
公園名 愛護会名 地区

鴻ノ巣公園 鴻ノ巣公園愛護協力会 本庁

山崎公園 山崎公園愛護協力会 本庁

菜根東公園 菜根東公園愛護協力会 本庁

七ツ池公園 七ツ池公園愛護協力会 本庁

鶴見坦公園 鶴見坦公園愛護協力会 本庁

大島東公園 大島東公園愛護協力会 本庁

西ノ内公園 西ノ内公園愛護協力会 本庁

希望ヶ丘公園 希望ヶ丘公園愛護協力会 本庁

屋敷前公園 屋敷前公園愛護協力会 本庁

大島西公園 大島西公園愛護協力会 本庁

うねめ1号公園 うねめ1号公園愛護協力会 本庁

水門町公園 水門町公園愛護協力会 本庁

かおる公園 かおる公園愛護協力会 本庁

菜根一丁目公園 菜根一丁目公園愛護協力会 本庁

大成公園 大成公園愛護協力会 本庁

堤公園 堤公園愛護協力会 本庁

桑野公園 桑野公園愛護協力会 本庁

亀田公園 亀田公園愛護協力会 本庁

桜木公園 桜木公園愛護協力会 本庁

小原田公園 小原田公園愛護協力会 本庁

さくら公園 さくら公園愛護協力会 本庁

うねめ2号公園 うねめ2号公園愛護協力会 本庁

麓山公園 麓山公園愛護協力会 本庁

香久池公園 香久池公園愛護協力会 本庁

酒蓋公園 酒蓋公園愛護協力会 本庁

酒蓋第二公園 酒蓋第二公園愛護協力会 本庁

台新公園 台新公園愛護協力会 本庁

木葉山公園 木葉山公園愛護協力会 本庁
荒池公園
中央児童公園

荒池中央公園愛護協力会 本庁

菱田公園 菱田公園愛護協力会 本庁

桃見台公園 桃見台公園愛護協力会 本庁

温石平公園 温石平公園愛護協力会 本庁

咲田公園 咲田公園愛護協力会 本庁

猫田公園 猫田公園愛護協力会 本庁

名倉公園 名倉公園愛護協力会 本庁

うねめ3号公園 うねめ3号公園愛護協力会 本庁

石作公園 石作公園愛護協力会 本庁

東部中央公園 東部中央公園愛護協力会 本庁

トチノキ緑地 トチノキ緑地愛護協力会 本庁
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カツラ緑地 カツラ緑地愛護協力会 本庁

キンモクセイ緑地 キンモクセイ緑地愛護協力会 本庁

コブシ緑地 コブシ緑地愛護協力会 本庁

ケヤキ緑地 ケヤキ緑地愛護協力会 本庁

コナラ緑地 コナラ緑地愛護協力会 本庁

サルスベリ緑地 サルスベリ緑地愛護協力会 本庁

シラカシ緑地 シラカシ緑地愛護協力会 本庁

ハクモクレン緑地 ハクモクレン緑地愛護協力会 本庁

赤沼公園 赤沼公園愛護協力会 本庁

緑ヶ丘中央緑道 緑ヶ丘中央緑道愛護協力会 本庁

赤沼北公園 赤沼北公園愛護協力会 本庁

蒲倉南公園 蒲倉南公園愛護協力会 本庁

緑ヶ丘公園 緑ヶ丘公園愛護協力会 本庁

水門町緑地 水門町緑地愛護協力会 本庁

若葉公園 若葉公園愛護協力会 本庁

前田公園 前田公園愛護協力会 本庁

虎丸緑地 虎丸緑地愛護協力会 本庁

中町緑地 中町緑地愛護協力会 本庁

四合田公園 四合田公園愛護協力会 本庁

芳賀三丁目公園 芳賀三丁目公園愛護協力会 本庁

緑ヶ丘４号緑地 緑ヶ丘４号緑地愛護協力会 本庁

ヤマボウシ緑地 ヤマボウシ緑地愛護協力会 本庁

原掛公園 原掛公園愛護協力会 本庁

緑ヶ丘1号緑地 緑ヶ丘1号緑地愛護協力会 本庁

芳賀池公園 芳賀池公園愛護協力会 本庁

大平東公園 大平東公園愛護協力会 本庁

島公園 島公園愛護協力会 本庁

五百淵公園 五百淵公園愛護協力会 本庁

伊勢下公園 伊勢下公園愛護協力会 本庁

大島中央公園 大島中央公園愛護協力会 本庁

天正坦公園 天正坦公園愛護協力会 本庁

梅林公園 梅林公園愛護協力会 本庁

開成五丁目公園 開成五丁目公園愛護協力会 本庁
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砂子田公園 砂子田公園愛護協力会 富田

