
所在地 公園名 公園名ふりがな 面積（㎡）
青柳 長町公園 ながまちこうえん 106
青柳 青柳屋敷通公園 あおやなぎやしきどおりこうえん 162

市之代 市之代集会所内ちびっこ広場 いちのだいしゅうかいじょないちびっこひろば 63
稲 稲集会所内ちびっこ広場 いなしゅうかいじょないちびっこひろば 70
稲 宿畑公園 しゅくはたこうえん 793
稲 稲向原北公園 いなむかいはらきたこうえん 221
稲 稲向原南公園 いなむかいはらみなみこうえん 238

井野 桑原まえどい公園 くわばらまえどいこうえん 996
井野 井野公園 いのこうえん 1,870
井野 井野観音免公園 いのかんのんめんこうえん 365
井野 つつじヶ丘第１公園 つつじがおかだい１こうえん 1,428
井野 つつじヶ丘第2公園 つつじがおかだい２こうえん 712
井野 つつじヶ丘第3公園 つつじがおかだい３こうえん 595
井野 大新東西公園 だいしんとうにしこうえん 267
井野 大新東東公園 だいしんとうひがしこうえん 145
井野 井野川辺公園 いのかわべこうえん 451
井野 井野前土井公園 いのまえどいこうえん 177
井野 したぬま公園 したぬまこうえん 702

井野台 井野台さくら公園 いのだいさくらこうえん 747
井野台 花輪台公園 はなわだいこうえん 294
井野台 井野台ちびっこ広場 いのだいちびっこひろば 1,126
井野台 井野台雁耕地公園 いのだいがんこうちこうえん 756
井野台 井野台公園 いのだいこうえん 1,075
井野台 井野林跡東公園 いのりんせきひがしこうえん 1,640
井野台 井野林跡西公園 いのりんせきにしこうえん 157
井野台 北中原公園 きたなかはらこうえん 894
井野台 中原緑地公園 なかはらりょくちこうえん 424
井野台 よけど公園 よけどこうえん 2,651
大留 大留こども遊園地 おおどめこどもゆうえんち 811
小堀 小堀中公園 おおほりなかこうえん 107
小堀 小堀公園 おおほりこうえん 765
大曲 大曲児童公園 おおまがりじどうこうえん 122
岡 岡堰水辺プラザ おかぜきみずべぷらざ 25,516

小文間 相野谷親水公園 あいのやしんすいこうえん 17,381
小文間 大利根団地内ちびっこ広場 おおとねだんちないちびっこひろば 300
小文間 西方住宅内ちびっこ広場 にしかたじゅうたくないちびっこひろば 102
小文間 小文間香取神社内ちびっこ広場 おもんまかとりじんじゃないちびっこひろば 143
小文間 利根川自然公園 とねがわしぜんこうえん 24,032
小文間 日鉱団地南公園 にっこうだんちみなみこうえん 298
小文間 日鉱団地北公園 にっこうだんちきたこうえん 694
小文間 南住宅内ちびっこ広場 みなみじゅうたくないちびっこひろば 112
小文間 相野谷川排水機場記念公園 あいのやかわはいすいきじょうきねんこうえん 1,390
小文間 アルスの森アジサイ公園 あるすのもりあじさいこうえん 5,200
小文間 アルスの森サクラ公園 あるすのもりさくらこうえん 4,100
上萱場 上萱場児童公園 かみかやばじどうこうえん 933
上萱場 上萱場農村公園 かみかやばのうそんこうえん 1,008
上高井 上高井慈光院内ちびっこ広場 かみたかいじこういんないちびっこひろば 230
椚木 総合公園 そうごうこうえん 99,752
椚木 椚木児童公園 くぬぎじどうこうえん 1,850
椚木 京三電線脇公園 きょうさんでんせんわきこうえん 480
椚木 椚木新田児童公園 くぬぎしんでんじどうこうえん 380
椚木 椚木たんぽぽ公園 くぬぎたんぽぽこうえん 140
椚木 小貝川緑地 こかいがわりょくち 46,000
毛有 毛有児童公園 けありじどうこうえん 250

