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種別 公    園    名 コウエンメイ 位                      置 開設年月日 管理ha

都緑 江戸川左岸河川敷 ｴﾄﾞｶﾞﾜｻｶﾞﾝｶｾﾝｼｷ 古ケ崎地先 S43.3.31 13.50

都緑 江戸川左岸河川敷 ｴﾄﾞｶﾞﾜｶｻｶﾞﾝｾﾝｼｷ 下矢切地先 S48.3.30 1.15

都緑 江戸川左岸河川敷 ｴﾄﾞｶﾞﾜｻｶﾞﾝｶｾﾝｼｷ 主水新田地先 H10.12.7 2.92

都緑 寒風台 ｻﾑｶｾﾞﾀﾞｲ 松戸新田字寒風台３１６－５０ S49.3.8 0.02
都緑 平治郎屋舗 ﾍｲｼﾞﾛｳﾔｼｷ 松戸新田字平治郎屋舗６３－４他 S49.5.11 0.01
都緑 樋野口 ﾋﾉｸﾁ 樋野口字太郎次畑７３８－５ S49.5.8 0.01
都緑 籠益１号 ｶｺﾞﾏｽｲﾁｺﾞｳ 六高台四丁目９３－２ S48.6.29 0.05
都緑 御立場 ｵﾀﾁﾊﾞ 松飛台字御立場４１－４他 S49.5.25 0.04
都緑 小金原４丁目 ｺｶﾞﾈﾊﾗﾖﾝﾁｮｳﾒ 小金原四丁目１１－２１ S49.9.7 0.03
都緑 籠益２号 ｶｺﾞﾏｽﾆｺﾞｳ 六高台四丁目９２－２ S48.6.29 0.08
都緑 稔台１号 ﾐﾉﾘﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳ 稔台五丁目８番４ S50.2.25 0.01
都緑 三矢小台２号 ﾐﾔｺﾀﾞｲﾆｺﾞｳ 三矢小台三丁目１１－１２ S53.8.3 0.04
都緑 浅間 ｾﾝｹﾞﾝ 小山字浅間台６６４－３ S54.4.10 0.01
都緑 中原２号 ﾅｶﾊﾗﾆｺﾞｳ 松飛台字中原２８６－２５ S49.9.21 0.10
都緑 稔台２号 ﾐﾉﾘﾀﾞｲﾆｺﾞｳ 稔台六丁目６番４ S54.11.6 0.03
都緑 三矢小台３号 ﾐﾔｺﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳ 三矢小台五丁目３－２３ S55.11.6 0.02
都緑 千駄堀 ｾﾝﾀﾞﾎﾞﾘ 千駄堀字稲荷１０５９－１ S56.6.19 0.38
都緑 高塚新田 ﾀｶﾂｶｼﾝﾃﾞﾝ 高塚新田字稲越前５７７－１４ S57.10.6 0.06
都緑 一文字 ｲﾁﾓﾝｼﾞ 五香四丁目３２番５ S57.6.4 0.01
都緑 稔台３号 ﾐﾉﾘﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳ 稔台六丁目６番１２、１３ S58.6.27 0.02
都緑 寒風台２号 ｻﾑｶｾﾞﾀﾞｲﾆｺﾞｳ 松戸新田字寒風台３１４－１０１ S58.6.20 0.09
都緑 稔台４号 ﾐﾉﾘﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳ 稔台七丁目３７番４ S58.9.27 0.05
都緑 寺台 ﾃﾗﾀﾞｲ 殿平賀字慶林寺台２０３－８ S57.12.21 0.03
都緑 三斗蒔 ｻﾝﾄﾏｷ 上本郷字三斗蒔８４８－２ S35.9.22 0.04
都緑 子和清水１号 ｺﾜｼﾐｽﾞｲﾁｺﾞｳ 常盤平七丁目地先 S37.8.9 0.05
都緑 秋山 ｱｷﾔﾏ 秋山字道崎３８９－４１他 S42.3.10 0.05
都緑 鳥居 ﾄﾘｲ 上本郷字鳥居戸 S43.3.10 0.02
都緑 きよしケ丘３丁目 ｷﾖｼｶﾞｵｶｻﾝﾁｮｳﾒ 小金きよしケ丘三丁目６－４１ S53.2.27 0.01
都緑 小金原 ｺｶﾞﾈﾊﾗ 小金原５－４２他４筆 S46.6.11 1.06
