
愛護会のある公園 2021年10月1日現在

公園名 愛護会名

あ 青葉公園 青葉公園愛護会

赤坂公園 赤坂公園愛護会

い いけのかしら公園 いけのかしら公園愛護会

砥上公園 砥上公園愛護会

石川一の坪公園 いちのつぼ公園愛護会

石名坂公園 石名坂公園愛護会

石名坂第三公園 ココタウン公園愛護会

石原谷公園 石原谷公園愛護会

伊勢山緑地（伊勢山公園） ハローいせやま公園愛護会

一色公園 一色公園愛護会

稲荷中郷公園 稲荷中郷公園愛護会

犬久保公園 犬久保公園愛護会

今田公園 今田公園愛護会

入町まちかど公園 入町まちかど公園愛護会

う 後河内公園 後河内公園愛護会

内田公園 内田公園愛護会

え 駅前町公園 辻堂駅前町公園愛護会

遠藤丸山 遠藤丸山公園愛護会

お 狼谷公園 狼谷公園愛護会

大台公園 大台公園愛護会

大塚戸公園 大塚戸公園愛護会

大原公園 大原公園愛護会

小栗塚公園 小栗塚公園愛護会

御幣公園 藤が岡御幣公園愛護会

御幣下公園 御幣下公園愛護会

か 海南公園 海南公園愛護会

鍛冶山公園 鍛冶山公園愛護会

柏木公園 柏木公園愛護会

柏山公園 柏山公園愛護会

片瀬５丁目まちかど公園 片瀬五丁目まちかど公園愛護会

片瀬山北公園 片瀬山北公園愛護会

片瀬山西公園 片瀬山西公園愛護会

片瀬山東公園 片瀬山東公園愛護会

片瀬山南公園 片瀬山南公園愛護会

上高倉公園 上高倉公園愛護会

上西原公園 上西原公園愛護会

上藤が谷公園 上藤が谷公園愛護会

上谷台公園 上谷台公園愛護会

上谷戸公園 上谷戸公園愛護会

上谷戸第三公園 上谷戸公園愛護会

上谷戸第二公園 上谷戸公園愛護会

亀井野公園 亀井野公園愛護会

柄沢公園 柄沢公園愛護会

烏森公園 烏森公園愛護会

がる池東公園 南蛙池・がる池東公園愛護会

1/4



公園名 愛護会名

か 川名森久公園 パークアリーナ公園愛護会

川名森久第二公園 川名森久第二公園愛護会

勘久公園 勘久公園愛護会

神台北公園 神台北・まちかど公園愛護会

神台公園 シークロス公園愛護会

神台まちかど公園 神台北・まちかど公園愛護会

観音上公園 並木台観音上公園愛護会

き 北窪公園 サンシニアクラブ　北窪公園愛護会

北永山公園 北永山公園愛護会

北原公園 北原公園愛護会

桐谷公園 桐ヶ谷公園愛護会

く 鵠沼桜が岡公園 鵠沼桜が岡公園愛護会

鵠沼松が岡公園 鵠沼松が岡公園愛護会

葛原公園 葛原公園愛護会

久根下公園 久根下公園愛護会

鞍骨公園 並木台くらぼね公園愛護会

こ 鯉ヶ淵公園 鯉ヶ淵公園愛護会

小糸公園 小糸公園愛護会

小糸台公園 小糸台公園愛護会

御所ケ谷緑地 御所ケ谷緑地公園愛護会

小塚公園 小塚（鶴巻）公園愛護会

小塚東公園 小塚東公園愛護会

御殿辺公園 御殿辺公園愛護会

駒寄公園 駒寄公園愛護会

さ 坂下公園 坂下公園愛護会

桜小路公園 桜小路公園愛護会

桜新道公園予定地 桜新道公園愛護会

三角公園 三角公園愛護会

三屋道公園 三屋道公園愛護会

し 椎名谷公園 椎名谷公園愛護会

椎の実公園 椎の実公園愛護会

渋谷ケ原公園 渋谷ヶ原公園愛護会

渋谷の里公園 渋谷の里公園愛護会

下土棚公園 下土棚公園愛護会

下ノ根第一公園 下ノ根第一公園愛護会

下ノ根第二公園 下ノ根第二公園愛護会

下原公園 下原公園愛護会

下藤ケ谷公園 下藤ヶ谷公園愛護会

十二天公園 十二天公園愛護会

菖蒲沢公園 菖蒲沢公園愛護会

白旗廻り第二公園 白旗廻り第二公園愛護会

新町公園 新町公園愛護会

せ 善行公園 善行公園愛護会

善行南公園 善行南公園愛護会

た 第一伊勢山辺公園 伊勢山辺公園愛護会

大鋸公園 大鋸公園愛護会
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た 大鋸外原公園 大鋸外原公園愛護会

