
【橋本】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1　宮上公園 　相模原市緑区東橋本２丁目３４番

2　松の内公園 　相模原市緑区二本松４丁目７番

3　相原ひまわり公園 　相模原市緑区二本松１丁目５番

4　二本松１丁目公園 　相模原市緑区二本松１丁目１８番

5　元橋本ふよう公園 　相模原市緑区元橋本町１１番

6　西橋本３丁目公園 　相模原市緑区西橋本３丁目２番

7　相原森の上公園 　相模原市緑区相原５丁目８番

8　橋本元木公園 　相模原市緑区橋本８丁目２１番

9　西橋本４丁目公園 　相模原市緑区西橋本４丁目９番

10　東橋本公園 　相模原市緑区東橋本１丁目１１番

11　相原さんや公園 　相模原市緑区相原２丁目７番

12　相原みどり野公園 　相模原市緑区相原５丁目１０番

13　相原つくし野公園 　相模原市緑区相原６丁目９番

14　相原つばき公園 　相模原市緑区相原２丁目２番

15　橋本風の子公園 　相模原市緑区橋本８丁目１１番

16　西橋本下原公園 　相模原市緑区西橋本４丁目４番

17　西橋本しらとり公園 　相模原市緑区西橋本３丁目２番

18　西橋本くすのき公園 　相模原市緑区西橋本１丁目１８番

19　西橋本はなみずき公園 　相模原市緑区西橋本１丁目１６番

20　元橋本けやき公園 　相模原市緑区元橋本町１５番

21　二本松公園 　相模原市緑区二本松４丁目１６番

22　窪ノ淵公園 　相模原市緑区二本松１丁目２８番

23　上松並公園 　相模原市緑区二本松２丁目３１番

24　上町西公園 　相模原市緑区橋本８丁目７番

25　もみの木公園 　相模原市緑区橋本台１丁目１３番

26　橋本寿町公園 　相模原市緑区橋本５丁目１０番

27　末広こども公園 　相模原市緑区橋本７丁目１３番

28　二本松さくら公園 　相模原市緑区二本松３丁目１７番

29　東橋本南公園 　相模原市緑区東橋本１丁目１７番

30　日枝前公園 　相模原市緑区二本松３丁目３番

31　西橋本ひかり公園 　相模原市緑区西橋本４丁目８番

32　西橋本すみれ公園 　相模原市緑区西橋本３丁目２番

33　橋本２丁目なかよし公園 　相模原市緑区橋本２丁目１８番

34　東橋本ブレーメン公園 　相模原市緑区東橋本２丁目７番



35　二本松原山公園 　相模原市緑区二本松１丁目３番

36　東橋本ポケットパーク 　相模原市緑区東橋本４丁目１３番

37　峡の原あじさい公園 　相模原市緑区西橋本３丁目２１番

38　峡の原ひばり公園 　相模原市緑区西橋本３丁目１９番

39　西橋本３丁目トライ公園 　相模原市緑区西橋本３丁目１番

40　西橋本キンモクセイ公園 　相模原市緑区西橋本１丁目２７番

41　橋本台ふれあい公園 　相模原市緑区橋本台１丁目３３番

42　当麻田どうどう公園 　相模原市緑区相原５丁目７番

43　西橋本みのり公園 　相模原市緑区西橋本３丁目３番

44　西橋本みどり公園 　相模原市緑区西橋本４丁目１１番

45　西橋本２丁目公園 　相模原市緑区西橋本２丁目５番

46　相原４丁目桑の実公園 　相模原市緑区相原４丁目２４番

47　西橋本１丁目公園 　相模原市緑区西橋本１丁目２４番

48　大山町ゆうひ公園 　相模原市緑区大山町１番（大山町４０３番６６）

49　新町やすらぎ公園 　相模原市緑区橋本３丁目１番

50　大山町あさひ公園 　相模原市緑区大山町１番（大山町４０３番６８）

51　平和公園 　相模原市緑区西橋本２丁目１９番

52　橋本本町公園 　相模原市緑区橋本５丁目２２番

53　境川改修残地暫定広場・東橋本 　相模原市緑区東橋本３丁目５１１番

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1　田通公園 　相模原市緑区相原３丁目１３番

2　東橋本２丁目あじさい公園 　相模原市緑区東橋本２丁目１６番

3　上ノ原公園 　相模原市緑区二本松１丁目３３番

4　西橋本ほほえみ公園 　相模原市緑区西橋本５丁目４番

5　橋本公園 　相模原市緑区西橋本５丁目３番



【大沢】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1　桜木台公園 　相模原市緑区下九沢４７９番４７

