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公園名 校区名（小学校） 所在地

愛光公園 味酒校区 愛光町395番１

会津公園 宮前校区 会津町11番6号

青葉台公園 みどり校区 青葉台44番地

朝日ヶ丘公園 味酒校区 朝日ヶ丘2丁目1464

明日の緑地 河野校区 府中516番地

朝生田公園 石井北校区 朝生田6丁目番 外2

天山公園 石井北校区 天山町130番2 外

新玉公園 新玉校区 三番町6丁目4番地21 外 

ありのきニュータウン緑地 河野校区 河野中須賀221番地18

粟井子供公園 粟井校区 和田甲2番地14 外

安城寺西公園 久枝校区 安城寺町1334番地1

飯岡公園 味生校区 別府町538番地3

石手川緑地 石手川河川敷

石風呂南公園 味生校区 石風呂町2121番地118

和泉公園 双葉校区 和泉北3丁目669番2号

泉団地公園 粟井校区 鹿峰136番2号 外

和泉南1丁目公園 石井北校区 和泉南1丁目135番地9

和泉南公園 石井北校区 和泉南4丁目404

伊台本村公園 伊台校区 上伊台町181番3号

一の宮緑地 椿校区 古川南3丁目821番1号

いつき公園 堀江校区 堀江町甲766番地37

いつき緑地 和気校区 和気町2丁目854番地34

今在家公園 石井東校区 今在家町313番地1 外

今在家団地第1公園 石井東校区 今在家2丁目420番31号

今在家団地第2公園 石井東校区 今在家2丁目420番32号

祝谷北公園 湯築校区 祝谷6丁目1093番地1 外

祝谷公園 湯築校区 祝谷4丁目869番1号 外

祝谷一丁目公園 湯築校区 祝谷1丁目395番24号 外

上野町中組公園 荏原校区 上野町甲504番地4 外

上野団地公園 荏原校区 上野町乙107番地17

上野町今市公園 荏原校区 上野町甲1434番地2 外

うたまち公園 味生校区 山西町53番地9

内新田公園 和気校区 勝岡町63番地

内浜公園 宮前校区 内浜町12番3号

内宮公園 堀江校区 内宮町乙926番3号

うまき公園 和気校区 馬木町2404番地

梅西公園 小野校区 南梅本町1048番地4

梅西三角公園 小野校区 南梅本町甲1092番地25

枝松公園 素鵞校区 枝松4丁目229番1号 外

恵原公園 荏原校区 恵原町甲445番地1

大新田公園 垣生校区 西垣生町286番地

おおつか公園 和気校区 馬木町2185番地

大西第二区公園 堀江校区 堀江町甲519番地2

大野こまち公園 小野校区 北梅本町甲640番地7

大渕公園 和気校区 太山寺町乙168番地1

小川実緑地 粟井校区 小川甲110番地15

尾儀原公園 立岩校区 尾儀原甲49番地3 外1

奥久谷公園 坂本校区 久谷町乙1067番地1

奥土居公園 垣生校区 東垣生町706番地1

小栗公園 双葉校区 小栗6丁目202番1号

小栗第1公園 双葉校区 和泉北1丁目526番地

松山市都市公園所在地一覧表　  　　　　　　【R4.4.1現在】



公園名 校区名（小学校） 所在地

越智公園（越智町公園） 石井東校区 越智3丁目221番1号 外

小野公園 小野校区 水泥町839番地

小野谷公園 小野校区 北梅本町2720番地 外

小山田公園 立岩校区 小山田甲331番地1 外1

風早タウン公園 北条校区 北条20番地152

風早タウン緑地 北条校区 北条20番地177 外

門田公園 興居島校区 門田町290番地2

神前公園 湯山校区 溝辺町甲437番地4

鴨川公園 久枝校区 鴨川3丁目1041番1号

萱町公園 味酒校区 萱町5丁目10番地1

川附公園（福音公園） 福音校区 枝松6丁目14番4号

観月山公園 高浜校区 港山町2021番

来住椿公園 久米校区 来住町495番地7

来住公園 窪田校区 来住町983番地3

北梅本公園 小野校区 北梅本町甲3331番地

北梅本小山公園 小野校区 北梅本町甲2481番地1