廻渕公園 廻渕公園愛護協力会 富田

備前舘公園 備前舘公園愛護協力会 富田

新屋敷公園 新屋敷公園愛護協力会 富田

百合ヶ丘２号公園 百合ヶ丘２号公園愛護協力会 富田

不動前公園 不動前公園愛護協力会 富田

うねめ４号公園 うねめ４号公園愛護協力会 富田

丸山公園 丸山公園愛護協力会 富田

水神舘公園 水神舘公園愛護協力会 富田

下亀田公園 下亀田公園愛護協力会 富田

上鶴蒔田公園 上鶴蒔田公園愛護協力会 富田

豊年田公園 豊年田公園愛護協力会 富田

上ノ台公園 上ノ台公園愛護協力会 富田

松見台公園 松見台公園愛護協力会 富田

権現林公園 権現林公園愛護協力会 富田

上赤沼公園 上赤沼公園愛護協力会 富田

中ノ目公園 中ノ目公園愛護協力会 富田
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静公園 静公園愛護協力会 大槻

西部公園 西部公園愛護協力会 大槻

春日緑道 春日緑道愛護協力会 大槻

大槻緑道 大槻緑道愛護協力会 大槻

福楽沢公園 福楽沢公園愛護協力会 大槻

原田公園 原田公園愛護協力会 大槻

花輪前公園 花輪前公園愛護協力会 大槻

中谷地公園 中谷地公園愛護協力会 大槻

御前公園 御前公園愛護協力会 大槻

人形坦公園 人形坦公園愛護協力会 大槻

御前南公園 御前南公園愛護協力会 大槻

花輪公園 花輪公園愛護協力会 大槻

阿良久公園 阿良久公園愛護協力会 大槻

室ノ木公園 室ノ木公園愛護協力会 大槻
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笹川二丁目公園 笹川二丁目公園愛護協力会 安積

神明下公園 神明下公園愛護協力会 安積

田向２号公園 田向２号公園愛護協力会 安積

田向３号公園 田向３号公園愛護協力会 安積

田向４号公園 田向４号公園愛護協力会 安積

笹原公園 笹原公園愛護協力会 安積

四ツ長公園 四ツ長公園愛護協力会 安積

桧ノ下公園 桧ノ下公園愛護協力会 安積

八幡公園 八幡公園愛護協力会 安積

前田端公園 前田端公園愛護協力会 安積

長久保公園 長久保公園愛護協力会 安積

伝角田公園 伝角田公園愛護協力会 安積

日出山公園 日出山公園愛護協力会 安積

池田公園 池田公園愛護協力会 安積

篠原公園 篠原公園愛護協力会 安積

深田公園 深田公園愛護協力会 安積

築地公園 築地公園愛護協力会 安積

浮洲ヶ岡公園 浮洲ヶ岡公園愛護協力会 安積

永盛南公園 永盛南公園愛護協力会 安積

西勝田公園 西勝田公園愛護協力会 安積

笹川公園 笹川公園愛護協力会 安積

中田公園 中田公園愛護協力会 安積

滝ノ尻公園 滝ノ尻公園愛護協力会 安積

荒沼公園 荒沼公園愛護協力会 安積

西宿公園 西宿公園愛護協力会 安積

成山公園 成山公園愛護協力会 安積

長久保二丁目公園 長久保二丁目公園愛護協力会 安積

荒井1号公園 荒井1号公園愛護協力会 安積

東前田公園 東前田公園愛護協力会 安積

巳六段公園 巳六段公園愛護協力会 安積

茸谷地公園 茸谷地公園愛護協力会 安積

稲場東公園 稲場東公園愛護協力会 安積

稲場西公園 稲場西公園愛護協力会 安積

神明公園 神明公園愛護協力会 安積

大根畑公園 大根畑公園愛護協力会 安積

荒池下1号公園 荒池下1号公園愛護協力会 安積

蜂田公園 蜂田公園愛護協力会 安積

明見前公園 明見前公園愛護協力会 安積
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目光池1号公園 目光池1号公園愛護協力会 安積

