
福岡市西区公園一覧表（あいうえお順）

あ行

種　別 所　　　在　　　地

幼児 愛宕 公園 あたご こうえん 愛宕二丁目4133-4 246 ㎡

幼児 愛宕1号 公園 あたごいちごう こうえん 愛宕四丁目4280-100 292 ㎡

都市
緑地

愛宕１号緑地 緑地 あたごいちごう りょくち 愛宕一丁目24-11　外 464 ㎡

街区 愛宕北 公園 あたごきた こうえん 愛宕三丁目4269-97 1,416 ㎡

幼児 愛宕３号 公園 あたごさんごう こうえん 愛宕三丁目4244-2　外 800 ㎡

幼児 愛宕２号 公園 あたごにごう こうえん 愛宕三丁目4234-1,4234-4 189 ㎡

都市
緑地

愛宕２号緑地 緑地 あたごにごう りょくち 愛宕三丁目4242-3，4242-7の一部 395 ㎡

緑道 愛宕浜 緑道 あたごはま りょくどう 愛宕浜四丁目5045-130，5045-131 8,671 ㎡

幼児 愛宕浜1号 公園 あたごはまいちごう こうえん 愛宕浜四丁目6-13 299 ㎡

街区 愛宕浜北 公園 あたごはまきた こうえん 愛宕浜二丁目5047-17 1,499 ㎡

幼児 愛宕浜3号 公園 あたごはまさんごう こうえん 愛宕浜四丁目41-12 300 ㎡

近隣 愛宕浜中央 公園 あたごはまちゅうおう こうえん 愛宕浜三丁目5047-3 22,700 ㎡

幼児 愛宕浜2号 公園 あたごはまにごう こうえん 愛宕浜一丁目12-15 300 ㎡

街区 愛宕浜東 公園 あたごはまひがし こうえん 愛宕浜二丁目5047-12 1,000 ㎡

都市
緑地

愛宕浜東 緑地 あたごはまひがし りょくち 愛宕浜二丁目5047-4 4,965 ㎡

街区 愛宕浜南 公園 あたごはまみなみ こうえん 愛宕四丁目5045-72 2,000 ㎡

幼児 愛宕浜4号 公園 あたごはまよんごう こうえん 愛宕浜四丁目5032-39 380 ㎡

街区 愛宕東 公園 あたごひがし こうえん 愛宕三丁目4285-17　外 1,400 ㎡

幼児 愛宕南１号 公園 あたごみなみいちごう こうえん 愛宕南一丁目82-3 439 ㎡

幼児 愛宕4号 公園 あたごよんごう こうえん
愛宕三丁目4283-50，4283-52，4283-
53

253 ㎡

幼児 飯氏 公園 いいじ こうえん 大字飯氏146-2 561 ㎡

幼児 飯氏1号 公園 いいじいちごう こうえん 大字飯氏988-6 156 ㎡

幼児 飯氏西 公園 いいじにし こうえん 大字飯氏912-12 152 ㎡

街区 飯盛 公園 いいもり こうえん 大字飯盛461-7 1,745 ㎡

近隣 壱岐 公園 いき こうえん 福重二丁目431-1 11,977 ㎡

街区 壱岐団地 公園 いきだんち こうえん 壱岐団地1345-117 3,845 ㎡

都市
緑地

壱岐団地 緑地 いきだんち りょくち 壱岐団地8－9外 4,649 ㎡

街区 壱岐団地北 公園 いきだんちきた こうえん 壱岐団地173-15 3,864 ㎡

街区 壱岐団地中央 公園 いきだんちちゅうおう こうえん 壱岐団地60-17 8,490 ㎡

街区 壱岐団地中 公園 いきだんちなか こうえん 壱岐団地173-16　外 2,369 ㎡

街区 壱岐団地西 公園 いきだんちにし こうえん 壱岐団地101-2 2,056 ㎡

街区 壱岐団地東 公園 いきだんちひがし こうえん 壱岐団地1269-74 1,219 ㎡

街区 壱岐団地南 公園 いきだんちみなみ こうえん 壱岐団地1345-74 1,299 ㎡

街区 生ノ松原 公園 いきのまつばら こうえん 生の松原四丁目1652-33 6,232 ㎡

都市
緑地

生ノ松原 緑地 いきのまつばら りょくち 生の松原四丁目1655-95，1707-114 1,096 ㎡

風致 生の松原海岸森林 公園
いきのまつばら
かいがんしんりん

こうえん 生の松原一丁目1188-7外 164,077 ㎡

公園名（ふりがな） 面　積



福岡市西区公園一覧表（あいうえお順）

