
所在区市町 公園・緑地名称 種　別 所在区市町 公園・緑地名称 種　別

港区 芝公園 総合公園 八王子市 滝山公園 総合公園

港区 青山公園 総合公園 八王子市 小宮公園 総合公園

港区・新宿区・ 明治公園 総合公園 八王子市 平山城址公園 総合公園

渋谷区 八王子市 陵南公園 運動公園

新宿区 戸山公園 総合公園 八王子市 多摩丘陵北部緑地 緑　地

文京区 後楽園公園 総合公園 （長沼公園）

（小石川後楽園） 武蔵村山市・瑞穂町 野山北・六道山公園 広域公園

文京区・台東区 旧岩崎邸公園 特殊公園 武蔵村山市 中藤公園 広域公園

（旧岩崎邸庭園） 武蔵村山市 観音寺森緑地 緑　地

台東区 上野公園 特殊公園 東大和市 東大和緑地 緑　地

（上野恩賜公園） （東大和公園）

江東区 亀戸中央公園 総合公園 東大和市 東大和芋窪緑地 緑　地

江東区 猿江公園 運動公園 武蔵野市・三鷹市 井の頭公園 特殊公園

（猿江恩賜公園） （井の頭恩賜公園）

江東区 清澄公園 特殊公園 武蔵野市・小金井市 小金井公園 広域公園

（清澄庭園） ・小平市・西東京市

品川区・目黒区 目黒公園 総合公園 三鷹市・調布市・ 野川公園 広域公園

（林試の森公園） 小金井市

世田谷区 祖師ヶ谷公園 総合公園 府中市 府中の森公園 総合公園

（祖師谷公園） 府中市・小金井市 武蔵野公園 風致公園

世田谷区 芦花公園 風致公園 府中市 浅間山公園 風致公園

（蘆花恒春園） 調布市 神代公園 特殊公園

世田谷区 砧公園 広域公園 （神代植物公園）

渋谷区 代々木公園 総合公園 町田市 小山田緑地 緑　地

杉並区 和田堀公園 総合公園 町田市 大戸緑地 緑　地

杉並区 高井戸公園 運動公園 日野市 七生公園 特殊公園

杉並区 善福寺公園 風致公園 （多摩動物公園）

杉並区 善福寺川緑地 緑　地 東久留米市 六仙公園 総合公園

杉並区・三鷹市 玉川上水緑地 緑　地 東村山市 八国山緑地 緑　地

（玉川上水緑道） 西東京市 東伏見公園 総合公園

北区・板橋区 浮間公園 総合公園 稲城市 小田良谷戸公園 総合公園

荒川区 尾久の原公園 運動公園 稲城市 清水谷戸緑地 緑　地

板橋区・練馬区 上板橋公園 運動公園 多摩市・稲城市 桜ヶ丘公園 広域公園

（城北中央公園） あきる野市 秋留台公園 運動公園

板橋区 赤塚公園 風致公園 　◇（　　）内は、主たる開園名称

練馬区 練馬城址公園 総合公園

練馬区 石神井公園 風致公園

足立区 舎人公園 総合公園

足立区 中川公園 運動公園

葛飾区 水元公園 広域公園

江戸川区 篠崎公園 広域公園

江戸川区 宇喜田公園 運動公園

◆東京都事業「重点化を図るべき公園・緑地」一覧・・・58か所
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所在区市町 公園・緑地名称 種　別 所在区市町 公園・緑地名称 種　別

