
都市計画法施行令第25条第6号ただし書適用の周南市都市公園一覧表

徳山地区 若葉公園 栄町一丁目42番外 0.17

代々木公園 代々木通二丁目24番 0.48

権現公園 権現町36番外 0.15

今宿公園 今宿町二丁目17番 0.20

沖見町公園 沖見町一丁目63番1外 0.15

緑町公園 緑町三丁目45番 0.64

尚白公園 新宿通六丁目48番 0.38

岡田原西公園 原宿町73番 0.28

岡田原東公園 岡田町116番 0.21

北山公園 住吉町46番 0.24

新丁公園 梅園町三丁目4番 0.24

三番町公園 三番町三丁目27番 0.11

花畠公園 花畠町73番 0.18

糀町公園 糀町二丁目69番2 0.12

東辻公園 辻町93番 0.39

児玉公園 桜馬場通一丁目3番 0.36

東川緑地公園 桜馬場通二丁目外 0.79

青空公園 飯島町二丁目29番 0.66

速玉公園 速玉町2132番15外 1.10

御弓丁公園 御弓町4198番6 0.18

慶万公園 慶万町1847番3 0.18

青山公園 青山町1579番14 0.21

朝倉公園 遠石一丁目89番 0.11

舞車公園 舞車町4405番7 0.11

楠水公園 楠木一丁目4番 0.15

風呂ヶ迫公園 楠木一丁目79番 0.22

楠木公園 楠木二丁目48番 0.21

長宗公園 瀬戸見町49番 0.23

瀬戸見公園 瀬戸見町112番1外 0.13

大谷公園 周陽一丁目78番 0.21

周陽公園 周陽三丁目17番 2.14

大内公園 大内町44番 0.27

大河内公園 秋月一丁目33番 0.38

秋月公園 秋月二丁目26番 1.48

秋月ニュータウン公園 秋月四丁目261番 0.29

秋月当居公園 秋月四丁目82番外 0.49

馬屋公園 城ヶ丘一丁目59番 0.20

城南公園 城ヶ丘三丁目57番 0.29

城北公園 城ヶ丘四丁目50番 0.20

城ヶ丘公園 城ヶ丘五丁目27番 1.61

孝田公園 孝田町9番外 0.45

平原公園 平原町51番外 0.31

桜木公園 桜木一丁目51番 0.20

門前公園 桜木二丁目80番 0.21

五月公園 五月町62番 0.10

旭ヶ丘公園 大字久米字旭ヶ丘931番17 0.13

高田公園 大字久米字興徳寺1095番2外 0.31

蔵光公園 大字久米字流田3043番2 0.19

田中公園 大字久米迫明3111番3 0.16

沢田公園　　 大字久米字沢田 0.12

南浜公園 大字櫛ヶ浜字南浜242番90 0.20

櫛ヶ浜西公園 大字櫛ヶ浜字南浜245番1 0.44

弁天公園 大字櫛ヶ浜字西山根422番5外 0.26

櫛ヶ浜東公園 大字櫛ヶ浜字北畠552番外 0.12

栗南公園 大字栗屋字道貫田862番1 0.28

二葉屋開作公園 大字栗屋字二葉屋開作1035番7外 2.10

居守公園 大字大島字上居守97番26外 0.43
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徳山地区 桜南公園 大字大島字居守5番80外 0.26

華西公園 大字鼓海一丁目324-23外 1.85

大踏公園 鼓海二丁目118番40 0.41

城山台東公園 大字徳山字城山951番31 0.10

徳山公園 大字徳山字金剛山1011番1外 8.10

西金剛山公園 大字徳山字西金剛山1017番2 0.14

乗兼公園 大字徳山字乗兼5865番16外 0.14

金剛山公園 東北山一丁目6830番2外 0.72

西部公園　　 北山二丁目7869番1 0.17

上遠石公園 大字徳山字上遠石町8256番 0.13

岐山公園 幸の台5387番82外 0.17

浜崎公園 住崎町21番1 0.12

港公園 徳山港町8484番地 0.36

晴海公園 築港町113番 0.29

西松原公園 西松原二丁目59番 0.27

江口公園 西松原三丁目94番 0.34

新地ふれあいパーク 新地二丁目154番 0.30

見明第2公園 大字下上字見明1015番1 0.10

富岡公園 大字下上字平城1566番外 0.40

菊川公園 大字下上字上野1599番8外 0.46

加見公園 大字上村字東南野704番外 0.20

川上ダム公園 大字川上字一の瀬 0.40

的場公園 大字夜市字大田2530番17外 0.29

戸田東公園 大字戸田字上押田1641番1 0.20

湯野公園 大字湯野字中岡4341番1 0.11

大津島公園 大字大津島字西明神 14.56

周南緑地 大字徳山字遠石外 79.61

新南陽地区 永源山公園 大字富田字永源 18.00

片山公園 富田一丁目3922番3 0.22

政所公園 政所二丁目8番1 0.23

政所東公園 政所三丁目7番6 0.18

中央公園 中央町4番10 0.26

宮の前公園 宮の前二丁目3番2 0.21

清水西公園 清水一丁目1417番2外 0.22

清水東公園 清水二丁目1385番4外 0.24

川崎公園 川崎三丁目175番23 0.18

上迫公園 上迫町1034番 0.16

柏屋新田公園 新田一丁目2612番72 0.22

福川南公園 中畷町2353番71外 0.12

長田公園 長田町18番 0.50

長田西公園 長田町31番15 0.14

長田西第２公園 長田町39番8 0.12

三笹公園 三笹町4885番256 0.18

熊毛地区 樋ノ口公園 熊毛中央町17番 0.29

東原公園 高水原二丁目13番 0.14

三丘徳修公園 大字安田547番3外 1.75

高水近隣公園 大字樋口565番1外 3.60

高水街区公園 大字樋口480番1外 0.39

勝間ふれあい公園 新清光台2丁目777番785外 2.90

清光台街区公園 清光台町300番305 0.26

自由が丘街区公園 大字大河内700番522 0.22

幸が丘街区公園 大字大河内2100番169外 0.15

鶴見台ひまわり公園 鶴見台1丁目22番45外 1.10

つるみ台街区公園 鶴見台3丁目22番402 0.10

藤ヶ台公園 藤ヶ台一丁目3番 0.13

熊毛中央公園 大字呼坂85番23外 1.92

勝間街区公園 大字呼坂1323番1外 0.43

夢ヶ丘第1号街区公園 大字呼坂1006番420 0.21

夢ヶ丘第2号街区公園 大字呼坂1006番333 0.32

夢ヶ丘第3号街区公園 大字呼坂1006番12 0.14
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