
公　園　名 所　在　地
御上 三上839
和田 小篠原1935-3
新上屋 上屋1652
小南 小南2144
野洲東町 野洲70
冨波甲児童 冨波甲
永原第1 永原553-6
永原第2 永原553-10
野洲川河川 三上～野洲
さくら墓園 南桜～北桜
さくら緑地 南桜～北桜
中央児童 吉地1409
中央 吉地656-3
西河原 西河原56-1
吉川児童遊園 吉川3589
須原児童遊園 須原792
北児童遊園 北843
大篠原児童遊園 大篠原2372-3
行畑児童 行畑133-１
小中小路草の根広場 三上2821
御旅所前ひろば 大篠原1778
小堤児童 小堤273
辻町児童遊園 辻町637
生和児童遊園 冨波乙631
上屋児童遊園（1） 上屋1451
下町児童遊園 永原426
江部神社前児童遊園 永原官有地
市三宅親と子の草の根広場 市三宅2010
桜生親と子の草の根広場 小篠原１-6
桜生児童遊園 小篠原官有地
大篠原鎮守の森広場（親と子の草の根広場） 大篠原2372-2
篠原駅前親と子の草の根広場 小南491-1
北親と子の草の根広場 北2377
中北親と子の草の根広場 中北666
中北児童遊園 中北666
上屋児童遊園（2） 上屋2066
上屋親と子の草の根広場 上屋2066
竹生親と子の草の根広場 竹生2106
市三宅児童遊園 市三宅2010
和田児童遊園 小篠原1967
四ッ家このざ広場（親と子の草の根広場） 野洲2
妙光寺第１児童遊園 妙光寺官有地
妙光寺第２児童遊園 妙光寺官有地
比江草の根広場 比江1161-3
比江下の広場 比江1391
比留田草の根広場 比留田34
木部グラウンド 木部2145
木部児童遊園地 木部830
虫生草の根広場 虫生2080
虫生児童遊園地 虫生154
八夫草の根広場 八夫1451
野田草の根広場 野田3127
野田児童遊園地 野田1793　他2
五条草の根広場 五条1143
五条児童遊園地 五条569-1
安治草の根広場 安治506-1
安治児童遊園地 安治182
堤児童遊園地 堤455
下堤草の根広場 下堤2393
井口草の根広場 井口697-2
六条草の根広場 六条2111-1
吉川草の根広場 吉川3641
菖蒲草の根広場 菖蒲262-186
喜合児童遊園地 喜合3
御池ひろば 小篠原783
小篠原児童遊園 小篠原783
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前田草の根広場 三上3081
北桜児童遊園 北桜775
南桜児童遊園 南桜2616
南桜野蔵グランド 南桜2616
辻町官山児童遊園 辻町131
五之里児童遊園 五之里646
入町草の根広場 入町15-1
長島児童遊園 長島381
高木児童遊園 高木652
ゆき児童 三上480-2
小比江 小比江69-70
川尻広場 吉川4958-10
仲ノ町第1 南桜1600-67
仲ノ町第2 南桜1600-141
高芝 三上2672-153
仲ノ町第3 南桜1600-152
仲ノ町第4 南桜1600-149
沢第1 南桜1400-30
沢第2 南桜1460-133
沢第3 南桜1460-135
沢第4 南桜1460-129
沢第5 南桜1460-132
野洲川原 南桜1103-22
七間場第2 三上2112-49
七間場第4 三上2223-47
七間場中央 三上字2172-118
大畑中央 三上1989-32
西ノ川原第1 三上1897-41
西ノ川原第2 三上1897-48
下の沢 三上309-31
一町川原 行畑515-85
四反田 行畑140-5
三ノ坪 行畑121-13他1
高田 小篠1106-1
山の下 小篠原826-3
縄手 小篠原1669-21
二ノ坪 小篠原1870-28
稲辻 小篠原1902-4
下五反田 小篠原1886-1他2
高樋広場 南桜1857-58
稲長 久野部100-1他3
十之坪 冨波乙671-9
十之坪第2 冨波乙662-3
古トバ 冨波乙720-31
竹ヶ花 冨波乙780-18
亀塚 冨波甲1444-11
町ノ裏 冨波甲1010-4
白貝ト 永原720-33他1
堤下第1 永原1161-32
下野神 永原1334-10
堤下第2 永原1173-4
永原堤下 永原1144-4他１
照子 永原1512-18
八反田 永原1163-17他１
野洲川原第2 南桜1313
集会所 南桜1400-33
高樋（Ａ） 南桜1857-49
高樋（Ｂ） 南桜1850-68
七ノ坪 久野部1-92
穴田 高木122-6
筋開 小篠原888-6
海道ヶ原 小篠原885-1
大畑緑地 大畑字2030　他7
七間場緑地 三上2112-1
和田第2 小篠原1922-2
和田第3 小篠原1735-8　他１
青葉台 小篠原1817-11他1
須弥の平 小篠原1562-22
南町 三上1902-70
ＹＯＵ＆遊 永原1511-24
大畑西 野洲950-49



近江富士第1 南桜1406-9　他1
駅前第1 小篠原1989-7
野々宮 冨波甲424-3
沢第6 南桜1474-1
内外戸 市三宅2674
二俣 市三宅2533
古篠原の里１号 小篠原2499
古篠原の里２号 小篠原2485
竹田 小篠原2339-16
正法寺 大篠原100-9
からから 小篠原2332-11
林ノ腰 小篠原1730-1
大上郷 冨波乙817-5
山之中 冨波甲181-47
見星寺 上屋1372-28
井田 上屋1383-6　他5
三堂 冨波甲1122-6
山口 冨波甲563-4
苦菜島 野洲1026-10
グランブルー 小篠原2314-11　他2
駅前北 北野1丁目2229-92
大行司第２ 妙光寺335-8
草の根 南桜1300-166
天徳 大篠原3319-2
駅前ｻﾞｳﾙｽ 小篠原2111-23
松林団地(遊) 比江680-28
北比江第1(遊) 北比江7-22
北比江第2(遊) 北比江42-1他1
ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ錦の里 乙窪470-20 他1
吉地第1 吉地1345　他2
西河原第3号 西河原2602
西河原ﾁｯｿ団地(遊) 西河原1036-28
西出口 冨波甲989-12
里の内 冨波甲959-21　他5
見星寺オレンジタウン 上屋1180-4
三ツ坂 小篠原2646　他1
とばの 冨波甲36-5
中畑 行畑929
桜 三上2672-13
木の座の泉 野洲177-
野田 冨波乙318-３１　他2　
竹ヶ丘第1 竹ヶ丘2019-10
竹ヶ丘第2 竹ヶ丘2025-15
竹ヶ丘第3 竹ヶ丘2062-19
竹ヶ丘第4 竹ヶ丘2062-20
竹ヶ丘第5 竹ヶ丘2025-15
野田第2 冨波乙297-30　
屯倉 市三宅3003-1　
西ノ川原第３ 三上1911-23
行合ふれあい広場 行畑385-2
万葉の梢 行畑515-62
七間場第５ 三上2157-1
小篠原上池田 小篠原1339-7　他1
流 小南380-30　他1
みどり東 小篠原635-27　他1
みどり中 小篠原612-11
みどり西 小篠原699-8
上ダイ 西河原904-5
ふれあい広場　(守山市と分担管理） 野洲～守山市小島
霞庭園 三上