光風台 光風台第1児童公園 こうふうだいだい１じどうこうえん 2,701
光風台 光風台第2児童公園 こうふうだいだい２じどうこうえん 1,237
光風台 光風台第3児童公園 こうふうだいだい３じどうこうえん 2,247
光風台 光風台第5児童公園 こうふうだいだい５じどうこうえん 3,719
光風台 光風台テニスコート こうふうだいてにすこーと 2,951
小浮気 小浮気本田公園 こぶけほんでんこうえん 263
駒場 駒場ふれあい公園 こまばふれあいこうえん 700
駒場 駒場3丁目北見公園 こまば３ちょうめきたみこうえん 150
駒場 駒場台公園 こまばだいこうえん 255
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駒場 駒場3丁目後山公園 こまば３ちょうめうしろやまこうえん 137
駒場 駒場東公園 こまばひがしこうえん 2,193
駒場 駒場中公園 こまばなかこうえん 929
駒場 駒場西公園 こまばにしこうえん 177

米ノ井 米ノ井辻田緑地公園 こめのいつじたりょくちこうえん 215
米ノ井 米ノ井辻田公園 こめのいつじたこうえん 728
桜が丘 桜が丘近隣公園 さくらがおかきんりんこうえん 19,453
桜が丘 桜が丘一丁目緑地 さくらがおかいっちょうめりょくち 254
桜が丘 桜が丘一丁目プレストン公園 さくらがおかいっちょうめぷれすとんこうえん 430
桜が丘 桜が丘第1児童公園 さくらがおかだい１じどうこうえん 3,972
桜が丘 桜が丘第2児童公園 さくらがおかだい２じどうこうえん 3,491
桜が丘 桜が丘第3幼児公園 さくらがおかだい３ようじこうえん 332
桜が丘 桜が丘第4幼児公園 さくらがおかだい４ようじこうえん 282
桜が丘 桜が丘第5幼児公園 さくらがおかだい５ようじこうえん 178
桜が丘 桜が丘第6幼児公園 さくらがおかだい６ようじこうえん 329
桜が丘 桜が丘第7幼児公園 さくらがおかだい７ようじこうえん 392
桜が丘 桜が丘第8幼児公園 さくらがおかだい８ようじこうえん 298
桜が丘 桜が丘第9幼児公園 さくらがおかだい９ようじこうえん 393
桜が丘 桜が丘第10幼児公園 さくらがおかだい１０ようじこうえん 364
桜が丘 桜が丘第11幼児公園 さくらがおかだい１１ようじこうえん 350
桜が丘 桜が丘第12幼児公園 さくらがおかだい１２ようじこうえん 309
桜が丘 桜が丘第13幼児公園 さくらがおかだい１３ようじこうえん 389
桜が丘 桜が丘第14幼児公園 さくらがおかだい１４ようじこうえん 331
桜が丘 桜が丘第15幼児公園 さくらがおかだい１５ようじこうえん 320
桜が丘 桜が丘第16幼児公園 さくらがおかだい１６ようじこうえん 793
桜が丘 桜が丘第17幼児公園 さくらがおかだい１７ようじこうえん 470
桜が丘 桜が丘第20幼児公園 さくらがおかだい２０ようじこうえん 220
桜が丘 桜が丘第21幼児公園 さくらがおかだい２１ようじこうえん 205
桜が丘 桜が丘第22幼児公園 さくらがおかだい２２ようじこうえん 395
桜が丘 桜が丘第23幼児公園 さくらがおかだい２３ようじこうえん 242
桜が丘 桜が丘緑道 さくらがおかりょくどう 7,800
桜が丘 北浦川緑道 きたうらがわりょくどう 14,569
山王 山王東児童公園 さんのうひがしじどうこうえん 544
山王 山王第1こども遊園地 さんのうだい１こどもゆうえんち 300
紫水 紫水公園 しすいこうえん 4,884
清水 百井戸児童公園 ひゃくいどじどうこうえん 574

下萱場 下萱場こども遊園地 しもかやばこどもゆうえんち 155
下高井 永山ちびっこ広場 ながやまちびっこひろば 9,044
下高井 永山公園 ながやまこうえん 297
下高井 高井城址公園 たかいじょうしこうえん 20,303
新川 新川グランド しんかわぐらんど 14,909

