
都市公園
番 公園名 種別 所在地

面積
（ｈａ）

1 　室積市場公園 街区公園 　室積一丁目 0.43
2 　池原公園        街区公園 　室積八丁目 0.10
3 　千坊台一丁目公園 街区公園 　千坊台一丁目 0.90
4 　千坊台二丁目公園 街区公園 　千坊台二丁目 0.49
5 　冠山総合公園 総合公園 　大字室積村 12.80
6   光井四丁目公園 街区公園   光井四丁目 0.12
7 　浴公園   街区公園 　光井五丁目 0.10
8 　長尾台公園　 　 街区公園 　光井七丁目 0.19
9 　光つつじ苑        都市緑地 　光井九丁目 0.90
10 　庁舎前緑地      都市緑地 　中央六丁目 0.10
11   中央六丁目公園 街区公園   中央六丁目 0.03
12 　光スポーツ公園 運動公園 　大字光井 15.20
13 　新町公園 街区公園 　島田四丁目 0.36
14 　宝町公園 街区公園 　宝町 0.17
15 　丸山町公園 街区公園 　丸山町 0.38
16 　花園町公園 街区公園 　花園二丁目 0.09
17 　浅江公園  街区公園 　浅江五丁目 0.10
18 　わかば公園 街区公園   浅江七丁目 0.67

19 　西河原緑地       都市緑地
　虹ケ浜一・二丁目
　浅江三・五・七丁目

0.90

20 　虹ケ浜北公園 街区公園 　虹ケ浜一丁目 0.40
21 　虹ケ浜西緑地       都市緑地 　虹ケ浜三丁目 1.40
22 　虹ケ丘一丁目公園 街区公園 　虹ケ丘一丁目 0.12
23 　虹ケ丘公園 近隣公園 　虹ケ丘二丁目 2.20
24   虹ケ丘西公園 街区公園   虹ケ丘七丁目 0.23
25 　ファミリー公園 街区公園   虹ケ丘七丁目 0.27
26 　西部墓園         特殊公園 　大字浅江 2.80
27 　今桝公園 街区公園 　三井一丁目 0.31
28 　今積公園 街区公園 　三井六丁目 0.08
29 　岩狩公園      街区公園 　岩狩一丁目 0.90
30 　末常公園 街区公園 　大字岩田 0.16
31 　溝呂井公園 街区公園 　大字岩田 0.28
32 　大和総合運動公園 運動公園 　大字岩田 12.30
33 　西八幡公園 街区公園 　大字三輪 0.02
34 　平和公園 街区公園 　大字三輪 0.05
35 　神手公園 街区公園 　大字三輪 0.04
36 　岡原公園 街区公園 　大字三輪 0.04
37 　共栄公園 街区公園 　大字三輪 0.03
38 　小豆尻公園 街区公園 　大字三輪 0.02
39 　伊藤公記念公園 特殊公園 　大字束荷 1.84

その他公園
番 公園名 種別 所在地

面積
（ｈａ）

1 沖田広場 広場公園 室積沖田 0.93
2 室積みたらい公園 広場公園 室積五丁目 0.38
3 正門町緑地 広場公園 中央五丁目 0.12
4 島田川河川公園 広場公園 島田二丁目 0.48
5 熊野公園 広場公園 島田四丁目 0.22
6 なぎさ公園 広場公園 虹ケ浜二丁目 0.17
7 大蔵池公園 広場公園 光ケ丘 4.20
8 岩狩二丁目公園 広場公園 岩狩二丁目 0.20
9 大和あじさい苑 墓園 大字岩田 2.40
10 共栄広場公園 広場公園 大字三輪 0.04

