
高松市公園一覧（R4.9.1現在) （住所五十音順）

1 茜町緑地 あ 茜町787-7
2 茜町小公園 茜町836-274
3 朝日新町東緑地 朝日新町1-12
4 朝日新町西緑地 朝日新町1-14
5 朝日町公園 朝日町一丁目534‐10
6 朝日児童公園 庵治町1256-1
7 丸山親水公園 庵治町156-73
8 高尻児童公園 庵治町3003-2
9 あじ竜王山公園 庵治町4389-1
10 鎌野公園 庵治町4512-1
11 庵治緑道公園 庵治町6388-92
12 城岬公園 庵治町6392-91
13 庵治交通ミニ公園 庵治町826-1
14 浜公園 庵治町948-1
15 才田公園 庵治町6389-34
16 青木公園 飯田町1219-1
17 半田公園 飯田町267-1
18 小坂公園 飯田町643-1
19 生島ふれあい公園 い 生島町689-16
20 一宮新開緑地 一宮町1916-46
21 一宮神木公園 一宮町1049-3
22 今里中央公園 今里町一丁目20
23 今里楠川公園 今里町一丁目2-3
24 今里東脇公園 今里町二丁目26-11
25 今里西脇公園 今里町8-22
26 今里公園 今里町410
27 円座団地公園 え 円座町1732-23
28 円座れいわ公園 円座町987-4
29 扇町公園 お 扇町一丁目2-31
30 扇町西公園 扇町三丁目6-17
31 太田南皿井公園 太田上町1172
32 中下所公園 太田下町2323-1
33 岡本公園 岡本町531‐3
34 浅野船岡西ハイツ公園 か 香川町浅野170-6
35 浅野八王子団地西公園 香川町浅野2126-24
36 浅野八王子団地北公園 香川町浅野2193-24
37 浅野八王子団地南公園 香川町浅野2233-59
38 浅野平池ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ東公園 香川町浅野2280-12
39 浅野さかえ団地南公園 香川町浅野2669-102
40 浅野さかえ団地北公園 香川町浅野2710-26
41 浅野上実相寺公園 香川町浅野3372-4
42 香川浅野団地公園 香川町浅野3451-11
43 浅野平池団地公園 香川町浅野348-118
44 浅野新平池団地公園 香川町浅野385-74
45 浅野平池グリーンタウン公園 香川町浅野3044-72
46 大野ふれあい公園 香川町大野1104
47 大野ハイツ北公園 香川町大野2059-3
48 大野ハイツ南公園 香川町大野2059-39
49 香川ふなおか園 香川町大野2566-3
50 川内原第一北公園 香川町川内原261-8
51 川内原第一南公園 香川町川内原310-10
52 日生ﾆｭｰﾀｳﾝ南団地公園 香川町川東上566-159
53 日生ﾆｭｰﾀｳﾝ西団地公園 香川町川東上636-167
54 日生ﾆｭｰﾀｳﾝ北団地公園 香川町川東上652-86
55 香川川東団地公園 香川町川東下442-18
56 香川かもじま東公園 香川町川東下628-16
57 片田第二公園 春日町1734-45
58 片田公園 春日町1761
59 新川河川敷緑地 春日町1761地先
60 新川記念広場 春日町1731-1地先
61 春日中央公園 春日町516
62 春日川北公園 春日町841-5

公　園　名 住　　　所
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63 鹿角公園 鹿角町250-1
64 高田公園 上天神町405
65 上之町南公園 上之町一丁目14-8
66 つくだ橋公園 上之町一丁目17-1
67 上之町北公園 上之町一丁目3-27
68 上福岡弁財天公園 上福岡町2006
69 上福岡宮西公園 上福岡町2049
70 上福岡宮東公園 上福岡町2058-1
71 姥ヶ池公園 亀岡町872-1
72 亀岡公園 亀岡町7-7
73 川島中央公園 川島本町230-1
74 瓦町小公園 瓦町二丁目8
75 洲端西公園 観光町528-2
76 洲端公園 き 木太町2287-5
77 洲端第２公園 木太町2325-2
