
鹿児島市公園施設長寿命化計画　対象公園

番号 種  別 公  園  名 番号 種  別 公  園  名

1 街区 荒田公園 57 地区 甲突川左岸緑地

2 近隣 伊敷中央公園 58 街区 皇徳寺あすなろ公園

3 街区 一本桜公園 59 街区 皇徳寺北公園

4 街区 入来公園 60 街区 皇徳寺くらら城公園

5 都市緑地 上荒田の杜公園 61 近隣 皇徳寺グランド公園

6 街区 上園公園 62 街区 皇徳寺しいの木公園

7 街区 うお座公園 63 近隣 皇徳寺中央公園

8 街区 魚見第二公園 64 街区 皇徳寺西公園

9 街区 内ノ丸公園 65 街区 皇徳寺南公園

10 街区 栄門公園 66 街区 皇徳寺もくせい公園

11 街区 えのきざこ公園 67 緑道 皇徳寺緑道

12 街区 烏帽子田公園 68 街区 皇徳寺ろやま公園

13 街区 大川内公園 69 街区 郡山中央公園

14 街区 大原公園 70 街区 郡山早馬公園

15 近隣 大峯公園 71 近隣 御召覧公園

16 街区 大峯第一公園 72 街区 五本松公園

17 緩衝緑地 大峯第一緑地 73 街区 小松原公園

18 街区 奥公園 74 街区 西郷公園

19 街区 おとめ座公園 75 街区 桜ヶ丘一丁目公園

20 地区 小野公園 76 街区 桜ヶ丘北公園

21 街区 帯迫北公園 77 街区 桜ヶ丘五丁目公園

22 街区 おひつじ座公園 78 街区 桜ヶ丘三丁目公園

23 街区 折尾公園 79 近隣 桜ヶ丘中央公園

24 街区 卸本町公園 80 街区 桜ヶ丘七丁目公園

25 街区 かけごし公園 81 街区 桜ヶ丘二丁目公園

26 総合 かごしま健康の森公園 82 街区 桜ヶ丘南公園

27 総合 鹿児島ふれあいスポーツランド 83 街区 桜ヶ丘四丁目公園

28 街区 梶原公園 84 街区 桜ヶ丘六丁目公園

29 街区 梶原迫公園 85 街区 桜川公園

30 近隣 かに座公園 86 街区 笹貫公園

31 街区 上日当平公園 87 街区 さそり座公園

32 街区 上本町公園 88 街区 ザビエル公園

33 街区 亀ヶ原公園 89 総合 慈眼寺公園

34 運動 鴨池公園 90 近隣 慈眼寺東公園

35 街区 鴨池児童公園 91 街区 しし座公園

36 都市緑地 上町の杜公園 92 街区 島ノ前公園

37 近隣 祇園之洲公園 93 街区 下花棚早馬迫公園

38 都市緑地 祇園之洲緑地 94 近隣 下田公園

39 街区 騎射場公園 95 街区 射場前公園

40 近隣 共研公園 96 街区 笑岳寺公園

41 街区 清滝公園 97 街区 城西公園

42 街区 清見公園 98 街区 松陽台憩いの公園

43 街区 キリンさん公園 99 街区 松陽台ふれあい公園

44 街区 錦江台東公園 100 街区 松陽台見晴らしの丘公園

45 風致 錦江湾公園 101 街区 しらゆきこば公園

46 近隣 黒ぢょか公園 102 街区 城跡公園

47 街区 花野団地第一公園 103 街区 城之上公園

48 街区 花野団地第五公園 104 風致 城山公園

49 街区 花野団地第三公園 105 街区 新入公園

50 街区 花野団地第二公園 106 街区 砂走公園

51 街区 花野団地第四公園 107 街区 西陵第一公園

52 街区 花野団地第六公園 108 街区 西陵第十五公園

53 街区 花野団地中央公園 109 街区 西陵第十三公園

54 近隣 花野団地光ヶ丘公園 110 街区 西陵第十七公園

55 街区 江月庵公園 111 街区 西陵第十二公園

56 近隣 甲突川右岸緑地 112 近隣 西陵第十四公園



鹿児島市公園施設長寿命化計画　対象公園

