
区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積（ha）

23 御園公園 御園３丁目１９番 街区公園 0.13

27 深堀公園 上鶴間３丁目１７番 街区公園 0.16

41 谷口南台公園 上鶴間本町５丁目１９番 街区公園 0.12

75 深堀さくら公園 上鶴間１丁目３８番 街区公園 0.02

83 みゆき台公園 御園３丁目４１番 街区公園 0.1

84 御園すみれ公園 御園２丁目１１番 街区公園 0.05

86 丸屋公園 相模大野１丁目３番 街区公園 0.05

89 きづき公園 上鶴間１丁目１９番 街区公園 0.05

100 深堀第２公園 上鶴間３丁目２８番 街区公園 0.03

104 上鶴間すぎな公園 相模大野７丁目３７番 街区公園 0.01

118 鹿島台公園 上鶴間本町２丁目１９番 街区公園 0.17

121 豊町さつき公園 豊町２番 街区公園 0.01

122 御園２丁目公園 御園２丁目６番 街区公園 0.02

125 鶴の原上鶴間公園 相模大野５丁目１０番 街区公園 0.03

128 上鶴間下河内公園 上鶴間本町９丁目２６番 街区公園 0.02

130 丸山公園 上鶴間本町２丁目２９番 街区公園 0.05

140 上鶴間第２下河内公園 上鶴間本町９丁目３５番 街区公園 0.01

150 バラ山公園 上鶴間本町５丁目１５番 街区公園 0.07

151 上鶴間山野公園 相模大野２丁目１２番 街区公園 0.01

156 文京青空公園 文京１丁目１番 街区公園 0.07

159 旭公園 旭町２４番 街区公園 0.11

177 御園若葉公園 御園１丁目１８番 街区公園 0.03

180 文京さつき公園 文京１丁目６番 街区公園 0.02

192 相模大野２丁目公園 相模大野２丁目１５番 街区公園 0.02

195 相模大野７丁目公園 相模大野７丁目３６番 街区公園 0.32

210 中和田天神上公園　※ 上鶴間本町８丁目２番 街区公園 0.21

211 上鶴間笹山公園 上鶴間本町９丁目１６番 街区公園 0.02

217 御園第２若葉公園 御園１丁目１９番 街区公園 0.01

218 文京２丁目公園 文京２丁目１０番 街区公園 0.02

222 相模大野北口公園 相模大野３丁目２３番 街区公園 0.15

228 相模大野南口公園 相模大野７丁目１０番 街区公園 0.19

238 御園なかよし公園 御園１丁目１８番 街区公園 0.01

247 相模大野中央公園　※ 相模大野４丁目２番 近隣公園 2.7

252 谷口中村公園 上鶴間本町４丁目６番 街区公園 0.1

264 下村公園 上鶴間本町５丁目４番 街区公園 0.07

272 谷口ともだち公園 上鶴間本町６丁目３番 街区公園 0.03

274 文京公園 文京２丁目１５番 街区公園 0.08

278 しももりせせらぎ公園 上鶴間本町２丁目１２番 街区公園 0.14

284 プラザシティ相模大野公園 相模大野６丁目２１番 街区公園 0.24

297 文京みどりの公園 文京１丁目１７番 街区公園 0.21

299 山野東公園 上鶴間本町１丁目３７番 街区公園 0.02

312 伊勢山公園 上鶴間本町７丁目２８番 街区公園 0.01

317 南新町公園 相模大野８丁目１０番 街区公園 0.1

321 上村公園 上鶴間本町４丁目１５番 街区公園 0.06

322 中村さつき公園 上鶴間本町４丁目４７番 街区公園 0.02

337 上鶴間六丁目公園 上鶴間６丁目１番 街区公園 0.02

341 鹿島下公園 上鶴間本町３丁目１３番 街区公園 0.02

344 中道上公園 上鶴間本町５丁目８番 街区公園 0.02

