
地域住民による公園清掃等管理委託募集公園一覧 「五十音順」

公園名 公園所在地 公園名 公園所在地 公園名 公園所在地
青葉台第１公園 青葉台１丁目 大森けやき公園 大森町 苦楽園二番町公園 苦楽園二番町
赤坂峠南児童遊園 名塩赤坂 大森公園 大森町 苦楽園二番町角石公園 苦楽園二番町
あざみ公園 上甲東園３丁目 霞公園 霞町 苦楽園二番町南公園 苦楽園二番町
芦原公園 芦原町 笠屋公園（東鳴尾１丁目公園） 東鳴尾町１丁目 苦楽園三番児童遊園 苦楽園三番町
芦原南公園 芦原町 山口町中野奥畑地区高架下広場 山口町中野字西奥畑 苦楽園三番南児童遊園 苦楽園三番町
愛宕山北公園 愛宕山 上大市１丁目公園 上大市１丁目 苦楽園五番児童遊園 苦楽園五番町
愛宕山南児童遊園 愛宕山 上大市4丁目公園 上大市４丁目 苦楽園五番町みどり公園 苦楽園五番町
石刎児童遊園 石刎町 上大市あおぞら公園 上大市４丁目 苦楽園くすのき公園 苦楽園五番町
泉けやき公園 泉町 上大市よりみち公園 上大市４丁目 苦楽園公園 樋之池町
いずみ東公園 泉町 神垣児童遊園 神垣町 苦楽園五番町公園 苦楽園五番町
いずみ南公園 泉町 神垣西公園 神垣町 苦楽園五番緑地 苦楽園五番町
一ヶ谷北児童遊園 一ケ谷町 神垣東公園 神垣町 苦楽園さんらく公園 苦楽園三番町
一ケ谷公園 一ケ谷町 神垣南公園 神垣町 苦楽園児童遊園 苦楽園一番町
一ケ谷四季の小径公園 一ケ谷町 上甲子園東公園 上甲子園２丁目 苦楽園しろいし公園 苦楽園三番町
一ヶ谷児童遊園 一ヶ谷町 上甲東園１丁目公園 上甲東園１丁目 苦楽園みはらし公園 苦楽園二番町
巌島児童遊園 上之町 上甲東園４丁目児童遊園 上甲東園４丁目 苦楽園四番町公園 苦楽園四番町
一本松公園 里中町２丁目 神園北公園 神園町 苦楽園六番公園 苦楽園六番町
上ケ原四番北公園 上ケ原四番町 上武庫公園 松並町 剣谷児童遊園 剣谷町
上ケ原四番公園 上ケ原四番町 上山口4丁目東公園 山口町上山口4丁目 剣谷第１公園 柏堂町
上ケ原六番公園 上ケ原六番町 上山口芝ノ垣内公園 山口町上山口１丁目 剣谷第３公園 鷲林寺南町
上ケ原十番公園 上ケ原十番町 上山口寺ノ垣内公園 山口町上山口１丁目 剣谷第４公園 鷲林寺南町
上ケ原八番公園 上ケ原八番町 上山口登り尾児童遊園 山口町上山口 剣谷第５公園 剣谷町
上田北公園 上田西町 上葭原公園 上葭原町 剣谷第６公園 剣谷町
上田第１公園 上田西町 上葭原西公園 上葭原町 甲子園九番町公園 甲子園九番町
上田第２公園 上田西町 柏堂公園 柏堂町 甲子園口北公園 甲子園口北町
上田東第2公園 上田東町 柏堂ひだまり公園 柏堂町 甲子園中公園 南甲子園１丁目
海辺の道公園 西宮浜４丁目 柏堂南児童遊園 柏堂町（及び剣谷町） 甲子園東公園 南甲子園１丁目
枝川西公園 枝川町 神呪公園 神呪町 甲東園１丁目公園 甲東園１丁目
老松児童遊園 老松町 菊谷公園 菊谷町 甲東園駅前公園 甲東園１丁目
老松台児童遊園 老松町 木津山公園 木津山町 甲陽園西山公園 甲陽園西山町
老松町南公園 老松町 金仙寺児童遊園 山口町金仙寺字北山 甲陽園西山児童遊園 甲陽園西山町
大谷公園 大谷町 国見台西公園 国見台5丁目 甲陽園本庄児童遊園 甲陽園本庄町
大谷南公園 大谷町 国見台南公園 国見台3丁目 甲陽園若江公園 甲陽園若江町
大谷わかくさ公園 大谷町 熊野公園 熊野町 こしきいわ銀水橋公園 甑岩町
大塚ましかく公園 津門大塚町 熊野南公園 熊野町 寿児童遊園 寿町
大浜公園 下葭原町 雲井児童遊園 雲井町 木ノ元中縦高架下児童遊園 塩瀬町名塩
大森北公園 大森町 苦楽園二番町公園 苦楽園二番町 木ノ元南公園 塩瀬町生瀬字当田