港区 三田台公園 近隣公園 北区 飛鳥山公園 特殊公園

（亀塚公園、三田台公園） 北区 滝野川三丁目公園 街区公園

港区 有栖川宮記念公園 特殊公園 北区 赤羽台のもり公園 近隣公園

台東区 隅田川公園 風致公園 北区 下十条公園 近隣公園

墨田区 隅田川公園 風致公園 北区 新堀船公園 近隣公園

江東区 蛤橋公園 街区公園 北区 名主の滝公園 特殊公園

江東区 洲崎弁天公園 近隣公園 北区 神谷堀緑地 緑地

江東区 平久町公園 近隣公園 北区 桐ケ丘中央公園 総合公園

江東区 北亀戸公園 近隣公園 荒川区 宮前公園 近隣公園

江東区 深川公園 近隣公園 荒川区 荒川公園 近隣公園

江東区 豊住公園 近隣公園 練馬区 小竹町公園（やくも公園） 街区公園

江東区 南砂町公園 近隣公園 練馬区 三原台第二公園 街区公園

江東区 大島九丁目公園 近隣公園 （三原台ののはな公園）

江東区 城東公園 運動公園 練馬区 北原公園 街区公園

目黒区 大塚山公園 街区公園 練馬区 田柄二丁目公園 街区公園

目黒区 中根公園 街区公園 練馬区 関町南二丁目公園 街区公園

目黒区 東山三丁目公園 近隣公園 練馬区 大泉学園町六丁目公園 街区公園

大田区 多摩川台公園 地区公園 練馬区 上井草公園 近隣公園

大田区 洗足公園（洗足池公園） 総合公園 練馬区 高稲荷公園 近隣公園

大田区 丸子多摩川公園 運動公園 練馬区 北大泉公園 近隣公園

（田園調布せせらぎ公園） （大泉町もみじやま公園）

大田区 羽田空港公園 近隣公園 練馬区 大泉井頭公園 近隣公園

世田谷区 下代田公園 街区公園 練馬区 武蔵関公園 近隣公園

世田谷区 北烏山えのき公園 街区公園 練馬区 大泉学園町北公園 近隣公園

世田谷区 二子玉川公園 地区公園 （大泉学園町希望が丘公園）

世田谷区 上用賀公園 地区公園 練馬区 関町南一丁目公園 近隣公園

世田谷区 玉川野毛町公園 地区公園 練馬区 練馬総合運動場公園 近隣公園

世田谷区 等々力渓谷公園 特殊公園 練馬区 稲荷山公園 総合公園

世田谷区 瀬田農業公園 特殊公園 練馬区 高松農の風景公園 特殊公園

世田谷区 喜多見農業公園 特殊公園 練馬区 土支田二丁目農業公園 特殊公園

世田谷区 次大夫堀緑地 緑地 練馬区 貫井憩いの森緑地 緑地

世田谷区 成城みつ池緑地 緑地 練馬区 井頭憩いの森緑地 緑地

世田谷区 大蔵緑地 緑地 （井頭の森緑地）

世田谷区 深沢六丁目緑地 緑地 練馬区 羽沢緑地（こどもの森） 緑地

世田谷区 岡本わきみず緑地 緑地 練馬区 西大泉五丁目緑地 緑地

世田谷区 岡本いこいのもり緑地 緑地 （西大泉こさくっぱら緑地）

世田谷区 深沢二丁目緑地 緑地 練馬区 石神井台六丁目緑地 緑地

世田谷区 南烏山二丁目緑地 緑地 練馬区 西本村の森緑地 緑地

杉並区 妙正寺公園 近隣公園 板橋区 小豆沢公園 運動公園

杉並区 神田川第二緑地 緑地 板橋区 荒川緑地 緑地

杉並区 神田川緑地 緑地 葛飾区 青戸六丁目公園 街区公園

杉並区 荻窪二丁目緑地 緑地 足立区 西新井公園 運動公園

杉並区 下高井戸公園 地区公園 足立区 上沼田東公園 近隣公園

杉並区 杉並南中央公園 地区公園 足立区 関屋公園 街区公園

杉並区 馬橋公園 近隣公園 江戸川区 一之江境川緑地 都市緑地

杉並区 下井草三丁目公園 街区公園 江戸川区 江戸川緑地 都市緑地

豊島区 千早公園 街区公園 江戸川区 左近川・長島川公園 総合公園

北区 神谷公園 街区公園 江戸川区 松島四丁目第二公園 街区公園

北区 荒川緑地 緑地 江戸川区 一之江名主屋敷公園 特殊公園

　◇（　　）内は、主たる開園名称

◆特別区事業「重点化を図るべき公園・緑地」一覧・・・91か所
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所在区市町 公園・緑地名称 種　別 所在区市町 公園・緑地名称 種　別

