
焼津市都市公園指定管理者の指定について焼津市都市公園指定管理者の指定について焼津市都市公園指定管理者の指定について焼津市都市公園指定管理者の指定について    

 

焼津市都市公園の指定管理者を指定しました。 

 

１ 施設名 

次に掲げる都市公園（名称及び所在地） 

(1) 石津浜公園 焼津市石津 2420 番 

(2) 石津西公園 焼津市石津 421 番３  

(3) 大覚寺公園 焼津市大覚寺三丁目４  

(4) 元焼津公園 焼津市焼津二丁目７番 

(5) 田尻北公園 焼津市田尻北 1284 番 

(6) 中公園 焼津市駅北五丁目 10 番 

(7) 松原公園 焼津市田尻北 698 番 

(8) 小川公園 焼津市小川 2718 番 

(9) 石津中央公園 焼津市石津中町 13 番１  

(10) 竪小路公園 焼津市西小川三丁目 71 番 

(11) 八楠公園 焼津市八楠四丁目４番 41 

(12) 清見田公園 焼津市三ケ名 1626 番 

(13) 河原富士見公園 焼津市中根新田 1360 番 

(14) 塩津公園 焼津市栄町六丁目 10 番 

(15) 石脇公園 焼津市石脇上 77 番 

(16) 赤塚川公園 焼津市焼津三丁目 12 番４ 

(17) 中根公園 焼津市中根新田 49 番１ 

(18) 上荒田公園 焼津市西小川二丁目 36 番 

(19) すみれ台中央公園 焼津市すみれ台二丁目 914 番 

(20) すみれ台西公園 焼津市すみれ台一丁目 672 番 

(21) 小石川公園 焼津市栄町一丁目９番 

(22) 青峰公園 焼津市鰯ケ島 251 番 

(23) 越後島団地公園 焼津市越後島 476 番 42 

(24) 坂本団地１号公園 焼津市坂本 473 番１ 

(25) 坂本団地２号公園 焼津市坂本 468 番１ 

(26) 旭団地公園 焼津市坂本 410 番 20  

(27) 治長請所公園 焼津市治長請所 195 番 

(28) 駅前小公園 焼津市栄町四丁目６番 

(29) 小川北公園 焼津市西小川一丁目 29 番 



(30) 港公園 焼津市石津港町 42 番１ 

(31) 牛田橋公園 焼津市大栄町三丁目３番１ 

(32) すみれ台東公園 焼津市すみれ台二丁目 1143 番 

(33) 和田団地公園 焼津市田尻 2526 番 42  

(34) 小浜団地公園 焼津市小浜 208 番 61 

(35) 惣右衛門団地公園 焼津市惣右衛門 1147 番 

(36) 大住１号団地公園 焼津市大住 49 番 23 

(37) 大住２号団地公園 焼津市大住 18 番 21 

(38) 小土団地公園 焼津市小土 257 番９ 

(39) 小川東公園 焼津市東小川一丁目 14 番 

(40) 前の川公園 焼津市石津向町２番１ 

(41) 本郷公園 焼津市大村一丁目４番 

(42) 焼津北公園 焼津市駅北二丁目５番６ 

(43) 大村公園 焼津市大栄町一丁目 10 番１ 

(44) 石津岡公園 焼津市石津向町 24 番１ 

(45) 保福島公園 焼津市保福島１番 

(46) 宮ノ上公園 焼津市大村三丁目４番 

(47) 左口森公園 焼津市小川新町四丁目 1888 番 

(48) 山ノ鼻公園 焼津市坂本 516 番 

(49) 宮の森公園 焼津市大村三丁目７番２ 

(50) 大島中公園 焼津市大島 735 番 164 

(51) 新屋公園 焼津市本町二丁目 11 番１ 

(52) 八反田公園 焼津市東小川三丁目 1238 番２ 

(53) 小川一丁田公園 焼津市西小川五丁目 96 番 

(54) 本町南公園 焼津市本町六丁目 612 番１ 

(55) 祢宜島団地公園 焼津市祢宜島 202 番 12 

(56) 西小路公園 焼津市西小川六丁目 60 番 

(57) 加茂公園 焼津市八楠一丁目４番 41 

(58) 中港公園 焼津市中港五丁目 463 番 

(59) 天白公園 焼津市八楠二丁目４番 22 

(60) 三ヶ名団地公園 焼津市三ケ名 647 番 25 

(61) 八楠一丁田公園 焼津市八楠二丁目４番 51 

(62) 宮前公園 焼津市東小川五丁目 49 番 

(63) 高松公園 焼津市東小川七丁目 64 番 

(64) くすのき公園 焼津市八楠三丁目４番 51 

(65) 芝原公園 焼津市西小川四丁目 51 番 



(66) 柳公園 焼津市西焼津 18 番４ 

(67) 蔵小路公園 焼津市東小川六丁目 60 番 

(68) 大坪公園 焼津市八楠二丁目４番 70 

(69) 小屋敷公園 焼津市西焼津４番 19 

