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栄区公園巡りウォーキングコース 

                                  １                公園で遊ぼう(提供 栄土木事務所) 
 



栄区公園巡りウォーキングコース 

花壇や花のある公園（提供 栄土木事務所）           2 

 



豊田地区公園巡りウォーキングコース 

3                  豊田地区 

 

  

❶飯島町第一公園 

❷飯島町第二公園 

❸飯島南公園 

❹飯島三ノ宮公園 

❺小殿谷橋公園 

❻飯島すずみどう公園 

  
❶長沼町第二公園 

❷長沼町第一公園 

❸飯島町久保公園 

❹西飯島第一公園 

❺西飯島第二公園 

❻飯島下坂公園 

❼飯島長谷公園 

  
❶本郷台滝ノ前公園 

❷本郷台中央公園 

❸本郷台四丁目第一公園 

❹本郷台四丁目第二公園 

❺本郷台赤坂公園 

  
 ❶本郷台二丁目公園 

❷本郷台大地原公園 

❸飯島町わんわん池公園 

❹本郷台三丁目第二公園 

❺本郷台三丁目公園 

 
❶千秀公園 

❷長尾台公園 

❸長尾台けやき公園 
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飯島町、長沼町、本郷台東、本郷台西、田谷町・長尾台町コース 

 
提供 栄土木事務所 
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                     5                飯島町コース 

飯島町コース  

バス停【小菅ヶ谷町】 

コース❶飯島町第一公園⇒❷飯島町第二公園⇒❸飯島南公園⇒❹飯島三ノ宮公園⇒ 

❺小殿谷橋公園⇒❻飯島すずみどう公園 

解説❶飯島町第一公園  

   多目的広場と遊具広場

の 2面で構成されてい

る。樹木は桜の木が数本

ある。多目的広場には健

康遊具と防災備蓄庫が

設置されている。遊具広

場にブランコ、鉄棒、砂

場がある。花壇は数か所

あって良く手入れされ、

季節に合った花がきれ

いに咲いている。 

  ❷飯島町第二公園  

   公園の周囲の芝桜は良

く手入れがされ目を見

張る光景。遊具はブラン

コ、鉄棒と懸垂鉄棒があ

る。公園の周りに木と

花が植えてある。 

  ❸飯島町南公園  

   中央を東西に分ける山

林がある森林公園。両

面とも公園の敷地が斜

面になっている。桜や

ケヤキの大木に加え竹

林もある。夏の暑い時期

に木陰で涼むのも趣が

ある。数か所ある花壇に

は、季節にあったたくさ

んの花が咲いている。遊

具はすべり台と砂場。健

康遊具は背伸ばしベン

チとペア懸垂が設置さ

れている。 

  ❹飯島三ノ宮公園  

   公園の中段を有効に活用した花壇で美しい花が咲いている。上段の遊具広場は藤 

❶飯島町第一公園

❷飯島町第二公園

❸飯島南公園

❹飯島三ノ宮公園
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棚や幼児と子ども達が

遊べるブランコ、すべ

り台、砂場などがある。

下段の多目的広場は軽

スポーツや催し物場と

して利用されるため鉄

棒と時計が設置されて

いる。 

  ❺小殿谷橋公園  

   大きなけやきや紅白の

桜が印象的。花壇も整

っている。遊具はブラ

ンコ、鉄棒、砂場。 

  ❻飯島すずみどう公園  

     比較的小規模な公園だ

が地面に設置された大

きな日時計は珍しい存在。砂場とベンチ、水道があり散歩コースのひと休み場とし

て利用されている。 

 

❺小殿谷橋公園

❻飯島すずみどう公園
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                     7               長沼町コース 

長沼町コース  

バス停【かいがら坂】 

コース❶長沼町第二公園⇒❷長沼町第一公園⇒❸飯島町久保公園⇒ 

❹西飯島第一公園⇒❺西飯島第二公園⇒❻飯島下坂公園⇒❼飯島長谷公園 

解説❶長沼町第二公園  

   桜の大木が 5本、花壇

が 6か所、砂場、すべり

台。健康遊具は背伸ばし

ベンチ。オブジェの屋根

付きベンチもある。 

❷長沼町第一公園  

大きなケヤキ、JR東海

道線、横須賀線の電車

が公園脇を通過する。

藤棚の下には休憩場の

ベンチがある。遊具は

ブランコ、すべり台、

砂場、鉄棒がある。健

康遊具は背伸ばしベン

チが設置されている。

花壇はない。 

❸飯島町久保公園  

   桜が 3本の他ケヤキが

植えてある。倉庫の設置

と時計があり、オブジェ

の屋根付き休憩場があ

る。遊具はすべり台とネ

ットのかかった砂場。

花壇はない。 

  ❹西飯島第一公園  

   大きな桜が 8本、ケヤ

キが 5本ある。比較的

広い公園で子ども達が

ボール遊びで楽しんで

いる。時計があり、遊

具はブランコ、すべり台と砂場。健康遊具は背伸ばしベンチが設置されている。

花壇はない。 

  ❺西飯島第二公園 

❷長沼町第一公園

❸飯島町久保公園

❹西飯島第一公園

❶長沼町第二公園
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   桜が 9本。遊具はブラン

コ、すべり台、鉄棒、砂

場と複合遊具。時計はあ

るが花壇はない。 

❻飯島下坂公園  

   団地住宅の中にあって

地域の避難訓練や催物

会場にも利用されてい

る。桜やけやきに加えて

生垣のレッドロビンが

美しい。花壇の花も咲き

誇っている。遊具は珍し

いシーソーがある。鉄棒、

砂場、複合すべり台や健

康遊具もある。 

❼飯島長谷公園  

   比較的新しい公園で大

きな樹木がない。入口

左側の垣根のレッドロ

ビンが鮮やかで明るい

雰囲気を出している。

遊具はブランコ、鉄棒、

砂場と普通より長いす

べり台が子どもたちの人気を呼んでいる。公園の奥には森林があって小鳥のさえ

ずりも聞こえてくる。 

 

 

