
R3..4.1現在
種別 ＮＯ 公　　　　園　　　　名 所　　　　在　　　　地 開設年度 面積（㎡）

公-1 ブクンダ公園 藤井寺1-846-3 S.48 2,391
公-2 林児童公園 林6-385-2,5　 S.55 1,149
公-3 小山五反並公園 小山5-869-2,870　　 S.58 888
公-4 宮山児童公園 野中2-3 S.61 2,851
公-5 丹北小山下大船児童公園 小山2-13-1,15-1 H.1 1,535
公-6 大井垣添児童公園 大井2-506-3 H.3 1,034
公-7 北條馬場児童公園 北條町16-55,57 H.4 1,157
公-8 梅が園善徳保公園 梅が園町333-1 H.7 2,743
公-9 道明寺京樋公園 道明寺4-114-2,89-3 H.13 1,119
公-10 オオガイト緑地 北岡1-1048-1 H.14 733
公-11 東小山公園 小山8-982-36,39 H.14 319
公-12 小山西住宅公園 小山2-7 H.14 1,968
公-13 道明寺盾塚古墳公園 道明寺6-6 H.14 5,399
公-14 道明寺西山畑公園 道明寺6-1 H.14 1,002
公-15 大井住宅公園 大井5-630 H.14 1,116
公-16 川北公園 川北3-7 H.14 1,528
公-17 大井佃公園 大井3-685-3 H.15 100
公-18 小山藤美公園 小山藤美町11 H.16 849
公-19 林1丁目ほがらか公園 林1-180-27 H.16 222
公-20 小山さくら町公園 小山7-985-4 H.16 481
公-21 小山はなみずき公園 小山7-1221-15 H.17 181
公-22 古室３丁目児童公園 古室3-171-2他 H.19 434
公-23 国府衣縫塚公園 国府1-395-4 H.19 153
公-24 さくら町緑地 さくら町131-9 H.19 142
公-25 さくら町北緑地 さくら町131-52 H.21 215
公-26 春日丘公園 春日丘3-438-28 H.21 163
公-27 春日丘新町公園 春日丘新町611-33 H.22 431
公-28 春日丘２丁目公園 春日丘2丁目693番地114 H.26 210
公-29 国府３丁目児童公園 国府３丁目57番９ R.2 150
公-30 石川河川公園（府営） 道明寺3丁目地内 H.13 31,000
遊－1 小山児童公園 小山4-918-38 S.42 926
遊－2 小山児童遊園 小山新町1094の一部 S.29 594
遊－3 青山２丁目児童遊園 青山2－630－101 S.55 763
遊－4 川北３丁目第２　〃 川北3-230-8 H.10 140
遊－5 さくら公園 藤ヶ丘4-354-114 S.39 1,503
遊－6 小山藤の里児童遊園 小山藤の里町424の一部 S.39 387
遊－7 土師の里　　　　〃　 道明寺1-489-2 S.40 125
遊－8 惣社　　　　　　〃 惣社1-492 S.43 366
遊－9 津堂　　　　　　〃 津堂1-62.63 S.44 449
遊－10 野中　　　　　　〃 野中2-1 S.45 661
遊－11 南岡　　　　　　〃 岡1-1162 S.47 334
遊－12 北岡　　　　　　〃 北岡2-144-2,145-5 S.47 574
遊－13 西名阪下津堂　　〃 津堂２丁目 S.49 912
遊－14 〃小山第１　　　〃 小山６丁目 S.49 1,200
遊－15 〃小山第２　　　〃 小山８丁目 S.49 1,587
遊－16 〃小山第３　　　〃 小山８丁目 S.49 1,502
遊－17 〃道明寺第１　　〃 道明寺６丁目 S.49 1,138