街区 壱岐東 公園 いきひがし こうえん 壱岐団地1023-29 1,405 ㎡

街区 生松台北1号 公園
いきまつだいきたいちご
う

こうえん 生松台一丁目4-16 996 ㎡

街区 生松台北2号 公園 いきまつだいきたにごう こうえん 生松台一丁目20-17 1,018 ㎡

地区 生松台中央 公園 いきまつだいちゅうおう こうえん 生松台三丁目21-2～21-8，22，23 43,821 ㎡

街区 生松台中 公園 いきまつだいなか こうえん 生松台二丁目23-17 2,502 ㎡

街区 生松台東 公園 いきまつだいひがし こうえん 生松台二丁目46-1 1,123 ㎡

街区 生松台南 公園 いきまつだいみなみ こうえん 生松台二丁目32-6 1,691 ㎡

幼児 生田 公園 いくた こうえん 生の松原三丁目1273-15 171 ㎡

街区 石崎 公園 いしざき こうえん 大字田尻59-1 1,356 ㎡

街区 石丸 公園 いしまる こうえん 石丸一丁目1099 1,162 ㎡

幼児 石丸1号 公園 いしまるいちごう こうえん 石丸二丁目489-5 121 ㎡

都市
緑地

石丸１号 緑地 いしまるいちごう りょくち 石丸二丁目721-21　外 812 ㎡

街区 石丸中 公園 いしまるなか こうえん 石丸二丁目68-1 3,628 ㎡

幼児 石丸2号 公園 いしまるにごう こうえん 石丸三丁目246-1 235 ㎡

都市
緑地

石丸２号緑地 緑地 いしまるにごう りょくち 大町団地 406 ㎡

街区 石丸西 公園 いしまるにし こうえん 石丸三丁目187-9 1,010 ㎡

街区 石丸東 公園 いしまるひがし こうえん 石丸三丁目110-1 3,059 ㎡

街区 石丸南 公園 いしまるみなみ こうえん 石丸四丁目278-1,278-2,278-6 1,615 ㎡

街区 泉 公園 いずみ こうえん 泉三丁目1048-1 1,823 ㎡

街区 泉東 公園 いずみひがし こうえん 泉二丁目79 4,140 ㎡

街区 磯辺 公園 いそべ こうえん 大字能古1299-2 1,485 ㎡

街区 今宿 公園 いまじゅく こうえん 今宿東二丁目582-10 1,516 ㎡

街区 今宿青木 公園 いまじゅくあおき こうえん 今宿青木230-2 1,950 ㎡

幼児 今宿青木1号 公園
いまじゅくあおきいちご
う

こうえん 今宿青木103-5 143 ㎡

幼児 今宿1号 公園 いまじゅくいちごう こうえん 今宿町1230-8 530 ㎡

街区
今宿江ノ口
（伊都5号）

公園
いまじゅくえのくち
（いとごごう）

こうえん 今宿三丁目 3,668 ㎡

街区 今宿楠木 公園 いまじゅくくすのき こうえん 今宿東三丁目840-1 1,404 ㎡

街区
今宿古賀
（伊都6号）

公園
いまじゅくこが
（いとろくごう）

こうえん 今宿三丁目 1,290 ㎡

風致 今宿森林 公園 いまじゅくしんりん こうえん 大字今宿字上ノ原外 339,825 ㎡

街区 今宿谷 公園 いまじゅくたに こうえん 今宿町426-2 1,646 ㎡

街区 今宿西 公園 いまじゅくにし こうえん 今宿三丁目721-2 1,011 ㎡

幼児 今宿東1号 公園
いまじゅくひがしいちご
う

こうえん 今宿東二丁目755-12 107 ㎡

街区 今宿松原 公園 いまじゅくまつばら こうえん 今宿駅前一丁目1120-257 1,061 ㎡

街区 今津 公園 いまづ こうえん 今津1586-4 1,736 ㎡

幼児 今津1号 公園 いまづいちごう こうえん 今津4813-24 98 ㎡

運動 今津運動 公園 いまづうんどう こうえん 今津2200外 255,655 ㎡

幼児 今津大原 公園 いまづおおばる こうえん 今津3581-2 198 ㎡

幼児 今津2号 公園 いまづにごう こうえん 今津1694-2 452 ㎡
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街区 今津西 公園 いまづにし こうえん 今津3546-1 3,258 ㎡

