
区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積_ha

55 向陽公園　※ 向陽町３番 街区公園 0.03

135 すすきの公園　※ すすきの町１８番 街区公園 0.17

153 氷川町公園　※ 氷川町７番 街区公園 0.15

202 すすきのこばと公園 すすきの町４１番 街区公園 0.01

204 相模原４丁目公園 相模原４丁目７番 街区公園 0.02

220 相模原１丁目ほほえみ公園 相模原１丁目１番 街区公園 0.01

226 小山矢掛公園 宮下本町３丁目５５番 街区公園 0.03

300 すすきのはとぽっぽ公園 すすきの町１９番 街区公園 0.02

342 相模原駅前公園 相模原１丁目１番 街区公園 0.11

350 宮下さくら公園　※ 宮下本町１丁目１８番 街区公園 0.2

356 相模原４丁目ちびっこ公園 相模原４丁目７番 街区公園 0.01

357 相模原４丁目エルザ公園 相模原４丁目４番 街区公園 0.01

361 向陽あじさい公園 向陽町２番 街区公園 0.02

365 宮下本町３丁目公園 宮下本町３丁目４番 街区公園 0.01

622 相模原スポーツ・レクリエーションパーク　※２ 小山２６７９ 運動公園 6.95

12 氷川公園 清新５丁目１８番 街区公園 0.27

13 矢懸公園 清新３丁目９番 街区公園 0.26

14 比丘口公園 中央１丁目７番 街区公園 0.24

39 清新４丁目公園 清新４丁目１１番 街区公園 0.19

97 清新５丁目公園 清新５丁目２０番 街区公園 0.05

131 南橋本さつき公園 南橋本３丁目４番 街区公園 0.01

166 清新くるみ公園 清新７丁目１番 街区公園 0.03

181 相模原なかよし公園 相模原２丁目４番 街区公園 0.01

188 小原公園　※ 小山４丁目３番 街区公園 0.77

196 南橋本公園 南橋本３丁目４番 街区公園 0.14

205 相模原８丁目あじさい公園 相模原８丁目３番 街区公園 0.02

262 小山２丁目さざんか公園 小山２丁目１１番 街区公園 0.02

292 小山２丁目みどり公園 小山２丁目４番 街区公園 0.04

319 小山２丁目くすのき公園 小山２丁目２番 街区公園 0.02

320 中央５丁目公園 中央５丁目１３番 街区公園 0.05

325 清新６丁目公園 清新６丁目４番 街区公園 0.01

360 南橋本くすのき公園 南橋本２丁目１番 街区公園 0.07

367 清新５丁目ふれあい公園 清新５丁目１２番 街区公園 0.01

382 南橋本やまぶき公園 南橋本１丁目２０番 街区公園 0.07

399 南橋本みどり公園 南橋本１丁目１６番 街区公園 0.02

426 清新そよかぜ公園 清新７丁目６番 街区公園 0.02

427 南橋本あじさい公園 南橋本1丁目1番 街区公園 0.02

447 小山公園 小山４丁目１番 近隣公園 3.01

513 相模原７丁目公園 相模原７丁目４番 街区公園 0.25

558 相模原２丁目すみれ公園 相模原２丁目１６番 街区公園 0.15

625 清新６丁目たけのこ公園 清新６丁目８９番６０ 街区公園 0.02

2 横山公園 横山５丁目１１番 運動公園 13.5

10 長久保第１公園 横山４丁目９番 街区公園 0.29

11 てるて公園 横山台１丁目３番 街区公園 0.46

22 長久保第３公園 横山４丁目１６番 街区公園 0.1

38 横山台公園 横山台２丁目２３番 街区公園 0.11

40 宮山公園 下九沢７５７番１ 街区公園 0.32

42 宮山坂公園 下九沢７２７番３ 街区公園 0.61

49 下九沢つくし公園 下九沢６３番４ 街区公園 0.06

105 横山台２丁目公園 横山台２丁目２１番 街区公園 0.02

171 えのき公園 横山台２丁目１７番 街区公園 0.39

340 日金沢あおぞら公園 横山台２丁目２番 街区公園 0.03

346 下九沢光の丘公園 下九沢９８７番５ 街区公園 0.05

374 さくら小町公園 小町通１丁目６番 街区公園 0.03

395 小町はなもも公園 小町通２丁目２番 街区公園 0.02

小山

清新

横山