大鋸丸山公園 大鋸丸山公園愛護会

大源太公園 大源太公園愛護会

大黒橋小公園 大黒橋小公園愛護会

大道東公園 大道東公園愛護会

太平台公園 太平台公園愛護会

台谷公園 台谷公園愛護会

太洋公園 太洋公園愛護会

高倉公園 高倉公園愛護会

高砂公園 高砂公園愛護会

高谷下公園 高谷下公園愛護会

高谷第二公園 高谷第二公園愛護会

滝の上公園 滝の上公園愛護会

田島山公園 田島山公園愛護会

橘公園 橘公園愛護会

ち 秩父公園 ちちぶ公園愛護会

長後第一公園 さいかち公園愛護会

長後谷戸公園 長後谷戸公園愛護会

つ 辻堂砂場公園 辻堂砂場公園愛護会

辻堂東海岸二丁目緑地 辻堂東海岸二丁目公園愛護会

土打公園 土打公園愛護会

て 天岳公園 天岳公園愛護会

天神公園 天神公園愛護会

と 堂面第二公園 湘平の森公園愛護会

外原公園 外原公園愛護会

な 中原公園 中原公園愛護会

中丸公園 中丸公園愛護会

に 聶耳記念広場 ニエ・アル記念公園愛護会

西犬久保公園 西犬久保公園愛護会

西方公園 西方公園愛護会

錦公園 錦公園愛護会

西小ケ谷公園 西小ヶ谷公園愛護会

西谷公園 西谷公園愛護会

西羽根沢公園 羽根沢公園愛護会

西浜公園 西浜公園愛護会

西原まちかど公園 西方町内会公園愛護会

西不動前公園 西不動前公園愛護会

西横須賀公園 西横須賀公園愛護会

は 初多良公園 初多良公園愛護会

羽鳥うちこし公園 羽鳥打越公園愛護会

花沢公園 花沢公園愛護会

花ノ木公園 花ノ木公園愛護会

浜見山公園 浜見山公園愛護会

原谷公園 原谷公園愛護会

ひ 東奥田公園 東奥田公園愛護会

東小ケ谷公園 東小ヶ谷公園愛護会
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ひ 東羽根沢公園 羽根沢公園愛護会

東山田公園 東山田公園愛護会

東横須賀まちかど公園 東横須賀まちかど公園愛護会

引地川緑地（龍宮橋付近） 花清会

ふ 富士公園 富士公園愛護会

藤が谷公園 藤が谷公園愛護会

藤沢駅南口緑のシンボルゾーン みどりのシンボルゾーン公園愛護会

不動前第三公園 Ｊタウン湘南ヒルズ公園愛護会

不動前第二公園 Ｊタウン湘南ヒルズ公園愛護会

舟地蔵公園 舟地蔵公園愛護会

ほ 宝珠公園 宝珠公園愛護会

本町四丁目公園 本町四丁目公園愛護会

ま 松が岡５丁目緑地 松が岡５丁目緑地公園愛護会

丸石公園 丸石公園愛護会

丸岡公園 丸岡公園愛護会

み 翠ヶ丘公園 翠ヶ丘公園愛護会

南蛙池公園 南蛙池・がる池東公園愛護会

南仲通り公園 南仲通り公園愛護会

南永山公園 南永山公園愛護会

南山公園 南山公園愛護会

弥勒寺公園 弥勒寺公園愛護会

む 六会駅前公園 六会駅前公園愛護会

村岡城址公園 村岡城址公園愛護会

や 矢端公園 矢端公園愛護会

山田公園 山田公園愛護会

矢向公園 矢向公園愛護会

よ 四ツ辻公園 四ツ辻公園愛護会

四ツ谷公園 四ツ谷公園愛護会

わ 若尾山公園 若尾山公園愛護会

若葉公園 辻堂東海岸二丁目公園愛護会

渡内公園 渡内公園愛護会
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