街区 今津南 公園 いまづみなみ こうえん 今津字城1886-20外 1,755 ㎡

街区 宇賀 公園 うが こうえん 生の松原一丁目1216-10 1,028 ㎡

街区 宇田川原 公園 うだがわら こうえん 大字宇田川原260-5 1,498 ㎡

街区 内浜南 公園 うちはまみなみ こうえん 内浜一丁目71 2,151 ㎡

都市
緑地

江ノ口川 緑地 えのくちがわ りょくち 今宿三丁目 756 ㎡

幼児 大谷 公園 おおたに こうえん 野方三丁目265-43 311 ㎡

緑道 大塚 緑道 おおつか りょくどう 今宿西一丁目 4,669 ㎡

近隣 大塚古墳 公園 おおつかこふん こうえん 今宿西一丁目 ㎡

幼児 大音 公園 おおね こうえん 野方五丁目890-102 625 ㎡

街区 大町団地西 公園 おおまちだんちにし こうえん 大町団地340-1 2,517 ㎡

幼児 大町団地東 公園 おおまちだんちひがし こうえん 大町団地1161-5 523 ㎡

総合 小戸 公園 おど こうえん 小戸二丁目1855-1外 191,363 ㎡

幼児 小戸１号 公園 おどいちごう こうえん 小戸三丁目1828-67 287 ㎡

都市
緑地

小戸北 緑地 おどきた りょくち 小戸一丁目2341-1 4,310 ㎡

街区 小戸天神免 公園 おどてんじんめん こうえん 小戸四丁目1448-1 1,454 ㎡

街区 小戸東 公園 おどひがし こうえん 小戸一丁目2362-1，2363-3 2,583 ㎡

街区 小戸南 公園 おどみなみ こうえん 小戸三丁目2571-215 1,827 ㎡

幼児 小畠 公園 おばた こうえん 今宿東一丁目68-2 144 ㎡

街区 小呂島 公園 おろのしま こうえん 大字小呂島132,133 1,172 ㎡

か行

種　別 所　　　在　　　地

幼児 金武1号 公園 かなたけいちごう こうえん 大字金武779-22 106 ㎡

緑道 金武川 緑道 かなたけがわ りょくどう 西区大字金武2111-2外 3,352 ㎡

街区 金武北 公園 かなたけきた こうえん 大字金武 1,001 ㎡

風致 かなたけの里 公園 かなたけのさと こうえん 大字金武1282-2外 115,152

街区 金武南 公園 かなたけみなみ こうえん 大字金武204-1 1,743 ㎡

幼児 カハクボ 公園 かはくぼ こうえん 周船寺二丁目605-15 316 ㎡

街区 上新田 公園 かみしんでん こうえん 横浜三丁目32 1,480 ㎡

街区 上ノ原 公園 かみのはる こうえん 今宿上ノ原575，597-1，622-1，623-1 2,546 ㎡

幼児 上野間 公園 かみのま こうえん 姪の浜四丁目779-2 705 ㎡

街区 上山門 公園 かみやまと こうえん 上山門一丁目1099-5 1,015 ㎡

幼児 上山門1号 公園 かみやまといちごう こうえん 上山門二丁目1607-15 122 ㎡

幼児 勧進原 公園 かんじんばる こうえん 野方二丁目383-18 833 ㎡

幼児 神田 公園 かんだ こうえん 上山門一丁目1081-14 123 ㎡

街区 北原 公園 きたばる こうえん 大字徳永929-1 1,224 ㎡

街区
北原中
（伊都3号）

公園
きたばるなか
（いとさんごう）

こうえん 北原一丁目 2,500 ㎡

街区 九大新町 公園 きゅうだいしんまち こうえん 九大新町3-1 2,499 ㎡

公園名（ふりがな） 面　積
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幼児 ククサ 公園 くくさ こうえん 石丸二丁目50-12 101 ㎡

