
君津市都市公園（開設公園）

1 運動 内みのわ運動公園 内箕輪一丁目1番 130,000 36 街区 中野南公園 中野二丁目22番 2,400 71 街区 台谷木登公園 三直1265番33 200

2 緩緑 君津緩衝緑地 坂田・大和田・人見 208,000 37 街区 中野中央公園 中野四丁目17番 5,000 72 街区 台谷三角公園 三直1264番88 500

3 緩緑 西君津緩衝緑地 西君津11番 34,000 38 街区 中野東公園 台一丁目2番 2,100 73 街区 伽藍公園 中富987番2 100

4 都緑 大和田緑地 大和田三丁目11番 5,000 39 街区 富士見公園 中富1051番地 3,200 74 街区 外野公園 人見1462番31 200

5 都緑 小糸川沿岸緑地 中野二丁目35番 6,100 40 街区 花園公園 久保三丁目5番 2,800 75 街区 中台公園 三直1316番29 100

6 緑道 大道沢緑道 南子安地先 12,000 41 近隣 君津中央公園 久保五丁目2番 30,000 76 街区 花里公園 大和田一丁目10番1 700

7 地区 かずさ4号公園 かずさ小糸7番 40,000 42 街区 辻前公園 久保二丁目3番 2,400 77 街区 寺の前公園 南子安二丁目2番 500

8 近隣 堺田公園 西坂田二丁目11番 17,000 43 街区 市役所前公園 南久保一丁目3番 2,600 78 街区 坂田東公園 東坂田一丁目1番56号 400

9 近隣 北子安公園 北子安五丁目3番 14,000 44 街区 高畑公園 南久保三丁目12番 3,600 79 街区 新川田公園 中野876番36 400

10 近隣 宮下公園 宮下二丁目4番 12,000 45 街区 川田公園 南久保二丁目3番 1,200 80 街区 常代沖田公園 常代一丁目9番 1,500

11 近隣 大野原公園 中野三丁目15番 10,000 46 街区 山下公園 北久保一丁目3番 1,300 81 街区 日影山公園 常代四丁目9番 2,000

12 近隣 大道沢北公園 杢師四丁目26番 12,000 47 街区 上落公園 北久保二丁目1番 1,500 82 街区 上大橋公園 郡二丁目5番 2,400

13 近隣 大道沢南公園 杢師四丁目27番 15,000 48 街区 鍛冶ヶ谷公園 杢師一丁目4番 1,600 83 街区 松川公園 常代三丁目10番 1,900

14 近隣 郡常代公園 常代二丁目9番 10,000 49 街区 上ノ原公園 杢師三丁目15番 1,200 84 街区 迎田公園 常代五丁目11番 2,000

15 街区 池田東公園 人見一丁目5番 3,700 50 街区 中ノ原公園 杢師二丁目13番 1,400 85 街区 槍添公園 常代二丁目12番 2,000

16 街区 池田西公園 人見一丁目21番 3,300 51 街区 西台公園 杢師二丁目6番 1,300 86 街区 八重原公園 八重原172番177 2,000

17 街区 神門山の下公園 人見925番1 1,700 52 街区 中久保公園 杢師三丁目22番 1,300 87 緑地 八重原緑地 八重原172番69,133,173 1,500

18 街区 向福田公園 人見五丁目9番 2,700 53 街区 八幡台公園 杢師四丁目9番 1,500 88 街区 塚田公園 郡一丁目9番 2,500

19 街区 前畑公園 人見三丁目18番 1,400 54 街区 台中公園 北子安四丁目16番 2,000 89 街区 神門公園 人見11254番1.2合併1 4,383

20 街区 惣作公園 人見二丁目13番 1,600 55 街区 天神公園 北子安二丁目18番 5,600 90 街区 にらずか公園 人見1390番44 275

21 街区 中新田公園 人見三丁目7番 2,000 56 街区 西原公園 北子安三丁目9番 1,600 91 街区 西ノ作公園 郡三丁目６番１ 2,950

22 街区 堰下公園 人見四丁目5番 2,900 57 街区 馬見塚公園 南子安六丁目19番 5,400

23 街区 坂田駅前公園 東坂田三丁目2番 3,000 58 街区 松ノ井公園 南子安三丁目20番 4,000

24 街区 五竜公園 西坂田四丁目7号 4,700 59 街区 仲野原公園 南子安八丁目11番 4500

25 街区 みょうおうづか公園 君津台一丁目10番 4,400 60 街区 南子安公園 南子安五丁目8番 5,900

26 街区 かじやま公園 君津台二丁目12番 2,100 61 街区 上ノ台公園 南子安二丁目14番 2,200

27 街区 ちょうすけやま公園 君津台三丁目6番1号 1,400 62 街区 上村台公園 内箕輪一丁目22番 2,300

28 街区 とうかんめん公園 君津台三丁目23番6号 1,100 63 街区 三月田公園 法木作一丁目13番 3,200

29 街区 本名輪遺跡公園 君津台三丁目26番1号 3,500 64 街区 サエン田公園 外箕輪四丁目24番 1,700

30 街区 大和田公園 大和田三丁目9番 1,900 65 街区 梨木前公園 外箕輪一丁目14番 1,700

31 街区 陽光台中央公園 陽光台二丁目9番 6,200 66 街区 蒲田公園 外箕輪四丁目4番 1,400

32 街区 陽光台東公園 陽光台三丁目4番 1,200 67 街区 台　公園 外箕輪一丁目27番 1,600

33 街区 陽光台西公園 陽光台一丁目1番 1,800 68 街区 沖田公園 外箕輪二丁目21番 2,000

34 街区 中野西公園 中野五丁目12番 6,000 69 街区 南上新田公園 三直1321番22 400

35 街区 弁天公園 中野一丁目12番 1,300 70 街区 台谷中央公園 三直1264番87 700
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