新取手 新取手大山公園 しんとりでおおやまこうえん 146
新取手 新取手北公園 しんとりできたこうえん 224
新取手 新取手自治会館前公園 しんとりでじちかいかんまえこうえん 928
新取手 新取手坂下公園 しんとりでさかしたこうえん 933
新取手 新取手ヒマラヤ杉公園 しんとりでひまらやすぎこうえん 1,124
新取手 新取手5丁目東公園 しんとりで５ちょうめひがしこうえん 436
新取手 新取手西公園 しんとりでにしこうえん 80
新取手 新取手1丁目ちびっこ広場 しんとりで１ちょうめちびっこひろば 327
新取手 新取手稲荷神社内ちびっこ広場 しんとりでいなりじんじゃないちびっこひろば 2,344
新取手 新取手グリーンパーク しんとりでぐりーんぱーく 2,296
新取手 新取手佃公園 しんとりでつくだこうえん 181
新町 新町建設省脇ちびっこ広場 しんまちけんせつしょうわきちびっこひろば 166
新町 はくさん一丁目公園 はくさんいっちょうめこうえん 152
新町 取手ウェルネスパーク とりでうぇるねすぱーく 1,800
新町 新町3丁目公園 しんまち３ちょうめこうえん 833
新町 新町3丁目サツキ公園 しんまち３ちょうめさつきこうえん 124
新町 新町4丁目公園 しんまち４ちょうめこうえん 125
新町 八重洲公園 やえすこうえん 3,026
新町 新町城山公園 しんまちしろやまこうえん 217
新町 新町6丁目公園 しんまち６ちょうめこうえん 475
新町 新町6丁目ちびっこ広場 しんまち６ちょうめちびっこひろば 65
台宿 平台ちびっこ広場 ひらだいちびっこひろば 68
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台宿 台宿2丁目中公園 だいしゅく２ちょうめなかこうえん 156
台宿 台宿南公園 だいしゅくみなみこうえん 161
台宿 台宿桜ヶ丘公園 だいしゅくさくらがおかこうえん 1,876
台宿 台宿東公園 だいしゅくひがしこうえん 292
台宿 寺前公園 てらまえこうえん 1,887
高須 高須こども遊園地 たかすこどもゆうえんち 160

長兵衛新田 城根西公園 じょうねにしこうえん 343
長兵衛新田 城根東公園 じょうねひがしこうえん 430

寺田 水の公園 みずのこうえん 3,438
寺田 寺田惣代公園 てらだそうだいこうえん 153
寺田 寺田経塚公園 てらだきょうつかこうえん 125
寺田 こぶし公園 こぶしこうえん 1,600
戸頭 つつじ公園 つつじこうえん 2,071
戸頭 戸頭ふれあいの丘公園 とがしらふれあいのおかこうえん 1,669
戸頭 戸頭中作公園 とがしらなかさくこうえん 170
戸頭 えのきど公園 えのきどこうえん 3,998
戸頭 ききょう公園 ききょうこうえん 3,298
戸頭 神明緑地公園 しんめいりょくちこうえん 108
戸頭 しんめい公園 しんめいこうえん 3,398
戸頭 もくせい公園 もくせいこうえん 9,477
戸頭 白幡緑地 しらはたりょくち 114
戸頭 しらはた公園 しらはたこうえん 2,296
戸頭 とがしら公園 とがしらこうえん 52,698
戸頭 みやのまえ公園 みやのまえこうえん 3,572
戸頭 宮ノ前ふれあい公園 みやのまえふれあいこうえん 50,073
戸頭 戸頭緑地 とがしらりょくち 2,221
戸頭 戸頭新屋敷ちびっこ広場 とがしらしんやしきちびっこひろば 96
戸頭 花輪スポーツ公園 はなわすぽーつこうえん 5,782
取手 取手緑地運動公園 とりでりょくちうんどうこうえん 459,903
取手 大師公園 だいしこうえん 295
中内 さくらづつみ さくらづつみ 4,270
中内 中内・大圦線緑道 なかうちおおいりせんりょくどう 2,501
中田 北浦川緑地 きたうらわがりょくち 66,000

中原町 中原公園 なかはらこうえん 486
西 向原公園 むかいはらこうえん 5,634
西 向原緑地公園 むかいはらりょくちこうえん 2,105
西 大鹿橋公園 おおしかはしこうえん 1,238
西 羽中公園 はなかこうえん 2,628

