
ＮＯ 公　園　名 自治会名 ＮＯ 公　園　名 自治会名
1 獅子ケ丘第１公園 獅子ヶ丘自治会 106 辻町第１公園 辻町東自治会

2 獅子ケ丘第２公園 獅子ヶ丘自治会 107 辻町第２公園 辻町東自治会

3 ほたるだに公園 宮方自治会 108 辻町第３公園 辻町自治会

4 ひかりが丘第１児童公園 ひかりが丘自治会 109 辻町第４公園 辻町ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ自治会

5 ひかりが丘第２児童公園 ひかりが丘自治会 110 辻町第５公園 辻町北自治会

6 鹿ノ台東公園 鹿ノ台自治連合会 111 辻町第６公園 辻町北自治会

7 鹿ノ台西公園 鹿ノ台自治連合会 112 辻町第７公園　 辻町阪奈自治会

8 鹿ノ台かしの木公園 鹿ノ台自治連合会 113 辻町第８公園 辻町自治会

9 鹿ノ台相模公園 鹿ノ台自治連合会 114 辻町第９公園 辻町自治会

10 鹿ノ台南公園 鹿ノ台自治連合会 115 辻町第１０公園 辻町自治会

11 鹿ノ台いちょう公園 鹿ノ台自治連合会 116 辻町第１１公園 辻町自治会

12 鹿ノ台木蓮寺公園 鹿ノ台自治連合会 117 辻町第12公園 辻町自治会

13 鹿ノ台北公園 鹿ノ台自治連合会 118 辻町第１3公園 辻町自治会

14 鹿ノ台けやき公園 鹿ノ台自治連合会 119 谷田いきいき公園 谷田町自治会

15 鹿ノ台こぶし公園 鹿ノ台自治連合会 120 谷田ひがし公園 谷田町自治会

16 鹿ノ台くすのき公園 鹿ノ台自治連合会 121 山崎第１公園 ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ東生駒自治会

17 鹿ノ台みずき公園 鹿ノ台自治連合会 122 山崎第２公園 生駒ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝｼｮﾝ自治会

18 美鹿の台北公園 美鹿の台自治会 123 山崎町公園 山崎町自治会

19 美鹿の台南公園 美鹿の台自治会 124 東新町児童公園 東新町自治会

20 白庭台北公園 白庭台自治会 125 元町広場 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙｸﾗｳﾞｨｴ生駒自治会

21 白庭台西公園 白庭台自治会 126 旭ヶ丘第１公園 西旭ヶ丘自治会

22 白庭台南公園 白庭台自治会 127 旭ヶ丘第2公園 西旭ヶ丘自治会

23 コモ谷西公園 上町台自治会 128 旭ヶ丘第3公園 エスリード生駒管理組合
24 コモ谷東公園 上町台自治会 129 旭ヶ丘第4公園 西旭ヶ丘自治会

25 真弓２丁目公園 真弓2丁目自治会 130 新旭ヶ丘さんかく公園 新旭ヶ丘自治会

26 真弓ライオン公園 真弓南自治会 131 軽井沢児童公園 軽井沢町自治会

27 真弓４丁目公園 真弓4丁目自治会 132 軽井沢北公園 軽井沢町自治会

28 真弓１丁目公園 真弓1丁目自治会 133 門前参道公園 門前町自治会

29 真弓少年スポーツ公園 真弓4丁目自治会 134 東生駒北第１公園 東生駒自治会

30 真弓さんかく公園 真弓南自治会 135 東生駒北第２公園 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ東生駒管理組合