❺西飯島第二公園

❻飯島下坂公園

❼飯島長谷公園
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本郷台東コース 

バス停【本郷台中央公園前】 

コース❶本郷台滝ノ前公園⇒❷本郷台中央公園⇒❸本郷台四丁目第一公園⇒ 

❹本郷台四丁目第二公園⇒❺本郷台赤坂公園 

解説 

❶本郷台滝ノ前公園  

   本郷台小学校の近くに

ある。3本の大きな桜と

ケヤキが印象的。公園は

2面構成で災害時の避

難場所にも利用される。

珍しく遊具はないがオ

ブジェの休憩場と円柱

イスがある。本郷台自治

会 30周年の記念植樹の

桜も花を咲かせている。 

❷本郷台中央公園  

   大規模な公園で 3面構

成。遊具広場は終日子ど

も達が遊んでいる。桜の

木と大きなケヤキが周

囲に植えてある。遊具は

ブランコ、鉄棒、複合す

べり台、砂場、複合遊具

などがある。中央に時計

がある。芝生のある多目

的広場は催し物の場と

して利用されているが

軽スポーツ用にはあま

り使われていない。 

❸本郷台四丁目第一公園  

   大きな桜やケヤキがあ

る中規模な公園。遊具

はブランコ、すべり台、

鉄棒、砂場などがある。

ラジオ体操やグランド

ゴルフ練習場としても

定期的に使われている。 

  ❹本郷台四丁目第二公園  

 中規模な 3面からなる公園。遊具広場には、ブランコ、すべり台、渡り用具、砂 

❶本郷台滝ノ前公園

❷本郷台中央公園

❸本郷台四丁目第一公園

❹本郷台四丁目第二公園
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場がある。道路に面し

た広場にはたくさん

の種類の花が整然と

咲いている。桜の木は

春を楽しませ、ケヤキ

など数種類の樹木が

公園に涼を齎してく

れる。 

❺本郷台赤坂公園  

   大きなケヤキやメタセコイヤ、こぶし、イチョウ等が大きな公園を所狭しと生い

茂る。多目的広場と遊具広場がある。遊具広場はブランコ、鉄棒、砂場があり、

時計も設置されている。中段斜面に複合すべり台がある。 

 
 

❺本郷台赤坂公園
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                      11              本郷台西コース 

本郷台西コース 

バス停【本郷台中央公園前】 

コース ❶本郷台二丁目公園⇒❷本郷台大地原公園⇒❸飯島町わんわん池公園⇒ 

❹本郷台三丁目第二公園⇒❺本郷台三丁目公園 

解説 

  ❶本郷台二丁目公園  

   大きな桜の木が公園

の周囲を囲っている中

規模な公園。高台にあ

るので見晴らしも良い。

花壇もあって春には水

仙や菜の花も咲いてい

る。遊具はブランコ、

すべり台、鉄棒、砂場

など。 

❷本郷台大地原公園  

   比較的小規模な公園。

遊具は複合すべり台、

砂場、健康用具の背伸

ばしベンチがある。花

壇と公園縁に咲いた水

仙が目に留まる。 

  ❸飯島わんわん池公園  

   中に大きな池がある珍

しい公園。ザリガニ釣

りの遊び場として子ど

も達に人気のある水辺

の公園でもある。遊具

は置いてない。 

  ❹本郷台三丁目第二公園  

    斜面を利用した鉄棒

とすべり台が幼児から

小学生に親しまれてい

る。公園の中央に桜の

木がある。公園上段の

花壇の他、低木があっ

た場所にも花壇づくり

が復活した。公園脇の

階段は 60段ある。 
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  ❺本郷台三丁目公園  

   晴れた日は朝から夕方

まで時々刻々お色直し

をする世界遺産の富士

山が眺望できる。午前

中は健康づくりのラジ

オ体操やグランドゴル

フの練習会場になり、

学校の授業が終わると子ども達の安全な広場になる。地域住民の催し物や避難訓

練場としても利用されている。遊具はブランコと砂場。公園入口の藤棚はウォー

キング中の休憩場になる。北側の花壇は手入れが行き届き季節に応じた花が咲い

ている。 

 

❺本郷台三丁目公園
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                    13           田谷町・長尾台町コース 

田谷町・長尾台町コース 

バス停【山王】 

コース❶千秀公園⇒❷長尾台公園⇒❸長尾台けやき公園 

解説  ❶千秀公園 

   千秀センターに隣接す    

る公園。大きなケヤキ

が多く、クスノキ、コ

ブシや桜などもある広

い公園。遊具はブラン

コ、複合すべり台、鉄

棒 2台、幼児用の揺り

椅子がある。午前中は

シニアの人達のグラン

ドゴルフ場、午後は子

ども達の安全な遊び場

として多くの人々が集

まる。隣の千秀センタ

ーにはかまどが 3台あ

って 40人程度のバー

ベキュー大会もできる。

公園の傾斜地に水仙、

紫陽花などたくさんの

花が咲く。山に隣接し

ているので夏は涼しい

風に包まれる。小鳥の

さえずりも聞えてくる。 

  ❷長尾台公園  

   ヤマモモ、ツツジ、コ

ブシが植えてある小規模な公園。中央にある遊具は象の絵がある幼児用のすべり

台。健康遊具はペア懸垂と背伸ばしベンチの 2 基。公園縁にタンポポ、ツツジ、

紫陽花が植えてある。 

  ❸長尾台けやき公園  

   大きなケヤキと桜の木が印象的な中規模な公園。公園の縁に水仙、ツツジ、紫陽

花などが植えてある。遊具はブランコ、鉄棒、象の絵板のある砂場、複合すべり

台、幼児用のパンダの乗り物。健康用具は背伸ばしベンチとペア懸垂の 2基。屋

根付きベンチとケヤキの周りを囲む円形ベンチがある。背面は静かな山林でいろ

いろな野鳥のさえずりが聞こえる。 

❶千秀公園

❷長尾台公園

❸長尾台けやき公園
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❶笠間町公園 

❷笠間町第二公園 

❸笠間中央公園 

❹笠間岩井口第二公園 

❺笠間岩井口公園 

❻笠間台公園 

❼笠間三丁目公園 

❽笠間扇子田公園 
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笠間コース 

 
 

提供 栄土木事務所 
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笠間コース 

バス停【小菅ヶ谷町】【笠間十字路】 

コース❶笠間町公園⇒❷笠間町第二公園⇒❸笠間中央公園⇒❹笠間岩井口第二公園⇒ 

❺笠間岩井口公園⇒❻笠間台公園⇒❼笠間三丁目公園⇒❽笠間扇子田公園 

解説❶笠間町公園  

   2面構成で規模が大き

い公園。4月から 5月に

かけて 80匹近い鯉のぼ

りが公園いっぱいに元

気良く泳いでいる光景

は、笠間地区の風物詩に

なっている。大きな樹木

は桜、ケヤキを中心にイ

チョウ、百日紅、ヤマモ

モが生い茂っている。遊

具広場はとんぼの目玉

をした鉄棒、曲りがある

平均台、5本足のジャン

グルジム、鉄棒をくぐる

昔ながらのジャングル

ジム、ブランコ、すべり

台、鉄棒、砂場がある。

藤棚や時計も設置され

ている。 

  ❷笠間町第二公園  

   遊具広場と多目的広場

が分れた 2面構成の公

園。樹木は桜、ケヤキ、

イチョウ、クスノキなど。

遊具はすべり台、鉄棒、

砂場。屋根のある休憩場

がある。花壇やツツジの

植え込みもある。 

  ❸笠間中央公園  

   丘の上にある見晴らし

の良い公園。笠間中央

公園雨水調整池（池底面積 1,000ｍ２、貯水量 270m３）、多目的広場は休日に各種

スポーツや健康づくりグループの集まりがある。また、この場所から弥生時代か

ら平安時代の遺跡が発掘されたことを説明する看板が建てられている。遊具広場

は砂場、複合すべり台があり、健康遊具はペア懸垂、背伸ばしベンチがある。樹

❷笠間町二丁目公園

❸笠間中央公園

❹笠間岩井口第二公園

❶笠間町公園
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                     17                 笠間コース 

