
【小山】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　向陽公園 　相模原市中央区向陽町３番

2 　すすきの公園 　相模原市中央区すすきの町１８番

3 　氷川町公園 　相模原市中央区氷川町７番

4 　すすきのこばと公園 　相模原市中央区すすきの町４１番

6 　相模原１丁目ほほえみ公園 　相模原市中央区相模原１丁目１番

7 　小山矢掛公園 　相模原市中央区宮下本町３丁目５５番

8 　すすきのはとぽっぽ公園 　相模原市中央区すすきの町１９番

10 　宮下さくら公園 　相模原市中央区宮下本町１丁目１８番

11 　相模原４丁目ちびっこ公園 　相模原市中央区相模原４丁目７番

12 　相模原４丁目エルザ公園 　相模原市中央区相模原４丁目４番

13 　向陽あじさい公園 　相模原市中央区向陽町２番

14 　宮下本町３丁目公園 　相模原市中央区宮下本町３丁目４番

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 　相模原４丁目公園 　相模原市中央区相模原４丁目７番

2 　相模原駅前公園 　相模原市中央区相模原１丁目１番

3 　境川改修残地暫定広場・宮下 　相模原市中央区宮下本町３丁目１５番



【清新】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　氷川公園 　相模原市中央区清新５丁目１８番

2 　矢懸公園 　相模原市中央区清新３丁目９番

3 　矢懸公園 　相模原市中央区清新３丁目９番

4 　清新４丁目公園 　相模原市中央区清新４丁目１１番

5 　清新５丁目公園 　相模原市中央区清新５丁目２０番

6 　南橋本さつき公園 　相模原市中央区南橋本３丁目４番

7 　清新くるみ公園 　相模原市中央区清新７丁目１番

8 　相模原なかよし公園 　相模原市中央区相模原２丁目４番

9 　小山２丁目さざんか公園 　相模原市中央区小山２丁目１１番

10 　小山２丁目みどり公園 　相模原市中央区小山２丁目４番

11 　中央５丁目公園 　相模原市中央区中央５丁目１３番

12 　清新６丁目公園 　相模原市中央区清新６丁目４番

13 　南橋本くすのき公園 　相模原市中央区南橋本２丁目１番

14 　清新５丁目ふれあい公園 　相模原市中央区清新５丁目１２番

15 　南橋本やまぶき公園 　相模原市中央区南橋本１丁目２０番

16 　南橋本みどり公園 　相模原市中央区南橋本１丁目１６番

17 　清新そよかぜ公園 　相模原市中央区清新７丁目６番

18 　南橋本あじさい公園 　相模原市中央区南橋本１丁目１番

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 　比丘口公園 　相模原市中央区中央１丁目７番

2 　小原公園 　相模原市中央区小山４丁目３番

3 　南橋本公園 　相模原市中央区南橋本３丁目４番

4 　相模原８丁目あじさい公園 　相模原市中央区相模原８丁目３番

5 　小山２丁目くすのき公園 　相模原市中央区小山２丁目２番

6 　小山公園 　相模原市中央区小山４丁目１番

7 　相模原７丁目公園 　相模原市中央区相模原７丁目４番

8 　相模原２丁目すみれ公園 　相模原市中央区相模原２丁目１６番



【横山】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　長久保第１公園 　相模原市中央区横山４丁目９番