349 みゆき台わらべ公園 御園３丁目４１番 街区公園 0.01

355 下森ハナミズキ公園 上鶴間本町２丁目１７番 街区公園 0.02

大野南



区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積（ha）

359 中和田公園 上鶴間本町７丁目２５番 街区公園 0.01

366 鹿島中公園 上鶴間本町３丁目１２番 街区公園 0.01

379 相模大野ひだまりポケットパーク 相模大野７丁目２５番 街区公園 0.01

394 丸山まきば公園 上鶴間本町２丁目２８番 街区公園 0.01

397 上鶴間わかば公園 上鶴間２丁目９番 街区公園 0.03

407 旭さくら公園 旭町１５番 街区公園 0.03

417 谷口志女竹公園 上鶴間本町１丁目４８番 街区公園 0.1

423 御園２丁目東公園 御園２丁目６番 街区公園 0.02

425 上鶴間本町山野西公園 上鶴間本町１丁目２７番 街区公園 0.01

429 上鶴間本町山野なかよし公園 上鶴間本町１丁目３１番 街区公園 0.01

436 上鶴間本町９丁目公園 上鶴間本町９丁目１０番 街区公園 0.04

457 プラザ三角公園 相模大野６丁目２２番 街区公園 0.08

461 文京上原公園 文京２丁目８番 街区公園 0.04

463 文京ひかり公園 文京１丁目５番 街区公園 0.01

464 相模大野７丁目なかよし公園 相模大野7丁目３０番 街区公園 0.03

467 旭みどり公園 旭町１５番 街区公園 0.03

512 旭森公園 旭町１４番 街区公園 0.25

517 上鶴間本町５丁目せせらぎ公園 上鶴間本町５丁目３番 街区公園 0.02

520 上鶴間本町５丁目竹ノ内公園 上鶴間本町５丁目３０番 街区公園 0.02

522 豊町あかつき公園 豊町４２８０番４７ 街区公園 0.3

540 上鶴間道正山公園 上鶴間本町９丁目５１番 街区公園 0.07

541 道正山公園 上鶴間本町９丁目５０番 街区公園 0.01

546 相模大野７丁目アルファベット公園相模大野７丁目３５番 街区公園 0.11

547 上鶴間本町５丁目まつのき公園 上鶴間本町５丁目１６番 街区公園 0.02

560 御園４丁目みなみ公園 御園４丁目８番 街区公園 0.03

596 上鶴間本町二丁目桜ノ絆公園 上鶴間本町２丁目２６番 街区公園 0.04

597 山野中央公園 上鶴間本町１丁目３２２４番３ 街区公園 0.1

601 ふれあいの杜公園 御園３丁目３７番 街区公園 0.07

612 豊町かえで公園 豊町１７番 街区公園 0.01

614 上鶴間本町５丁目ふれあい公園 上鶴間本町５丁目２０番 街区公園 0.03

43 大沼松音公園 大野台３丁目３０番 街区公園 0.04

44 若松６丁目公園 若松６丁目２１番 街区公園 0.04

45 豊中公園 東大沼２丁目１０番 街区公園 0.04

46 小沼西公園 若松２丁目１２番 街区公園 0.03

47 小沼東公園 若松２丁目１７番 街区公園 0.07

51 鹿島森公園 鵜野森２丁目２７番 街区公園 0.06

76 大野台５丁目公園 大野台５丁目２６番 街区公園 0.02

81 柏木第１公園 鵜野森１丁目３０番 街区公園 0.1

82 柏木第２公園 鵜野森１丁目３０番 街区公園 0.07

91 大野台７丁目公園 大野台７丁目２９番 街区公園 0.02

113 若松れんげ公園 若松２丁目１番 街区公園 0.01

124 大野台かえで公園 大野台３丁目２５番 街区公園 0.01

157 大野台６丁目公園 大野台６丁目４番 街区公園 0.22

162 鵜野森きぼう公園 鵜野森２丁目１７番 街区公園 0.04