公園名 公園所在地 公園名 公園所在地 公園名 公園所在地
小松西児童遊園 小松西町２丁目 高座南公園 高座町 西宮浜北公園 西宮浜１丁目
西福公園 西福町 高須町ゆりのき公園 高須町１丁目 西宮浜中公園 西宮浜１丁目
坂本公園 鷲林寺１丁目 高須東公園さくらの広場 高須町１丁目 西宮浜南公園 西宮浜２丁目
さくら公園 西宮浜４丁目 高塚北公園 高塚町 西平児童遊園 西平町
さくら台西公園 名塩さくら台４丁目 高松公園 高松町 西山第１公園 甲陽園西山町
さくら台東公園 名塩さくら台１丁目 田近野公園 田近野町 西山第２公園 甲陽園西山町
さくら台南公園 名塩さくら台４丁目 田近野西公園 田近野町 西山第3公園 甲陽園西山町
桜谷公園 桜谷町 巽公園 今津巽町 西山第4公園 甲陽園西山町
山王おおいし公園 甲陽園山王町 段上４丁目東公園 段上４丁目 西山ゆうひ公園 甲陽園西山町
山王公園 甲陽園山王町 段上北公園 段上町６丁目 野田児童遊園 越水町
山王西公園 甲陽園山王町 段上若宮八幡児童遊園 段上町１丁目 羽衣ぼだいじゅ公園 羽衣町
山王東公園 甲陽園山王町 津田公園 津田町 廿日田公園 名来１丁目
山王山公園 甲陽園山王町 天道公園 天道町 花の峯児童遊園 花の峯
塩瀬宮ノ谷公園 東山台５丁目 中谷公園 上甲東園２丁目 花の峯第２公園 花の峯
獅子ケ口児童遊園 獅子ケ口町 中殿北公園 中殿町 浜甲子園いこい公園 浜甲子園２丁目
下大市西児童遊園 下大市西町 名塩石坂公園 塩瀬町名塩字石坂 浜田公園 甲子園六石町
下大市東公園 下大市東町 名塩ガーデン公園 塩瀬町名塩字丸尾 春風公園 甲子園春風町
下山口公園 山口町下山口２丁目 名塩山荘北公園 名塩山荘 東浦公園 甲子園口北町
夙川台公園 柏堂町 名塩山荘口公園 名塩山荘 東川親水北公園 森下町
照寂公園 鳴尾町２丁目 名塩山荘南公園 名塩山荘 東川親水中公園 森下町
城山南公園 城山 名塩児童遊園 塩瀬町名塩字中山 東口児童遊園 染殿町
新池北公園 高座町 名塩東垣内公園 塩瀬町名塩字東垣内 東山台北公園 東山台３丁目
新池南児童遊園 高座町 名塩平成台東公園 名塩平成台 東山大師道公園 甲陽園東山町
新幹線高架下４号児童遊園 上大市１丁目 名塩南台北公園 名塩南台１丁目 東山台東公園 東山台２丁目
新幹線高架下５号児童遊園 上大市１丁目 名塩南台西公園 名塩南台２丁目 東山台南公園 東山台２丁目
神祇官公園 神祇官町 名塩南台東公園 名塩南台１丁目 東山弥生公園 甲陽園東山町
神祇官南公園 神祇官町 名塩南台南公園 名塩南台４丁目 毘沙門公園 毘沙門町
新生瀬大橋高架下児童遊園 生瀬町１丁目 ナシオン広場 東山台１丁目 ひなぎく公園 上甲東園３丁目
すみれ台中央公園 すみれ台２丁目 なでしこ公園 上甲東園３丁目 樋之池東公園 樋之池町
すみれ台西公園 すみれ台３丁目 生瀬2丁目公園 生瀬町2丁目 樋之池南公園 樋之池町
すみれ台東公園 すみれ台１丁目 生瀬東武庫川公園 生瀬東町 日之出大師道公園 甲陽園日之出町
そよかぜ大島公園 大島町ﾎｶ 生瀬武庫川公園 生瀬武庫川町 日之出町桜公園 甲陽園日之出町
大社町公園 大社町 南郷山公園 南郷町 日野南公園 日野町
高木東第１公園 高木東町 仁川６丁目小径児童遊園 仁川町６丁目 広田山北公園 大社町
高木東第３公園 高木東町 仁川公園 仁川町４丁目 深谷公園 深谷町
高座北公園 高座町 仁川古墳公園 仁川町６丁目 深谷児童遊園 深谷町
高座第１公園 高座町 仁川町２丁目児童遊園 仁川町２丁目 二葉北公園 今津二葉町
高座第２公園 高座町 仁川百合野児童遊園 仁川百合野町 船坂公園 山口町船坂字平井



公園名 公園所在地 公園名 公園所在地
古川町公園 古川町 山田東公園 上ヶ原山田町
豊年公園 甲子園口４丁目 山畑公園 上甲東園１丁目
豊楽公園 豊楽町 弓場公園 弓場町
前浜東公園 前浜町 湯元公園 湯元町
松井児童遊園 松山町 六軒北公園 六軒町
松生公園 松生町 六軒町団地児童遊園 六軒町
松ケ丘公園 松ケ丘町 若草町２丁目公園 若草町２丁目
松ケ本公園 上甲東園１丁目 若山公園 若山町
松ケ本北公園 上甲東園１丁目 若山はちまん公園 若山町
松谷公園 老松町
松並北公園 松並町
松原公園 松原町
松原ちびっこ公園 松原町
丸橋西公園 丸橋町
丸橋東公園 丸橋町
丸橋南公園 丸橋町
南甲子園公園 南甲子園３丁目
宮前酒蔵公園 宮前町
武庫川ランプ下児童遊園 武庫川町
武庫開公園 鳴尾町２丁目
名神高架下１号児童遊園 今津曙町
名神高架下３号児童遊園 大屋町
名神高架下４号児童遊園 熊野町
名神高架下５号児童遊園 松並町
名神高架下６号児童遊園 今津上野町
名神高架下８号児童遊園 熊野町
門前公園 門前町
門戸公園 下大市東町
門戸高架下東児童遊園 野間町
門戸荘児童遊園 門戸荘
門戸西町児童遊園 門戸西町
門戸東町みなみ公園 門戸東町
山口下芦原公園 山口町上山口３丁目
山口春道公園 山口町下山口５丁目
山口樋ノ谷公園 山口町上山口４丁目
山口夫婦松公園 山口町上山口２丁目
山田公園 上ケ原山田町
山田西公園 上ヶ原山田町