78 木太新開公園 木太町2415-5
79 木太北部公園 木太町2541-1
80 木太えびす公園 木太町3429-1
81 木太今村上所公園 木太町4426-29
82 木太今村上所第二公園 木太町4452-9
83 木太海浜緑地 木太町4583-9
84 下西原公園 木太町5012
85 木太宮前公園 木太町5043
86 平塚中央公園 木太町5092
87 木太中央公園 木太町5052
88 平塚公園 木太町5106
89 北浜小公園 北浜町12-29
90 鬼無山辺小公園 鬼無町鬼無765-3
91 香西公園 こ 香西北町201
92 香西立石公園 香西西町110‐2　
93 香西東町緑地 香西東町753
94 香西南町緩衝緑地 香西南町287-3
95 香西中央公園 香西南町551
96 本津北西（南）公園 香西本町373-33,-41
97 本津北西（北）公園 香西本町373-14
98 郷東第一公園 郷東町13
99 郷東第二公園 郷東町24
100 郷東町新地北公園 郷東町587-21
101 郷東町新地東公園 郷東町655-1
102 乾船入南公園 郷東町990
103 乾船入北公園 郷東町992
104 りんくうスポーツ公園 香南町岡87-1
105 由佐中屋団地公園 香南町由佐373-4
106 横井友舞公園 香南町横井617-13
107 月見ヶ原公園 香南町横井796-1
108 国分寺柏原額池緑地 国分寺町柏原882-6
109 国分寺宮西公園 国分寺町国分2213-18
110 如意輪寺公園 国分寺町国分2530-2
111 国分寺万灯ｸﾞﾘｰﾝ団地地域公園 国分寺町新居947-16
112 国分寺新居橋岡公園 国分寺町新居2004-11
113 新居児童公園 国分寺町新居1480-2
114 国分寺はしおか若葉地域公園 国分寺町新居1610-2
115 国分寺万福寺池団地公園 国分寺町新居2041-2
116 本津川緑道 国分寺町新居301-1
117 国分寺新居本村南公園 国分寺町新居301-8
118 橘ノ丘総合運動公園 国分寺町新名2069-1
119 国分寺西原姫池地域公園 国分寺町新名259-18
120 国分寺中央団地公園 国分寺町新名878-7
121 羽間流通団地公園 国分寺町福家乙299-1
122 六ツ目墓園 国分寺町福家乙39-1
123 国分寺はざま団地地域公園 国分寺町福家甲1057-12
124 国分寺福家本村公園 国分寺町福家甲2406-8
125 北谷団地南公園 国分寺町福家甲2518-7
126 北谷団地北公園 国分寺町福家甲2518-8
127 国分寺中福家南公園 国分寺町福家甲2813-7
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128 国分寺中福家中公園 国分寺町福家甲2919-18
129 国分寺古宮公園 国分寺町福家甲3205-9
130 国分寺楠井ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ公園 国分寺町福家甲3675
131 御坊町小公園 御坊町5-9
132 西方寺公園 さ 西宝町３丁目4-1
133 三条公園 三条町450-1
134 花園第二公園 し 塩上町二丁目15-1
135 塩上小公園 塩上町二丁目5-10
136 塩上三丁目公園 塩上町三丁目9-3
137 塩江安原公園 塩江町安原1530-1
138 内場ダム下公園 塩江町安原上東131
139 不動の滝公園 塩江町安原上東2483-46
140 鮎っ子広場公園 塩江町安原下第1号858-1
141 西谷団地公園 塩江町安原下第2号88-1
142 内場ダム上公園 塩江町上西乙（内場池内）
143 下田井公園 下田井町215-4
144 杣場川公園 城東町一丁目5-15
145 城東公園 城東町一丁目7-22
146 新北町北公園 新北町25-1
147 新北町南公園 新北町6-15
148 新田公園 新田町甲2538-3
149 瀬戸内海浜緑地 せ 瀬戸内町509-8
150 瀬戸内緑地 瀬戸内町524-1
151 十川西団地公園 そ 十川西町521-15