31 真弓コスモス公園 真弓南自治会 136 東生駒北第３公園 ﾈｵﾊｲﾂ東生駒Ⅱ番館管理組合

32 真弓３丁目公園 真弓3丁目自治会 137 東生駒南第１公園 東生駒南自治会

33 真弓ひまわり公園 真弓南自治会 138 東生駒南第２公園 東生駒南自治会

34 北大和第１公園 北大和1丁目自治会 139 東生駒南第３公園 東生駒南自治会

35 北大和第２公園 北大和2丁目自治会 140 東生駒南第４公園 東生駒南自治会

36 北大和第３公園 北大和2丁目自治会 141 東生駒南第５公園 東生駒南自治会

37 北大和第４公園 北大和2丁目自治会 142 東生駒南第６公園 東生駒南自治会

38 北大和第５公園 北大和3丁目自治会 143 東生駒南第８公園 東生駒月見町自治会

39 北大和第６公園 北大和5丁目自治会 144 東菜畑第１公園 東菜畑北自治会

40 北大和第７公園 北大和4丁目自治会 145 東菜畑第２公園 東菜畑北自治会

41 あすか野デコボコ公園 あすか野自治会 146 東菜畑第3公園 ルネ東生駒管理組合

42 あすか野遊具の広場 あすか野自治会 147 東菜畑第４公園 東菜畑２丁目自治会

43 あすか野砂の広場 あすか野自治会 148 中菜畑第１公園 中菜畑1丁目自治会

44 あすか野西の広場 あすか野自治会 149 中菜畑第２公園 東生駒ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝｼｮﾝ自治会

45 あすか野花の広場 あすか野自治会 150 緑ケ丘第１公園 緑ヶ丘自治会

46 あすか野森の広場 あすか野自治会 151 緑ケ丘第２公園 緑ヶ丘自治会

47 あすか野北の広場 あすか野自治会 152 緑ケ丘第３公園 緑ヶ丘自治会

48 あすか野ひよこ広場 あすか野自治会 153 緑ケ丘第４公園 緑ヶ丘自治会

49 あすか台公園 あすか台自治会 154 緑ケ丘第５公園 緑ヶ丘自治会

50 南田原第１公園 星和台自治会 155 緑ヶ丘第６公園 緑ヶ丘自治会

51 南田原第２公園 新南田原自治会 156 壱分第１公園 壱分町東自治会

52 南田原第３公園 新南田原自治会 157 壱分第２公園 壱分町東自治会

53 南田原第４公園 南田原町自治会 158 壱分第３公園 壱分南自治会

54 稲倉第１公園 小明町自治会 159 壱分第４公園 壱分南自治会

55 稲倉第２公園 小明町自治会 160 壱分第５公園 壱分南自治会

56 稲倉第３公園 小明町自治会 161 壱分第６公園 壱分町東自治会

57 小明第１公園 小明町自治会 162 壱分第７公園 壱分町東自治会

58 小明第２公園 小明台自治会 163 壱分第８公園 壱分南自治会

59 小明第３公園 小明台自治会 164 壱分第９公園 壱分南自治会

60 小明第４公園 小明町自治会 165 壱分第１０公園 壱分町東自治会

61 小明第５公園 小明町自治会 166 壱分第１１公園 ﾊｰﾄﾌﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ菜畑自治会