木は桜、クスノキなど

であまり大木はない。

時計と藤棚が多目的広

場入口付近にある。 

  ❹笠間岩井口第二公園  

   イチョウ、桜、ケヤキ、

クスノキ、ヤマモモなど

公園の周りに林立して

いる 2面構成の公園。コ

ブシやボケの花も咲く。

遊具広場にはブランコ、

すべり台、鉄棒、砂場が

あり、健康遊具は背伸ば

しベンチ、ペア懸垂、マ

ッサージベンチ、腹筋ベ

ンチの 4基が設置され

ている。大きな藤棚が中

央にある。 

  ❺笠間岩井口公園  

   笠間東口バス停の近く。

大きなケヤキが 5本と

ヤマモモがある。遊具は

なくベンチがあって水

仙、ツツジ、紫陽花など

を見ながらひと休みす

ることができる公園。

丸い鉢に植えた花が優

しい雰囲気を醸し出し

ている。 

  ❻笠間台公園  

   笠間小学校の脇にある

やや大きな公園。上下

2段で構成されている。下段の遊具広場にブランコ、鉄棒、複合すべり台がある。

2か所の花壇は良く手入れされたくさんの花が見事に咲いている。お手洗いもあ

る。樹木は桜、ケヤキ、クスノキ、ハナミズキ、ナラなどに樹名板が取り付けて

ある。上段の多目的広場にある健康遊具は腰ひねり、背伸ばしベンチ、ペア懸垂

の 3基ある。 

❼笠間三丁目公園  

   長方形の大きな公園で軽スポーツができる多目的広場と憩いの場となる遊具広 

場の 2面構成。遊具はブランコ、黄色い柵のある砂場、鉄棒、幼児用の象のすべ 

❺笠間岩井口公園

❻笠間台公園

❼笠間三丁目公園

❽笠間扇子田公園
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り台。オブジェの屋根、時計、お手洗いもある。花壇は 6か所あって良く管理さ

れている。公園には大きな木はないが桜の木や百日紅などたくさん植えてある。

時折、鳩や雀が餌を食べに舞い下りてくる。 

❽笠間扇子田公園  

   桜やイチョウの大きな木のある中規模な公園。子どもに人気があるビーバーと兎

の乗り物とネコの絵がある幼児用のすべり台。遊具はブランコ、鉄棒、すべり台、

砂場がある。2本の藤がある藤棚は大きい。健康遊具はハングストレッチ、よこよ

こストレッチ、背伸ばしチェア、腰振りチェア、健康ボードの 5基が解説書きパ

ネルと一緒に設置されている。時計も設置されている。 
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❶小菅ヶ谷四丁目第二公園 

❷小菅ヶ谷四丁目公園 

❸小菅ヶ谷渡戸第二公園 

❹小山台一丁目公園 

❺小菅ヶ谷渡戸公園 

❻小菅ヶ谷渡戸第四公園 

❼小菅ヶ谷渡戸第三公園 

❽小菅ヶ谷宮ノ下公園 

❾小菅ヶ谷三丁目公園 

   

  ❶鍛冶ヶ谷中居公園 

❷鍛冶ヶ谷西公園 

❸小菅ヶ谷石神公園 

❹小菅ヶ谷滝之前公園 

❺小菅ヶ谷第五公園 

❻小菅ヶ谷第四公園 

❼鍛冶ヶ谷第三公園 

❽小菅ヶ谷第三公園 

❾鍛冶ヶ谷第二公園 

❿鍛冶ヶ谷北谷公園 
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小菅ヶ谷コース・鍛冶ヶ谷コース 

 
 