172 大野台４丁目公園 大野台４丁目２２番 街区公園 0.12

174 大野台２丁目公園 大野台２丁目１２番 街区公園 0.07

225 西大沼なかよし公園 西大沼１丁目３３番 街区公園 0.02

233 鵜野森鹿島公園 鵜野森３丁目３１番 街区公園 0.02

234 鵜野森なかよし公園 鵜野森１丁目３３番 街区公園 0.01

237 大野台６丁目第２公園 大野台６丁目５番 街区公園 0.1

239 やまびこ公園 若松６丁目１番 街区公園 0.01

大野南

大野中



区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積（ha）

243 大野台なかよし公園 大野台２丁目１８番 街区公園 0.05

261 新淵公園 古淵３丁目３３番 街区公園 0.03

280 古淵南公園 古淵３丁目４番 街区公園 0.22

281 上長久保南公園 古淵３丁目１４番 街区公園 0.2

285 大野台４丁目ふれあい公園 大野台４丁目１３番 街区公園 0.07

301 西大沼中央公園 西大沼３丁目５番 街区公園 0.13

310 若松１丁目公園 若松１丁目１２番 街区公園 0.01

316 古淵西公園 古淵２丁目１１番 広場公園 0.25

324 鵜野森やすらぎ公園 鵜野森２丁目２８番 街区公園 0.02

326 大野台みどり公園 大野台６丁目４番 街区公園 0.06

327 大野台１丁目公園 大野台１丁目８番 街区公園 0.02

333 若松こずえ公園 若松１丁目１２番 街区公園 0.01

347 鵜野森ひよこ公園 鵜野森１丁目２番 街区公園 0.01

348 古淵北公園 古淵１丁目３番 街区公園 0.2

370 古淵ひのき台公園 古淵４丁目２４番 街区公園 0.01

390 古淵西第二公園 古淵２丁目１２番 街区公園 0.03

391 古淵西第三公園 古淵２丁目１３番 街区公園 0.01

398 大野台３丁目あおぞら公園 大野台３丁目３０番 街区公園 0.01

408 若松東通り公園 若松６丁目５番 街区公園 0.01

410 大野台てるてる公園 大野台３丁目３０番 街区公園 0.01

420 大野台１丁目ハナミズキ公園 大野台１丁目９番 街区公園 0.01

435 大野台１丁目つつじ公園 大野台１丁目９番 街区公園 0.01

437 大野台３丁目げんき公園 大野台３丁目１４番 街区公園 0.02

438 大野台１丁目きらきら公園 大野台１丁目６番 街区公園 0.11

469 古淵鵜野森公園 鵜野森１丁目外地内 地区公園 4.82

508 鵜野森１丁目つつじ第１公園 鵜野森１丁目４７番 街区公園 0.02

509 鵜野森１丁目つつじ第２公園 鵜野森１丁目４７番 街区公園 0.03

550 鵜野森さくら公園 鵜野森１丁目１４番 街区公園 0.01

553 大野台中央公園 大野台４丁目１番 街区公園 0.19

575 西大沼どんぐり公園 西大沼１丁目３４９１番 街区公園 0.1

57 三ノ原公園 北里１丁目８番 街区公園 0.14

101 当麻山公園 当麻６５２番 近隣公園 0.97

191 下溝古山公園 下溝２３５０番３ 近隣公園 2.23

215 相模原麻溝公園 麻溝台２３１７番１ 総合公園 26.1

244 中丸公園 下溝５０２番 街区公園 0.08

245 薊ヶ谷公園 当麻１１２３番１ 街区公園 0.11

248 くぼういん公園 当麻８７９番 街区公園 0.11

263 当麻東原公園 当麻８４０番 街区公園 0.23

266 下中丸第１公園 下溝６０２番１４ 街区公園 0.02

267 下中丸第２公園 下溝７５９番 街区公園 0.09