幼児 九郎丸 公園 くろうまる こうえん 泉一丁目1132-16 126 ㎡

街区 桑原 公園 くわばら こうえん 大字桑原731-4 1,672 ㎡

街区 玄界島 公園 げんかいじま こうえん
大字玄界島1-25，1-34，80-6，80-17，
33-18

2,616 ㎡

街区 小松原 公園 こまつばら こうえん 生の松原二丁目1339-1 991 ㎡

幼児 小松原西 公園 こまつばらにし こうえん 生の松原三丁目1283-3 783 ㎡

さ行

種　別 所　　　在　　　地

街区
西都南
（伊都7号）

公園
さいとみなみ
（いとななごう）

こうえん 西都二丁目 2,259 ㎡

幼児 鹿町 公園 しかまち こうえん 福重三丁目332-24 310 ㎡

街区 下新田 公園 しもしんでん こうえん 横浜三丁目301 1,249 ㎡

街区 下山門1号 公園 しもやまといちごう こうえん 下山門一丁目552-1 1,120 ㎡

都市
緑地

下山門１号 緑地 しもやまといちごう りょくち 下山門一丁目353-9　外 1,373 ㎡

街区 下山門北 公園 しもやまときた こうえん 下山門三丁目460-1 1,617 ㎡

幼児 下山門５号 公園 しもやまとごごう こうえん 下山門四丁目789-2 203 ㎡

幼児 下山門3号 公園 しもやまとさんごう こうえん 下山門三丁目428-3 204 ㎡

街区 下山門中央 公園 しもやまとちゅうおう こうえん
下山門団地860-14，868-2，870-2，
1012-2，1024-3

8,018 ㎡

街区 下山門2号 公園 しもやまとにごう こうえん 下山門一丁目397-3 1,008 ㎡

街区 下山門西 公園 しもやまとにし こうえん 生の松原四丁目1707-235　外 1,718 ㎡

幼児 下山門４号 公園 しもやまとよんごう こうえん 下山門三丁目464-3 105 ㎡

幼児 十郎川団地 公園 じゅうろうがわだんち こうえん 十郎川団地266-18 783 ㎡

都市
緑地

拾六町 緑地 じゅうろくちょう りょくち 拾六町三丁目768-21，768-24，417-2 516 ㎡

幼児 拾六町1号 公園
じゅうろくちょういちご
う

こうえん 拾六町四丁目621-129 676 ㎡

街区 拾六町中 公園 じゅうろくちょうなか こうえん 拾六町四丁目675-97，689-3 2,813 ㎡

幼児 拾六町2号 公園 じゅうろくちょうにごう こうえん 拾六町二丁目390-6 122 ㎡

街区 拾六町東 公園 じゅうろくちょうひがし こうえん 拾六町三丁目553-2 1,170 ㎡

街区 拾六町南 公園 じゅうろくちょうみなみ こうえん 拾六町四丁目809-1 2,225 ㎡

幼児 城の原 公園 じょうのはる こうえん 上山門二丁目1602-3 600 ㎡

街区 城の原南 公園 じょうのはるみなみ こうえん 上山門一丁目497-1 5,405 ㎡

街区 神功町 公園 じんこうちょう こうえん 小戸四丁目1538-1 1,332 ㎡

街区 神功町西 公園 じんこうちょうにし こうえん 小戸五丁目1658-3 1,059 ㎡

街区 新室見 公園 しんむろみ こうえん 福重五丁目816-4 1,075 ㎡

幼児 周船寺1号 公園 すせんじいちごう こうえん 大字周船寺133-5 941 ㎡

街区 周船寺北 公園 すせんじきた こうえん 周船寺三丁目47-9，49-5，50 1,091 ㎡

幼児 周船寺3号 公園 すせんじさんごう こうえん 周船寺三丁目1-12 109 ㎡

街区 周船寺中 公園 すせんじなか こうえん 周船寺一丁目592-1，592-2 1,150 ㎡

幼児 周船寺2号 公園 すせんじにごう こうえん 周船寺三丁目90-2 121 ㎡

幼児 周船寺東 公園 すせんじひがし こうえん 周船寺三丁目381-19 277 ㎡

公園名（ふりがな） 面　積
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幼児 周船寺4号 公園 すせんじよんごう こうえん 周船寺三丁目 415 ㎡