北窪田公園 窪田校区 久米窪田町938番地1

北久米七区公園 北久米校区 北久米町644番地

北久米八区公園 福音校区 北久米町1069番地1 外

北斎院公園 味生第二校区 北斎院町242番地3 外

北土居公園 石井東校区 北土居4丁目319番2号

北古川公園（古川北公園） 石井北校区 古川北1丁目135番1号

北吉田公園 生石校区 北吉田町1211番地

北本町クローバー公園 北条校区 北条500番地1

木屋町公園 清水校区 木屋町3丁目4番地3

経石山公園 桑原校区 桑原四丁目408番 外

清住２丁目公園 味生校区 清住２丁目1130番地16

空港通1・2公園 双葉校区 空港通1丁目247番 外

空港東公園 垣生校区 東垣生町950番地1 外

空港東第三公園 垣生校区 東垣生町628番地1

空港東第二公園 垣生校区 東垣生町928番地1

空港東第四公園 垣生校区 東垣生町869番地1

空港南公園 生石校区 南吉田町2267番地

空港南第二公園 生石校区 南吉田町2428番地

国松北団地公園 味生第二校区 北斎院町552番地37 

久保公園 粟井校区 久保399番地1

窪田団地公園 窪田校区 久米窪田町460番地38

久保田緑地 生石校区 久保田町159番地1 外

窪野公園 坂本校区 窪野町甲295番1 外

久万ノ台公園 みどり校区 久万ノ台乙1749番地1 外

久万ノ台緑地 みどり校区 久万ノ台1421番地1

グリーンハイツ緑地 粟井校区 磯河内100番地3 外

クレアガーデン公園 道後校区 持田町1丁目155番地8

桑原公園 桑原校区 桑原5丁目688番地 外

県立総合運動公園 上野町・西野町地内

河野公園 河野校区 片山甲228番地3

河野中須賀緑地 河野校区 河野中須賀316番地2 外

河野中須賀南第一公園 河野校区 河野中須賀460番地16

河野中須賀南第三公園 河野校区 河野中須賀392番地12

河野中須賀南第二公園 河野校区 河野中須賀477番地5

河野別府公園（北条文化の森公園） 河野校区 河野別府921番地1

幸風苑緑地 和気校区 勝岡町

光洋台風早緑地 粟井校区 光洋台1番地70

光洋台緑地　A 粟井校区 光洋台3番地34



公園名 校区名（小学校） 所在地

光洋台緑地　B 粟井校区 光洋台7番地58

光洋台緑地　C 粟井校区 光洋台1番地68

向陽中央公園 伊台校区 下伊台町489番地74

向陽第1公園 伊台校区 下伊台町489番地79

向陽第2公園 伊台校区 下伊台町489番地102

小坂公園 福音校区 小坂5丁目306番3号

ことひら公園 高浜校区 高浜町4丁目乙74

コモンステージ松山第1公園 新玉校区 南江戸6丁目1283番地77

コモンステージ松山第2公園 新玉校区 南江戸6丁目1283番地80

五楽公園 小野校区 平井町甲541番地1

権現公園 堀江校区 権現町甲162番地1 外

幸町公園 新玉校区 千舟町7丁目6番地7

さくら野緑地 高浜校区 石風呂町甲2121番地110

佐倉緑地 河野校区 柳原11番地20

三町三角公園 北久米校区 三町3丁目85番2号

三百地公園 潮見校区 平田町1454番地

三福公園 北久米校区 三町3丁目169番30号 外

三本柳公園（清住公園） 味生校区 清住1丁目8番4号

シーサイドハイツ緑地 粟井校区 久保409番地4 外

汐風ハイツ緑地 河野校区 河野中須賀283番地27 外

しおさい公園 和気校区 和気町2丁目1045番地101

重信川緑地 松山市・重信町・川内町・松前町･砥部町

東雲公園 東雲校区 東雲町7番地2

清水公園 清水校区 清水町2丁目７番地２ 外

庄公園 難波校区 庄甲291

正円寺公園 桑原校区 正円寺3丁目54番4号地内

浄土寺公園 久米校区 鷹子町333番地1 他

杖ノ淵公園 浮穴校区 南高井町1352番地 外　

浄瑠璃公園 坂本校区 浄瑠璃町甲1040番地4

