
告示年月日 面  積 土　地 告示年月日 面  積 開設面積
告示番号 （ha) 所有者 告示番号 （ha) （ha)

 2.2.1  汐の宮公園  汐の宮町  昭32. 4. 9  昭46. 8.16
 建告 579号 0.42 市  府告1145号 0.42 昭46～47  昭47 0.46
 昭60. 3. 8 (都計外
 市告   8号 0.46 0.05ｱﾘ)

 2.2.216-1 平16.12.28 市告57号
 2.2.2  中村池公園  西代町  昭32. 4. 9

 建告 579号 0.39 市  昭33 0.39
 昭60. 3. 8
 市告   8号

 2.2.216-2 平16.12.28 市告57号
 2.2.3  野作第２公園  寿町  昭47. 3.30  昭49. 5.29

 市告  23号 0.20 市  府告 782号 0.20 昭49  昭50 0.20
 昭60. 3. 8
 市告   8号

 2.2.216-3 平16.12.28 市告57号
 2.2.4  野作第３公園  西之山町  昭47. 3.30  昭48.10. 1

 市告  23号 0.20 市  府告1593号 0.20 昭48  昭49 0.20
 昭60. 3. 8
 市告   8号

2.2.216-4 平16.12.28 市告57号
 2.2.5  古野公園  古野町  昭47. 3.30  昭48. 9.19

 市告  23号 0.17 市  府告1515号 0.17 昭48  昭49 0.18
 昭60. 3. 8
 市告   8号 0.18

2.2.216-5 平16.12.28 市告57号
 2.2.6  三日市公園  三日市町  昭49. 2.21  昭49. 5.29

 市告   5号 0.25 市  府告 782号 0.25 昭49～50  昭51 0.25
 昭60. 3. 8 (都計外
 市告   8号 0.02ｱﾘ)

 2.2.216-6 平16.12.28 市告57号
 2.2.7  楠ヶ丘公園  上田町  昭49. 2.21

 市告   5号 0.10 市
 昭60. 3. 8
 市告   8号

 2.2.216-7  楠ヶ丘 平16.12.28 市告57号
 2.2.8  青葉台公園  北青葉台  昭49. 2.21  昭52. 6.24

 市告   5号 0.30 市  府告 894号 0.30 昭49  昭49 0.30
 昭60. 3. 8  昭53. 3.31
 市告   8号  府告 465号 昭52～53

 2.2.216-8 平16.12.28 市告57号
 2.2.9  本町公園  本町  昭49. 9.18  昭49.11.11

 市告  20号 0.20 市  府告 738号 0.20 昭49～51  昭52 0.20
 昭60. 3. 8
 市告   8号

 2.2.216-9 平16.12.28 市告57号
 2.2.10  錦町第１公園  錦町  昭52. 2.22  昭52. 6.24

 市告  15号 0.12 市  府告 894号 0.12 昭52  昭53 0.12
 昭60. 3. 8
 市告   8号

 2.2.216-10 平16.12.28 市告57号
 2.2.11  錦町第２公園  錦町  昭52. 2.22  昭51.11.10

 市告  15号 0.12 市  府告1559号 0.20 昭51  昭52 0.12
 昭60. 3. 8
 市告   8号

 2.2.216-11 平16.12.28 市告57号
 2.2.12  稲田池公園  向野町  昭54.11.20  昭60. 2. 8

 市町  市告  91号 0.43 市0.21  府告 137号 0.23 昭59～60  昭60 0.24
 昭60. 3. 8 財0.22
 市告   8号

 2.2.216-12 平16.12.28 市告57号
 2.2.13  貴望ヶ丘公園  北貴望ヶ丘  昭54.11.20  昭55. 8.29

 市告  91号 0.15 市0.02  府告1248号 0.15 昭55  昭55 0.15
 昭60. 3. 8 府0.13 (都計外
 市告   8号 0.01ｱﾘ)

 2.2.216-13 平16.12.28 市告57号
 2.2.14  大師公園  大師町  昭54.11.20  昭56. 7. 6

 市告  91号 0.40 市  府告 945号 0.40 昭56  昭56 0.40
 昭60. 3. 8
 市告   8号

 2.2.216-14 平16.12.28 市告57号
 2.2.15  小塩公園  小塩町  昭54.11.20  昭57. 3. 5

 市告  91号 0.14 市  府告 281号 0.14 昭56～57  昭58 0.14
 昭60. 3. 8
 市告   8号

 2.2.216-15 平16.12.28 市告57号
 2.2.16  南青葉台公園  南青葉台  昭54.11.20  昭56. 7. 6

 市告  91号 0.35 市  府告 945号 0.35 昭56  昭56 0.39
 昭60. 3. 8 (都計外
 市告   8号 0.04ｱﾘ)

