
○都市公園一覧

名称 所在地 名称 所在地

1 汀公園 西汀丁 51 福島公園 福島

2 長町公園 東長町 52 松島公園 松島

3 砂山公園 出口中ノ丁 53 南太田公園 太田

4 牛町公園 南牛町 54 栄谷南公園 栄谷

5 河岸公園 久保町 55 新在家公園 新在家

6 城東公園 友田町 56 野崎公園 野崎

7 美園公園 美園町 57 次郎丸公園 次郎丸

8 港公園 築港 58 つつじが丘わんぱく1番公園 つつじが丘

9 向之芝公園 中之島 59 つつじが丘わんぱく2番公園 つつじが丘

10 湊御殿公園 湊御殿 60 つつじが丘わんぱく3番公園 つつじが丘

11 端ノ丁公園 土佐町 61 つつじが丘わんぱく4番公園 つつじが丘

12 土佐町公園 土佐町 62 鳴神中央公園 鳴神

13 南片原公園 雄松町 63 西和佐公園 岩橋

14 宮北公園 黒田 64 黒田第３公園 黒田

15 島橋公園 島橋西ノ丁 65 岩橋中央公園 岩橋

16 湊北公園 伝法橋南ノ丁 66 布施屋駅前公園 布施屋

17 吹上公園 堀止東 67 さんさん公園 直川

18 湊公園 湊 68 雄湊公園 有田屋町

19 黒田公園 黒田 69 岡東公園 広瀬中ノ丁

20 太田第１公園 太田 70 本町公園 北桶屋町

21 南出島公園 南出島 71 新南公園 木広町

22 太田第４公園 太田 72 中之島公園 中之島

23 手平第２公園 手平 73 高津公園 関戸

24 栄谷公園 栄谷 74 松下公園 祢宜

25 市小路公園 市小路 75 園部公園 園部

26 杭ノ瀬公園 杭ノ瀬 76 つつじが丘中央公園 つつじが丘

27 善明寺中央公園 善明寺 77 平井中央公園 平井

28 木本公園 木ノ本 78 大新公園 坊主丁

29 黒田第4公園 黒田 79 岡公園　※１ 岡山丁

30 杭ノ瀬北公園 杭ノ瀬 80 和歌山東公園 有家

31 鳴神公園 鳴神 81 西庄公園 西庄

32 大垣内公園 大垣内 82 和歌山公園　※１ 一番丁

33 岩橋公園 岩橋 83 車駕之古址古墳公園　※２ 木ノ本

34 平井公園 平井,市小路 84 秋葉山公園 秋葉町

35 出水公園 秋月 85 御手洗池公園 和歌浦西

36 弘西公園 弘西 86 紀の川第1緑地 湊

37 善明寺公園 善明寺 87 紀の川第2緑地 田井ノ瀬

38 山口西公園 山口西 88 紀の川第3緑地 有本、中之島

39 上野公園 上野 89 せせらぎ西公園 有本、中之島

40 本渡公園 本渡 90 紀の川第4緑地 有本

41 口須佐公園 口須佐 91 紀の川第5緑地 杉ノ馬場、西布経町

42 東田中公園 東田中 92 紀の川第7緑地 小豆島

43 川永団地公園 島 93 紀の川第8緑地 粟、舟所

44 鴨居川団地公園 北 94 紀の川第9緑地 有本、松島

45 栄谷団地公園 栄谷 95 天王緑地 中之島

46 善明寺北公園 善明寺 96 市民ｽﾎﾟｰﾂ広場　※３ 福島

47 大谷公園 大谷

48 今福公園 今福 ○市立体育館等一覧

49 堀止公園 堀止東 1 和歌山市立松下体育館　※３ 西浜

50 太田第２公園 太田 2 和歌山市立市民体育館　※３ 土入

3 和歌山市立河南総合体育館　※３ 和佐中

4 和歌山市立つつじが丘テニスコート　※３ つつじが丘

所管は※印を除き公園緑地課となります。※印の所管は以下のとおりです。

　※１　和歌山城整備企画課　　　　※２　文化振興課　　　　※３　スポーツ振興課