区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積_ha

411 下九沢あすなろ公園 下九沢１１６４番４ 街区公園 0.01

459 横山台日金沢丘公園 横山台２丁目５番 街区公園 0.01

462 小町はなみずき公園 小町通２丁目３番 街区公園 0.03

468 こもれび小町公園 小町通１丁目５番 街区公園 0.02

586 中横山こども公園 下九沢７６７番１１１ 街区公園 0.01

599 下九沢中の原風の丘公園 下九沢１１８３番２０７ 街区公園 0.24

3 村富公園 矢部２丁目７番 街区公園 0.1

4 矢部公園 矢部４丁目２０番 街区公園 0.14

5 相生公園 富士見３丁目１３番 街区公園 0.3

6 富士見公園 富士見４丁目１番 街区公園 0.72

7 栄公園 弥栄２丁目２番 街区公園 0.18

15 中央公園 富士見２丁目３番 街区公園 0.36

92 高根２丁目公園 高根２丁目１０番 街区公園 0.03

126 すこやか公園 相模原６丁目３番 街区公園 0.01

154 矢部あじさい公園 矢部１丁目３番 街区公園 0.03

173 富士見２丁目公園 富士見２丁目１番 街区公園 0.02

206 相生東公園 相生２丁目７番 街区公園 0.28

232 淵野辺公園　※ 弥栄３丁目１番 運動公園 15

306 富士見六丁目公園 富士見６丁目３番 街区公園 0.01

362 相模原５丁目公園 相模原５丁目５番 街区公園 0.01

377 相生四つ葉公園 相生４丁目１５番 街区公園 0.01

386 相模原６丁目こまどり公園 相模原６丁目１６番 街区公園 0.03

460 富士見３丁目公園 富士見３丁目１０番 街区公園 0.01

466 相模原４丁目ふれあい公園 相模原４丁目３番 街区公園 0.03

583 相模原矢部公園 矢部３丁目３ 街区公園 0.02

621 夢大通り公園 相模原３丁目２７０番１ 街区公園 0.03

624 矢部４丁目よつば公園 矢部４丁目５番 街区公園 0.02

9 月見公園 千代田３丁目１０番 街区公園 0.18

21 長久保第２公園 横山３丁目１１番 街区公園 0.13

52 横山５丁目公園 横山５丁目４番 街区公園 0.07

94 横山３丁目公園 横山３丁目２３番 街区公園 0.06

189 星が丘ひよこ公園 星が丘３丁目２番 街区公園 0.03

235 千代田２丁目なかよし公園 千代田２丁目８番 街区公園 0.01

288 千代田７丁目公園 千代田７丁目７番 街区公園 0.14

313 横山６丁目若草公園 横山６丁目５番 街区公園 0.01

402 星が丘４丁目にこにこ公園 星が丘４丁目４番 街区公園 0.02

403 星が丘４丁目いきいき公園 星が丘４丁目６番 街区公園 0.03

431 星が丘４丁目すこやか公園 星が丘４丁目５番 街区公園 0.02

559 星が丘３丁目三角公園 星が丘３丁目１番 街区公園 0.06

8 山見公園 光が丘１丁目１１番 街区公園 0.28

16 里見公園 光が丘３丁目８番 街区公園 0.4

24 光が丘第１公園 光が丘２丁目９番 街区公園 0.16

25 光が丘第２公園 光が丘２丁目２５番 街区公園 0.11

60 光が丘しらかば公園 光が丘２丁目２９番 街区公園 0.02

61 並木４丁目公園 並木４丁目２２番 街区公園 0.01

69 陽光台３丁目公園 陽光台３丁目１５番 街区公園 0.02

103 陽光台４丁目公園 陽光台４丁目１６番 街区公園 0.01

112 若葉公園 青葉２丁目２番 街区公園 0.02

120 陽光台ひまわり公園 陽光台６丁目１０番 街区公園 0.02

142 虹が丘公園 陽光台６丁目７番 街区公園 0.06

148 上溝坂上公園 陽光台１丁目１番 街区公園 0.06

184 緑が丘２丁目公園 緑が丘２丁目３１番 近隣公園 0.91

231 陽光台１丁目公園 陽光台１丁目２１番 街区公園 0.01

381 ひまわり公園 陽光台２丁目１９番 街区公園 0.11

389 並木２丁目公園 並木２丁目２番 街区公園 0.06

400 青葉２丁目星のポケットパーク 青葉２丁目６番 街区公園 0.03

星が丘

中央

横山

光が丘