 2.2.216-16 平16.12.28 市告57号
 2.2.17  加賀田公園  加賀田  昭62. 3. 9 0.41 神社0.05  昭62.10.26 0.41 昭62～63  平元 0.41

 市告11号 市0.36  府告1328号
 2.2.216-17 平16.12.28 市告57号

 2.2.18  鳴尾公園  木戸町  昭62. 3. 9 0.15
   ↓  市告  11号
 木戸二丁目  平13.12. 4

 市告50号 0.40
 2.2.216-18 平16.12.28 市告57号

 2.2.19  松ヶ丘公園  松ヶ丘  昭62. 3. 9 0.50  昭63.11.11 0.50 昭63～平2  平３ 0.50
 市告  11号 市  府告1318号 (都計外

 2.2.216-19  松ヶ丘西町 平16.12.28 市告57号 0.08ｱﾘ)

市  平15 0.40

１．街区公園

◇都市計画公園一覧

事 業 認 可 開設
年度執行年度

（平成1７年４月１日現在）
計 画 決 定

番  号 名    称 位  置
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２．近隣公園

告示年月日 面  積 土　地 告示年月日 面  積 開設面積
告示番号 （ha) 所有者 告示番号 （ha) （ha)

 3.3.1  野作第１公園  昭栄町  昭46. 3.29  昭48.10. 1
 府告 426号 1.00 市  府告1593号 1.00 昭48  昭49 1.00
 昭60. 3. 8
 府告 258号

３．総合公園

告示年月日 面  積 土　地 告示年月日 面  積 開設面積
告示番号 （ha) 所有者 告示番号 （ha) （ha)

 5.5.1  寺ケ池公園  千代田台町  昭32. 4. 9  民間  昭42. 3.31
 小山田町  建告 579号 36.40 13.43  建告1262号 7.41 昭42～45  昭39 12.66
 木戸町  昭38. 3.30  財  昭46. 3.30
 原町  建告1007号 36.58 12.07  府告 440号 10.00 昭37～49

 昭49. 9.24  府  昭49.10.28
 府告1485号 36.70 7.41  府告1684号 10.10 昭37～53
 昭60. 3. 8  市  昭54. 3.24
 府告 258号 3.46  府告 441号 13.10 昭37～60

 公  昭60. 9.13
0.07  府告1146号 17.00 昭37～平元

 特  平 2. 3.26
0.26  府告 350号 17.70 昭42～平6

 平 7. 3.24
 府告 464号 17.70 昭42～平11
 平12. 3.24
 府告 508号 17.70 昭42～平16  平12 13.54

 平17. 3.29
 府告 654号 17.70 昭42～平21

４．風致公園

告示年月日 面  積 土　地 告示年月日 面  積 開設面積
告示番号 （ha) 所有者 告示番号 （ha) （ha)

 7.5.1  烏帽子形公園  喜多町  昭32. 4. 9  民間  昭45. 3.27
 上田町  府告 579号 22.50 7.32  府告 366号 1.60 昭45～49  昭45 10.74

 昭60. 3. 8  神社  昭60. 9.13
 府告 258号 15.00  府告1146号 16.07 昭60～平元

 市  平 2. 3.26
0.18  府告 350号 16.10 昭60～平6

 平 7. 3.24
 府告 464号 16.10 昭60～平11
 平12. 3.24
 府告 508号 16.10 昭60～平16

 平17. 3.29
 府告 654号 16.07 昭60～平16

５．広域公園

告示年月日 面  積 土　地 告示年月日 面  積 開設面積
告示番号 （ha) 所有者 告示番号 （ha) （ha)

 9.5.1  長野公園  末広町  昭32. 4. 9  昭46.12.22 ※
 河合寺  建告 579号 4.58  府告2072号 8.8 昭46～50  昭33 19.40
 寺元  昭46.12.10
 神ガ丘  建告1710号 25.80 (都市計

 昭49. 6. 5 画決定
 府告 840号 30.30  区域外
 昭60. 3. 8 26.9ｱﾘ)
 府告 258号

位  置

番  号 名    称 位  置

原町を
南貴望ヶ丘
に変更

 5.5.216-1

 3.3.216-1

※府営長野公園の実開設面積は合計46.3haである。天野山地区は全域計画決定外であり、都決４地区においては、実開設区
域は計画決定区域内外にわたっている。

開設
年度

開設
年度

事 業 認 可

執行年度

計 画 決 定

番  号

 7.5.216-1  平16.12.28
 府告2422号

名    称 位  置
執行年度

 平16.12.28
 府告2422号

事 業 認 可計 画 決 定

名    称

 9.5.216-1

番  号

開設
年度

開設
年度

 平23.3.29
 府告 426号

 平16.12.28
 市告  57号

番  号 名    称 位  置

事 業 認 可

執行年度

計 画 決 定

事 業 認 可

執行年度

計 画 決 定

 平16.12.28
 府告2422号
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