城山公園 堀之内･丸之内地内

新開公園 北条校区 北条辻961番地1

新開浜公園 北条校区 北条辻1278番地

新開緑地公園 北条校区 北条辻637番地27

新浜公園 高浜校区 新浜町1145番4 外

住吉公園 垣生校区 西垣生町1369番地1

すみれ公園 宮前校区 会津町16番16号

すみれ野北公園 高浜校区 石風呂町579番地

すみれ野ハウス公園 高浜校区 石風呂町241番地

すみれ野南公園 高浜校区 石風呂町230番地1

すみれ野南第二緑地 高浜校区 石風呂町1015番地2

すみれ野りんご公園 高浜校区 石風呂町235番地

すみれ野レモン公園 高浜校区 石風呂町238番地

清和公園 和気校区 太山寺町2244番地

太山寺カシの木公園 和気校区 太山寺町２229番3

太衛門公園 和気校区 勝岡町181番地

たかい公園 窪田校区 高井町1105番地 外

高岡第一公園 生石校区 高岡町835番地1

高岡中央公園 生石校区 高岡町582番地5 外

高岡みなみ公園 生石校区 高岡町46番地1

高岡宮前公園 生石校区 高岡町871番地12 外

高崎公園 姫山校区 山越6丁目13番1号

高縄緑地 粟井校区 苞木甲175番地23

たかの夢公園 湯山校区 高野町甲76番地4

高浜公園 高浜校区 高浜町6丁目2255番地1



公園名 校区名（小学校） 所在地

高浜横山緑地 高浜校区 高浜1丁目乙65

太尺寺公園 小野校区 北梅本町甲25番地

太山寺小山公園 和気校区 太山寺町1355番地

太山寺本村公園 和気校区 太山寺町1587番1 外

たつみ公園 宮前校区 辰巳町2858番8号 外

谷町公園 潮見校区 谷町甲236番地

太郎丸公園 久枝校区 問屋町334番37号

中央一丁目公園 清水校区 中央一丁目74番5

丁地公園 姫山校区 山越5丁目10番3号

辻団地南緑地 北条校区 北条辻1115番地14

辻団地緑地 北条校区 北条辻842番地3

津田公園 味生校区 北斎院町810番地1

津田団地西公園　　　 味生校区 北斎院町841番地1

津田団地花公園　　　 味生校区 北斎院町804番地25

常竹みんなの公園 粟井校区 常竹甲126番地4

椿公園 石井校区 居相町274－4

椿団地緑地 河野校区 柳原523番地6 外

津吉公園 荏原校区 津吉町乙15番地

津吉さくら公園 荏原校区 津吉町575番地1

鶴ヶ丘公園 生石校区 南吉田町527番地3

土居公園 石井東校区 土居町1026番地1 外

土居田公園 双葉校区 土居田町423番地

土居田はなまる公園 たちばな校区 土居田町685番地1

土居田本村公園 たちばな校区 土居田町581番地2

土居団地公園 石井東校区 土居町651番地56

道後公園 道後公園地内

泊しおかぜ公園 興居島校区 泊町618番地7 外

泊公園 興居島校区 泊町533番地1

富久公園 さくら校区 富久町302番地5 外

ともくに公園 和気校区 馬木町2250番地

中須賀公園 宮前校区 中須賀1丁目11

中筋公園 堀江校区 福角町1553番地

中津公園 味生第二校区 北斎院町469番地1

中津中央公園 味生第二校区 北斎院町440番地7

中津東公園 味生第二校区 北斎院町乙７番地２ 外

中通みんなの広場公園 難波校区 中通甲312番地1 外5

中野公園 荏原校区 中野町甲307番地

なかのちょう公園 和気校区 馬木町2142番地

中村公園 素鵞校区 中村3丁目367番1号

夏目団地緑地 河野校区 夏目24番地2

西石井公園 石井北校区 西石井町325番1号 外

西側公園 味生地区 南斎院町1323番5

西須賀公園 三津浜校区 須賀町1番10号

西長戸公園 みどり校区 西長戸町558番地

西長戸東公園 みどり校区 西長戸町163番地2 外

西野公園 荏原校区 西野町甲441番地

西ノ下公園（柳原末広第一公園） 河野校区 柳原901番地