目光池2号公園 目光池2号公園愛護協力会 安積

吉田1号公園 吉田1号公園愛護協力会 安積

吉田2号公園 吉田2号公園愛護協力会 安積

北向公園 北向公園愛護協力会 安積

荒屋敷1号公園 荒屋敷1号公園愛護協力会 安積

荒屋敷3号公園 荒屋敷3号公園愛護協力会 安積

荒池下2号公園 荒池下2号公園愛護協力会 安積

荒井3号公園 荒井3号公園愛護協力会 安積

荒井2号公園 荒井2号公園愛護協力会 安積

荒井中央公園 荒井中央公園愛護協力会 安積

大池北公園 大池北公園愛護協力会 安積

平ノ上公園 平ノ上公園愛護協力会 安積

北井1号公園 北井1号公園愛護協力会 安積

東前田２号公園 東前田２号公園愛護協力会 安積

柴宮1号公園 柴宮1号公園愛護協力会 安積

柴宮2号公園 柴宮2号公園愛護協力会 安積

柴宮3号公園 柴宮3号公園愛護協力会 安積

柴宮4号公園 柴宮4号公園愛護協力会 安積

撫子前公園 撫子前公園愛護協力会 安積

六兵衛田公園 六兵衛田公園愛護協力会 安積

大徳原公園 大徳原公園愛護協力会 安積

田向公園 田向公園愛護協力会 安積

荒井1号緑地 荒井1号緑地愛護協力会 安積

荒井2号緑地 荒井2号緑地愛護協力会 安積

荒井3号緑地 荒井3号緑地愛護協力会 安積

荒井4号緑地 荒井4号緑地愛護協力会 安積
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蟻塚公園 蟻塚公園愛護協力会 片平

7/13

公園名 愛護会名 地区

堀ノ内公園 堀ノ内公園愛護協力会 喜久田

百合ヶ丘公園 百合ヶ丘公園愛護協力会 喜久田

菖蒲池広場緑地 菖蒲池広場緑地愛護協力会 喜久田

新池公園 新池公園愛護協力会 喜久田

菖蒲池公園 菖蒲池公園愛護協力会 喜久田

双又公園 双又公園愛護協力会 喜久田
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日向公園 日向公園愛護協力会 日和田

安積山公園 安積山公園愛護協力会 日和田

藤坦緑地 藤坦緑地愛護協力会 日和田

高倉公園 高倉公園愛護協力会 日和田
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福原公園 福原公園愛護協力会 富久山

勝木沢公園 勝木沢公園愛護協力会 富久山

善宝池公園 善宝池公園愛護協力会 富久山

陣場公園 陣場公園愛護協力会 富久山

菱池公園 菱池公園愛護協力会 富久山

室ノ前公園 室ノ前公園愛護協力会 富久山

山道公園 山道公園愛護協力会 富久山

久保田公園 久保田公園愛護協力会 富久山

南小泉公園 南小泉公園愛護協力会 富久山

東台公園 東台公園愛護協力会 富久山

関場公園 関場公園愛護協力会 富久山

八山田公園 八山田公園愛護協力会 富久山

三ツ坦公園 三ツ坦公園愛護協力会 富久山

南広谷公園 南広谷公園愛護協力会 富久山

宮脇公園 宮脇公園愛護協力会 富久山

前林公園 前林公園愛護協力会 富久山

阿良池公園 阿良池公園愛護協力会 富久山

伊賀河原３号公園 伊賀河原３号公園愛護協力会 富久山

伊賀河原5号公園 伊賀河原5号公園愛護協力会 富久山

伊賀河原1号公園 伊賀河原1号公園愛護協力会 富久山

大原1号緑地 大原１号緑地愛護協力会 富久山

大原2号緑地 大原２号緑地愛護協力会 富久山
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熱海駅緑地 熱海駅緑地愛護協力会 熱海

熱海湯けむり緑地 熱海湯けむり緑地愛護協力会 熱海
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大安場公園 大安場公園愛護協力会 田村

宮田公園 宮田公園愛護協力会 田村

上河原公園 上河原公園愛護協力会 田村

桜ヶ丘公園 桜ヶ丘公園愛護協力会 田村

桜ヶ丘東公園 桜ヶ丘東公園愛護協力会 田村

桜ヶ丘二丁目公園 桜ヶ丘二丁目公園愛護協力会 田村

ふれあい公園 ふれあい公園愛護協力会 田村

花と緑の公園 花と緑の公園愛護協力会 田村

木と遊ぶ公園 木と遊ぶ公園愛護協力会 田村

仲原公園 仲原公園愛護協力会 田村

東山田公園 東山田公園愛護協力会 田村

宮田北公園 宮田北公園愛護協力会 田村
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中原広場公園 中原広場公園愛護協力会 西田

13/13