墓園 西部 霊園 せいぶ れいえん 大字羽根戸733-2外 145,000 ㎡

運動 西部運動 公園 せいぶうんどう こうえん 大字飯盛109-1外 110,999 ㎡

街区 千里 公園 せんり こうえん 大字千里448-11 1,359 ㎡

幼児 千里台 公園 せんりだい こうえん 大字千里470-8,470-45 699 ㎡

街区 千里中 公園 せんりなか こうえん 大字千里341-1 2,260 ㎡

街区 千里西 公園 せんりにし こうえん 大字千里800 1,989 ㎡

た行

種　別 所　　　在　　　地

幼児 高崎 公園 たかさき こうえん 上山門三丁目1078-53 315 ㎡

近隣 田尻中央 公園 たじりちゅうおう こうえん 富士見二丁目283 10,100 ㎡

街区 田尻中 公園 たじりなか こうえん 大字田尻356-1 2,270 ㎡

街区 田尻西 公園 たじりにし こうえん 富士見一丁目1388-1外 1,791 ㎡

街区 田尻南 公園 たじりみなみ こうえん 田尻一丁目112 1,998 ㎡

幼児 道隈 公園 どうぐま こうえん 野方二丁目369 436 ㎡

幼児 道隈1号 公園 どうぐまいちごう こうえん 野方二丁目296-2 879 ㎡

幼児 道隈2号 公園 どうぐまにごう こうえん 野方二丁目377-62 124 ㎡

街区 道隈西 公園 どうぐまにし こうえん 野方二丁目377-41 8,724 ㎡

街区 戸切 公園 とぎれ こうえん
戸切三丁目108-3，108-4，109-2，
108-2,     113-3, 113-4

3,484 ㎡

街区 徳永 公園 とくなが こうえん 大字徳永664-1，665-9 4,204 ㎡

街区 徳永北 公園 とくながきた こうえん 大字徳永443-14，503-2，505-4 5,426 ㎡

都市
緑地

徳永南 公園 とくながみなみ こうえん
大字徳永397-17，400-2，402-14　大
字女原366-17

38,546 ㎡

街区 豊浜 公園 とよはま こうえん 豊浜二丁目13 7,889 ㎡

都市
緑地

豊浜 緑地 とよはま りょくち 豊浜一丁目23外 6,231 ㎡

な行

種　別 所　　　在　　　地

近隣 長垂 公園 ながたれ こうえん 今宿青木1111-6　外 17,276 ㎡

近隣 長垂海浜 公園 ながたれかいひん こうえん 今宿駅前一丁目1120-9，1120-299 30,833 ㎡

幼児 中原 公園 なかはら こうえん 野方三丁目245-2 251 ㎡

幼児 中町 公園 なかまち こうえん 大字田尻162-36 761 ㎡

街区 名柄 公園 ながら こうえん 小戸一丁目2497-16 1,480 ㎡

街区 西ノ浦 公園 にしのうら こうえん 大字西浦1065-14 1,369 ㎡

幼児 西ノ浦岡 公園 にしのうらおか こうえん 大字西浦1020-1 340 ㎡

近隣 西の丘中央 公園 にしのおかちゅうおう こうえん 西の丘三丁目162 9,999 ㎡

街区 西の丘南 公園 にしのおかみなみ こうえん 西の丘一丁目36, 1006 3,408 ㎡

街区 野方 公園 のかた こうえん 野方一丁目506-2 1,222 ㎡

幼児 野方1号 公園 のかたいちごう こうえん 野方二丁目18-11 170 ㎡

都市
緑地

野方１号 緑地 のかたいちごう りょくち 野方五丁目1098-318 197 ㎡

公園名（ふりがな） 面　積

公園名（ふりがな） 面　積



福岡市西区公園一覧表（あいうえお順）

街区 野方打ヶ浦 公園 のかたうちがうら こうえん 野方六丁目690-59 3,970 ㎡

幼児 野方９号 公園 のかたきゅうごう こうえん 野方六丁目615-6 134 ㎡

幼児 野方5号 公園 のかたごごう こうえん 野方二丁目416-25 474 ㎡

幼児 野方3号 公園 のかたさんごう こうえん 野方四丁目1098-238 925 ㎡