西垣生公園 垣生校区 西垣生町1066番地7

西山三角公園 味生校区 北斎院町950番地25 外

日分公園 姫山校区 山越1丁目531番12号

白山の杜公園 石井校区 北井門町102番地 外

白水台北公園 伊台校区 白水台4丁目22番地7

白水台公園 伊台校区 白水台2丁目12番地6

白水台西公園 伊台校区 白水台6丁目20番地



公園名 校区名（小学校） 所在地

白水台南公園 伊台校区 白水台5丁目2番地13

畑寺公園 桑原校区 畑寺1丁目508番1号 外

八白公園 湯山校区 溝辺町甲135番地

八反地公園 垣生校区 東垣生町782番地

花湯築公園（此花公園） 東雲校区 此花町1番4号

祓川公園 宮前校区 祓川2丁目2065番86号

針田公園 たちばな校区 針田町107番地5 外

日尾公園 北久米校区 南久米町乙１番地１

日 尾 団 地 中 央 公 園 窪田校区 水泥町333番地278　外

東大栗公園 堀江校区 東大栗町甲1273番地1

東垣生南公園 垣生校区 東垣生町53番地1 外

東方団地公園 荏原校区 東方町甲2346番地125

東方中央公園 荏原校区 東方町甲1481番地1 外

東鷹の子公園 窪田校区 平井町甲3157番地87

ひがしの北公園 桑原校区 東野3丁目甲278番1号 外

東野ほたる公園 桑原校区 東野3丁目甲428番2号

東野4丁目公園 桑原校区 東野4丁目374番3外

東垣生公園 垣生校区 東垣生町761番地3

東町浦公園 北条校区 北条辻1443番地11

東山公園 みどり校区 東山町4109番1号 外

東山古墳公園 石井東校区 東石井町乙20

東山ハミング公園 みどり校区 東山町4161番3号

ひかるの公園 余土校区 余戸南3丁目1362番83号

姫原なかよし公園 姫山校区 姫原2丁目甲314番14号

姫原西公園 姫山校区 姫原3丁目392番4号

平井公園 小野校区 平井町甲2520番地 外

平井東1なかよし公園 小野校区 水泥町733番地19

平井みずほ公園 小野校区 平井町甲111番地4

平田公園 潮見校区 平田町乙393番地1

福水公園 味生第二校区 別府町927番地1

古川公園（古川西公園） 椿校区 古川西2丁目1044番1号

古川南公園 椿校区 古川南3丁目792番2号 外

別府南団地公園 味生第二校区 別府町3番地17

別府清水西団地公園 味生校区 別府町621番地134

別府清水山公園 味生校区 別府町755番地2 外

弁天山緑地（垣生山公園） 生石校区 高岡町･北吉田町

北条公園（法橋） 難波校区 下難波

星岡新団地第1公園 福音校区 星岡町520番地49

星岡新団地第2公園 福音校区 星岡町520番地59

星岡団地第1公園 福音校区 星岡町685番地22

星岡団地第2公園 福音校区 星岡町560番地22

星岡南団地第1公園 石井東校区 星岡町270番地1

星岡南団地第2公園 石井東校区 星岡町270番地9

星岡南団地第3公園 石井東校区 星岡町270番地31

星ヶ岡公園 福音校区 星岡町365

保免公園 余土校区 保免中1丁目210番3号

保免中緑地 余土校区 保免中2丁目290番1号

堀江中央公園 堀江校区 堀江町156９番地１ 外

堀江東公園 堀江校区 堀江町1466番地 外

正岡松尾公園 正岡校区 中西外686番地1

政友公園 荏原校区 東方町2258番地1 外

松尾公園 堀江校区 福角町乙929 外

松尾西公園 堀江校区 福角町甲51番地１１７

松山空港東緑地 垣生校区 東垣生町607番地2



公園名 校区名（小学校） 所在地

松山総合公園 朝日ヶ丘1丁目 外

松山中央公園 市坪西町625番地1 外

味栗公園 浅海校区 浅海原甲279番地1 外3

三島公園 浮穴校区 井門町934

三杉緑地 宮前校区 三杉町2881番17号

溝辺公園 湯山校区 溝辺町甲721番地4 外

御手洗公園 興居島校区 泊町91番地5地先