提供 栄土木事務所 
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小菅ヶ谷コース 

JR京浜東北線【本郷台】バス停【本郷台駅】 

コース❶小菅ヶ谷四丁目第二公園⇒❷小菅ヶ谷四丁目公園⇒ 

❸小菅ヶ谷渡戸第二公園⇒❹小山台一丁目公園⇒❺小菅ヶ谷渡戸公園⇒ 

❻小菅ヶ谷渡戸第四公園⇒❼小菅ヶ谷渡戸第三公園⇒❽小菅ヶ谷宮ノ下公園⇒ 

❾小菅ヶ谷三丁目公園 

解説❶小菅ヶ谷四丁目第二公園  

   桜とレッドロビンが印象

的な公園。ベンチが公園

の斜面上の平地にあっ

て公園全体が見渡せる。

遊具はブランコ、すべり

台、砂場、複合遊具があ

る。藤棚の下に休憩がで

きるベンチもある。梅雨

時の紫陽花も楽しみの

一つ。防災備蓄庫も設置

されている。 

  ❷小菅ヶ谷四丁目公園  

   小さなケヤキや水仙が

植えてある。遊具は複合

すべり台と砂場。オブジ

ェの屋根の下に休憩場

のイスが置いてある中

規模の公園。 

  ❸小菅ヶ谷渡戸第二公園  

   コブシの花が咲く小規

模な公園。遊具は砂場と

複合すべり台。奥に鳥の

透かし彫り屋根の休憩

場がある。 

  ❹小山台一丁目公園  

   桜の木やケヤキなどの

大きな木に囲まれた大

きな公園。遊具はブラ

ンコ、すべり台、砂場、

幼児用の動物型乗り物、

健康遊具 3基がある。

花壇も良く手入れが行き届いている。樹木には銘板が着けてある。催し物や軽ス 

❶小菅ヶ谷四丁目第二公園

❷小菅ヶ谷四丁目公園

❸小菅ヶ谷渡戸第二公園

❹小山台一丁目公園



小菅ヶ谷地区公園巡りウォーキングコース 

小菅ヶ谷コース               22 

ポーツ場としても利用

されている。 

  ❺小菅ヶ谷渡戸公園  

   こじんまりした公園で

遊具はすべり台と砂場、

屋根付の砂場の中に丸

い椅子が 2脚設置され

ている。花壇やツツジ、

桜、コブシが植えてあ

る。 

❻小菅ヶ谷渡戸第四公園  

   樹木は小さいのでこれ

からの成長に期待。 

❼小菅ヶ谷渡戸第三公園  

   こじんまりした地域の

安全な遊び場。遊具は

複合すべり台と砂場。

砂場前にオブジェの屋

根がある。公園前に石

碑が二石置いてある。 

❽小菅ヶ谷宮ノ下公園  

   春日神社裏のこじんま

りした公園。遊具は砂

場。休憩場のイスの置

き場が 2か所ある。 

❾小菅ヶ谷三丁目公園  

   公園中央にあるとんぼ

の目玉を連想させる複

合すべり台が珍しい。公

園の奥には竹林があっ

てサラサラと優しい音

を立てている。周囲には

コブシ、レッドロビンが

鮮やかな色合いを出し

ている。遊具は鉄棒があ

り、時計も設置されてい

る。 

   オブジェの屋根もあり、

花壇には四季折々の花

が咲いている。 

❺小菅ヶ谷渡戸公園

❻小菅ヶ谷渡戸第四公園

❼小菅ヶ谷渡戸第三公園

❽小菅ヶ谷宮ノ下公園

❾小菅ヶ谷三丁目公園
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鍛冶ヶ谷コース 

JR京浜東北線【本郷台】バス停【本郷台駅】 

コース❶鍛冶ヶ谷中居公園⇒❷鍛冶ヶ谷西公園⇒❸小菅ヶ谷石神公園⇒ 

❹小菅ヶ谷滝之前公園⇒❺小菅ヶ谷第五公園⇒❻小菅ヶ谷第四公園⇒ 

❼鍛冶ヶ谷第三公園⇒❽小菅ヶ谷第三公園⇒❾鍛冶ヶ谷第二公園⇒ 

❿鍛冶ヶ谷北谷公園 

解説❶鍛冶ヶ谷中居公園  

   「さわやかまちかど 

鍛冶ヶ谷中居公園・ヨ

コハマさわやか市・区

本部」の銘板がキラキ

ラと公園入口で輝いて

いる。2段構成になって

いる。ケヤキが数本あ

り、花壇も数か所ある。

さり気なく咲いている

黄色の水仙が印象的。遊

具はブランコ、すべり台、

砂場、健康遊具が 2基設

置されている。 

  ❷鍛冶ヶ谷西公園  

   公園の表札の下に秋の

果物のタイル 3枚、車

止めにカブト虫の絵板

が 12枚飾ってある。公

園には集会所があり、健

康遊具が 4基設置され

ている。山側は竹林があ

り散歩もできるコース

が造られている。大きな

石を集めた場所もある。

公園は会館と健康遊具、

広場、遊具場、散歩コ

ースの四面構成。公園

脇を京浜東北線の電車

が行き交う光景は栄区

では珍しい。 

  ❸小菅ヶ谷石神公園  

   広い高台にある 4面構

成の大きな公園。公園の中央に目を見張る汽車を連想させる大きな複合遊具が人

❶鍛冶ヶ谷中居公園

❷鍛冶ヶ谷西公園

❸小菅ヶ谷石神公園

❹小菅ヶ谷滝之前公園
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気を呼んでいる。桜も

チラホラ咲き、傾斜を

利用したタンポポ、ツ

ツジ、チューリップな

どの草花が風になびき

ながら歓迎してくれる。

最上段には急斜面のス

テンレスのすべり台と

ロッククライミング訓

練もできる壁がある。

その奥には竹林がサラ

サラと風に揺れている。

遊具はブランコ、すべ

り台、砂場、鉄棒。時

計の上の照明器具は珍

しい。オブジェの屋根

の下には椅子がある。 

  ❹小菅ヶ谷滝之前公園  

   広場と樹木地の 2面構

成。遊具はすべり台と

鉄棒だけ。木製の長椅

子が 2脚あってゆっく

り休憩ができる。傾斜

地にツツジ、あやめ、

紫陽花が植えてある。 

  ❺小菅ヶ谷第五公園  

   2段構成の公園。遊具

はブランコ、すべり台、

砂場、鉄棒などがある。

公園の周囲にある桜、

ケヤキ、ツツジはこれ

からの成長が待ち遠し

い。花壇は見事に季節を表現している。 

❻小菅ヶ谷第四公園  

    道路を挟んだ 2面で構成されている大きな公園。上段の広場には幼児が喜ぶカバ 

のくぐり具やネコの乗り物、砂場、オブジェの屋根がある。下の広場にはブラン

コ、鉄棒、砂場、健康遊具がある。花壇が数か所あってきれいな花が咲いている。

堆肥置場も整っている。 

 

 

❻小菅ヶ谷第四公園

❺小菅ヶ谷第五公園

❼鍛冶ヶ谷第三公園

❽小菅ヶ谷第三公園
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❼鍛冶ヶ谷第三公園  

   良く整備された公園。遊

具はブランコ、鉄棒、砂

場、オブジェの屋根が藤

棚になっている。花壇は

数か所あってきれいな

花が咲いている。 

❽小菅ヶ谷第三公園  

   桜の木が15本以上ある。

遊具はブランコ、すべり

台、砂場、鉄棒、複合遊

具がある。木製のベンチ

もあって花見時には芝

生場が花見場となる。時

計も設置されている。 

❾鍛冶ヶ谷第二公園  

   砂面とセメント面に分けて作られている。遊具はすべり台と輪形登り具、健康遊

具がある。桜の木があり、花壇の手入れが行き届いているが大きなけやきの切株

がある。4本の桜がある。時計に近い階段脇の芝桜が見事に開花している。入口

の花壇の花も鮮やかである。 

  ❿鍛冶ヶ谷北谷公園  

   大きな公園の一つで大勢の子ども達がボール遊びや複合遊具で遊んでいる。高い

場所に位置しているので見晴らしは素晴らしい。遊具はブランコ、鉄棒、砂場、

健康遊具がある。オブジェの屋根付き休憩場所は 2か所ある。 

 

❾鍛冶ヶ谷第二公園

❿鍛冶ヶ谷北谷公園
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❶中野町南河内公園 

❷本郷ふじやま公園 

❸元大橋公園 

❹上郷深田公園 

  ❺虻名公園 
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本郷ふじやまコース 

 
 
 
 

提供 栄土木事務所 
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本郷ふじやまコース 

バス停【中野町】 

コース❶中野町南河内公園⇒❷本郷ふじやま公園⇒❸元大橋公園⇒❹上郷深田公園⇒ 

   ❺虻名公園 

解説❶中野町南河内公園 

藤棚屋根のオブジェが

あるこじんまりした公

園。ブランコと砂場があ

る。 

  ❷本郷ふじやま公園 

   緑と江戸時代の古民家

のある公園。旧小岩井家

住宅の長屋門で昔の生

活を知ることができる。

昔の行事は七草粥、餅つ

き、ひな祭り、花見会、

竹の子掘り、七夕まつり、

そうめん流し、いもほり

などが行われる。炭焼き

や農作業も体験できる。

真竹や孟宗竹の竹林が

2ヘクタールある。木は

山桜、しだれ桜、大島桜、

コナラ、コナラ、杉、ミ

ズキ、梅、ケヤキなどが

ある。 

❸元大橋公園 

 遊具置き場と広場の 2

段構成の公園。樹木には

樹名板が付けてある。桜、

ヤマモモ、大島桜、マテ

バシイなどが縁に植樹

されている。下段の遊具

広場はブランコ、砂場が

設置されている他時計

もある。上段の広場の片

隅に｢相武国境道標｣の

石碑がある。 

 

 

❶中野町南河内公園

❷本郷ふじやま公園

❸元大橋公園

❹上郷深田公園
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❹上郷深田公園 

 シラカシ、ケヤキ、桜、

もち等の樹木がある中

規模な公園。遊具はブ

ランコ、すべり台、鉄

棒、砂場がある。健康

遊具は背伸ばしベンチ

と懸垂鉄棒がある。花

壇にはたくさんの花が咲いている。 

❺虻名公園 

   軽スポーツができる多目的広場と遊具広場の 2面構成。樹木は大きな桜とケヤキ

が多い。遊具広場はブランコ、すべり台、鉄棒、健康遊具の背伸ばしベンチとパ

ラレルハンガーがある。パンダの絵で飾った屋根付きの休憩場やオブジェの屋根

付き休憩場がある。花壇の四季折々の花が咲いている。時計もある。 
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❶本郷公園 

