
2022年4月現在

公園番号 公園名 地域 住所

2 若草公園 大分 中央町二丁目47番

3 ふないアクアパーク 大分 府内町二丁目24番

4 ジャングル公園 大分 都町三丁目54番

5 小鹿公園 大分 末広町二丁目31番2

7 若葉公園 大分 大字永興字三ヶ田188番1

11 浄水池公園 大分 大字三芳字二重 内

14 上野ヶ丘墓地公園 大分 上野ヶ丘一丁目5番内

16 城崎公園 大分 大手町三丁目23番

22 大手公園 大分 府内町三丁目98番

34 大分城址公園 大分 荷揚町74番外

34 大分城址公園 大分 荷揚町74番外

36 松原緑地 鶴崎 大字三佐字浜新地1429番外

36 松原緑地 鶴崎 大字三佐字浜新地1429番外

46 明野第2児童公園 明野 明野西一丁目9番

47 敷戸公園 稙田 敷戸南町253番3

51 ロボット公園 稙田 敷戸北町1243番96

54 えびす公園 大分 大字勢家字春日浦 843番77

56 奥山公園 明野 明野西一丁目11番

61 鶴崎公園 鶴崎 東鶴崎一丁目1772番1

64 桃園公園 大分 寺崎町二丁目8番

65 向原公園 大分 向原沖二丁目1番

67 乙津緑地 大分 原川二丁目4番5外

71 敷戸みどり公園 稙田 敷戸東町1282番44外

76 畑中西公園 大分 大字畑中字無田943番1

79 古国府南公園 大分 大字古国府字祇園出678番1

80 明野高保公園 明野 明野東二丁目2311番41

81 明野長尾公園 明野 明野南二丁目2365番

85 日岡公園 大分 向原西一丁目2番1

85 日岡公園 大分 向原西一丁目2番1

88 羽田東公園 大分 大字羽田字岩屋420番

90 森町寺畑公園 鶴崎 大字森町字寺畑通1201番1外

95 吉野梅園 大南 大字杉原字山口537番外

95 吉野梅園 大南 大字杉原字山口537番外

102 駄原総合運動公園 大分 新春日町一丁目2881番18外

102 駄原総合運動公園 大分 新春日町一丁目2881番18外

バリアフリートイレのある公園一覧



2022年4月現在

公園番号 公園名 地域 住所

バリアフリートイレのある公園一覧

115 戸次門前児童公園 大南 大字中戸次字前田1253番外

116 津守下田児童公園 大分 大字津守141番3

128 大石児童公園 大分 大字荏隈字大石60番

129 三佐大村児童公園 鶴崎 大字三佐字山ノ神961番外

132 久保山児童公園 鶴崎 大字森字久保山983番7外

134 文化児童公園 大分 大字永興字堀切1584番2

137 千才児童公園 大分 大字千歳字土井ノ内2056番

138 寒田公園 稙田 大字寒田字八久保657番17外

139 明野東公園 明野 明野東五丁目1962番1

146 小野鶴寿公園 稙田 小野鶴南一丁目821番46外

151 松ヶ丘鳥越公園 稙田 大字小野鶴字鳥越1471番

158 曙台第１公園 大在 曙台二丁目2160番113

159 曙台第２公園 大在 曙台一丁目2230番52

161 星和台北公園 稙田 星和台二丁目639番24

168 平和市民公園  国際交流広場 大分 大字津留字東山1557番7

168 平和市民公園  芝生広場 大分 萩原緑町

168 平和市民公園  多目的広場 大分 萩原緑町

168 平和市民公園  多目的広場 大分 萩原緑町

168 平和市民公園  中央プラザ 大分 萩原緑町101番

168 平和市民公園  催し広場 大分 花津留二丁目3番

168 平和市民公園  わんぱく広場 大分 大字牧字七歩22番

172 宮崎台第1児童公園 稙田 大字宮崎字スウザン1119番16外

173 宮崎台第2児童公園 稙田 大字宮崎字大迫谷1229番97外

175 大在浜公園 大在 大在浜一丁目127番

176 天然塚公園 明野 明野北四丁目2418番

195 ふじヶ丘中央広場公園 稙田 大字田尻字八田田960番160

197 二豊公園 稙田 上宗方南三丁目735番33

208 森町団地児童公園 鶴崎 大字森町字切戸通358番55

211 ひばりヶ丘公園 大南 ひばりケ丘三丁目550番3外

212 第２桃園児童公園 大分 大字千歳字メグリ1878番49

218 緑ヶ丘中央児童公園 稙田 緑ケ丘二丁目2827番47

235 南大分スポーツパーク 大分 大字羽屋字柳本432番1外

304 地蔵山公園 大在 大字志村字丸ノ口61番2

310 家島緑地 鶴崎 大字家島字飛島1690番4外

322 桃園なかよし児童公園 大分 大字千歳字尾崎2168番
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370 青葉公園 大分 青葉台三丁目14番1外