遊－18 〃道明寺第２　　〃 道明寺４丁目 S.49 787
遊－19 古室　　　　　　〃 古室2丁目435の一部 S.52 506
遊－20 青山１丁目　　　〃 青山1－823－2 S.63 190
遊－21 西名阪下小山第４〃 小山６丁目 S.57 1,172
遊－22 小山５丁目第１　〃 小山5-871-3 S.49 104
遊－23 小山９丁目第１　〃 小山9-372-8 S.50 148
遊－24 西古室１丁目第１〃 西古室1-45-41 S.49 95
遊－25 西古室１丁目第２〃 西古室1-108-11 S.49 100
遊－26 西古室１丁目第３〃 西古室1-110-7 S.50 94
遊－27 大井４丁目　　　〃 大井4-532-23 S.50 105
遊－28 北條町　　　　　〃 北條町3-16 S.49 98
遊－29 道明寺４丁目第１〃 道明寺4-228-28 S.50 215
遊－30 惣社２丁目　　　〃 惣社2-272-25 S.52 243
遊－31 国府２丁目　　　〃 国府2-308-7 S.52 142
遊－32 小山７丁目　　　〃 小山7-1042-1の一部 S.53 234
遊－33 小山２丁目　　　〃 小山2-267-18 S.53 99
遊－34 林１丁目　　　　〃 林1-172-1.174-1 S.53 268
遊－35 小山８丁目　　　〃 小山8-840-7 S.54 282
遊－36 小山５丁目第２　〃 小山5-765-13 S.55 143
遊－37 川北３丁目第１　〃 川北3-238-93 S.56 214
遊－38 沢田１丁目　　　〃 沢田1-154-14 S.55 150
遊－39 小山１丁目　　　〃 小山1-436-15 S.60 99
遊－40 国府１丁目　　　〃 国府1丁目 S.51 185
遊－41 岡１丁目　　　　〃 岡1-191-3 S.57 137
遊－42 てんとう虫　　　〃 春日丘2-693-41 H．3 372
遊－43 小山９丁目第２　〃 小山9－355－48 H.10 127
緑―1 翠花堤苑（大水川散策公園） 小山7丁目～林1丁目地内 S.59
緑―2 彩花堤苑（　　〃　　　　） 沢田2丁目～林2丁目地内 S.60
緑―3 落堀川散策公園 大井2丁目～小山7丁目地内 H. 4 5,336
緑―4 野中緑地 野中5丁目地内 S.60 501
緑―5 青山緑地 青山3丁目　〃 H. 3 1,000
緑―6 城山古墳小山花菖蒲園 津堂　　　　〃 H. 3 4,000
緑―7 城山古墳津堂草花園 津堂　　　　〃 H.10 4,500
緑―8 ふじみ緑地 藤美町880-40 H. 25 6,270
緑―9 大井５丁目ふれあい広場 大井５丁目117 H. 26 678
ポ―1 沢田長谷上ポケットパーク 沢田2丁目地内 S.61 24
ポー２ 藤ヶ丘山道　　　　〃 藤ヶ丘1丁目〃 〃 207
ポ―3 藤ヶ丘谷　　　　　〃 藤ヶ丘1丁目〃 〃 76
ポ―4 道明寺森ノ下　　　〃 道明寺1丁目〃 〃 44
ポ―5 西古室下ノ内　　　〃 西古室2丁目〃 〃 68
ポ―6 沢田中クロ　　　　〃 沢田1丁目　〃 〃 52
ポ―7 藤ヶ丘丹下街道　　〃 藤ヶ丘4丁目〃 〃 57
ポ―8 国府馬場崎　　　　〃 国府2丁目　〃 〃 38
ポ―9 国府八反　　　　　〃 国府3丁目　〃 S.63 100
ポ―10 西古室宇柳　　　　〃 西古室1丁目〃 S.63 139
ポ―11 藤ヶ丘藤井　　　　〃 藤ヶ丘２丁目〃 H.3 86
ポ―12 船橋渕川　　　　　〃 船橋町　　〃 H.7 237

122,111
※　石川河川公園（府営）を含む
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