❷本郷台公園 

❸小菅ヶ谷和田公園 

❹本郷台駅前公園 

❺海里橋公園 

❻桂町平島公園 

❼中坪公園 

❽本郷台西公園 

 

 

❶桂台第三公園 

❷桂台第四公園 

❸ゆうもや公園 

❹落柿公園 

❺草笛公園 

❻鳥の舞公園 

❼矢沢なかよし公園 

❽野七里第一公園 

❾あさもや公園 

  
❶桂山公園 

❷笹舟公園 

❸花籠公園 

❹亀井公園 

❺霧が渕公園 

  
❶上郷六反町公園 

❷中野町左近公園 
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❸中野町稲荷公園 

❹桂台第一公園 

❺桂台第五公園 

❻公田中谷第三公園 

❼公田中谷第二公園 

❽桂台第ニ公園 

  

❶たいら台公園 

❷公田中谷第四公園 

❸公田中谷公園 

❹荒井沢公園 

❺荒井沢中谷公園 

❻公田町西公園 
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いたち川周辺、桂台東、桂台中央、桂台西、公田町コース 

 
 

提供 栄土木事務所 



本郷中央地区公園巡りウォーキングコース 

                    33            いたち川周辺コース 

いたち川周辺コース 

バス停【区役所前】 

コース❶本郷公園⇒❷本郷台公園⇒❸小菅ヶ谷和田公園⇒❹本郷台駅前公園⇒ 

❺海里橋公園⇒❻桂町平島公園⇒❼中坪公園⇒❽本郷台西公園 

解説❶本郷公園  

栄区役所正門入口左側

にある公園。公園に沿

った道路から健康遊具

が目に入ってくる。つ

り棒、丸イス、背伸ば

しベンチ、ブランコ、

網のかけてある砂場、

水が流れていない水路

場、複合遊具のすべり

台や花壇もある。 

  ❷本郷台公園  

 地理的に栄区の中心に

ある公園。軽スポーツが

行われる広場、樹木があ

る林、遊具がある広場の

三面ある広い公園。入口

の公園表札の上に二人

の子供像があって子ど

もの安全と成長に願を

かけている。樹木の種類

は多く、春には桜が咲き、

秋には見事な紅葉が見

られる。特にケヤキの大

木が特徴のひとつ。遊具

はブランコ、鉄棒、砂場、

渡棒、複合すべり台。オ

ブジェの屋根は藤棚で

初夏には藤を見ながら

休憩ができる。近くに幼

稚園があって子どもた

ちの歓声が聞こえてく

る。時計とお手洗いが設

置されている。 

 

 

❹本郷台駅前公園
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  ❸小菅ヶ谷和田公園  

   JR本郷台駅の裏側方面

にある中規模な公園。藤

棚の下に砂場と休憩場

のイスが設置されてい

るのが特徴。もう一つの

藤棚の下にも休憩場の

イスが設置してある。

遊具は砂場の他に鉄棒

がある。花壇には溢れ

そうな花が咲いている。

公園の奥に水再生セン

ター小菅ヶ谷スポーツ

広場が見える。 

  ❹本郷台駅前公園  

   春は桜が一斉に咲き誇

る。遊具はブランコ、

すべり台、鉄棒、砂場、

複合遊具のすべり台が

ある。休憩場となるベ

ンチもある。花壇も作

られている。 

❺海里橋公園 

   栄区では一番古い歴史

のある公園と言われて

いる。いたち川縁の大

きな桜の木は付近を通

る人々の足を暫し留め

る。いたち川に因んだ

ビーバーの遊具に加え

すべり台もある。花壇

は何時も手入れが行き届き季節にマッチしたお花が通行者をやさしく迎えてくれ

る。 

❻桂町平島公園 

   春は桜が一斉に咲き誇る。遊具はブランコ、すべり台、鉄棒、砂場、複合遊具の

すべり台がある。休憩場となるベンチもある。花壇も作られている。 

❼中坪公園 

   学校が終わると付近の子ども達が集まって楽しく遊んでいる中規模の公園。ボー

ルけりや鬼ごっこをして遊ぶ広場と遊具で遊ぶ広場が分れている。遊具はブラン

❻桂町平島公園
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コ、鉄棒、砂場、複合すべり台などがある。大きな桜やケヤキの大木があり、花

壇も整備されている。 

❽本郷台西公園 

   大きなケヤキがあり 2面で構成されている。団地に近い公園で遊具の種類は豊富。

ブランコ、すべり台、複合すべり台、鉄棒、砂場。小さな花壇もある。 
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桂台東コース 