(70) 中新田団地公園 焼津市中新田 868 番 28 

(71) 中川原公園 焼津市東小川八丁目 37 番 

(72) みどりヶ丘公園 焼津市大村二丁目４番 83  

(73) 浜田公園 焼津市田尻 2140 番２ 

(74) 横須賀公園 焼津市田尻 2492 番 

(75) 西阿原団地公園 焼津市石脇上 685 番 19 

(76) 天王の杜公園 焼津市焼津五丁目 636 番 15 

(77) 立通り公園 焼津市祢宜島 229 番１ 

(78) 三ヶ名西小公園 焼津市三ケ名 368 番 19 

(79) 若宮公園 焼津市大村二丁目 14 番 22 

(80) 下小杉児童公園 焼津市下小杉 480 番１ 

(81) 上小杉住生協公園 焼津市上小杉 887 番 95 

(82) つつじ平公園 焼津市上泉 612 番 

(83) 高新田鶴巻公園 焼津市高新田 316 番３ 

(84) 宗高児童公園 焼津市宗高 384 番１ 

(85) 高新田児童公園 焼津市高新田 2170 番３ 

(86) 上小杉児童公園 焼津市上小杉 111 番４ 

(87) 下江留ふれあい公園 焼津市下江留 1063 番１ 

(88) 富士見公園 焼津市上泉 352 番３ 

(89) ゆうゆう公園 焼津市下江留 1343 番１ 

(90) 吉永コミュニティパーク 焼津市吉永 492 番７ 

(91) 臨港北公園 焼津市利右衛門 1696 番９ 

(92) 臨港南公園 焼津市利右衛門 1623 番９ 

(93) 上新田北公園 焼津市上新田 110 番１ 

(94) 高新田平公園 焼津市高新田 2326 番１ 

(95) 宗高さくら公園 焼津市宗高 1207 番４ 

(96) えづみ公園 焼津市下江留 1893 番 

(97) 宗高中央公園 焼津市宗高 810 番４ 

(98) 上新田公園 焼津市上新田 818 番１  

(99) 下小田団地公園 焼津市下小田 601 番 17 

(100) 上泉公園 焼津市上泉 705 番１ 

(101) 大島中央公園 焼津市大島 647 番６ 



(102) 秋葉公園 焼津市大村二丁目４番 64 

(103) 与惣次公園 焼津市与惣次 98 番 

(104) 藤守公園 焼津市藤守 689 番１ 

(105) つつじ平小公園 焼津市上泉 612 番 182 

(106) 大覚寺２号公園 焼津市大覚寺二丁目４番 

(107) 下小田公園 焼津市下小田 679 番２ 

(108) 小土団地小公園 焼津市小土 278 番９ 

(109) 下江留団地公園 焼津市下江留 2230 番 30 

(110) 寺島公園 焼津市祢宜島 615 番１ 

(111) 東小川１号公園 焼津市東小川四丁目 17 番 

(112) 大覚寺１号公園 焼津市大覚寺一丁目４番 

(113) 本町地区ポケットパーク 焼津市本町三丁目 897 番 35 

(114) 市役所前ポケットパーク 焼津市本町二丁目 843 番２ 

(115) 三ケ名公園 焼津市三ケ名 419 番１ 

(116) （仮称）北道原公園 焼津市道原字尻川 1065 番１ 

(117) 浜ノ堀緑地 焼津市本町四丁目 909 番８ 

(118) 栃山川自然生態観察公園 焼津市中根新田 1470 番 

(119) 栃山川緑地公園 焼津市大島 228 番２ 

(120) 瀬戸川緑地 焼津市駅北四丁目 14 番 24 

(121) 東小川３号緑地 焼津市東小川三丁目 20 番 10 

(122) 東小川１号緑地 焼津市東小川四丁目 45 番 

(123) 指定の期間内に都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第２条の２の規

定により、市が設置する公園（別に指定管理者を指定するものを除く。） 

 

２ 指定管理者 

  名 称 焼津環境緑化事業協同組合 

      代表理事 村田昌弘 

  所在地 焼津市本町二丁目 13 番 29 号 

 

３ 指定の期間 

  平成 29 年４月１日から平成 34 年３月 31 日まで（５年間） 

 

 

４ 議会の議決日 

  平成 28 年 12 月９日 

 



 

５ 指定日 

  平成 29 年１月 20 日 

 

６ 問合先 

  担当 ：焼津市都市基盤部都市計画課 公園緑化担当 

  Tel ：054-626-2165 

Fax ：054-626-2184 

E-mail:toshikei@city.yaizu.lg.jp 

 