62 小明第６公園 小明町自治会 167 壱分第12公園 壱分町東自治会

63 小明第７公園 小明町自治会 168 晴光台公園 壱分町西自治会

64 小明第８公園 小明町自治会 169 晴光台第２公園 壱分町西自治会

65 小明第９公園 ｽｺｰﾚ東生駒管理組合 170 壱分町児童公園 壱分町東自治会

66 小明第１０公園 小明町自治会 171 西壱分ふれあい公園 壱分町西自治会

67 小明第１１公園 小明町自治会 172 さつき台第１公園 さつき台自治会

68 松美台第１公園 松美台西自治会 173 さつき台第２公園 さつき台自治会

69 松美台第２公園 松美台西自治会 174 さつき台第３公園 さつき台自治会

70 松美台第３公園 松美台西自治会 175 さつき台第４公園 さつき台南自治会

71 松美台第４公園 松美台東自治会 176 さつき台第５公園 さつき台南自治会

72 生駒台北第１公園 生駒台自治会 177 さつき台第６公園 さつき台南自治会

73 生駒台北第２公園 生駒台自治会 178 さつき台第７公園 さつき台南自治会

74 生駒台南公園 生駒台自治会 179 有里西公園 有里町自治会



ＮＯ 公　園　名 自治会名 ＮＯ 公　園　名 自治会名
75 生駒台南第２公園 生駒台自治会 180 有里第１公園 ﾌﾗﾜﾘｰﾀｳﾝ生駒自治会

76 俵口児童公園 俵口町自治会 181 有里第２公園 ﾌﾗﾜﾘｰﾀｳﾝ生駒自治会

77 高見ケ丘公園 俵口町自治会高見ヶ丘班 182 有里第３公園 有里町自治会

78 俵口北第１公園 俵口町自治会別所班 183 有里第４公園 有里町自治会

79 俵口北第２公園 俵口町自治会ﾙﾈ生駒班 184 小瀬第１公園 みなみ野台自治会

80 俵口北第３公園 ｾﾝﾄﾎﾟﾘｱ生駒自治会 185 小瀬第２公園 みなみ野台自治会

81 俵口北第４公園 俵口町自治会 186 小瀬第３公園 小瀬町自治会

82 俵口南条公園 ﾗｳﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞ生駒管理組合 187 小瀬第６公園 小瀬町自治会

83 俵口南第１公園 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ生駒管理組合 188 南山手台みはらし公園 南山手台自治会

84 俵口南第２公園 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ俵口自治会 189 南山手台かえで公園 南山手台自治会

85 俵口なかよし公園 生駒台自治会 190 翠光台第１公園 翆光台自治会

86 俵口どんぐり公園 俵口町自治会別所班 191 翠光台第２公園 翆光台自治会

87 新生駒台第１公園 新生駒台自治会 192 翠光台第３公園 翆光台自治会

88 喜里が丘第１公園 喜里が丘自治会 193 青山台第１公園 青山台自治会

89 喜里が丘第２公園 喜里が丘自治会 194 青山台第２公園 青山台自治会

90 喜里が丘第３公園 喜里が丘自治会 195 青山台第３公園 青山台自治会

91 喜里が丘第４公園 南喜里が丘自治会 196 萩原町第１公園 萩原町自治会

92 喜里が丘第５公園 喜里池自治会 197 萩原町第２公園 萩原町自治会

93 喜里が丘第６公園 南喜里が丘自治会 198 小平尾児童公園 南小平尾自治会

94 喜里が丘第７公園 南喜里が丘自治会 199 梅ケ丘児童公園 南小平尾自治会

95 喜里が丘第８公園 南喜里が丘自治会 200 くぼいけ児童公園 北小平尾自治会

96 喜里が丘第９公園 南喜里が丘自治会 201 萩の台ひだまり公園 萩の台自治会

97 喜里が丘第10公園 喜里池自治会 202 萩の台第１公園 萩の台住宅地自治会

98 喜里池公園 喜里池自治会 203 萩の台第２公園 萩の台住宅地自治会

99 西松ケ丘児童公園 西松ヶ丘自治会 204 萩の台第３公園 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ萩の台自治会

100 光陽台中央公園 光陽台自治会 205 萩の台第４公園 萩の台住宅地自治会

101 光陽台東公園 光陽台自治会 206 萩の台第５公園 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄｴｽﾀ萩の台自治会

102 光陽台北公園 光陽台自治会 207 萩の台さつき公園 萩の台自治会

103 桜ケ丘公園 桜ヶ丘自治会 208 萩の台小山公園 萩の台自治会

104 桜ケ丘北公園 桜ヶ丘自治会 209 萩の台北の谷公園 萩の台自治会

105 桜ヶ丘広場 桜ヶ丘自治会 210 東山スポーツ広場　 東山町自治会