バス停【桂台中央】 

コース❶桂台第三公園⇒❷桂台第四公園⇒❸ゆうもや公園⇒❹落柿公園⇒ 

❺草笛公園⇒❻鳥の舞公園⇒❼矢沢なかよし公園⇒❽野七里第一公園⇒ 

❾あさもや公園 

解説❶桂台第三公園  

   大きなケヤキと桜があ

る広い公園。遊具はブラ

ンコ、複合すべり台、鉄

棒、砂場があり、ケヤキ

の周りに円形のイスが

設置されている。花壇も

整備されている。また

所々にツツジの花が咲

いている。 

  ❷桂台第四公園  

   桂台小学校前にあって

栄区新春ロードレース

の会場にも使われる多

目的スポーツ広場。少年

野球、女子とシニアのソ

フトボール会場として

も利用される。遊具はな

いが公園の塀に野球の

スコアボードが設置さ

れ、お手洗所もある。公

園内の一塁側、三塁側に

ベンチが数台ずつある。

樹木は公園内にはない

が、緩い斜面などを利用

した観覧席もある。 

  ❸ゆうもや公園  

   公園の中央を通路が敷

設してあって公園の左

右を眺めたり時刻を確

認しながら歩を進める

姿が見られる。イチョ

ウと桜の木がある。遊具はブランコ、すべり台、鉄棒があり丸い椅子が５脚ある。

健康遊具は背伸ばしベンチと腹筋ベンチがある。 

❶桂台第三公園

❷桂台第四公園

❸ゆうもや公園

❹落柿公園
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  ❹落
ら く

柿
し

公園 

   ツツジ、紫陽花が目に

つく公園。遊具はブラン

コ、すべり台、鉄棒、砂

場がある。藤棚の下に休

憩用のイスもある。健康

遊具は腰ひねり、パラレ

ルハンガー、腹筋ベンチ

がある。公園入口に「ゆ

うもや緑道」の道標があ

る。 

  ❺草笛公園 

   公園の中央を歩道があ

る。大きなケヤキも中央

にあって円形イスで囲

ってある。公園の入り口

に郵便ポストと時計が

ある。遊具はブランコ、

砂場、複合すべり台があ

る。 

  ❻鳥の舞公園 

   中規模な公園でケヤキ

の枝にカラスの巣があ

るため注意書きが張付

けてある。円形の腰掛が

三色６個ある。遊具はな

いが健康遊具は背伸ば

しベンチ、腹筋ベンチ、

ペア懸垂がある。公園の

隅にはチューリップな

どが咲いている。 

❼矢沢なかよし公園 

   旧矢沢小学校の跡地を整備して公園になった場所で草地広場が広い。アスレチッ

ク多目的広場、自由広場、ボール広場、休憩広場の他にコミュニティハウスも隣

接している。中央にはお手洗いや屋根付の休憩所、3本の木が植えてある。 

しかし、大きな木はない。2本連結のジングルジムは子ども達に人気がある。健

康遊具は 5種類で健康快道は足の壺を刺激して疲れをほぐしてくれる。背伸ばし

平行棒、懸垂棒、手すり付平均台などがある。時計も設置されている。花壇も数

か所綺麗な花が植えてある。 

❺草笛公園

❻鳥の舞公園

❼矢沢なかよし公園

❽野七里第一公園
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❽野七里第一公園 

遊具で遊んだり寛ぐ

場所と少年野球、ソフ

トボールなどをする

多目的広場の2面構成

の公園。大きなイチョ

ウやクスノキ、桜が多

く時計やお手洗いも

設置されている。遊具はブランコ、すべり台、砂場、鉄棒があり、オブジェの屋

根のある休憩所もある。健康遊具は背伸ばしベンチ、懸垂ベンチなど 3種類。花

壇の手入れが良く行われている。 

❾あさもや公園 

   中央に歩道がある細長い公園。桜、ケヤキ、クスノキが植えてある。遊具はブラ

ンコ、すべり台、砂場。花壇に綺麗な花が咲いている。 

 

❾あさもや公園
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桂台中央コース 

バス停【桂山公園】 

コース❶桂山公園⇒❷笹舟公園⇒❸花籠公園⇒❹亀井公園⇒❺霧が渕公園 

解説❶桂山公園 

   桂台ログハウスが公園

の中にあり子ども達が

入口のネット遊具で楽

しく遊んでいる。砂場が

ログハウス前にある。広

い公園に大きなケヤキ

と桜の木が生い茂る。広

場には遊具がなく健康

遊具の背伸ばしベンチ

が 1台とバスケットボ

ールのゴールがある。午

後子ども達がバスケッ

トの練習をしている。公

園の中に小山に登る階

段がある。 

  ❷笹舟公園 

   笹舟公園を象徴する笹

舟が公園の上段に設置

され、子ども達が船に乗

ったり降りたりしてい

る。木々は大きくないが、

ケヤキ、桜、クスノキが

茂っている。花壇も良く

手入れされている。遊具

はブランコと鉄棒。下の

広場では放課後、大勢の

子ども達がボール遊び

をしている。 

  ❸花篭公園 

   大きなケヤキ、桜、クス

ノキが公園全体を覆っ

ている。公園は三面で構成され、休憩できる藤棚。子ども達がブランコと鉄棒で

遊べる広場。花壇は良く手入れがされている。 

❹亀井公園 

地域の安全と利便性を兼ね備えた近代的な公園の一つ。入口に公衆電話ボックス

と郵便ポスト。周囲は四季折々の花が咲く花壇。その奥にお手洗い。階段を登る

❶桂山公園

❷笹船公園

❸花篭公園

❹亀井公園
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と植え木とベンチ。更に

階段を上ると桜やケヤ

キの大木が花見や休憩

で人々の足を止めてく

れる。災害対策用の拡声

装置も高台から見守っ

てくれている。 

  ❺霧が渕公園 

   道路に沿って 3面で構成されている細長い公園。大きなクスノキが目に留まる。

入口の広場には遊具がない。上段の遊具場にブランコとすべり台があり、藤棚の

下は休憩場となっている。花壇はないがツツジの刈込が公園を象徴する生垣にな

っている。 

 

❺霞が淵公園
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桂台西コース 

バス停【中野町】 

コース❶上郷六反町公園⇒❷中野町左近公園⇒❸中野町稲荷公園⇒❹桂台第一公園⇒ 

❺桂台第五公園⇒❻公田中谷第三公園⇒❼公田中谷第二公園⇒❽桂台第ニ公園 

解説❶上郷六反町公園 

   いたち川の扇橋に隣接

する公園。ケヤキ、桜な

どがある。遊具はブラン

コ、魚の形をしたすべり

台、複合遊具がある。時

計とお手洗いが設置さ

れている。 

  ❷中野町左近公園  

森の中をウォーキング

して公園に向うとがさ

がさとたくさんのリス

が木から木に飛び交う

姿が見える。公園の入

り口に公園名が刻まれ

た石がある。鎌倉に住

んでいた左近という人

が愛しんだ２個の力石

の模型と左近公園の由

来が表示されている。

公園にはブランコ、砂

場、複合遊具、時計、

お手洗いがある。桜の

木やたくさんの樹木と

花壇がある。 

  ❸中野町稲荷公園  

桂台自治会館の前にあ

り、桜、ケヤキなど緑に

囲まれた公園。遊具はブ

ランコ、砂場、鉄棒、ジ

ャングルジムなど。藤棚

の屋根オブジェある。 

  ❹桂台第一公園  

   大きなケヤキや桜が生い茂る大きな２面構成の公園。遊具場はブランコ、複合す

べり台、鉄棒、砂場、ジャングルジムがある。スポーツ広場で子ども達がサッカ

❷中野町左近公園

❸中野町稲荷公園

❹桂台第一公園

❶上郷六反町公園
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ーボール遊びをしてい

る。公園の周りはツツ

ジ、紫陽花、水仙、南

天などが植えてある。

屋根付の休憩場もある。 

  ❺桂台第五公園  

多目的広場、遊具広場、

桜の木が２本ある藤棚

の休憩場、ケヤキがあ

って休憩や横断する場、

芝生の小山と８個の半

球が埋め込まれた広場

の５面で構成される大

きな公園。樹木板が付

けてある木がたくさん

ある。クスノキ、シラ

カシ、スダジイ、クヌ

ギなどがあり、花壇も

たくさんある。公園縁

のプランタンに植えた

花が見事に咲き誇って

いる。遊具はブランコ、

すべり台、鉄棒、ネッ

トが被せてある砂場が

ある。団地の中にある

静かな公園。 

  ❻公田中谷第三公園  

傾斜地に階段をつけて

二段で構成する公園。

上段の広場には藤棚と

砂場があり、下段の広

場はやや広く滑り台と

鉄棒がある。大きな木はないがレッドロビン、桜、ハナミズキやツツジが植えて

ある。高台にあるので見晴らしが良い。 

  ❼公田中谷第二公園  

小規模な公園。大きな木や花壇はないが、レッドロビン、桜、ハナミズキやツツ

ジなどが植えてある。オブジェの屋根付休憩場と水道がある。 

  ❽桂台第二公園  

   大きなケヤキと桜、赤い口を開けたカバと優しい目をした芋虫が目に入る。公園

❺桂台第五公園

❼公田中谷第二公園

❽桂台第二公園

❻公田中谷第三公園
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は大きく軽スポーツもできる。周りに遊具のブランコ、小さなすべり台、鉄棒、