152 十川ふれあい公園 十川西町613-1
153 花園第一公園 た 多賀町一丁目1-25
154 松島南公園 多賀町三丁目7-2
155 菱の池公園 高松町1211-28
156 高松市東部運動公園 高松町1347-1
157 永之谷公園 高松町1727-1
158 津之町公園 高松町1821
159 津之町第二公園 高松町2039-46
160 相引東公園 高松町2288-41
161 赤牛公園 高松町3004-1
162 一本松公園 高松町3009-14
163 鞍掛公園 高松町3013-3
164 高松町下所公園 高松町522-9、529-9
165 新田さつきヶ丘公園 高松町871-84
166 多肥上町出口南公園 多肥上町721-4
167 多肥上町出口北公園 多肥上町847-10
168 多肥日暮小公園 多肥上町1361-32
169 彦作池公園 多肥上町2049-1
170 多肥さくら公園 多肥上町434-3
171 多肥上町小公園 多肥上町881
172 多肥北公園 多肥下町1502
173 多肥東公園 多肥下町1534
174 多肥南公園 多肥下町1566
175 多肥西公園 多肥下町1574
176 太田中央公園 多肥下町1512
177 玉藻町公共広場 玉藻町98-1
178 玉藻公園 玉藻町2-1
179 亀水中央公園 亀水町458-3
180 勅使町御殿ふれあい公園 ち 勅使町1215-1
181 中津公園 つ 鶴市町2014
182 明見公園 鶴市町2040
183 寺井下川原公園 て 寺井町1390-4
184 寺井阿庄公園 寺井町925-31
185 中間川向公園 な 中間町14-4
186 中野町公園 中野町26-1
187 公北緑道 中野町33-15
188 宮脇中野町緑道 中野町364-3
189 成合北第一団地公園 成合町830-59
190 錦町公園 に 錦町一丁目22-4
191 西町小公園 西町2-4
192 花園ふれあい公園 は 花園町二丁目1307-1
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193 花園公園 花園町二丁目5
194 浜ノ町公園 浜ノ町316-2
195 大的場公園 浜ノ町75
196 浴公園 林町2524
197 浴西公園 林町2550
198 林公園 林町1146-2
199 長池中央公園 林町2581
200 天皇公園 林町2555
201 中央公園 番町一丁目11
202 番町二丁目公園 番町二丁目13-1
203 番町四丁目公園 番町四丁目12-10
204 ハゼ西公園 ひ 東ハゼ町18-6
205 ハゼ東公園 東ハゼ町4-7
206 新橋緑地 ふ 福岡町一丁目473-86
207 詰田川緑地 福岡町三丁目
208 沖松島中公園 福岡町三丁目19-21
209 沖松島北公園 福岡町三丁目28-5
210 沖松島南公園 福岡町四丁目27-18
211 沖松島新公園 福岡町四丁目32-1
212 沖松島西公園 福岡町四丁目33-20
213 福岡三丁目公園 福岡町三丁目10-20
214 藤塚小公園 藤塚町二丁目12-23
215 伏石北公園 伏石町2023
216 伏石中公園 伏石町2043
217 伏石中央公園 伏石町2077
218 伏石立石公園 伏石町2098
219 伏石南公園 伏石町2127
220 三軒屋公園 伏石町2156
221 居石ふれあい公園 伏石町2175
222 仏生山駅前公園 仏生山町甲221-5
223 仏生山公園 仏生山町甲2654-1
224 前田勘定公園 ま 前田西町859-29
225 松島中公園 松島町二丁目12-23
226 松島公園 松島町二丁目14-70
227 松島北公園 松島町二丁目9-3
228 松島東公園 松島町三丁目58-1
229 松縄天満公園 松縄町1072
230 松縄下所公園 松縄町1120-1
231 松縄北公園 松縄町25-6
232 松縄東公園 松縄町40-1
233 松縄西公園 松縄町47-1
234 松縄流石中央公園 松縄町1015
235 伏石東公園 松縄町1141
236 新開西公園 松福町二丁目1-23