野々井 かつら公園 かつらこうえん 2,722
野々井 野々井赤坂公園 ののいあかさかこうえん 199
野々井 野々井白山神社内ちびっこ広場 ののいはくさんじんじゃないちびっこひろば 66
野々井 野々井前畑公園 ののいまえはたこうえん 318
配松 配松児童公園 はいまつじどうこうえん 112
配松 川の一里塚 かわのいちりづか 750
白山 関鉄かえで公園 かんてつかえでこうえん 1,497
白山 関鉄東公園 かんてつあずまこうえん 966
白山 白山5丁目公園 はくさん５ちょうめこうえん 195
白山 もみじ公園 もみじこうえん 165
白山 白山緑地公園 はくさんりょくちこうえん 2,359
白山 白山6丁目ちびっこ広場 はくさん６ちょうめちびっこひろば 1,900
白山 白山ポケットパーク はくさんぽけっとぱーく 206
浜田 浜田児童公園 はまだじどうこうえん 500
東 新道緑地 しんどうりょくち 921
東 片町青少年広場 かたまちせいしょうねんひろば 1,732

藤代 蔵前公園 くらまえこうえん 687
藤代 水と緑と祭りの広場 みずとみどりとまつりのひろば 7,097
藤代 箕輪公園 みのわこうえん 799
藤代 フラワータウン公園 ふらわーたうんこうえん 2,220

藤代南 モミの木公園 もみのきこうえん 2,299
藤代南 藤代駅南口1号公園 ふじしろえきみなみぐち１ごうこうえん 5,500
藤代南 藤代駅南口緑道 ふじしろえきみなみぐちりょくどう 4,037
藤代南 南三丁目しいの木公園 みなみさんちょうめしいのきこうえん 2,299
双葉 双葉第1公園 ふたばだい１こうえん 561
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双葉 双葉第2児童公園 ふたばだい２じどうこうえん 1,435
双葉 双葉第3公園 ふたばだい３こうえん 554
双葉 双葉緑道 ふたばりょくどう 5,400
本郷 西浦東公園 にしうらひがしこうえん 648
本郷 関鉄北公園 かんてつきたこうえん 762
本郷 大塚公園 おおつかこうえん 1,196
本郷 大塚ゆりのき公園 おおつかゆりのきこうえん 328
本郷 ほんごう公園 ほんごうこうえん 2,646
本郷 本郷三丁目公園 ほんごうさんちょうめこうえん 428
本郷 寺田原谷公園 てらだはらやこうえん 205
本郷 大塚けやき公園 おおつかけやきこうえん 756

宮和田 宮和田こども遊園地 みやわだこどもゆうえんち 200
宮和田 宮和田関公園 みやわだせきこうえん 251
宮和田 ときわ台第1公園 ときわだいだい１こうえん 308
宮和田 ときわ台第2児童公園 ときわだいだい２じどうこうえん 1,387
宮和田 ときわ台第3児童公園 ときわだいだい３じどうこうえん 1,061
宮和田 ときわ台第4公園 ときわだいだい４こうえん 493
宮和田 ときわ台第5児童公園 ときわだいだい５じどうこうえん 1,269
宮和田 宮和田緑道 みやわだりょくどう 2,487
宮和田 あけぼの公園 あけぼのこうえん 1,853
宮和田 ルックハイツ公園 るっくはいつこうえん 242
宮和田 宮和田グランド みやわだぐらんど 15,392
谷中 谷中本田公園 やなかほんでんこうえん 121
谷中 谷中児童公園 やなかじどうこうえん 1,475
谷中 谷中相橋公園 やなかあいはしこうえん 168

ゆめみ野 しいのき公園 しいのきこうえん 2,000
ゆめみ野 やなぎ公園 やなぎこうえん 2,000
ゆめみ野 ゆめみ野公園 ゆめみのこうえん 46,000
ゆめみ野 ゆめみ野緑地 ゆめみのりょくち 8,220
ゆめみ野 やまぼうし公園 やまぼうしこうえん 2,000
ゆめみ野 かしのき公園 かしのきこうえん 2,000
ゆめみ野 大山緑地 おおやまりょくち 6,108
ゆめみ野 新取手三丁目緑地 しんとりでさんちょうめりょくち 3,025

吉田 一本松公園 いっぽんまつこうえん 2,694
吉田 日立住宅内公園 ひたちじゅうたくないこうえん 250
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