2　神明平公園 　相模原市緑区田名２６３４番２５

3　大島団地公園 　相模原市緑区大島１１番１４２

4　西内出公園 　相模原市緑区下九沢１４７５番８

5　下九沢桑の実公園 　相模原市緑区下九沢１６６８番５１

6　下九沢ひまわり公園 　相模原市緑区下九沢２０３２番４

7　水場公園 　相模原市緑区大島２１８３番７

8　内出公園 　相模原市緑区下九沢２８３３番１

9　下九沢石宮公園 　相模原市緑区下九沢２１３０番４

10　中の郷公園 　相模原市緑区大島３３２９番４

11　清水原なかよし公園 　相模原市緑区田名２２０７番３

12　上九沢しらとり公園 　相模原市緑区上九沢２５５番１８

13　古清水公園 　相模原市緑区大島２３８３番２８

14　大島上久保公園 　相模原市緑区大島１５３６番５

15　下九沢たんぽぽ公園 　相模原市緑区下九沢２０３８番１５

16　下九沢パイン公園 　相模原市緑区下九沢２１３２番１６

17　下九沢さくら公園 　相模原市緑区下九沢１５５９番６

18　中の郷ふれあい公園 　相模原市緑区大島１５９８番３０

19　中の郷あさひ公園 　相模原市緑区大島１７０２番９

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1　相模原北公園 　相模原市緑区下九沢２３６８番１

2　相模川自然の村公園 　相模原市緑区大島３８５３番８

3　塚場公園 　相模原市緑区下九沢１５９０番３



【城山】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 町屋公園 相模原市緑区町屋４丁目１７番

2 間の原公園 相模原市緑区原宿５丁目１４番

3 谷ヶ原公園 相模原市緑区谷ヶ原１丁目１８番

4 本郷第１公園 相模原市緑区町屋１丁目２２番

5 本郷第２公園 相模原市緑区町屋１丁目２番

6 若葉台砥石山公園 相模原市緑区若葉台２丁目７番

7 若葉台カタクリ公園 相模原市緑区若葉台３丁目９番

8 若葉台榛名公園 相模原市緑区若葉台４丁目１番

9 若葉台谷津公園 相模原市緑区若葉台５丁目４番

10 若葉台小栗公園 相模原市緑区若葉台６丁目５番

11 久保沢公園 相模原市緑区久保沢２丁目１０番

12 中原公園 相模原市緑区向原１丁目１０番

13 相原界公園 相模原市緑区原宿１丁目１２番

14 相原界第2公園 相模原市緑区原宿１丁目２番

15 水源公園 相模原市緑区城山１丁目１５番

16 砂公園 相模原市緑区町屋３丁目１３番

17 町屋第２公園 相模原市緑区町屋４丁目２７番

18 原宿南第２公園 相模原市緑区原宿南２丁目２８番

19 原宿南第３公園 相模原市緑区原宿南３丁目１３番

20 温泉坂公園 相模原市緑区久保沢２丁目７番

21 原宿堀公園 相模原市緑区原宿４丁目１５番

22 町屋第３公園 相模原市緑区町屋４丁目２２番

23 向原北公園 相模原市緑区向原３丁目１番

24 向原中央公園 相模原市緑区向原３丁目６番

25 向原南公園 相模原市緑区向原３丁目１７番

26 若葉台グリーン公園 相模原市緑区若葉台１丁目１０番

27 久保沢南公園 相模原市緑区久保沢３丁目１３番

28 向原西公園 相模原市緑区向原２丁目８番

29 間の原第２公園 相模原市緑区原宿５丁目２番

30 城山水源のこみち 相模原市緑区城山１丁目地内

31 向原４丁目公園 相模原市緑区向原４丁目１００番地４



○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 甘草塚公園 相模原市緑区久保沢１丁目６番

2 原宿南第１公園 相模原市緑区原宿南１丁目４番

3 原宿公園 相模原市緑区原宿南１丁目１７番



【津久井】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 宮川公園 相模原市緑区三ヶ木５４４番２

2 長竹白山公園 相模原市緑区長竹３０８７番２

3 隠し沢公園 相模原市緑区長竹４３２番

4 ひなたぼっこの庭公園 相模原市緑区太井３３６番１５３

5 太井第１公園 相模原市緑区太井２０８番３２

6 太井第２公園 相模原市緑区太井３１１番５

7 稲生公園 相模原市緑区長竹４８６番７

8 長竹白山小橋公園 相模原市緑区長竹１３２６番２５

9 東開戸公園 相模原市緑区青野原２３６４番４

10 又野道上公園 相模原市緑区又野１５６番

11 長竹第１公園 相模原市緑区長竹１０４８番

12 金丸公園 相模原市緑区根小屋２９１５番

13 中野コミュニティ公園 相模原市緑区中野１０４６番１

14 又野メスレーの里公園 相模原市緑区又野８７０番３９

15 川坂公園 相模原市緑区中野１６６５番１２

16 二本木さんかく公園 相模原市緑区三ヶ木６６０番１

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 津久井又野公園 相模原市緑区又野８２９番



【津久井】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 柳原公園 相模原市緑区若柳５６９番２７

2 つつじが丘公園 相模原市緑区若柳１５２３番３３

3 与瀬中丸公園 相模原市緑区与瀬１４９番３４

4 つつじヶ丘第１公園 相模原市緑区若柳１５１１番

○花火禁止公園

No. 公園名 所在地

1 相模湖林間公園 相模原市緑区若柳１４３２番２



【藤野】

○手持ち花火可能公園

No. 公園名 所在地

1 藤野台西公園 相模原市緑区小渕２２番８０

2 藤野台東公園 相模原市緑区小渕１２３番４１

3 杉北公園 相模原市緑区日連３８１番９

4 杉南公園 相模原市緑区日連２３８番３

5 徳良沢公園 相模原市緑区日連８４４番４

6 日連台公園 相模原市緑区日連１５４３番２