237 新開東公園 松福町二丁目8-3
238 杣場川緑道 松福町一丁目1-102
239 平和公園 み 三谷町676
240 みたに三郎池公園 三谷町2665-1
241 峰山公園 峰山町1838-37 
242 津内山公園 御町702-15
243 紫雲公園 宮脇町二丁目439-6
244 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ大町公園 む 牟礼町大町1201-9
245 牟礼玉藻台公園 牟礼町大町1415-174
246 牟礼自由ヶ丘(北)公園 牟礼町大町1598-2
247 牟礼自由ヶ丘(南)公園 牟礼町大町1602-49
248 牟礼大町朝日団地公園 牟礼町大町1638-13
249 牟礼桜ヶ丘公園 牟礼町大町2092-65
250 牟礼つくしの団地公園 牟礼町大町2120-6
251 大町ｸﾘｰﾝﾊｲﾂ公園 牟礼町大町2346-46
252 川西公園 牟礼町大町446-15
253 公社牟礼団地南公園 牟礼町大町500-4
254 公社牟礼団地北公園 牟礼町大町501-10
255 牟礼川東公園 牟礼町大町978-18
256 牟礼中央公園 牟礼町原1019-8
257 原児童公園 牟礼町原364-20
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258 原ｸﾘｰﾝﾊｲﾂ東公園 牟礼町原56-187
259 原ｸﾘｰﾝﾊｲﾂ西公園 牟礼町原56-198
260 房前公園 牟礼町原632
261 パーク六万寺 牟礼町牟礼1141-1
262 牟礼六万寺台公園 牟礼町牟礼1270-27
263 岡の山公園 牟礼町牟礼1300-2
264 御山公園 牟礼町牟礼1355-1
265 新八栗台西公園 牟礼町牟礼1379-6
266 牟礼日東八栗台第二公園 牟礼町牟礼1391-18
267 新八栗台東公園 牟礼町牟礼1630-7
268 牟礼日東八栗台第一公園 牟礼町牟礼1675-2
269 屋島みどりヶ丘東公園 牟礼町牟礼2301-81
270 屋島みどりヶ丘西公園 牟礼町牟礼2310-44
271 浜西公園 牟礼町牟礼2587-5
272 牟礼浜西朝日ヶ丘公園 牟礼町牟礼2588-49
273 牟礼浜北朝日ヶ丘公園 牟礼町牟礼2596-9
274 浜北緑地公園 牟礼町牟礼2615-6
275 与一北公園 牟礼町牟礼2633-1
276 与一公園 牟礼町牟礼2633-5
277 山椒山公園 牟礼町牟礼2778-28
278 牟礼宮北公園 牟礼町牟礼2784-7
279 八栗口南公園 牟礼町牟礼286-11
280 牟礼堀越団地上公園 牟礼町牟礼366-4
281 牟礼久通り西団地南公園 牟礼町牟礼3720-211
282 牟礼久通り西団地中公園 牟礼町牟礼3720-324
283 牟礼久通り西団地北公園 牟礼町牟礼3720-499
284 牟礼紅葉台団地公園 牟礼町牟礼376-72
285 牟礼薬師団地公園 牟礼町牟礼495-1
286 牟礼源平台第二公園 牟礼町牟礼660-59
287 牟礼源平台第一公園 牟礼町牟礼660-6
288 牟礼白竜公園 牟礼町牟礼678-134
289 野上公園 牟礼町牟礼89-1
290 女木公園 め 女木町426-2
291 相引川緑地 や 屋島中町222-1
292 屋島西町子の浜公園 屋島西町2107-10
293 新浜公園 屋島西町2290-7
294 屋島中央公園 屋島西町2313
295 屋島緑道 屋島西町2327
296 屋島緑地 屋島西町2341
297 新浜緑地 屋島西町2374-1
298 亥浜公園 屋島西町2478
299 亥浜第２公園 屋島西町2488
300 景山公園 屋島西町2501-1
301 檀ノ浦第二公園 屋島東町1095-220
302 檀ノ浦第一公園 屋島東町1095-224
303 檀ノ浦第四公園 屋島東町1095-226
304 檀ノ浦第三公園 屋島東町1095-227
305 檀ノ浦第五公園 屋島東町515-249
306 檀ノ浦第六公園 屋島東町515-379
307 由良川東公園 ゆ 由良町369-1