砂場、ドーム形ジャングルジムがある。健康遊具は背伸ばしベンチ、ペア懸垂な

どがある。屋根付の休憩場や時計も設置してある。公園の周囲には草花が咲いて

いる。 
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公田町コース 

バス停【朝日平和台】 

コース❶たいら台公園⇒❷公田中谷第四公園⇒❸公田中谷公園⇒❹荒井沢公園⇒ 

❺荒井沢中谷公園⇒❻公田町西公園 

解説❶たいら台公園  

神明社の近くにある中

規模の公園。大きなケヤ

キ、桜、クスノキ、ヤマ

モモなどがある。遊具は

ブランコ、複合すべり台、

鉄棒、砂場がある。バス

ケットボールのゴールと

健康遊具の懸垂ぶら下が

りも設置されている。屋

根のある休憩場もある。

肘掛ベンチが６脚ある。 

  ❷公田中谷第四公園  

公田団地に隣接する公園。

小さなクスノキ、ツツジ、

ハナミズキなどが植えて

ある。遊具はブランコ、

すべり台。鉄棒、砂場が

ある。オブジェの屋根付

休憩場もある。 

  ❸公田中谷公園  

太い５本のケヤキがある。

花壇は整備されチューリ

ップが咲いている。遊具

はブランコ、すべり台、

鉄棒がある。高台にある

ので見晴らしが良い。 
❹荒井沢公園 

 遊技広場、多目的広場、

イチョウ、ケヤキ、クス

ノキ、スダジイヒマラヤ

スギなどに囲まれたオブ

ジェの屋根付休息場や歩

道がある広場の三面構成。

木には樹名板が付けてあ

❶たいら台公園

❷公田中谷第四公園

❸公田中谷公園

❺荒井沢中谷公園

❹荒井沢公園
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る。花壇がたくさんあって良く手入れされている。遊具広場にはブランコ、すべ

り台、鉄棒、砂場と金属製のジャングルジムや輪潜り用具がある。多目的広場に

は背伸ばしベンチ、ペア懸垂が設置されている。 

❺荒井沢中谷公園 

 山間にある公園で風の

音や小鳥のさえずりが

絶えず聞こえてくる。

木はケヤキ、桜、ハナ

ミズキなど。入口に広

い花壇があり、矢車草、

フリージア等が植えて

ある。年間を通して花壇づくりが行われている。堆肥作りも行われている。遊具

はブランコ、複合すべり台、鉄棒、砂場と健康遊具の背伸ばしベンチとペア懸垂

がある。 

❻公田町西公園 

 花壇はないがモミジが映えている。ケヤキ、クスノキ、ハナミズキ。レッドロビ

ンなども公園の周りに植えてある。遊具はブランコ、複合すべり台、鉄棒砂場な

ど。石垣のある山に囲まれた静かな公園。 

 

❻公田町西公園
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❶野七里第三公園 

❷野七里第四公園 

❸長倉公園 

❹野七里第二公園 

❺いたち川公園 

❻上之公園 

❼いの山南公園 

❽いの山東公園 

❾尾月第一公園 

❿尾月第二公園 
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野七里・犬山町コース 

 

提供 栄土木事務所 
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野七里・犬山町コース 

バス停【上郷ネオポリス】 

コース❶野七里第三公園⇒❷野七里第四公園⇒❸長倉公園⇒❹野七里第二公園⇒ 

❺いたち川公園⇒❻上之公園⇒❼いの山南公園⇒❽いの山東公園⇒ 

❾尾月第一公園⇒❿尾月第二公園 

解説 ❶野七里第三公園 

 2面で構成された大

きな公園で、桜、ケヤ

キ、クスノキが周囲に

ある。ケヤキにカラス

が巣を作っている。背

景の山からウグイス

や小鳥のさえずりが

聞こえてくる閑静な

公園。遊具はブランコ

と砂場があり、藤棚や

時計もある。健康遊具

はロッキングボード、

ツイストサークル、フ

ットストレッチ、バッ

クボウベンチなど4種

類が説明看板と一緒

に設置されている。 

❷野七里第四公園 

 山林と道路に囲まれ

た細長い公園。遊具

は砂場だけ。3面の小

さな草地にベンチが

あって木を眺め、小

鳥の声を聞きながら

ゆっくり過ごす場所

に相応しい。 

❸長倉公園 

    小規模な公園ながら

大きなケヤキや桜が

ある。入口には花壇

がある。卵形のうさ

ぎの遊具も面白い。

遅咲きの桜がある。遊具は複合すべり台、鉄棒、砂場。健康遊具は背伸ばしベ

ンチがある。 

❶野七里第三公園

❷野七里第四公園

❸長倉公園

❹野七里第二公園
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❹野七里第二公園 

 遊具場と広場の 2面

で構成されている公

園。大きなケヤキ、ク

スノキ、桜が見事であ

る。高台の住宅街の一

角にあって円海山が

一望できる。花壇はな

いが低木やツツジが

周囲を飾っている。遊

具はブランコ、すべり

台、砂場、鉄棒がある。 

   ❺いたち川公園 

    上郷地区センターに

道路を挟んで隣接す

る細長い公園。樹木に

銘板が付けてある。

梅、ソメイヨシノ、

クスノキ、イチョウ、

柿、百日紅、モクレ

ン、アラカシ、ハナ

ミズキなど種類が多

い。屋根が付いた休

憩場もある。遊具は

ブランコ、すべり台、

鉄棒。健康遊具は背伸

ばしベンチとペア懸

垂。花壇の手入れが行

き届いてたくさんの

花がきれいに咲いて

いる。この公園は背景

が山でウグイスをは

じめいろいろな小鳥のさえずりが聞こえてくる。 

❻上之公園 

    細長い公園で時計がある。樹木はケヤキ、クスノキ、桜、クスノキなどがあり、

中央に遅咲きの山桜もある。遊具はブランコ、砂場、複合すべり台、カバが大

きな口を開けている。2本の藤が棚に登って紫の花を咲かせている。健康遊具

は背伸ばしベンチがある。 

 

 

❺鼪川公園

❻上之公園

❼いの山東公園

❽いの山南公園



上郷西地区公園巡りウォーキングコース 

野七里・犬山町コース                   50 

❼いの山南公園 

    中央に大きなケヤ

キが 2本ある細長い

公園。時計もある。

遊具はブランコ、鉄

棒、砂場、複合すべ

り台がある。屋根付

の休憩場もある。 

❽いの山東公園 

公園と運動場の大規

模 2面公園。公園は

野球場の外野席を連

想させる湾曲で、桜

のシーズンは春爛漫

一色。ケヤキ、クス

ノキ、ユズリハ、プ

ラタナスなどの樹木が夏の強い日差しを遮ってくれる。遊具はブランコ、すべ

り台、砂場、トンネル型の用具、複合遊具や健康遊具も数種類設置されている。

時計やお手洗いも設置してある。 

❾尾月第一公園 

大きな桜の木とケヤキに囲まれた２面構成の大きな公園。桜の木は 30本以上あ

り、桜のシーズンは地域の花見で親睦の場となる。遊具はブランコ、すべり台、

砂場など。入口の花壇はお見事。道路脇の大きなケヤキの伐採が寂しい。 

❿尾月第二公園 

 オブジェの屋根付休憩場が中央にある。桜の木や花壇が公園の周りを賑やかに

しているが樹木が比較的少ないこともあり公園全体が明るい。遊具はブランコ、

鉄棒、砂場と複合遊具。 

 