番号 種  別 公  園  名 番号 種  別 公  園  名

113 街区 西陵第十六公園 169 街区 原良第一公園

114 街区 西陵第二公園 170 街区 原良第二公園

115 街区 星和公園 171 街区 日の出公園

116 近隣 せせらぎ公園 172 街区 平田公園

117 街区 催馬楽公園 173 近隣 広木公園

118 街区 千年団地第六公園 174 街区 広木第４公園

119 街区 千年団地中央公園 175 近隣 ふたご座公園

120 街区 草牟田公園 176 街区 不動寺公園

121 街区 高見公園 177 街区 古里公園

122 街区 田上台公園 178 地区 古里公園

123 近隣 多賀山公園 179 街区 ふれあい公園

124 近隣 武岡中央公園 180 街区 平和公園

125 街区 武岡ニュータウン公園 181 街区 望岳公園

126 街区 武岡ハイランド第一公園 182 街区 星ヶ峯第１９公園

127 街区 武岡ハイランド第五公園 183 街区 星ヶ峯第１３公園

128 街区 武岡ハイランド第六公園 184 街区 星ヶ峯第１７公園

129 街区 武岡東公園 185 街区 星ヶ峯第１２公園

130 街区 武岡ピュア公園 186 街区 星ヶ峯第１４公園

131 街区 立山公園 187 街区 星ヶ峯第１６公園

132 街区 田辺公園 188 街区 星ヶ峯第７公園

133 街区 谷山恵美須公園 189 街区 星ヶ峯第２１公園

134 近隣 谷山第一中央公園 190 街区 星ヶ峯第２０公園

135 近隣 谷山第二中央公園 191 街区 星ヶ峯第２３公園

136 街区 田平公園 192 街区 星ヶ峯第２２公園

137 街区 玉里公園 193 街区 星ヶ峯第８公園

138 街区 玉里台第一公園 194 近隣 星ヶ峯中央公園

139 街区 玉里第六公園 195 街区 本城公園

140 近隣 玉里中央公園 196 街区 真砂公園

141 近隣 中央公園 197 街区 真砂本町公園

142 街区 中央慈眼寺台第一公園 198 街区 饅頭ヶ丘公園

143 街区 辻ヶ丘公園 199 近隣 港中央公園

144 街区 鶴ヶ崎公園 200 街区 港緑地公園

145 風致 寺山公園 201 街区 南皇徳寺見晴らし台公園

146 地区 寺山ふれあい公園 202 街区 明ヶ窪公園

147 街区 照国公園 203 街区 明ヶ窪中央公園

148 街区 天神公園 204 街区 むらさき公園

149 近隣 てんびん座公園 205 近隣 紫原中央公園

150 地区 天保山公園 206 街区 紫原西公園

151 近隣 天文館公園 207 街区 紫原南公園

152 街区 東開公園 208 街区 牟礼岡第九公園

153 街区 唐湊公園 209 街区 牟礼岡第四公園

154 近隣 中間公園 210 街区 牟礼岡中央公園

155 街区 中村公園 211 近隣 明和中央公園

156 街区 永吉公園 212 街区 門前公園

157 街区 永吉中央公園 213 街区 薬師公園

158 近隣 夏陰公園 214 街区 薬師堂公園

159 地区 七ツ島公園 215 街区 弥五郎平公園

160 近隣 南栄公園 216 街区 八洲ハイツ第三公園

161 近隣 南洲公園 217 街区 八幡公園

162 街区 二軒茶屋公園 218 街区 ゆたか台公園

163 街区 西平公園 219 街区 吉野あおぞら公園

164 街区 西紫原公園 220 街区 れんげ公園

165 街区 西紫原台公園 221 街区 若宮公園

166 近隣 ニワ都市公園 222 街区 脇田公園

167 街区 ばくっば公園 223 街区 脇田中央公園

168 街区 花岡公園


