

84 いせまいり公園     〃    116

85 望地公園     〃    140

86 谷戸山雲の公園 南大沢五丁目2

87 大塚山公園 鑓水405－1

88 多賀公園 元本郷町四丁目19

89 下川口公園 川口町1543－4

90 東中野公園 松が谷195

91 乳母ヶ谷公園     〃    168－1

92 南大沢みどりやま公園 南大沢五丁目8

93 横川下原公園 横川町812－1

94 大横町公園 大横町58－14

95 上野町公園 上野町27－2

96 台町見晴公園 台町三丁目1－18

97 南大沢うずまき公園     南大沢五丁目19

98 来光寺公園     片倉町449

99 藤谷戸公園     〃    805－2

100 小宮中道公園 小宮町879

101 子の澤公園 寺田町400－20

102 稲荷山公園     〃    1551－9

103 柳沢の池公園 下柚木三丁目2290－2

104 堀之内引切公園 堀之内二丁目18－1

105 別所花立公園     〃        〃     20

106 松木台公園     松木 12

107 松木川端公園     〃    61－1

108 南大沢日原坂竹林公園 南大沢二丁目209

109 別所公園 別所二丁目33－2

110 梶原谷とちの木公園     元八王子 3344－10

111 裏宿さくら公園     〃        〃     3351－16

112 上柚木そよ風公園 上柚木三丁目101



113 上柚木ひだまり公園     〃        〃     100

114 九兵衛坂公園 別所二丁目25

115 大塚なかおね公園 大塚272－3

116 大塚ゆざわ公園     〃    293－4

117 柳沢さくら公園 弐分方町463

118 諏訪浅川公園 諏訪町1919－9

119 松木峰ヶ谷戸公園 松木36

120 堀之内洗馬川公園 堀之内二丁目25－1

121 堀之内番場公園     〃    三丁目8

122 堀之内芝原公園     〃    二丁目8

123 越野下根公園 越野13

124 上柚木郷戸公園 上柚木二丁目6

125 横川橋公園 横川町105－46

126 越野吹上公園 越野4

127 大片瀬公園 下柚木二丁目20

128 松木えのき公園 松木22

129 南大沢日向公園 南大沢一丁目19

130 打越碁石坂公園 北野台五丁目13－4

131 富士見台公園 下柚木905－3

132 片倉かまぬき公園 片倉町1175－1

133 片倉こやと公園     〃    1170

134 山下こぶし公園  下柚木 三丁目8

135 出羽山公園 城山手一丁目1095－1

136 船田運動広場     〃        〃     1095－220

137 打越南部公園 北野台五丁目 42

138 天野谷戸公園   東中野 243

139 蓮生寺公園 別所一丁目28－1

140 別所くすのき公園     〃        〃     36

141 別所やまざくら公園     〃        〃     40

142 松木公園     〃        〃     56－2

143 長池公園     〃    二丁目58

144 別所お月見公園     〃        〃     54

145 陵東公園 城山手二丁目1095－374

146 殿入中央公園     館町 2428

147 小比企下向公園    小比企町 2387－12

148 神子沢公園 鑓水二丁目69－1

149 つるまき公園    横川町 108

150 時田公園 片倉町128－3



151 東谷公園 鑓水二丁目80

152 伊丹木公園     〃        〃     65

153 別所坂公園     別所 126

154 みなみ野の丘公園 みなみ野一丁目10

155 栃谷戸公園     〃     五丁目 29

156 ゆりのき台中央公園     館町1870－129

157 西片倉つつじ公園     西片倉三丁目 13

158 みなみ野かしのき公園    みなみ野  四丁目26

159 駒形公園 川口町1676

160 由木めぐみ野公園 下柚木1400－9

161 鑓水公園 鑓水二丁目66

162 みなみ野菖蒲谷戸公園 みなみ野三丁目13

163 上柚木緑地公園 上柚木二丁目55

164 鑓水水甫公園 鑓水二丁目107-2

165 石川あさくらの公園 石川町1920

166 打越公園 打越町1290-2

167 兵衛下平公園 兵衛一丁目8

168 七国君田公園 七国六丁目25

169 打越日向前公園    打越町 2017

170 打越土入公園     〃    2018

171 七国の丘公園     七国二丁目 13

172 七国西公園    七国四丁目 39

173 椚田遺跡公園 椚田町541

174 堀之内寺沢里山公園 堀之内700-3

175 兵衛熊野公園    兵衛 二丁目

176 七国閑道公園     七国 三丁目122

177 七国公園     〃        〃     125

178 小田野中央公園 西寺方町400-1

179 片倉つどいの森公園 片倉町3506

180 戸吹廣町公園    戸吹町  2111

181 戸吹スポーツ公園 　戸吹町1746-1

182 船森公園 明神町四丁目9

183 竹の花公園 新町5

184 北野台公園 絹ヶ丘１丁目48

185 ほたる公園 長沼町204

186 元横西公園 元横山町三丁目24

187 上川公園 上川町2789-3

188 一本松公園 楢原町315-7



189 美山縄切ちびっこ公園 美山町1283-8

190 白山神社下公園 中山774

191 打越日向前橋南公園 打越町106

192 打越小ザス公園 打越町16

193 中野山王ちびっ子広場 中野山王1595-1

194 中野中央土地区画整理地内(仮称)２号公園 中野山王1-1200-1


