
公園施設の名称 
都市公園 58 個所 

名称 位置 

⼋反原公園 四万⼗市中村⼤橋通七丁⽬ 90 番地 

岩崎公園 四万⼗市中村四万⼗町 19 番地 

⼀條鶴井公園 四万⼗市中村⼭⼿通 56 番地 1 ほか 

仲瀬公園 四万⼗市中村⼀条通五丁⽬ 121 番地 

⽇の出公園 四万⼗市中村東町三丁⽬ 50 番地 1 

為松公園 四万⼗市中村 2365 番地ほか 

為松公園(圃場) 四万⼗市中村 2358 番地 2 ほか 

丸の内第 1 公園 四万⼗市中村丸の内 1709 番地 35 

丸の内第 2 公園 四万⼗市中村丸の内 1832 番地 66 ほか 

五⽉公園 四万⼗市右⼭五⽉町 56 番地 

天神公園 四万⼗市右⼭天神町 179 番地 

右⼭公園 四万⼗市右⼭元町⼀丁⽬ 1880 番地 3 ほか 

岡の下公園 四万⼗市右⼭元町三丁⽬ 1 番地 1 

⼣陽の⾒える丘公園 四万⼗市不破 2083 番地 85 

渡川第 2 緑地 四万⼗市不破 2083 番地 73 地先から四万⼗市中村百笑町 2015

番地 1 地先 

不破上町公園 四万⼗市不破上町 1907 番地 2 

四万⼗ニュータウン 1 号公園 四万⼗市岩⽥ 178 番地 6 ほか 

四万⼗ニュータウン 2 号公園 四万⼗市岩⽥ 173 番地 26 ほか 

岩⽥サンシャインニュータウン公園 四万⼗市岩⽥ 230 番地 32 

安並運動公園 四万⼗市安並 4231 番地ほか 

安並⽔⾞の⾥公園 四万⼗市安並 5573 番地ほか 

安並南の⾵公園 四万⼗市安並 4586 番地 36 ほか 

安並団地公園 四万⼗市安並 2705 番地 2 

安並ニュータウン公園 四万⼗市安並 2283 番地 5 

古津賀ニュータウン公園 四万⼗市古津賀 3103 番地 34 

朝ヶ丘タウン公園 四万⼗市古津賀 3605 番地 19 ほか 

古津賀第 1 団地公園 四万⼗市古津賀 2269 番地 23 ほか 

古津賀第 2 団地公園 四万⼗市古津賀 2947 番地 8 ほか 

古津賀 1 号公園 四万⼗市古津賀⼆丁⽬ 125 番地 

古津賀 2 号公園 四万⼗市古津賀三丁⽬ 90 番地 

古津賀 3 号公園  四万⼗市古津賀四丁⽬ 33 番地 



名称 位置 

古津賀 4 号公園 四万⼗市古津賀⼀丁⽬ 118 番地 

古津賀 5 号公園 四万⼗市古津賀⼀丁⽬ 29 番地 

古津賀緑地 四万⼗市古津賀⼆丁⽬ 44 番地ほか 

雅ヶ丘公園 四万⼗市古津賀 3058 番地 61 ほか 

⾃然観察広場 四万⼗市⼊⽥ 817 番地地先から四万⼗市⼊⽥ 861 番地 1 地先 

四万⼗川キャンプ場 四万⼗市⼊⽥ 3443 番地 2 地先から四万⼗市⼊⽥ 3334 番地 1

地先 

四万⼗川桜づつみ公園 四万⼗市⼊⽥ 812 番地 1 地先から四万⼗市⼊⽥ 30 番地 1 地先 

渡川緑地 四万⼗市渡川三丁⽬ 155 番地 1 地先から四万⼗市⼊⽥ 3441 番

地 1 地先 

具同公園 四万⼗市渡川⼀丁⽬ 65 番地 2 地先 

具同 1 号公園 四万⼗市具同⽥⿊⼀丁⽬ 148 番地 

具同 2 号公園 四万⼗市渡川⼆丁⽬ 95 番地 

具同 3 号公園 四万⼗市具同⽥⿊三丁⽬ 155 番地 

具同 4 号公園 四万⼗市渡川⼀丁⽬ 100 番地 

具同 5 号公園 四万⼗市具同⽥⿊⼀丁⽬ 149 番地 

具同花⿃公園 四万⼗市具同 1510 番地 9 

中⼭公園 四万⼗市具同 5017 番地 8 

具同南団地公園 四万⼗市具同 3239 番地 11 

あいのさわ公園 四万⼗市具同 7058 番地 10 

城⾕公園 四万⼗市具同 7398 番地 1 

トンボニュータウン公園 四万⼗市具同 8036 番地 1 ほか 

もみじヶ丘公園 四万⼗市具同 8724 番地 27 

⾃由ヶ丘公園 四万⼗市具同 8588 番地 3 ほか 

⾃由ヶ丘第 2 公園 四万⼗市具同 7510 番地 75 

⾃由ヶ丘第 3 公園 四万⼗市具同 8688 番地 34 

⾃由ヶ丘緑地 四万⼗市具同 8688 番地 94 ほか 

井沢公園 四万⼗市井沢 23 番地 37 

有隣公園 四万⼗市下⽥ 2250 番地ほか 

 

 

 

 

 



 

 

市⽴公園 9 個所 
名称 位置 

丸ノ内緑地 四万⼗市中村丸ノ内 1707 番地 33 ほか 

⾃由ヶ丘第 2 緑地 四万⼗市具同 7510 番地 96 ほか 

具同⽥⿊ 1 号緑地 四万⼗市具同⽥⿊三丁⽬ 154 番地 

具同⽥⿊ 2 号緑地 四万⼗市具同⽥⿊⼆丁⽬ 211 番地 

⾹⼭寺市⺠の森 四万⼗市坂本 974 番地 1 ほか 

四万⼗川記念公園 四万⼗市⼭路 2494 番地 1 地先 

四万⼗川野⿃⾃然公園 四万⼗市間崎 1001 番地 1 ほか 

⼋束防災拠点広場 四万⼗市間崎 1496 番地 1 ほか 

有岡団地公園 四万⼗市有岡 544 番地 15 ほか 

 