2 　てるて公園 　相模原市中央区横山台１丁目３番

3 　横山台公園 　相模原市中央区横山台２丁目２３番

4 　宮山公園 　相模原市中央区下九沢７５７番１

5 　宮山坂公園 　相模原市中央区下九沢７２７番３

6 　下九沢つくし公園 　相模原市中央区下九沢６３番４

7 　横山台２丁目公園 　相模原市中央区横山台２丁目２１番

8 　えのき公園 　相模原市中央区横山台２丁目１７番

9 　日金沢あおぞら公園 　相模原市中央区横山台２丁目２番

10 　下九沢光の丘公園 　相模原市中央区下九沢９８７番５

11 　さくら小町公園 　相模原市中央区小町通１丁目６番

12 　小町はなもも公園 　相模原市中央区小町通２丁目２番

13 　下九沢あすなろ公園 　相模原市中央区下九沢１１６４番４

14 　横山台日金沢丘公園 　相模原市中央区横山台２丁目５番

15 　小町はなみずき公園 　相模原市中央区小町通２丁目３番

16 　こもれび小町公園 　相模原市中央区小町通１丁目５番

17 　中横山こども公園 　相模原市中央区下九沢７６７番１１１

18 　下九沢中の原風の丘公園 　相模原市中央区下九沢１１８３番２０７

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 　横山公園 　相模原市中央区横山５丁目１１番

2 　長久保第３公園 　相模原市中央区横山４丁目１６番



【中央】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　村富公園 　相模原市中央区矢部２丁目７番

2 　矢部公園 　相模原市中央区矢部４丁目２０番

3 　相生公園 　相模原市中央区富士見３丁目１３番

4 　富士見公園 　相模原市中央区富士見４丁目１番

5 　栄公園 　相模原市中央区弥栄２丁目２番

6 　中央公園 　相模原市中央区富士見２丁目３番

7 　高根２丁目公園 　相模原市中央区高根２丁目１０番

8 　すこやか公園 　相模原市中央区相模原６丁目３番

9 　矢部あじさい公園 　相模原市中央区矢部１丁目３番

10 　富士見２丁目公園 　相模原市中央区富士見２丁目１番

11 　相生東公園 　相模原市中央区相生２丁目７番

12 　富士見六丁目公園 　相模原市中央区富士見６丁目３番

13 　相模原５丁目公園 　相模原市中央区相模原５丁目５番

14 　相生四つ葉公園 　相模原市中央区相生４丁目１５番

15 　富士見３丁目公園 　相模原市中央区富士見３丁目１０番

16 　相模原４丁目ふれあい公園 　相模原市中央区相模原４丁目３番

17 　相模原矢部公園 　相模原市中央区矢部３丁目３番

○花火禁止公園

No.公園名 所在地

1 　淵野辺公園 　相模原市中央区弥栄３丁目１番

2 　相模原６丁目こまどり公園 　相模原市中央区相模原６丁目１６番



【星が丘】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　月見公園 　相模原市中央区千代田３丁目１０番

2 　長久保第２公園 　相模原市中央区横山３丁目１１番

3 　横山５丁目公園 　相模原市中央区横山５丁目４番

4 　横山３丁目公園 　相模原市中央区横山３丁目２３番

5 　星が丘ひよこ公園 　相模原市中央区星が丘３丁目２番

6 　千代田２丁目なかよし公園 　相模原市中央区千代田２丁目８番

7 　千代田７丁目公園 　相模原市中央区千代田７丁目７番

8 　横山６丁目若草公園 　相模原市中央区横山６丁目５番

9 　星が丘４丁目にこにこ公園 　相模原市中央区星が丘４丁目４番

10 　星が丘４丁目すこやか公園 　相模原市中央区星が丘４丁目５番

11 　星が丘３丁目三角公園 　相模原市中央区星が丘３丁目１番

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 　星が丘４丁目いきいき公園 　相模原市中央区星が丘４丁目６番



【光が丘】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　里見公園 　相模原市中央区光が丘３丁目８番

2 　光が丘第１公園 　相模原市中央区光が丘２丁目９番

3 　光が丘第２公園 　相模原市中央区光が丘２丁目２５番

4 　光が丘しらかば公園 　相模原市中央区光が丘２丁目２９番

5 　並木４丁目公園 　相模原市中央区並木４丁目２２番

6 　陽光台３丁目公園 　相模原市中央区陽光台３丁目１５番

7 　陽光台４丁目公園 　相模原市中央区陽光台４丁目１６番

8 　若葉公園 　相模原市中央区青葉２丁目２番

9 　陽光台ひまわり公園 　相模原市中央区陽光台６丁目１０番

10 　虹が丘公園 　相模原市中央区陽光台６丁目７番

11 　上溝坂上公園 　相模原市中央区陽光台１丁目１番

12 　陽光台１丁目公園 　相模原市中央区陽光台１丁目２１

13 　並木２丁目公園 　相模原市中央区並木２丁目２番

14 　青葉２丁目星のポケットパーク 　相模原市中央区青葉２丁目６番

15 　並木２丁目ひばり公園 　相模原市中央区並木２丁目１番

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 　山見公園 　相模原市中央区光が丘１丁目１１番

2 　緑が丘２丁目公園 　相模原市中央区緑が丘２丁目３１番

3 　ひまわり公園 　相模原市中央区陽光台２丁目１９番

4 　光が丘陽だまり公園 　相模原市中央区光が丘２丁目１８番



【大野北】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　由野台第１公園 　相模原市中央区由野台２丁目１７番