三津公園（三津大可賀公園） 味生校区 大可賀1丁目5

三津住吉公園 三津浜校区 住吉2丁目90番1号 外

三津浜緑地 三津浜校区 三津2丁目457番3号

水泥新泉公園 小野校区 水泥町38番地1

水泥ハミング公園 小野校区 水泥町753番地12

南梅本公園 小野校区 南梅本町225番地5 外

南江戸公園 新玉校区 南江戸4丁目972番

南江戸本村公園 新玉校区 南江戸1丁目

南久米公園 久米校区 南久米町594番地 外

南斎院公園 味生第二校区 南斎院町232番地3

南土居公園 窪田校区 南土居町239番地1

南味酒公園 味酒校区 味酒町1丁目11番地

南吉田公園 生石校区 南吉田町1252番地1

南吉田こもれび公園 生石校区 南吉田町1413番地67

南吉田第三公園 生石校区 南吉田町2593番地1

南吉田第二公園 生石校区 南吉田町2653番地

南吉田中央公園 生石校区 南吉田町1366番地

南吉田緑地 生石校区 南吉田町1113番地2

宮前公園 宮前校区 古三津1丁目1479番2号

明星公園 浮穴校区 森松町725番地4

向井公園 小野校区 北梅本町2146番地 外

むくのき公園 和気校区 馬木町2055番地

持田若宮公園 東雲校区 持田町3丁目250番1号

森松本村公園 浮穴校区 森松町847番地1号

八坂公園 八坂校区 三番町1丁目3番地3

八千代苑公園 堀江校区 堀江町甲327番地3

やなぎいけ公園 和気校区 馬木町2004番地

柳原末広第2緑地 河野校区 柳原888番地1

やはたじ公園 和気校区 馬木町2303番地 外

山口公園 坂本校区 久谷町615番地1 外

山越公園 姫山校区 山越5丁目3番1号

山西公園 味生校区 山西町909番地

雄郡土橋公園 雄郡校区 土橋83番地2 外

湯月公園 道後校区 道後姫塚140番地1

湯の山北公園 湯山校区 湯の山3丁目11番地1 外

湯の山第一公園 湯山校区 湯の山5丁目1番地5

湯の山第二公園 湯山校区 湯の山2丁目10番地1

湯の山西公園 湯山校区 湯の山1丁目12番地1 外

湯の山東公園 湯山校区 湯の山8丁目16番地

湯の山東第1公園 湯山校区 湯の山東1丁目8番地

湯の山東第2公園 湯山校区 湯の山東1丁目7番地

湯の山東第3公園 湯山校区 湯の山東5丁目6番地

湯の山東第4公園 湯山校区 湯の山東2丁目8番地

湯の山東第5公園 湯山校区 湯の山東5丁目19番地

湯の山南緑地 湯山校区 湯の山6丁目10番地1

湯山公園 湯山校区 食場町甲316番地23 外

由良公園 興居島校区 由良町1032番地1 外



公園名 校区名（小学校） 所在地

湯領緑地 生石校区 南吉田町1007番地6

余戸大正泉緑地 余土校区 余戸南1丁目209番1号

余戸中新開公園 さくら校区 余戸中5丁目894番1号 外

余戸西緑地 さくら校区 余戸西5丁目2115番1号

余戸西さくら公園 さくら校区 余戸西2丁目2279番１号 外

余戸東竹の宮公園 余土校区 余戸東5丁目299番5号 外

余戸東すみれ公園 余土校区 余戸東3丁目1082番2号 外

余戸南であい公園 余土校区 余戸南4丁目1710番2号 外

吉藤公園 潮見校区 吉藤2丁目481番地1

六町公園 和気校区 勝岡町238番地

若草公園 福音校区 枝松6丁目1番25号

若駒公園 久枝校区 安城寺町1番地94

若宮公園 生石校区 高岡町783番地29

湧ヶ淵公園 湯山校区 末町乙231番地1 外

和気公園 和気校区 和気町1丁目100番地

和気浜公園 和気校区 和気町2丁目989番地2 外

和気浜緑地 和気校区 和気町2丁目886番地

和気松原公園 和気校区 和気町2丁目809番地1 外

鷲ヶ巣公園 興居島校区 由良町418番地1 外

和田チャイルドタウン緑地 粟井校区 和田甲311番地5

和田ニュータウン緑地 粟井校区 和田甲200番地9

※道後公園、県立総合運動公園は愛媛県が管理しています。