光市の公園一覧（令和４年４月１日現在）



ポケットパーク
番 公園名 種別 所在地

面積
（ｈａ）

1 東ノ庄ポケットパーク ポケットパーク 室積東ノ庄 0.05
2 北町ポケットパーク ポケットパーク 室積三丁目 0.01
3 新市ポケットパーク ポケットパーク 室積三丁目 0.03
4 西ノ浜海岸ポケットパーク ポケットパーク 室積六丁目 0.12
5 冠山ポケットパーク ポケットパーク 光井三丁目 0.10
6 光井川ポケットパーク ポケットパーク 光井四丁目 0.12
7 長尾台ポケットパーク ポケットパーク 光井七丁目 0.01
8 錦町ポケットパーク ポケットパーク 中央三丁目 0.02
9 鶴羽ポケットパーク ポケットパーク 大字光井 0.01
10 島田三丁目ポケットパーク ポケットパーク 島田三丁目 0.03
11 中村町ポケットパーク ポケットパーク 中村町 0.02
12 山田ポケットパーク ポケットパーク 上島田五丁目 0.02
13 今桝ポケットパーク ポケットパーク 三井一丁目 0.02
14 高尾ポケットパーク ポケットパーク 小周防 0.02

児童遊園地
番 公園名 種別 所在地

面積
（ｈａ）

1 伊保木児童遊園地 児童遊園地 大字室積村 0.04
2 東ノ庄児童遊園地 児童遊園地 室積東ノ庄 0.03
3 沖田児童遊園地 児童遊園地 室積沖田 0.03
4 西江ノ浦児童遊園地 児童遊園地 室積二丁目 0.05
5 東江ノ浦児童遊園地 児童遊園地 室積二丁目 0.05
6 上西ノ浜児童遊園地 児童遊園地 室積四丁目 0.01
7 下西ノ浜児童遊園地 児童遊園地 室積四丁目 0.02
8 北町児童遊園地 児童遊園地 室積五丁目 0.08
9 潮浜住宅児童遊園地 児童遊園地 室積六丁目 0.07
10 室積中央町児童遊園地 児童遊園地 室積中央町 0.01
11 正木児童遊園地 児童遊園地 室積正木 0.04
12 中松原児童遊園地 児童遊園地 室積松原 0.04
13 後松原児童遊園地 児童遊園地 室積松原 0.08
14 新開松原児童遊園地 児童遊園地 室積新開一丁目 0.02
15 新開児童遊園地 児童遊園地 室積新開二丁目 0.03
16 千坊台児童遊園地 児童遊園地 千坊台三丁目 0.06
17 紺屋浴児童遊園地 児童遊園地 大字光井 0.02
18 御崎町児童遊園地 児童遊園地 光井二丁目 0.10
19 長尾台児童遊園地 児童遊園地 光井七丁目 0.04
20 光井7丁目児童遊園地 児童遊園地 光井七丁目 0.03
21 光井7丁目2児童遊園地 児童遊園地 光井七丁目 0.07
22 西ヶ迫児童遊園地 児童遊園地 光井九丁目 0.09
23 光井9丁目児童遊園地 児童遊園地 光井九丁目 0.02
24 緑ヶ丘児童遊園地 児童遊園地 光井九丁目 0.05
25 中央児童遊園地 児童遊園地 中央二丁目 0.04
26 柿林神社児童遊園地 児童遊園地 中央四丁目 0.15
27 新幸町児童遊園 児童遊園地 島田三丁目 0.05
28 宮ノ尾住宅児童遊園地 児童遊園地 島田四丁目 0.18
29 番木台児童遊園地 児童遊園地 島田五丁目 0.06
30 島田5丁目児童遊園地 児童遊園地 島田五丁目 0.02
31 島田5丁目2児童遊園地 児童遊園地 島田五丁目 0.02
32 領家台A児童遊園地 児童遊園地 島田六丁目 0.02
33 領家台B児童遊園地 児童遊園地 島田六丁目 0.02
34 領家台C児童遊園地 児童遊園地 島田六丁目 0.01
35 島田７丁目児童遊園地 児童遊園地 島田七丁目 0.01
36 宮ノ下児童遊園地 児童遊園地 宮ノ下町 0.04
37 宮ノ下2児童遊園地 児童遊園地 宮ノ下町 0.02
38 丸山町児童遊園地 児童遊園地 丸山町 0.03
39 丸山町(東)児童遊園地 児童遊園地 丸山町 0.03
40 和田町児童遊園地 児童遊園地 和田町 0.14