街区 野方台 公園 のかただい こうえん 野方五丁目898-48 1,954 ㎡

近隣 野方中央 公園 のかたちゅうおう こうえん 野方五丁目529-1　外 20,357 ㎡

幼児 野方塚原 公園 のかたつかはら こうえん 野方四丁目1052-18 274 ㎡

幼児 野方7号 公園 のかたななごう こうえん 野方六丁目577-21 205 ㎡

幼児 野方2号 公園 のかたにごう こうえん 野方五丁目1098-134 266 ㎡

街区 野方西 公園 のかたにし こうえん 近隣公園（野方中央公園）の一部 ㎡

街区 野方萩ヶ丘北 公園 のかたはぎがおかきた こうえん 野方三丁目247-58 1,865 ㎡

街区 野方萩ヶ丘南 公園 のかたはぎがおかみなみ こうえん 野方三丁目244-57 1,434 ㎡

幼児 野方8号 公園 のかたはちごう こうえん 野方六丁目690－113 707 ㎡

街区 野方東 公園 のかたひがし こうえん 野方五丁目1030-23 1,347 ㎡

街区 野方藤ヶ丘北 公園 のかたふじがおかきた こうえん 野方三丁目216-93 2,322 ㎡

街区 野方藤ヶ丘南 公園 のかたふじがおかみなみ こうえん 野方三丁目610-82 1,335 ㎡

街区 野方南 公園 のかたみなみ こうえん 野方五丁目952-19 1,967 ㎡

幼児 野方4号 公園 のかたよんごう こうえん 野方二丁目384-34 575 ㎡

幼児 野方6号 公園 のかたろくごう こうえん 野方二丁目387-8 93 ㎡

風致 能古の島 公園 のこのしま こうえん 能古1608-51外 11,981 ㎡

は行

種　別 所　　　在　　　地

街区 橋本 公園 はしもと こうえん 橋本二丁目734-5，1137-2 1,240 ㎡

幼児 橋本1号 公園 はしもといちごう こうえん 橋本二丁目1208-59 690 ㎡

街区 橋本南 公園 はしもとみなみ こうえん 橋本二丁目３１０ 1,946 ㎡

街区 林田 公園 はやしだ こうえん 横浜三丁目268 2,871 ㎡

幼児 平底 公園 ひらそこ こうえん 近隣公園（野方中央公園）の一部 ㎡

街区 平田 公園 ひらた こうえん 大字飯氏921-4 1,360 ㎡

街区 福重 公園 ふくしげ こうえん 福重三丁目331-8 1,008 ㎡

幼児 福重1号 公園 ふくしげいちごう こうえん 福重三丁目340-15 656 ㎡

街区 福重北 公園 ふくしげきた こうえん 福重四丁目186-12 1,540 ㎡

幼児 福重3号 公園 ふくしげさんごう こうえん 福重三丁目299-2 105 ㎡

幼児 福重2号 公園 ふくしげにごう こうえん 福重四丁目248-17 92 ㎡

街区 福重東 公園 ふくしげひがし こうえん 福重団地104-4，789-8 2,397 ㎡

都市
緑地

富士見１号 緑地 ふじみいちごう りょくち 富士見一丁目68 100 ㎡

都市
緑地

富士見２号 緑地 ふじみにごう りょくち 富士見三丁目177 180 ㎡

街区 富士見西 公園 ふじみにし こうえん 富士見一丁目181 1,338 ㎡

公園名（ふりがな） 面　積



福岡市西区公園一覧表（あいうえお順）

ま行

種　別 所　　　在　　　地

街区 牧の神 公園 まきのかみ こうえん 大字能古1622-3，7 7,866 ㎡

幼児 松本 公園 まつもと こうえん 今宿東一丁目55-12 136 ㎡

幼児 水ヶ元 公園 みずがもと こうえん 生の松原一丁目1043-40 205 ㎡

幼児 緑町 公園 みどりまち こうえん 今津4807-107 797 ㎡

街区 都町 公園 みやこまち こうえん 内浜二丁目1303-1 1,190 ㎡

街区 宮の浦 公園 みやのうら こうえん
大字宮浦2127-4，2132-4，2134-
4,2145-2,2151-3

2,363 ㎡

