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大塚望地公園

大塚緑地

105 大塚下田公園 大塚648

106 大塚宮田公園 大塚669

107 大塚堰場公園 大塚621-9

131 どうねはら公園 大塚1709-11

135 ふきつけ公園 大塚337-24

263 大塚団地公園 大塚343-35

264 由木ヶ丘公園 大塚58-60

267 大塚神明平公園 大塚1370-6

317 大塚なかおね公園 大塚272-3

318 大塚ゆざわ公園 大塚293-4

320 大塚ぼうげ公園 大塚94-2

327 陽光台緑地 大塚94-1

333 竜ヶ峰公園 大塚350-10

419 大塚1号緑地 大塚777-6

462 大塚日影公園 大塚1520-2

463 常盤公園 大塚1744

528 大塚八幡山公園 大塚189-38

529 大塚前山公園 大塚202-29

530 大塚どんどん橋緑地 大塚202-33

557 大塚ひなたが丘公園 大塚192-2

558 大塚ひなた公園 大塚424-19

600 大塚日向台公園 大塚471-1

601 大塚2号緑地 大塚468-3

615 大塚１号ちびっこ公園 大塚176-11

616 大塚３号緑地 大塚342-1

780 大塚望地公園 大塚1811

新規 大塚緑地 大塚303-11

228 鹿島公園 鹿島103

229 大塚東公園 鹿島104-1

230 梶川公園 鹿島117

238 鹿島緑地 鹿島102

420 梶川緑地 鹿島111-1

246 大塚みどり公園 東中野1533-15

247 さつき公園 東中野1534-18

319 東中野かじざか公園 東中野293-5

456 天野公園 東中野109-1

457 松原公園 東中野212-1

458 天野谷戸公園 東中野243

459 向山緑地 東中野245

460 東中野窪田公園 東中野1300

461 東中野1号緑地 東中野1504-5

662 天野南公園 東中野1432-12

公園
番号

公園名等 所在地町名地区

大塚

鹿島

東中野

221 傘平緑地 松が谷141

222 三本松緑地 松が谷185

242 大塚西公園 松が谷105

243 いせまいり公園 松が谷116

244 望地公園 松が谷140

257 東中野公園 松が谷195

258 乳母ヶ谷公園 松が谷168-1

617 松が谷１号緑地 松が谷78-2

618 別所１号緑地 松が谷199

290 堀之内引切公園 堀之内2-18-1

371 堀之内洗馬川公園 堀之内2-25-1

372 堀之内番場公園 堀之内3-8

373 堀之内芝原公園 堀之内2-8

588 秋葉台北緑地 堀之内3-16

614 堀之内下寺沢公園 堀之内6号535-3

648 堀之内下寺沢南公園 堀之内字5号521-1

696 堀之内こぶし緑地 堀之内字6号571-2

714 堀之内寺沢里山公園 堀之内字700-3

754 堀之内東山さくらの公園 堀之内字6号559－3

767 堀之内東山もりみの公園 堀之内字7号636－4

768 堀之内東山そらみの森緑地 堀之内字7号636－7

769 堀之内東山にしきの森緑地 堀之内字7号672－4

776 堀之内沖ノ谷戸公園 堀之内字2号206-2

777 堀之内東山すだじい公園 堀之内字3号256-57

778 堀之内東山すだじい緑地 堀之内字2号140-32

770 堀之内東山はぐくみの森緑地 堀之内字7号699-3

779 堀之内東山ふれあい西緑道 堀之内字3号256-178

新規 堀之内東山ふれあい東緑道 堀之内字二号192-7

新規 堀之内東山さくらの丘緑道 堀之内字二号183-26

新規 堀之内東山やまざくらの丘緑地 堀之内字二号183-10

新規 堀之内東山あゆみの公園 堀之内二号169-10

新規 堀之内東山ふれあい北緑道 東中野字17号1032-40

260 秋葉台公園 別所2-4

316 九兵衛坂公園 別所2-25

415 せせらぎ緑道 別所2-126

472 長池公園 別所2-58

473 別所お月見公園 別所2-54

591 秋葉台南緑地 別所2-8

694 よこやまの道緑地 別所2-63-2
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