2 　由野台第２公園 　相模原市中央区由野台２丁目１２番

3 　由野台第３公園 　相模原市中央区由野台１丁目６番

4 　東嶽之内公園 　相模原市中央区東淵野辺２丁目２６番

5 　淵野辺２丁目公園 　相模原市中央区淵野辺２丁目６番

6 　嶽之内れんげ公園 　相模原市中央区淵野辺本町５丁目３８番

7 　上矢部あさひ公園 　相模原市中央区上矢部４丁目１０番

8 　山王公園 　相模原市中央区淵野辺本町２丁目２８番

9 　鹿沼台２丁目公園 　相模原市中央区鹿沼台２丁目１４番

10 　嶽之内第２公園 　相模原市中央区淵野辺本町３丁目４番

11 　上原公園　 　相模原市中央区淵野辺２丁目１番

12 　淵野辺１丁目公園 　相模原市中央区淵野辺１丁目２番

13 　淵野辺本町りす公園 　相模原市中央区淵野辺本町２丁目３９番

14 　淵野辺１丁目第１公園 　相模原市中央区淵野辺１丁目１６番

15 　淵野辺２丁目第２公園 　相模原市中央区淵野辺２丁目１１番

16 　淵野辺本町第２公園 　相模原市中央区淵野辺本町２丁目１１番

17 　淵野辺きぼう公園 　相模原市中央区淵野辺２丁目３２番

18 　東淵野辺公園 　相模原市中央区東淵野辺３丁目７番

19 　中淵西山公園 　相模原市中央区淵野辺本町３丁目１７番

20 　淵野辺本町どんぐり公園 　相模原市中央区淵野辺本町１丁目２２番

21 　宝来公園 　相模原市中央区淵野辺３丁目３番

22 　東淵野辺正栄公園 　相模原市中央区東淵野辺５丁目１０番

23 　銀河北公園 　相模原市中央区高根１丁目１０番

24 　共和芝生の庭公園 　相模原市中央区共和３丁目３番

25 　上矢部はなみずき公園 　相模原市中央区上矢部５丁目３番

26 　共和桜の木公園 　相模原市中央区共和３丁目２番

27 　共和北公園 　相模原市中央区共和１丁目３番

28 　淵野辺あかぬま公園 　相模原市中央区淵野辺２丁目２５番

29 　淵野辺一丁目きずな公園 　相模原市中央区淵野辺一丁目６番

30 　淵野辺一丁目南公園 　相模原市中央区淵野辺一丁目６番

31 　淵野辺風の公園 　相模原市中央区淵野辺２丁目７番

32 　上矢部いちょう公園 　相模原市中央区上矢部１丁目１５番

33 　中渕大坂公園 　相模原市中央区淵野辺本町５丁目１４番

34 　境川改修残地暫定広場・山王 　相模原市中央区淵野辺本町２丁目３４番



35 　淵野辺さくら公園 　相模原市中央区淵野辺２丁目５番

36 　淵野辺しょうぶ公園 　相模原市中央区淵野辺５丁目１番

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 　鹿沼公園 　相模原市中央区鹿沼台２丁目１５番

2 　嶽之内公園 　相模原市中央区淵野辺本町５丁目２６番

3 　上矢部けやき公園 　相模原市中央区上矢部５丁目２３番

4 　淵野辺本町公園 　相模原市中央区淵野辺本町４丁目１０番

5 　上矢部公園 　相模原市中央区矢部新町１２１番１８、１９

6 　共和１丁目公園 　相模原市中央区共和１丁目１３番

7 　東淵野辺１丁目公園 　相模原市中央区東淵野辺１丁目１７番

8 　東淵野辺４丁目南公園 　相模原市中央区東淵野辺４丁目９番



【田名】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　田名つゆ草公園 　相模原市中央区田名８５６４番７