271 上中丸公園 下溝３２０番２ 街区公園 0.07

331 下溝西堀公園 下溝９５７番１５ 街区公園 0.01

358 袋沢公園 下溝２５６８番３ 街区公園 0.06

441 下溝上谷公園 下溝３４０３番６ 街区公園 0.06

442 下溝みたけ公園 下溝３４１５番２ 街区公園 0.07

539 古山いちのせき公園 下溝２５７２番 街区公園 0.04

545 下溝十三ノ原公園 下溝４３０７番３ 街区公園 0.01

548 下庭第１公園 下溝７８６番 街区公園 0.01

549 下庭第２公園 下溝８８９番２ 街区公園 0.03

584 はの原第二公園 麻溝台４丁目７番 街区公園 0.03

608 新屋敷ふれあい公園 下溝１９６４番６ 街区公園 0.02

大野中

麻溝



区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積（ha）

616 松原公園 双葉１番１３ 街区公園 0.02

617 当麻宿さくら第２公園 当麻字上河原３６６１番 街区公園 0.07

618 当麻宿さくら第３公園 当麻字上河原３６７２番 街区公園 0.08

619 当麻宿さくら第１公園 当麻字谷下３５４１番 街区公園 0.23

623 当麻下宿公園 当麻２３９６番５ 街区公園 0.02

626 松原第２公園 双葉５７３７番７１４ 街区公園 0.02

93 釣瓶下公園 新戸１８８２番３２ 街区公園 0.03

117 根岸台公園 磯部１１４７番１７ 街区公園 0.12

175 磯部若草公園 磯部１４９３番２ 街区公園 0.02

223 新戸公園　※ 新戸２９７５番 街区公園 0.59

240 磯部すずかけ台公園 磯部１３１０番３６ 街区公園 0.02

241 磯部なかよし公園 磯部１２０１番２３ 街区公園 0.02

258 五味ヶ谷公園 新戸２５３２番２６ 街区公園 0.01

269 下磯部みはらし台公園 磯部１２４６番７ 街区公園 0.01

270 下磯部宮際公園 磯部１２２２番７ 街区公園 0.01

294 峰山霊園 磯部４５７３番２ 墓園 12.3

315 勝坂歴史公園 磯部４８６３番 歴史公園 6.47

328 新戸つつじ公園 新戸５２８３番６ 街区公園 0.01

556 史跡勝坂遺跡公園 磯部字勝坂1822　外 歴史公園 1.99

17 相模台公園 桜台２１番 近隣公園 1.3

26 若草公園 相模台６丁目２０番 街区公園 0.1

59 麻溝台公園 麻溝台８丁目２０番 街区公園 0.12

62 相模台５丁目公園 相模台５丁目１２番 街区公園 0.03

68 若草こばと公園 相模台６丁目２９番 街区公園 0.01

85 若草ひばり公園 相模台７丁目２８番 街区公園 0.04

87 相模台４丁目公園 相模台４丁目１４番 街区公園 0.07

88 南台１丁目公園 南台１丁目９番 街区公園 0.04

90 南台５丁目公園 南台５丁目１番 街区公園 0.04

109 南台松風公園 南台１丁目４番 街区公園 0.08

170 鶴の台公園 南台２丁目８番 街区公園 0.15

203 はの原公園 麻溝台４丁目６番 街区公園 0.01

213 相模台５丁目第２公園 相模台５丁目１２番 街区公園 0.03

219 新磯野２丁目公園 新磯野２丁目１１番 街区公園 0.04

227 南台６丁目公園　※ 南台６丁目３番 街区公園 0.18

309 南台とんがり公園 南台２丁目１番 街区公園 0.03

323 鶴ヶ丘団地第１公園 南台５丁目２番 街区公園 0.11

334 相模台南公園 相模台３丁目８番 街区公園 0.03

338 麻溝台８丁目公園 麻溝台８丁目２５番 街区公園 0.01