番 公園名 種別 所在地
面積
（ｈａ）

41 木園児童遊園地 児童遊園地 大字浅江 0.04
42 木園台児童遊園地 児童遊園地 大字浅江 0.03
43 木園１丁目児童遊園地 児童遊園地 木園一丁目 0.02
44 花園1区児童遊園地 児童遊園地 花園一丁目 0.06
45 花園2区児童遊園地 児童遊園地 花園一丁目 0.06
46 花園台A児童遊園地 児童遊園地 花園一丁目 0.03
47 花園台B児童遊園地 児童遊園地 花園一丁目 0.03
48 花園市住児童遊園地 児童遊園地 花園二丁目 0.01
49 平岡台児童遊園地 児童遊園地 花園二丁目 0.03
50 相生市住児童遊園地 児童遊園地 浅江一丁目 0.02
51 浅江神社児童遊園地 児童遊園地 浅江一丁目 0.02
52 平岡台市住児童遊園地 児童遊園地 浅江二丁目 0.01
53 筒井児童遊園地 児童遊園地 浅江三丁目 0.14
54 川口児童遊園地 児童遊園地 浅江六丁目 0.04
55 なかよし児童遊園地 児童遊園地 浅江七丁目 0.03
56 緑町市住A児童遊園地 児童遊園地 浅江七丁目 0.04
57 緑町市住B児童遊園地 児童遊園地 浅江七丁目 0.01
58 虹ヶ浜児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ浜二丁目 0.02
59 虹ヶ浜西児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ浜三丁目 0.17
60 虹ヶ丘１丁目児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ丘一丁目 0.04
61 上ヶ原住宅児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ丘四丁目 0.01
62 虹ヶ丘5丁目児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ丘五丁目 0.05
63 虹ヶ丘ｻﾝﾗﾝﾄﾞ児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ丘五丁目 0.03
64 虹ヶ丘6丁目児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ丘六丁目 0.10
65 虹ヶ丘6丁目B児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ丘六丁目 0.02
66 虹ヶ丘7丁目児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ丘七丁目 0.04
67 虹ヶ丘7丁目3児童遊園地 児童遊園地 虹ヶ丘七丁目 0.02
68 石田児童遊園地 児童遊園地 上島田二丁目 0.02
69 石田2児童遊園地 児童遊園地 上島田二丁目 0.01
70 上島田9丁目児童遊園地 児童遊園地 上島田九丁目 0.02
71 今積児童遊園地 児童遊園地 三井五丁目 0.02
72 今積2児童遊園地 児童遊園地 三井五丁目 0.02
73 今殿児童遊園地 児童遊園地 三井五丁目 0.01
74 三井5丁目児童遊園地 児童遊園地 三井五丁目 0.02
75 三井6丁目児童遊園地 児童遊園地 三井六丁目 0.02
76 三井6丁目2児童遊園地 児童遊園地 三井六丁目 0.03
77 南田児童遊園地 児童遊園地 三井六丁目 0.01
78 七反田児童遊園地 児童遊園地 三井六丁目 0.01
79 大景児童遊園地 児童遊園地 三井八丁目 0.02
80 三井8丁目児童遊園地 児童遊園地 三井八丁目 0.03
81 新岩狩児童遊園地 児童遊園地 岩狩一丁目 0.03
82 岩狩２区児童遊園地 児童遊園地 岩狩三丁目 0.05
83 下中郷(北）児童遊園地 児童遊園地 大字小周防 0.01
84 立野西庄児童遊園地 児童遊園地 大字立野 0.01
85 立野西庄2児童遊園地 児童遊園地 大字立野 0.02
86 正田児童遊園地 児童遊園地 大字立野 0.01
87 宮河内児童遊園地 児童遊園地 大字立野 0.02
88 海田児童遊園地 児童遊園地 大字三輪 0.03
89 旭ケ丘北公園 児童遊園地 大字岩田 0.20
90 旭ケ丘南公園 児童遊園地 大字岩田 0.09
91 やまと台北公園 児童遊園地 大字三輪 0.08
92 やまと台東公園 児童遊園地 大字三輪 0.17