378 佐野植物公園 坂ノ市 大字佐野字姥石3452番2

378 佐野植物公園 坂ノ市 大字佐野字姥石3452番2

378 佐野植物公園 坂ノ市 大字佐野字姥石3452番2

387 稙田ふれあい公園 稙田 大字小野鶴字石ケ平1386番3外

388 大在公園 大在 大字横田字松江914番外

388 大在公園 大在 大字横田字松江914番外

410 高江中央公園 大南 高江南三丁目2番

410 高江中央公園 大南 高江南三丁目2番

421 堀川緑地 鶴崎 大字海原字新町46番3外

499 北公園 大在 大在北一丁目366番

501 七瀬川自然公園 稙田 大字市字赤池188番外

501 七瀬川自然公園 稙田 大字市字赤池188番外

501 七瀬川自然公園 稙田 大字市字赤池188番外

501 七瀬川自然公園 稙田 大字市字赤池188番外

519 富士見ヶ丘南緑地 稙田 大字横瀬字金剛寺620番1外

537 天神平公園 大分 大字駄原字天神平1640番65

541 鶴崎スポーツパーク 鶴崎 大字鶴崎字竹藤88番1外

541 鶴崎スポーツパーク 鶴崎 大字鶴崎字竹藤88番1外

543 上野丘子どものもり公園 大分 大字上野字櫨山866番外

551 ボストンパーク 稙田 大字玉沢字小柳690番1外

553 倉掛公園 坂ノ市 坂ノ市南三丁目193番

554 屋宗公園 大在 庄境237番

587 切戸公園 大在 汐見一丁目159番

588 乙津川右岸緑地 鶴崎 三佐二丁目1055番外

615 田ノ浦ビーチ 大分 大字神崎字浜4253番外

615 田ノ浦ビーチ 大分 大字神崎字浜4253番外

615 田ノ浦ビーチ 大分 大字神崎字浜4253番外

615 田ノ浦ビーチ 大分 大字神崎字浜4253番外

616 浜ふれあい公園 大在 大在浜一丁目218番

617 城の内公園 大分 下郡北二丁目211番

631 久保公園 大在 汐見二丁目443番

632 駅通ふれあい公園 坂ノ市 坂ノ市中央一丁目281番

633 尾田西公園 坂ノ市 坂ノ市西二丁目188番

634 萬弘寺広場 坂ノ市 坂ノ市中央五丁目154番外
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635 おちあい公園 坂ノ市 小佐井一丁目140番1外

636 久原中央公園 坂ノ市 久原中央三丁目217番

637 久原東公園 坂ノ市 久原中央四丁目221番

638 市西げんき公園 坂ノ市 坂ノ市中央三丁目301番

639 三佐中央公園 鶴崎 三佐一丁目149番2外

640 三佐薬師堂公園 鶴崎 三佐六丁目249番

641 下芹第二公園 稙田 大字市字池田1034番

674 平野公園 大在 竹下一丁目100番

675 碇山公園 大分 大字津守字島1326番外

684 コスモ公園 鶴崎 京が丘南一丁目858番12外

686 王子山の手公園 大分 王子山の手1590番3外

688 坂ノ市公園 坂ノ市 坂ノ市西一丁目193番

689 久原公園 坂ノ市 久原南一丁目235番

690 青崎公園 大在 青崎一丁目297番

698 月ヶ平東公園 大在 大字政所字月平3331番14外

700 市西恵比寿公園 坂ノ市 恵比寿町190番

701 横塚公園 大在 横塚一丁目178番

703 賀来西おひさま公園 稙田 賀来西二丁目1197番

710 カシオペア公園 鶴崎 大字松岡848番7外

712 大東公園 大在 大在浜二丁目312番

718 金池南ニコニコ公園 大分 金池南一丁目258番

727 浜中公園 坂ノ市 浜中220番

728 九反田公園 稙田 賀来西一丁目4080番

742 あすみの丘公園 大在 大字角子原字西大越1418番48外

744 久原北四つ葉公園 坂ノ市 久原北100番

745 日吉原なかよし公園 坂ノ市 久原北186番

746 王ノ瀬公園 坂ノ市 王ノ瀬一丁目225番

747 浜田公園 坂ノ市 王ノ瀬二丁目178番

748 金道公園 坂ノ市 久原北120番

755 井ノ口公園 稙田 賀来西一丁目3867番外

756 大坪公園 稙田 大字市字大坪1235番

他09 高城駅南口広場 大分 高城西町420

他10 天満社公園 大南 大字中戸次4339-3

他広06 戸次本町ふれあい広場 大南 大字中戸次字東浦4302外