 

 

❾尾月第一公園

❿尾月第二公園
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 ❶東上郷第一公園 

  ❷東上郷第二公園 

  ❸東上郷第三公園 

  ❹庄戸第一公園 

  ❺庄戸第二公園 

  ❻庄戸第三北公園 

  ❼庄戸第三南公園 

❽庄戸第五東公園 

❾庄戸第五西公園 

❿庄戸第四公園 
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東上郷町・庄戸コース 

 
提供 栄土木事務所 
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東上郷町・庄戸コース 

バス停【みどりが丘】 

コース❶東上郷第一公園⇒❷東上郷第二公園⇒❸東上郷第三公園⇒❹庄戸第一公園⇒ 

❺庄戸第二公園⇒❻庄戸第三北公園⇒❼庄戸第三南公園⇒❽庄戸第五東公園⇒ 

❾庄戸第五西公園⇒❿庄戸第四公園 

解説 ❶東上郷第一公園  

    遊具広場と多目的広

場の 2 面構成の公園。

クスノキが多くケヤ

キ、桜もある。遊具広

場にはちびっこプー

ルと 漏斗
じょうご

付の水流し

台遊具やブランコ、複

合すべり台、鉄棒、砂

場がある。屋根付の休

憩場。花壇は 2か所あ

ってきれいな花が咲

いている。公園の背景

が円海山に連なって

いて山の風は涼しい、

ウグイスなどの小鳥

のさえずりが聞こえ

てくる長閑な公園で

見晴らしも良い。 

❷東上郷第二公園  

大きなケヤキ、桜、ク

スノキなどと傾斜地

にはツツジ、紫陽花や

レッドロビンが植え

てある。公衆電話が設

置されていて広場で

は、毎週 3回シニアの

方が健康づくりのグ

ランドゴルフを行っ

ている。下段の遊具広

場にはブランコ、複合

すべり台、鉄棒、砂場

と健康遊具の背伸ば

しベンチ、ぶら下がりがある。時計も設置されている。 

 

 

 

❶東上郷第一公園

❷東上郷第二公園

❸東上郷第三公園

❹庄戸第一公園
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   ❸東上郷第三公園 

    遊具広場と多目的広

場の 2 面構成の公園。

遊具広場にはブラン

コ、複合すべり台、鉄

棒、砂場がある。砂場

前に 2匹のリスの形

をした乗り物が向か

い合っている。中央に

大きなケヤキや遅咲

きの桜、イチョウが聳

えている。時計も設置

されている。健康遊具

はペア懸垂、背伸ばし

ベンチ、アスレチック

ベンチがある。背後の

山から絶えず小鳥の

声が聞こえてくる。     

❹庄戸第一公園 

    小学校の校庭に匹敵

する規模の大きな公

園。入口に公衆電話

ボックスが設置され

ている。クスノキ、

ケヤキ、松の木、桜

などがたくさん植え

てあり、良く手入れ

された花壇もたくさ

んある。傾斜地にも

チュウリップ、あや

め、ツツジなどの花

が植えてある。遊具広場にはチンパンジーと赤いリンゴの形をした置物やブラ

ンコ、鉄棒、砂場、ジャングルジムがある。健康遊具はペア懸垂、背伸ばしベ

ンチ、複合遊具がある。背後の山から涼しい風と小鳥のさえずりが聞こえてく

る。 

❺庄戸第二公園 

    道路と円海山に面する細長い公園で入口の花壇の見事さは圧巻。ケヤキ、桜、

クスノキなどが生い茂っている。公園のいたるところに花壇があり花を愛でる

愛護会の心遣いが伝わってくる。クローバとタンポポがある草地には羊の形を

した像が一頭楽しく遊んでいる。遊具広場にはブランコ、すべり台、鉄棒があ

❺庄戸第二公園

❽庄戸第五東公園

❻庄戸第三北公園

❼庄戸第三南公園
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る。健康遊具は説明板

があってぶらさがり、

ツイストサークル、バ

ックボードベンチ、ア

スレチックベンチが

設置されている。時計

もある。 

❻庄戸第三北公園  

 公園入口に公衆電話

が設置された。大き

なケヤキ、桜、クス

ノキがある多目的広

場と遊具広場の 2面

で構成されている。

遊具広場にはブラン

コ、すべり台、鉄棒、

砂場。オブジェの屋根付休憩場がある。多目的広場には健康遊具のペア懸垂、

背伸ばしベンチ、ひじ付椅子が 7脚ある。特設の花壇はないが傾斜地にはツツ

ジ、チュウリップなどたくさんの種類の花が植えてある。 

❼庄戸第三南公園 

 道路と円海山に面する細長い公園。公園入口に郵便ポストがあり、地域の方が

とても便利になったと話していた。遊具広場にパンダの像が食事を楽しんでい

る。「パンダ公園」と地元の方が呼んでいた。桜が遅くまで楽しませてくれる。

遊具広場にはブランコ、すべり台、鉄棒、砂場、時計がある。樹木の下には草

地があって、春は桜の花見、夏は木陰でお昼寝もできる。静かで涼しい山風が

優しく吹き、小鳥たちのさえずりが聞こえてくる。 

❽庄戸第五東公園 

 道路に沿っている広い多目的広場と遊具広場の 2面公園。公園にはケヤキ、ク

スノキ、桜が生い茂っとり、花壇も多くたくさんの花がきれいに咲いている。

遊具広場にはブランコ、すべり台、鉄棒、砂場がある。多目的広場を通行する

場所に芝生の養生が行われている。時計もある。健康遊具はアスレチックベン

チが 4基ある。 

❾庄戸第五西公園 

 山に面した細長い 2面構成の公園。ケヤキ、桜、松の木、クスノキの他生垣と

してレッドロビン、紫陽花、楓が傾斜地に植えてある。遊具広場にはブランコ、

鉄棒、砂場に加え団子三兄弟の形を連想させる虫型をした乗物がある。多目的

広場には時計、オブジェの屋根付休憩場がある。団欒用のテーブルも 2式ある。

この公園では時折、上郷地区の幼稚園児が先生と一緒に楽しい時間を過ごして

いる。 

❿庄戸第四公園 

❾庄戸第五西公園

❿庄戸第四公園
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 大きな多目的広場と遊具広場がある公園で、松の木、ケヤキ、クスノキ、桜が

ある。遊具広場にはすべり台、ブランコ、鉄棒、砂場がある。多目的広場には

ベンチ 9脚と時計が設置してある。 
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