街区 女原 公園 みょうばる こうえん 大字女原56-1，59-1 4,079 ㎡

幼児 女原1号 公園 みょうばるいちごう こうえん 大字女原279-5,396-5 117 ㎡

都市
緑地

室見が丘 緑地 むろみがおか りょくち 大字金武71-146　外 4,552 ㎡

近隣 室見が丘中央 公園 むろみがおかちゅうおう こうえん 大字金武70-6 11,045 ㎡

街区 室見が丘西 公園 むろみがおかにし こうえん 大字金武71-14 1,296 ㎡

街区 室見が丘東 公園 むろみがおかひがし こうえん 大字西入部294-82，422-59 1,445 ㎡

街区 室見が丘南 公園 むろみがおかみなみ こうえん 室見が丘三丁目149-2，345-17 1,228 ㎡

運動 室見川 緑地 むろみがわ りょくち 橋本一丁目797地先から姪浜町121地先まで 158,611 ㎡

緑道 室見川河畔 公園 むろみがわかはん こうえん
戸切一丁目，橋本一丁目，橋本二丁目,
大字羽根戸

30,301 ㎡

街区 姪浜 公園 めいのはま こうえん 姪の浜駅南四丁目199-1 1,478 ㎡

幼児 姪浜1号 公園 めいのはまいちごう こうえん 愛宕南２丁目152-10 107 ㎡

都市
緑地

姪浜1号 緑地 めいのはまいちごう りょくち 愛宕浜四丁目5034 5,133 ㎡

街区 姪浜北 公園 めいのはまきた こうえん 姪の浜三丁目3646-2 868 ㎡

幼児 姪浜5号 公園 めいのはまごごう こうえん 姪の浜四丁目5003-53 510 ㎡

幼児 姪浜3号 公園 めいのはまさんごう こうえん 姪の浜二丁目3921-25 320 ㎡

近隣 姪浜中央 公園 めいのはまちゅうおう こうえん 姪の浜駅南二丁目700-1 11,599 ㎡

街区 姪浜当方 公園 めいのはまとうぼう こうえん 姪の浜六丁目2898-1 1,132 ㎡

街区 姪浜中 公園 めいのはまなか こうえん 姪の浜駅南三丁目86 1,000 ㎡

幼児 姪浜2号 公園 めいのはまにごう こうえん 姪の浜六丁目2683-1 623 ㎡

街区 姪浜東 公園 めいのはまひがし こうえん 姪の浜二丁目3788-16 1,067 ㎡

街区 姪浜南 公園 めいのはまみなみ こうえん 姪の浜駅南二丁目264 2,000 ㎡

街区 姪浜明治通 公園 めいのはまめいじどおり こうえん 姪の浜一丁目446-1，447-2 1,112 ㎡

幼児 姪浜4号 公園 めいのはまよんごう こうえん 愛宕南二丁目148-2 102 ㎡

幼児 姪浜6号 公園 めいのはまろくごう こうえん 姪の浜二丁目3803-5 157 ㎡

街区 元岡 公園 もとおか こうえん 大字元岡2561-2 外 5,948 ㎡

街区 元浜 公園 もとはま こうえん 元浜一丁目33-2 2,400 ㎡

や行

種　別 所　　　在　　　地

幼児 柳 公園 やなぎ こうえん 上山門一丁目1107-9 95 ㎡

街区 山ノ上 公園 やまのうえ こうえん 上山門二丁目1043-2 1,316 ㎡

公園名（ふりがな） 面　積

公園名（ふりがな） 面　積



福岡市西区公園一覧表（あいうえお順）

近隣
山ノ鼻古墳
（西都中央）

公園
やまのはなこふん
（さいとちゅうおう）

こうえん 徳永北 ㎡

幼児 横浜 公園 よこはま こうえん 横浜二丁目1810-24 442 ㎡

幼児 横浜1号 公園 よこはまいちごう こうえん 横浜二丁目1868-29 146 ㎡

街区 横浜北 公園 よこはまきた こうえん 横浜二丁目1435-44 1,532 ㎡

街区 横浜西 公園 よこはまにし こうえん 横浜一丁目291 3,913 ㎡

街区 横浜南 公園 よこはまみなみ こうえん 横浜一丁目128 1,050 ㎡

街区 吉武 公園 よしたけ こうえん 大字吉武287-1 2,000 ㎡

街区 吉武南 公園 よしたけみなみ こうえん 大字吉武 1,314 ㎡


