
都市公園一覧表
整理
番号

公園名 所在地

1 大王児童公園 大王町1012-1

2 寿児童公園 松元町164

3 八幡児童公園 八幡町147

4 菖蒲原児童公園 菖蒲原町36-1

5 上東街区公園 上東町30-1

6 広原児童公園 広原町4-22-1

7 年見児童公園 年見町35-1

8 立野児童公園 立野町19-1

9 上年見街区公園 年見町36-1

10 迫田児童公園 早水町39-1

11 姫城山児童公園 姫城町4047-1

12 西松元児童公園 松元町25-1

13 川東第７児童公園 下川東3丁目12-2

14 川東第５児童公園 上川東2丁目15-3

15 平江第２街区公園 平江町27-13

16 川東第２児童公園 上川東1丁目11-1

17 川東第３児童公園 下川東2丁目7-6

18 川東第４児童公園 下川東2丁目17-6

19 川東第６児童公園 上川東3丁目11-4

20 栄町児童公園 栄町4-1

21 二子束児童公園 安久町5206-1

22 乙房児童公園 乙房町1843-1

23 下水流児童公園 下水流町2968

24 小松原街区公園 小松原町7-1

25 下長飯児童公園 下長飯町1882

26 万ヶ塚児童公園 丸谷町454-28

27 鷹尾第１児童公園 鷹尾3丁目4204-2

28 庄内街区公園 庄内町13245-2

29 天神児童公園 東町4384-2

30 都原第４街区公園 都原町7269

31 鷹尾第３児童公園 南鷹尾町1988-101

32 平江第１街区公園 平江町44-1

33 大王第３児童公園 大王町55-1

34 大王第４児童公園 大王町38-1

35 一万城第１児童公園 一万城町72-1

36 若葉街区公園 若葉町67-1

37 上長飯第１児童公園 上長飯町59-1

38 花繰街区公園 花繰町338-1

39 上長飯第２児童公園 上長飯町78-1

40 宮丸児童公園 宮丸町2818-1

41 上長飯第３児童公園 上長飯町46-1

42 一万城第４児童公園 一万城町25-1

43 東第２児童公園 若葉町40-1

44 都北児童公園 都北町1082
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45 高木児童公園 高木町4861-1

46 山野原街区公園 太郎坊町6683-1

47 上長飯第４児童公園 上長飯町13-1

48 一万城第２児童公園 一万城町88-1

49 一万城第３児童公園 一万城町33-1

50 竹之下児童公園 都島町199

51 祝吉第１児童公園 祝吉町26-1

52 祝吉第２児童公園 祝吉町42-1

53 都原第１児童公園 都原町199

54 都原第２児童公園 都原町31-1

55 梅北児童公園 梅北町42-1

56 都原第３街区公園 都原町43-1

57 一万城第５児童公園 一万城町48-15

58 祝吉第４児童公園 祝吉町93-1

59 天神第２児童公園 天神町2138

60 金田児童公園 金田町1228-21

61 松之元街区公園 都北町6450

62 志比田街区公園 志比田町5779-5

63 小鷹原北街区公園 一万城町4988-1

64 小鷹原中央街区公園 一万城町・上長飯町

65 久保原街区公園 久保原町

66 中央東部１号街区公園 天神町3

67 中央東部２号街区公園 中町265番

68 郡元５号街区公園 郡元1丁目6-14

69 郡元６号街区公園 郡元町127

70 郡元３号街区公園 郡元2丁目4-1

71 ふるさと街区公園 下長飯町5441外

72 庄内城山広場 庄内町12683

73 町区農村公園 庄内町8669

74 源野農村公園 乙房町435

75 大根田農村公園 志比田町9585

76 菓子野農村公園 菓子野町11222

77 今房農村公園 横市町5280-4

78 宮島農村公園 菓子野町10031-2

79 平田農村公園 乙房町3074

80 今屋農村公園 菓子野町11649-3

81 藤田農村公園 安久町5140-5

82 谷頭農村公園 野々美谷町2380-3

83 平原農村公園 下水流町363-6

84 馬場農村公園 乙房町1836-1

85 雄児石農村公園 梅北町8067番地4外

86 都島公園 都島町345

87 城山公園 都島町810

88 川東公園 下川東4丁目7-1
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89 姫城公園 下長飯町2195

90 都城東公園 一万城町外

91 祝吉郡元公園 郡元３丁目５番１

92 神柱公園 前田町1330-1

93 早水公園 早水町3867

94 都城運動公園 妻ヶ丘町31-1

95 梅北運動公園 梅北町2202

96 沖水川市民緑地 下川東地先外

97 都北緑地 都北町7502-1
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