都緑 北松戸 ｷﾀﾏﾂﾄﾞ 上本郷字北台２２３２－４ S47.12.21 0.01
都緑 中原１号 ﾅｶﾊﾗｲﾁｺﾞｳ 松飛台字中原４９３－３他 S49.1.21 0.03
都緑 上本郷 ｶﾐﾎﾝｺﾞｳ 上本郷三丁目４３９－５他１５筆 S49.4.3 0.70
都緑 相模台 ｻｶﾞﾐﾀﾞｲ 岩瀬字相模台４７３－４ S49.4.13 0.03
都緑 大金平 ｵｵｶﾞﾈﾀﾞｲﾗ 大金平一丁目３３－１ S49.12.14 0.03
都緑 下矢切 ｼﾓﾔｷﾞﾘ 下矢切字南台１８８－１６ S50.6.17 0.01
都緑 二三ケ丘 ﾌﾐｶﾞｵｶ 三ケ月字谷津田１５５０他５筆 S50.7.21 0.29
都緑 串崎新田 ｸｼｻﾞｷｼﾝﾃﾞﾝ 串崎新田字八幡台１５６－３ S50.9.30 0.02
都緑 和名ケ谷 ﾜﾅｶﾞﾔ 和名ケ谷字山宮地８４９－４他 S51.9.2 0.01
都緑 子和清水２号 ｺﾜｼﾐｽﾞﾆｺﾞｳ 牧の原４３５番３２、３３ S51.6.4 0.02
都緑 中金杉１丁目 ﾅｶｶﾅｽｷﾞｲｯﾁｮｳﾒ 中金杉一丁目１８７－３ S59.1.15 0.01
都緑 新松戸 ｼﾝﾏﾂﾄﾞ 新松戸五丁目２９２他 S54.10.5 0.79
都緑 新松戸４丁目 ｼﾝﾏﾂﾄﾞﾖﾝﾁｮｳﾒ 新松戸四丁目３５４他３ S54.10.5 0.10
都緑 本町 ﾎﾝﾁｮｳ 本町地先 S55.3.1 0.01
都緑 中原３号 ﾅｶﾊﾗｻﾝｺﾞｳ 松飛台字中原５２２－２他 S55.9.30 0.02
都緑 二十世紀が丘２号 ﾆｼﾞｭｯｾｲｷｶﾞｵｶﾆｺﾞｳ 二十世紀が丘丸山町１３８－１他 S56.2.10 0.03
都緑 丸山 ﾏﾙﾔﾏ 二十世紀が丘丸山町１１９ S56.2.10 0.05
都緑 初富飛地 ﾊﾂﾄﾐﾄﾋﾞﾁ 五香西六丁目７－1 S56.11.5 0.02
都緑 市後尻 ｲﾁｺﾞｼﾞﾘ 松戸字市後尻５７９－４他 S56.11.5 0.02
都緑 馬橋駅前 ﾏﾊﾞｼｴｷﾏｴ 西馬橋蔵元町４２ S59.3.17 0.60
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都緑 六実 ﾑﾂﾐ 六高台４－２１９他 S57.7.1 0.83
都緑 野菊野 ﾉｷﾞｸﾉ 松戸新田字丸山２４－３５ S57.5.6 0.02
都緑 北小金 ｷﾀｺｶﾞﾈ 幸田五丁目４９－１他７、中金杉 S58.2.15 0.47
都緑 南山 ﾐﾅﾐﾔﾏ 大橋字南山３８２－５ S58.9.12 0.01
都緑 高畑 ﾀｶﾊﾀ 岩瀬字高畑１５７－８ S60.3.29 0.03
都緑 まこも池 ﾏｺﾓｲｹ 主水新田字真菰沼５１３－６他 H2.3.31 0.68
都緑 牧の原グラウンド ﾏｷﾉﾊﾗｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 牧の原４３５－２３他 S60.9.30 0.92
都緑 八ケ崎 ﾊﾁｶﾞｻｷ 八ケ崎二丁目１４－２、３ S60.9.22 0.10
都緑 兵庫 ﾋｮｳｺﾞ 六実五丁目２１番８ S54.4.7 0.01
都緑 白山 ﾊｸｻﾝ 松戸新田字ジイノ前１－１６ S62.3.9 0.02
都緑 元山１号 ﾓﾄﾔﾏｲﾁｺﾞｳ 五香南二丁目４番４ S62.6.12 0.03
都緑 横須賀１号 ﾖｺｽｶｲﾁｺﾞｳ 新松戸北一丁目４－２７ S62.6.25 0.02
都緑 横須賀２号 ﾖｺｽｶﾆｺﾞｳ 新松戸北一丁目４－２６ S62.6.25 0.03
都緑 幸田５丁目 ｺｳﾃﾞｺﾞﾁｮｳﾒ 幸田五丁目４２ S57.3.10 0.01
都緑 北丘 ｷﾀｵｶ 五香七丁目５６－１１ S54.12.28 0.01