区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積_ha

561 並木２丁目ひばり公園 並木２丁目１番 街区公園 0.07

592 光が丘陽だまり公園 光が丘２丁目１８番 街区公園 0.09

615 青葉公園 青葉３丁目３５番 街区公園 0.02

1 鹿沼公園 鹿沼台２丁目１５番 地区公園 4.9

28 由野台第１公園 由野台２丁目１７番 街区公園 0.13

29 由野台第２公園 由野台２丁目１２番 街区公園 0.1

30 由野台第３公園 由野台１丁目６番 街区公園 0.1

31 嶽之内公園 淵野辺本町５丁目２６番 街区公園 0.1

32 東嶽之内公園 東淵野辺２丁目２６番 街区公園 0.13

54 淵野辺２丁目公園 淵野辺２丁目６番 街区公園 0.07

64 上矢部けやき公園 上矢部５丁目２３番 街区公園 0.02

72 嶽之内れんげ公園 淵野辺本町５丁目３８番 街区公園 0.02

74 上矢部あさひ公園 上矢部４丁目１０番 街区公園 0.01

78 山王公園 淵野辺本町２丁目２８番 街区公園 0.11

106 鹿沼台２丁目公園 鹿沼台２丁目１４番 街区公園 0.03

114 嶽之内第２公園 淵野辺本町３丁目４番 街区公園 0.01

141 上原公園 淵野辺２丁目１番 街区公園 0.22

144 淵野辺１丁目公園 淵野辺１丁目２番 街区公園 0.02

193 淵野辺本町りす公園 淵野辺本町２丁目３９番 街区公園 0.01

208 淵野辺本町公園 淵野辺本町４丁目１０番 街区公園 0.2

209 淵野辺１丁目第１公園　※ 淵野辺１丁目１６番 街区公園 0.32

216 淵野辺２丁目第２公園 淵野辺２丁目１１番 街区公園 0.02

221 上矢部公園　※ 矢部新町１２１番１８、１９ 街区公園 0.27

229 淵野辺本町第２公園 淵野辺本町２丁目１１番 街区公園 0.02

275 淵野辺きぼう公園 淵野辺２丁目３２番 街区公園 0.02

298 東淵野辺公園 東淵野辺３丁目７番 街区公園 0.05

305 中淵西山公園 淵野辺本町３丁目１７番 街区公園 0.02

314 淵野辺本町どんぐり公園 淵野辺本町１丁目２２番 街区公園 0.11

318 共和１丁目公園 共和１丁目１３番 街区公園 0.18

345 宝来公園 淵野辺３丁目３番 街区公園 0.02

364 東淵野辺正栄公園 東淵野辺５丁目１０番 街区公園 0.04

369 銀河北公園 高根１丁目１０番 街区公園 0.22

371 共和芝生の庭公園 共和３丁目３番 街区公園 0.02

372 上矢部はなみずき公園 上矢部５丁目３番 街区公園 0.01

380 東淵野辺１丁目公園 東淵野辺１丁目１７番 街区公園 0.13

383 共和桜の木公園 共和３丁目２番 街区公園 0.03

422 共和北公園 共和１丁目３番 街区公園 0.07

440 淵野辺あかぬま公園 淵野辺２丁目２５番 街区公園 0.02

507 東淵野辺４丁目南公園 東淵野辺４丁目９番 街区公園 0.03

587 淵野辺一丁目きずな公園 淵野辺１丁目６番 街区公園 0.06

588 淵野辺一丁目南公園 淵野辺一丁目６番 街区公園 0.03

591 淵野辺風の公園 淵野辺２丁目７番 街区公園 0.05

595 上矢部いちょう公園 上矢部１丁目１５番 街区公園 0.02

598 中渕大坂公園 淵野辺本町５丁目１４番 街区公園 0.01

605 淵野辺さくら公園 淵野辺２丁目５番 街区公園 0.17

609 淵野辺しょうぶ公園 淵野辺５丁目１番 街区公園 0.05

73 田名つゆ草公園 田名８５６４番７ 街区公園 0.01

80 田名団地公園 田名６２２９番１１０ 街区公園 0.3

111 黄金山公園 田名４１６２番５ 街区公園 0.01

134 田名みどり野公園 田名３３５５番２８ 街区公園 0.03

167 田名比羅野公園 田名２９４０番４ 街区公園 0.06

178 水郷田名ひがし公園 水郷田名３丁目１７番 街区公園 0.19

179 水郷田名みなみ公園 水郷田名４丁目３番 街区公園 0.04

197 田名葭田公園 田名６２９５番１９ 街区公園 0.18

230 田名大杉公園 田名４９７８番１ 街区公園 0.17

