
名称 住所 遊具

1 やまて坂北公園 ひまわり台5丁目57 1.6.9.11 ﾄ ｺ ﾍﾞ

2 やまて坂西公園 やまて坂3丁目4 1.3.6.10.11 ｺ ﾍﾞ

3 やまて坂東公園 やまて坂2丁目4 6.10.11 ﾄ ﾍﾞ

4 やまて坂南公園 やまて坂1丁目4 1.6.9.11 ﾄ ﾍﾞ

5 やまて町ちびっこ広場 山手町288-43 2.8

6 つつじ広場 山手町12 6.10 ｺ ﾍﾞ

7 東山町1丁目Ⅰちびっこ広場 東山町1-124-3 2.6.10 ﾍﾞ

8 東山町1丁目Ⅱちびっこ広場 東山町1-141-23 6 ﾍﾞ

9 東山町1丁目Ⅲちびっこ広場 東山町1-170-25 1.2.8

10 東山町1丁目Ⅳちびっこ広場 東山町1-130-4 1.8 ﾍﾞ

11 東山町2丁目Ⅰちびっこ広場 東山町2-180 2.6.8.10.11 ﾍﾞ

12 セントラル広場 南山町3-25-34 1.4.8.10.11 ﾍﾞ

13 サウス広場 南山町3-25-54 1.4.8 ﾍﾞ

14 グリーンヒルズ広場 南山町3-28-44 1.4.8.10 ﾍﾞ

15 南山町3丁目 南山町3-83-8 1 ﾍﾞ

16 根ノ鼻公園 南山町2-139 1.2.3.5.8.11.12 ﾃ ｺ ﾍﾞ

17 南山公園 南山町1-180 1.2.3.6.11.12 ｺ ﾍﾞ

18 南山町1丁目Ⅰ 南山町1-197-19 1.10 ﾍﾞ

19 西山町2丁目Ⅰ 西山町2-1-22 1.2.9 ﾍﾞ

20 西山町2丁目Ⅱ 西山町2-21-3 1.2.8 ｺ

21 西山町2丁目Ⅲ 西山町2-29-1 6 ﾍﾞ

22 西山町ちびっこ広場 西山町1-43 1.2.3.4.8 ｺ ﾍﾞ

23 西山児童遊園 西山町1-60 1.2.3.7.9

24 北山町Ⅰちびっこ広場 北山町93-3 1.2.3.4.7.8.11 ｺ ﾍﾞ

25 北山町Ⅱちびっこ広場 北山町156-42 1.2.8.10 ｺ ﾍﾞ

26 苗場町Ⅰちびっこ広場 苗場町142-3 2.6.8 ﾍﾞ

27 苗場町Ⅱちびっこ広場 苗場町51-2 1.2.3.4.8 ｺ ﾍﾞ

28 苗場町Ⅲちびっこ広場 苗場町144-7 1.8 ﾍﾞ

29 田端公園 田端町1-144 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12 ｺ ﾍﾞ

30 川西公園 川西町2-120 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12 ｺ ﾍﾞ

31 わかば公園 平町1-109 1.3.4.5.8.9.11 ﾍﾞ

32 平町公園 平町3-142 1.2.4.5.6.7.11.12 ｺ ﾍﾞ

33 效範公園 效範町1-2 1,2,4,7,8,9,11 ｺ ﾍﾞ

34 汗干ちびっこ広場 汗干町78-13 1.2 ﾍﾞ

35 瀬戸川緑地 追分町外地内 11.12 ﾍﾞ

36 小金児童遊園 小金町68-1 6 ﾍﾞ

37 小金町Ⅰちびっこ広場 小金町114-20 1.2.4.8.12 ﾍﾞ

38 小金町Ⅱちびっこ広場 小金町122-7 2.8.11 ﾍﾞ

39 東松山公園 東松山町155-9 1.2.4.8.11 ｺ ﾍﾞ

40 東松山町Ⅰちびっこ広場 東松山町351-1 1.2.8 ﾍﾞ

41 東松山町Ⅱちびっこ広場 東松山町337-12 ﾍﾞ

42 西松山町2丁目Ⅰちびっこ広場 西松山町2-230 1.2.3.8.11 ｺ ﾍﾞ

43 西松山町2丁目Ⅱちびっこ広場 西松山町2-195 1.8 ﾍﾞ

44 西松山町4丁目ちびっこ広場 西松山町4-167 1.8.11 ﾍﾞ

45 北松山町南公園 北松山町1-241 1.2.8.11 ｺ ﾍﾞ

46 北松山町東公園 北松山町2-265 1.2.5.8.11 ｺ ﾍﾞ

47 北松山公園 北松山町2-261 1.2.4.8.11 ｺ ﾍﾞ

48 上松山町1丁目ちびっこ広場 上松山町1-227 1.2.3.11.12 ｺ ﾍﾞ

49 上松山町2丁目ちびっこ広場 上松山町2-74 1.2.3.8.12 ﾍﾞ

50 交通児童館 上松山町2-466 1.10.11.12 ﾁ ﾄ ｺ ﾍﾞ

51 児童遊園地 上松山町2-466 1.2.3.4.9.11 ﾄ ﾍﾞ

52 市民公園 上本町387-1 6.11.12 ﾁ ｺ ﾍﾞ

備考

遊具

の

説明

１．すべり台 ２．ブランコ ３．柵付ブランコ

４．砂場 ５．シーソー ６．総合遊具

７．ジャングルジム ８．鉄棒 ９．うんてい

10．アニマルスイング 11．広場 12．その他

備考

の

説明

チ．駐車場 ト．トイレ テ．手洗い

コ．木陰 ベ．ベンチ シ．室内遊び

※平成28年4月時点で瀬戸市役所に登録されている公園を調査しました。

掲載されていない公園もあります。ご了承願います。
※地図の簡略化のため、主要道路、公園までの簡単な道路のみの掲載と
なっております。住所などでご確認のうえ、お出かけください。



32.平町公園

めずらしいボルダリングの壁やグラウンドがあり、

思いきり体を動かして遊べます。

4．やまて坂南公園

日当たりが良くて、とても広い公園です。

自転車の練習にも向いてます。

11．東山町2丁目Ⅰちびっこ広場

遊歩道ががあって見晴らし抜群。カラフルな

かわいい遊具があります。

さとしの
かあちゃん

あかはは

やしママ

きょうママ

ゆみママ

おはるママ

のりママ

しのママ

なかりん みわママ ことママ

28年度南山中学
ラグビー部