都緑 平賀中台 ﾋﾗｶﾞﾅｶﾀﾞｲ 平賀字中台１５４－５ H3.3.26 0.08
都緑 二十世紀が丘 ﾆｼﾞｭｯｾｲｷｶﾞｵｶｲﾁｺﾞｳ 二十世紀が丘丸山町６７他７筆 S56.2.10 0.09
都緑 泉ケ丘１号 ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶｲﾁｺﾞｳ 松飛台字中関７１０－２他 H8.1.22 0.16
都緑 三矢小台１号 ﾐﾔｺﾀﾞｲﾁｺﾞｳ 三矢小台四丁目２３他 S43.7.31 0.03
都緑 泉ケ丘２号 ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶﾆｺﾞｳ 松飛台字中関７０２－１他 H6.3.31 0.09
都緑 元山２号 ﾓﾄﾔﾏﾆｺﾞｳ 五香西三丁目１１ H7.12.22 0.01
都緑 八ケ崎２号 ﾊﾁｶﾞｻｷﾆｺﾞｳ 八ケ崎二丁目１３－７、８ H5.4.1 0.04
都緑 牧の原 ﾏｷﾉﾊﾗ 牧の原２－７０ H5.4.1 0.03
都緑 大谷口 ｵｵﾔｸﾞﾁ 大谷口字根郷屋５６６－１他 H4.12.17 0.14
都緑 竜房 ﾘｭｳﾎﾞｳ 馬橋字南竜房２１１１－１他 H5.8.27 0.45
都緑 八ケ崎３号 ﾊﾁｶﾞｻｷｻﾝｺﾞｳ 八ケ崎二丁目１３－９、１０ H7.3.4 0.03
都緑 籠益３号 ｶｺﾞﾏｽｻﾝｺﾞｳ 六実六丁目２２番３２ H7.6.7 0.03
都緑 北台 ｷﾀﾀﾞｲ 上本郷字北台２２４８－６ H7.6.7 0.04
都緑 栗ケ沢１号 ｸﾘｶﾞｻﾜｲﾁｺﾞｳ 栗ケ沢７７７－５ H7.6.29 0.01
都緑 稔台５号 ﾐﾉﾘﾀﾞｲｺﾞｺﾞｳ 稔台１１２５－２０ H7.9.27 0.01
都緑 五香１号 ｺﾞｺｳｲﾁｺﾞｳ 五香二丁目２番３１ H8.1.23 0.02
都緑 五香西１号 ｺﾞｺｳﾆｼｲﾁｺﾞｳ 五香西三丁目１８－２７ H8.4.20 0.02
都緑 八ケ崎緑町 ﾊﾁｶﾞｻｷﾐﾄﾞﾘﾁｮｳ 八ケ崎緑町３５１ H8.12.18 0.14
都緑 大谷口馬屋敷 ｵｵﾔｸﾞﾁｳﾏﾔｼｷ 大谷口字馬屋敷 H9.4.6 0.40
都緑 河原塚１号 ｶﾜﾗﾂﾞｶｲﾁｺﾞｳ 河原塚字南ノ花１１１番３ H8.11.14 0.06
都緑 高塚丸山 ﾀｶﾂｶﾏﾙﾔﾏ 高塚新田字丸山６１９番３ H9.12.25 0.02
都緑 幸谷ビオトープ ｺｳﾔﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ 幸谷字観音下１８５番３８ H10.4.14 0.03
都緑 寒風沖 ｻﾑｶｾﾞｵｷ 中和倉字寒風沖３６９番２８ H10.12.22 0.02
都緑 殿平賀天神山 ﾄﾉﾋﾗｶﾞﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏ 殿平賀字天神山１２５－５ H11.7.10 0.01
都緑 八ケ崎４丁目 ﾊﾁｶﾞｻｷﾖﾝﾁｮｳﾒ 八ケ崎四丁目２９番３４ H12.2.18 0.02
都緑 平賀中台２号 ﾋﾗｶﾞﾅｶﾀﾞｲﾆｺﾞｳ 平賀字中台１６０番３ H12.2.8 0.02
都緑 矢切 ﾔｷﾞﾘ 下矢切字大堀３７７番１他 H11.8.26 0.84
都緑 高柳新田野馬除 ﾀｶﾔﾅｷﾞｼﾝﾃﾞﾝﾉﾏﾖｹ 高柳新田２０５他 H12.12.15 0.34
都緑 二本榎 ﾆﾎﾝｴﾉｷﾘｮｸﾁ 松戸新田字二本榎５９５番７ H13.10.13 0.03
都緑 拓野 ﾀｸﾉﾘｮｸﾁ 胡録台字拓野２６６番７ H13.12.6 0.02
都緑 江戸川左岸河川敷 ｴﾄﾞｶﾞﾜｻｶﾞﾝｶｾﾝｼｷ 上矢切地先（河川側） H21.6.29 0.52

