
区　分 名　　　　称 所　在　地 面　積　（㎡） 開　設　年 利用区分

御城公園 水海道橋本町 2,410 昭和41年 街区公園

森下児童公園 水海道森下町 5,790 昭和48年 街区公園

相野谷公園 相野谷町 865 昭和53年 街区公園

原山近隣公園 大生郷町 22,000 昭和55年 近隣公園

花島近隣公園 大生郷町 12,160 昭和55年 近隣公園

上口緑地 大生郷町 6,459 昭和55年 緩衡緑地

相野谷南公園 相野谷町 298 昭和55年 街区公園

出山公園 豊岡町 539 昭和55年 街区公園

駅南児童公園 水海道天満町 8,821 昭和56年 街区公園

駅南緑地 水海道天満町 252 昭和57年 都市緑地

出山緑地 豊岡町 686 昭和57年 都市緑地

渕頭公園 水海道渕頭町 235 昭和61年 街区公園

きぬ総合公園 坂手町 120,000 昭和61年 総合公園

きぬ住宅団地公園 豊岡町 671 昭和61年 街区公園

きぬ住宅団地緑地 豊岡町 112 昭和61年 都市緑地

都 大目台緑地１ 豊岡町 165 昭和61年 都市緑地

宝町緑地 水海道宝町 177 昭和61年 都市緑地

市 永野緑地 豊岡町 378 昭和63年 都市緑地

せせらぎ公園 水海道宝町 1,543 平成3年 街区公園

公 サブグラウンド 坂手町 8,461 平成5年 都市緑地

リバーサイド中妻住宅団地公園 中妻町 305 平成11年 街区公園

園 中妻緑住公園 中妻町 660 平成11年 街区公園

巣立山公園 内守谷町きぬの里 20,000 平成11年 近隣公園

ぴかぴか公園 内守谷町きぬの里 2,000 平成15年 街区公園

ゆらゆら公園 内守谷町きぬの里 1,900 平成15年 街区公園

そよそよ公園 内守谷町きぬの里 2,332 平成15年 街区公園

くるくる公園 内守谷町きぬの里 1,800 平成15年 街区公園

観水公園 水海道元町 489 平成18年 街区公園

森下緑地 水海道森下町 155 平成19年 都市緑地

きぬの里緑地 内守谷町きぬの里 554 平成20年 都市緑地

駅東第１児童公園 新石下 4,575 昭和49年 街区公園

駅東第２児童公園 新石下 3,767 昭和51年 街区公園

駅東中央児童公園 新石下 7,008 昭和53年 街区公園

御城第２児童公園 本石下 1,669 昭和54年 街区公園

本石下寺浦児童公園 本石下 1,590 昭和56年 街区公園

御城第３児童公園 本石下 1,593 昭和57年 街区公園

大橋南児童公園 新石下 880 昭和59年 街区公園

西原第1児童公園 本石下 1,800 昭和58年 街区公園

西原第２児童公園 本石下 999 昭和62年 街区公園

石下総合運動公園 鴻野山 113,000 平成9年 運動公園

都市公園   計　40か所 359,098

６ 公園等の状況
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区　分 名　　　　称 所　在　地 面　積　（㎡） 開　設　年 利用区分

砂場公園 中妻町 158 昭和54年 緑地

出山緑地② 豊岡町 279 昭和57年 緑地

出山緑地③ 豊岡町 96 昭和57年 緑地

坂手工業団地内緑地 坂手町 16,457 昭和58年 緑地

坂手工業団地内公園１ 坂手町 1,135 昭和58年 公園

坂手工業団地内公園２ 坂手町 3,000 昭和58年 公園

内守谷工業団地内緑地 内守谷町 11,338 昭和60年 緑地

内守谷工業団地内公園１ 内守谷町 3,293 昭和60年 公園

そ 内守谷工業団地内公園２ 菅生町 3,298 昭和60年 公園

川の一里塚 新井木町 1,096 平成元年 緑地

の 橋本住宅団地緑地 水海道橋本町 13 平成3年 緑地

八間堀桜づつみ 水海道橋本町 719 平成3年 緑地

他 みつかいどう一里塚ロードパーク 相野谷町 3,500 平成5年 緑地

きぬふれあい公園 水海道天満町，水海道高野町 56,077 平成10年 公園

の 内守谷河川公園 内守谷町 10,320 平成11年 公園

水海道駅前緑地 水海道宝町 43 平成11年 緑地

公 駅南天満町緑地 水海道天満町 97 平成11年 緑地

小貝吉野公園 上蛇町 31,655 平成11年 緑地

園 相野谷南緑地 相野谷町 127 平成11年 緑地

花島工業団地公園 花島町 6,887 平成13年 公園

等 花島工業団地緑地 花島町 7,874 平成13年 緑地

亀岡公園 水海道亀岡町 340 平成18年 公園

亀岡緑地 水海道亀岡町 342 平成18年 緑地

将門公園 向石下 722 昭和50年 公園

川の一里塚・川とのふれあい公園 豊田 4,406 平成4年 緑地

芝原北小公園 新石下 103 昭和58年 公園

新石下寺浦緑地 新石下 68 平成20年 緑地

将門団地公園 国生 338 昭和60年 公園

その他の公園   計　　28か所 163,781

(注)令和4年4月1日現在 資料：地域拠点整備課

区　分 名　　　　称 所　在　地 面　積　（㎡） 開　設　年 利用区分

　　　 本椎木 豊田 1,031 平成6年 公園

篠山中央 篠山 601 平成9年 公園

農 崎房北 崎房 1,331 平成9年 公園

馬場 馬場 995 平成8年 公園

村 鴻野山新田 鴻野山新田 1,000 平成5年 公園

蔵持 蔵持 889 平成4年 公園

公 節 国生 1,900 平成3年 公園

大沢 古間木 1,090 平成2年 公園

園 ふれあい 崎房 830 平成5年 公園

豊田地区 豊田 2,820 平成17年 公園

農村公園     計　10か所 12,487

(注)令和4年4月1日現在 資料：農政課
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