大野北

光が丘

田名



区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積_ha

249 田名新宿公園 田名７１９８番６ 街区公園 0.05

304 堀之内ワンパク公園 田名１９１６番４ 街区公園 0.09

311 新宿さわやか公園 田名７４０１番４ 街区公園 0.03

335 水郷田名きた公園 水郷田名３丁目３番 街区公園 0.04

368 田名新宿あおぞら公園 田名７３７０番５ 街区公園 0.01

384 田名やすらぎ公園 田名３０６２番８ 街区公園 0.13

385 田名ひだまり公園 田名３０６２番１７ 街区公園 0.04

416 しおだせせらぎ公園 田名塩田２丁目１５、１６番 街区公園 0.28

421 田名柳久保公園 田名１７１１番３９ 街区公園 0.02

424 田名望地公園 田名８０５８番３０ 街区公園 0.04

443 しおだむかいはら公園 田名塩田３丁目１４番 街区公園 0.15

444 田名葛輪公園　※ 田名２８２６番２ 街区公園 0.14

446 田名塩田団地やすらぎ公園 田名塩田３丁目３番 街区公園 0.04

506 田名せせらぎ公園 田名５３５２番３０ 街区公園 0.01

514 史跡田名向原遺跡公園 田名塩田３丁目２３番 歴史公園 0.83

521 しおだテクノパイル公園 田名塩田１丁目４番 近隣公園 0.9

537 しおだこぶし橋公園 田名塩田４丁目１番 街区公園 0.03

555 塩田八景公園 田名塩田３丁目２番 街区公園 0.06

578 水郷田名２丁目公園 水郷田名２丁目７３６番４ 街区公園 0.03

593 田名とよはら公園 田名４０４８番２３ 街区公園 0.02

594 葛輪ふれあい公園 田名２６４４番１１ 街区公園 0.03

611 田名四ッ谷やよい公園 田名４５９８番１ 街区公園 0.34

48 虹吹公園 上溝６２２番１２ 街区公園 0.04

53 丸崎公園 上溝１５８５番１４ 街区公園 0.04

58 上溝中央公園 上溝６丁目４番 街区公園 0.26

65 鳩川むつみ公園 上溝５４６番４ 街区公園 0.02

70 鳩川すみれ公園 上溝５２０番９ 街区公園 0.02

71 上溝竹の子公園 上溝７丁目１３番 街区公園 0.02

95 田島公園 上溝１４９６番５ 街区公園 0.03

96 上溝こまどり公園 上溝５丁目１０番 街区公園 0.03

102 田尻第１公園 上溝２０４０番２ 街区公園 0.18

110 上溝７丁目公園 上溝７丁目２４番 街区公園 0.01

115 田尻第２公園 上溝２０２７番 街区公園 0.12

123 日金沢公園 上溝４丁目１８番 街区公園 0.03

161 子育公園 上溝４４９２番９ 街区公園 0.02

190 上溝みどり公園 上溝１丁目１１番 街区公園 0.01

194 鳩川あじさい公園 上溝２丁目９番 街区公園 0.05

198 道保川公園 上溝１３５９番 風致公園 7.71

200 鳩川つつじ公園 上溝６丁目１６番 街区公園 0.01

201 鳩川れんげ公園 上溝６丁目１１番 街区公園 0.02

246 上溝甲６号公園 上溝１７７５番 街区公園 0.02

250 豊原公園 田名３９９８番１ 街区公園 0.08

259 上溝川辺公園 上溝２丁目３番 街区公園 0.46

277 上溝つつじ公園 上溝３９４８番３ 街区公園 0.04

296 石住若草公園 上溝３８７６番１４ 街区公園 0.12

373 上溝四ツ谷花公園 上溝４４０５番８ 街区公園 0.16

376 上溝田中公園 上溝７丁目３６番 街区公園 0.02

396 道保川はなみずき公園 上溝１４６８番１８ 街区公園 0.01

458 上溝四ツ谷ふれあい公園 上溝４１１５番１ 街区公園 0.1

510 上溝田中南公園 上溝１９０２番２７ 街区公園 0.01

538 上溝四ツ谷すこやか公園 上溝４４１０番９ 街区公園 0.04

552 上溝そよ風公園 上溝１９３６番２５ 街区公園 0.08

602 上溝さくら公園 上溝１８８０番７ 街区公園 0.31
※の公園は国有地の無償貸付を受けている。
※２の公園は在日米陸軍相模総合補給廠共同使用区域内に整備されている。

上溝

田名