都緑 江戸川左岸河川敷 ｴﾄﾞｶﾞﾜｻｶﾞﾝｶｾﾝｼｷ 七右衛門新田地先 H13.12.18 1.14

都緑 八ケ崎緑町２号 ﾊﾁｶﾞｻｷﾐﾄﾞﾘﾁｮｳﾆｺﾞｳ 八ケ崎緑町３番２ H15.4.1 0.01

都緑 池ノ台 ｲｹﾉﾀﾞｲ 高塚新田字池ノ台６２０番２２ H15.4.23 0.03
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都緑 金ケ作陣屋前 ｶﾈｶﾞｻｸｼﾞﾝﾔﾏｴ 金ケ作字陣屋前４３－２４ H15.11.27 0.02
都緑 北谷台１号 ｷﾀﾔﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳ 高塚新田字北谷台６４２番１１３ H15.1.31 0.03
都緑 北小金駅北口 ｷﾀｺｶﾞﾈｴｷｷﾀｸﾞﾁ 平賀字大門通１９－１他 H15.5.1 0.26
都緑 ジイノ前 ｼﾞｲﾉﾏｴ 松戸新田字ジイノ前１５番４１ H17.3.2 0.02

都緑 八町分 ﾊｯﾁｮｳﾌﾞ 高塚新田字八町分２１５番２４ H17.7.1 0.03
都緑 東台 ﾋｶﾞｼﾀﾞｲ 下矢切字東台２６－５の内 H18.5.25 0.01
都緑 吉兵衛屋舗 ｷﾁﾍﾞｴﾔｼｷ 松戸新田字吉兵衛屋舗１２６番４他 H18.7.4 0.02
都緑 稲越前 ｲﾅｺｼﾏｴ 高塚新田字稲越前５５３番６ H19.4.16 0.02
都緑 栗ケ沢２号 ｸﾘｶﾞｻﾜﾆｺﾞｳ 栗ケ沢字往環通７７６番７１ H19.10.18 0.02
都緑 カンスケ ｶﾝｽｹﾘｮｸﾁ 上本郷２３６９他 H15.6.30 0.26
都緑 二ツ木観音下 ﾌﾀﾂｷﾞｶﾝﾉﾝｼﾀﾘｮｸﾁ 二ツ木４４５－１ H18.10.6 0.07
都緑 江戸川左岸河川敷 ｴﾄﾞｶﾞﾜｻｶﾞﾝｶｾﾝｼｷ 古ケ崎地先（浄化施設上部） H20.5.26 1.34
都緑 かんざん ｶﾝｻﾞﾝ 栄町西三丁目１０６６－２ H21.8.7 0.03
都緑 東松戸２丁目 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾄﾞﾆﾁｮｳﾒ 東松戸二丁目７番２ H25.1.8 0.01
都緑 江戸川左岸河川敷 ｴﾄﾞｶﾞﾜｻｶﾞﾝｶｾﾝｼｷ 下矢切地先（高規格堤防上部） H21.1.28 1.07
都緑 東平賀源内 ﾋｶﾞｼﾋﾗｶﾞｹﾞﾝﾅｲ 東平賀１３０他 H21.6.23 0.10
都緑 江戸川左岸河川敷 ｴﾄﾞｶﾞﾜｻｶﾞﾝｶｾﾝｼｷ 上葛飾橋上部地先 H23.8.23 0.33

※下記公園の敷地は財務省千葉財務事務所より無償貸付を受けております。
（公園用地全て国有地）　　・浅間緑地
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