八王子市 富士森公園 運動公園 日野市 日野緑地 緑地

八王子市 片倉城跡公園 特殊公園 小平市 鎌倉公園 近隣公園

八王子市 ひよどり緑地 緑地 小平市 鷹の台公園 近隣公園

八王子市 明神町広田公園 街区公園 国分寺市 さつき公園 街区公園

八王子市 石川東公園 近隣公園 国分寺市 戸倉公園 近隣公園

八王子市 七国公園 近隣公園 東村山市 北山公園 総合公園

八王子市 天合峰公園 総合公園 東村山市 萩山公園 近隣公園

立川市 砂川公園 近隣公園 東村山市 前川公園 近隣公園

立川市 富士見公園 総合公園 東村山市 せせらぎの郷多摩湖緑地 緑地

立川市 立川公園 総合公園 清瀬市 清瀬中央公園 近隣公園

立川市 川越道緑地 緑地 国立市 城山公園 近隣公園

東大和市 東大和狭山緑地 緑地 国立市 矢川上公園 運動公園

武蔵村山市 総合運動公園 広域公園 国立市 西公園 近隣公園

武蔵野市 境公園 総合公園 羽村市 介山記念館公園 街区公園

三鷹市 新川あおやぎ公園 街区公園 羽村市 多摩川緑地 緑地

三鷹市 新川天神山公園 街区公園 羽村市 稲荷緑地 緑地

三鷹市 北野中央公園 街区公園 羽村市 加美緑地 緑地

三鷹市 新川丸池公園 近隣公園 瑞穂町 稲荷ヶ丘公園 街区公園

府中市 二ケ村緑地 緑地 瑞穂町 一本榎公園 街区公園

青梅市 吹上しょうぶ公園 特殊公園 多摩市 鶴牧西公園 近隣公園

昭島市 南文化公園 街区公園 多摩市 連光寺六丁目緑地 緑地

昭島市 新畑公園 街区公園 稲城市 吉方公園 街区公園

狛江市 駒井公園 街区公園 稲城市 矢野口公園 街区公園

狛江市 白井塚公園 特殊公園 稲城市 円覚寺公園 街区公園

狛江市 土屋塚公園 特殊公園 稲城市 矢野口第１公園 街区公園

狛江市 亀塚公園 特殊公園 稲城市 矢野口第２公園 街区公園

狛江市 猪方小川塚公園 特殊公園 稲城市 矢野口第３公園 街区公園

町田市 薬師池西公園 特殊公園 稲城市 矢野口第４公園 街区公園

町田市 三輪緑地 都市緑地 稲城市 南山第１公園 街区公園

町田市 薬師池北緑地 都市緑地 稲城市 南山第２公園 街区公園

町田市 香山緑地 都市緑地 稲城市 根方谷戸公園 近隣公園

町田市 野津田公園 総合公園 稲城市 奥畑谷戸公園 地区公園

町田市 小山片所谷戸緑地 都市緑地 稲城市 坂浜上谷戸緑地 緑地

小金井市 小長久保公園 街区公園 稲城市 南山第１緑地 緑地

小金井市 三楽公園 街区公園 稲城市 南山第２緑地 緑地

日野市 林間公園 地区公園 稲城市 南山第３緑地 緑地

日野市 豊田第一公園 近隣公園 稲城市 南山第４緑地 緑地

日野市 万願寺上公園 近隣公園 稲城市 南山第５緑地 緑地

日野市 西平山公園 近隣公園 稲城市 南山第６緑地 緑地

日野市 七ツ塚公園 総合公園 稲城市 南山第７緑地 緑地

日野市 北川原公園 総合公園 　◇（　　）内は、主たる開園名称

◆市町事業「重点化を図るべき公園・緑地」一覧・・・81か所
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