352 相模台ライラック公園　※ 相模台３丁目５番 街区公園 0.1

432 南台公園 南台４丁目１１番 街区公園 0.53

505 桜台公園 桜台１３番 街区公園 0.04

542 麻溝台２丁目公園 麻溝台２丁目９番 街区公園 0.02

544 おださが北口公園 南台３丁目１８番 街区公園 0.06

551 麻溝台５丁目公園 麻溝台５丁目１４番 街区公園 0.01

562 南台５丁目旭ヶ丘東公園 南台５丁目４９８９番２０ 街区公園 0.02

563 南台５丁目旭ヶ丘西公園 南台５丁目４９６１番９ 街区公園 0.02

607 北里２丁目地球人公園 北里２丁目２０番 街区公園 0.01

34 新磯野南公園 新磯野５丁目１１番 街区公園 0.12

127 相武台みどり公園 新磯野３丁目７番 街区公園 0.04

132 新磯野公園 新磯野４丁目８番 街区公園 0.25

133 新磯野西公園 新磯野４丁目２番 街区公園 0.25

相模台

麻溝

新磯



区域 公園番号 公園名 所在地 公園区分 告示面積（ha）

185 相武台団地中央公園 相武台団地２丁目１番 街区公園 0.37

186 相武台団地第２公園 相武台団地１丁目５番 街区公園 0.19

187 相武台団地第３公園 相武台団地１丁目７番 街区公園 0.17

207 相武台団地南公園 相武台団地２丁目３番 街区公園 0.21

214 相武台かつら公園 相武台３丁目３番 街区公園 0.02

330 相武台１丁目公園 相武台１丁目２番 街区公園 0.22

418 新磯野３丁目ポケットパーク 新磯野３丁目２４番 街区公園 0.02

554 相武台１丁目やまぼうし公園 相武台１丁目４１００番 街区公園 0.03

590 相武台駅前公園 相武台１丁目１８番 街区公園 0.04

18 松が枝公園 松が枝町１１番 街区公園 0.41

19 林間公園 東林間１丁目２２番 近隣公園 0.76

20 松蔭公園 東林間１丁目５番 街区公園 0.35

35 林間第２公園 東林間２丁目１１番 街区公園 0.15

36 林間第３公園 東林間３丁目１３番 街区公園 0.12

37 林間第４公園 東林間４丁目４１番 街区公園 0.11

56 東林間公園 上鶴間５丁目６番 街区公園 0.3

63 東林間７丁目公園 東林間７丁目９番 街区公園 0.03

108 東林間駅前公園 上鶴間７丁目８番 街区公園 0.08

119 下深堀かしわ公園 上鶴間４丁目１６番 街区公園 0.01

136 上鶴間さつき公園 上鶴間４丁目１２番 街区公園 0.03

147 林間白笹公園 上鶴間７丁目９番 街区公園 0.11

152 松が枝第２公園 松が枝町１６番 街区公園 0.01

160 翠ヶ丘公園 相南２丁目１１番 街区公園 0.19

199 深堀中央公園 上鶴間３丁目２１番 近隣公園 1.99

265 上鶴間４丁目公園 上鶴間４丁目２２番 街区公園 0.03

282 相南いこいの公園 相南３丁目２７番 街区公園 0.05

287 東林みなみ公園 東林間８丁目１３番 街区公園 0.2

308 林間第５公園 東林間３丁目１７番 街区公園 0.01

363 さがみ南公園 相南１丁目２４番 街区公園 0.12

412 相南さくら公園 相南１丁目１５番 街区公園 0.03

439 相南あじさい公園 相南１丁目2番 街区公園 0.02

465 東林間さくら公園 上鶴間７丁目３番 街区公園 0.05

511 相南3丁目なかよし公園 相南３丁目２番 街区公園 0.01

613 東林間いぶき公園 上鶴間７丁目９番 街区公園 0.04
※の公園は国有地の無償貸付を受けている。

東林

相模台