2 　田名団地公園 　相模原市中央区田名６２２９番１１０

3 　黄金山公園 　相模原市中央区田名４１６２番５

4 　田名みどり野公園 　相模原市中央区田名３３５５番２８

5 　田名比羅野公園 　相模原市中央区田名２９４０番４

6 　水郷田名ひがし公園 　相模原市中央区水郷田名３丁目１７番

7 　水郷田名みなみ公園 　相模原市中央区水郷田名４丁目３番

8 　田名葭田公園 　相模原市中央区田名６２９５番１９

9 　田名大杉公園 　相模原市中央区田名４９７８番１

10 　田名新宿公園 　相模原市中央区田名７１９８番６

11 　堀之内ワンパク公園 　相模原市中央区田名１９１６番４

12 　新宿さわやか公園 　相模原市中央区田名７４０１番４

13 　水郷田名きた公園 　相模原市中央区水郷田名３丁目３番

14 　田名新宿あおぞら公園 　相模原市中央区田名７３７０番５

15 　田名やすらぎ公園 　相模原市中央区田名３０６２番８

16 　田名ひだまり公園 　相模原市中央区田名３０６２番１７

17 　田名柳久保公園 　相模原市中央区田名１７１１番３９

18 　田名望地公園 　相模原市中央区田名８０５８番３０

19 　田名葛輪公園 　相模原市中央区田名２８２６番２

20 　田名塩田団地やすらぎ公園 　相模原市中央区田名塩田３丁目３番

21 　田名せせらぎ公園 　相模原市中央区田名５３５２番３０

22 　史跡田名向原遺跡公園 　相模原市中央区田名塩田３丁目２３番

23 　しおだテクノパイル公園 　相模原市中央区田名塩田１丁目４番

24 　しおだこぶし橋公園 　相模原市中央区田名塩田４丁目１番

25 　塩田八景公園 　相模原市中央区田名塩田３丁目２番

26 　水郷田名２丁目公園 　相模原市中央区水郷田名２丁目１４番

27 　田名とよはら公園 　相模原市中央区田名４０４８番２３

28 　葛輪ふれあい公園 　相模原市中央区田名２６４４番１１

29 　田名四ツ谷やよい公園 　相模原市中央区田名４５９８番１

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 　しおだせせらぎ公園 　相模原市中央区田名塩田２丁目１５番、１６番

2 　しおだむかいはら公園 　相模原市中央区田名塩田３丁目１４番



【上溝】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 　虹吹公園 　相模原市中央区上溝６２２番１２

2 　丸崎公園 　相模原市中央区上溝１５８５番１４

3 　鳩川むつみ公園 　相模原市中央区上溝５４６番４

4 　鳩川すみれ公園 　相模原市中央区上溝５２０番９

5 　上溝竹の子公園 　相模原市中央区上溝７丁目１３番

6 　田島公園 　相模原市中央区上溝１４９６番５

7 　上溝こまどり公園 　相模原市中央区上溝５丁目１０番

8 　田尻第１公園 　相模原市中央区上溝２０４０番２

9 　上溝７丁目公園 　相模原市中央区上溝７丁目２４番

10 　田尻第２公園 　相模原市中央区上溝２０２７番

11 　日金沢公園 　相模原市中央区上溝４丁目１８番

12 　子育公園 　相模原市中央区上溝４４９２番９

13 　上溝みどり公園 　相模原市中央区上溝１丁目１１番

14 　鳩川あじさい公園 　相模原市中央区上溝２丁目９番

15 　鳩川つつじ公園 　相模原市中央区上溝６丁目１６番

16 　上溝甲６号公園 　相模原市中央区上溝１７７５番

17 　豊原公園 　相模原市中央区田名３９９８番１

18 　上溝川辺公園 　相模原市中央区上溝２丁目３番

19 　石住若草公園 　相模原市中央区上溝３８７６番１４

20 　上溝四ツ谷花公園 　相模原市中央区上溝４４０５番８

21上溝田中公園 　相模原市中央区上溝７丁目３６番

22道保川はなみずき公園 　相模原市中央区上溝１４６８番１８

23上溝四ツ谷ふれあい公園 　相模原市中央区上溝４１１５番１

24上溝田中南公園 　相模原市中央区上溝１９０２番２７

25上溝四ツ谷すこやか公園 　相模原市中央区上溝４４１０番９

26上溝そよ風公園 　相模原市中央区上溝１９３６番２５

27上溝さくら公園 　相模原市中央区上溝１８８０番７

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 　上溝中央公園 　相模原市中央区上溝６丁目４番

2 　道保川公園 　相模原市中央区上溝１３５９番

3 　鳩川れんげ公園 　相模原市中央区上溝６丁目１１番

4 　上溝つつじ公園 　相模原市中央区上溝３９４８番３


