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種別 公    園    名 コウエンメイ 位                      置 開設年月日 管理ha

街区 東台 ﾋｶﾞｼﾀﾞｲ 下矢切字東台３７番２ H18.4.1 0.04
街区 北松戸 ｷﾀﾏﾂﾄﾞ 上本郷３９５－１他 S35.3.1 0.10
街区 長作 ﾅｶﾞｻｸ 三矢小台一丁目１３ S39.1.27 0.07
街区 北丘 ｷﾀｵｶ 五香六丁目２５－３ S39.1.31 0.09
街区 鴻之台 ｺｳﾉﾀﾞｲ 三矢小台四丁目２１ S40.3.5 0.08
街区 北松戸３丁目 ｷﾀﾏﾂﾄﾞｻﾝﾁｮｳﾒ 北松戸三丁目４－１ S59.4.1 0.04
街区 一ツ橋 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ 小金きよしケ丘一丁目１０－１ S59.4.1 0.07
街区 二ツ木 ﾌﾀﾂｷﾞ 二ツ木二葉町２０３－１ S59.4.1 0.09
街区 殿平賀 ﾄﾉﾋﾗｶﾞ 殿平賀字五郎兵衛屋敷台３９７ S54.4.12 0.07
街区 貝の花第２ ｶｲﾉﾊﾅﾀﾞｲﾆ 八ケ崎三丁目２３ S54.7.1 0.09
街区 ゆりのき ﾕﾘﾉｷ 新松戸二丁目１３５ S55.9.1 0.07
街区 観音下 ｶﾝﾉﾝｼﾀ 幸谷字観音下２８４－１ S60.3.20 0.07
街区 向田 ﾑｶｲﾀﾞ 幸谷字向田３３２－１１ S60.3.20 0.04
街区 たんぽぽ ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 松戸新田字毛無山４４－８５ S62.3.31 0.03
街区 相模台 ｻｶﾞﾐﾀﾞｲ 岩瀬字相模台４７３－９他 S31.3.26 0.44
街区 立身台 ﾀﾂﾐﾀﾞｲ 下矢切字栄町１２７ S32.12.26 0.15
街区 平潟 ﾋﾗｶﾀ 松戸字平潟２０４３ S34.12.1 0.18
街区 仲台 ﾅｶﾀﾞｲ 北松戸三丁目３ S37.3.30 0.25
街区 三矢小台 ﾐﾔｺﾀﾞｲ 三矢小台二丁目１８ S37.3.31 0.27
街区 北仲町 ｷﾀﾅｶﾏﾁ 仲井町一丁目９０他 S37.5.1 0.42
街区 つくし ﾂｸｼ 吉井町５ S37.5.1 0.16
街区 しょうぶ ｼｮｳﾌﾞ 常盤平二丁目２２ S37.8.9 0.95
街区 さくら ｻｸﾗ 常盤平二丁目３０－１ S37.8.9 0.40
街区 こでまり ｺﾃﾞﾏﾘ 常盤平二丁目１３－３ S37.8.9 0.20
街区 ひまわり ﾋﾏﾜﾘ 常盤平一丁目２３－２ S37.8.9 0.20
街区 あべりあ ｱﾍﾞﾘｱ 常盤平三丁目２２－１ S37.8.9 0.24
街区 ふよう ﾌﾖｳ 常盤平三丁目４－１ S37.8.9 0.14
街区 はなみずき ﾊﾅﾐｽﾞｷ 常盤平四丁目９－１ S37.8.9 0.25
街区 くぬぎ ｸﾇｷﾞ 常盤平四丁目５－１ S37.8.9 0.18
街区 やまぶき ﾔﾏﾌﾞｷ 常盤平五丁目５ S37.8.9 0.67
街区 ぽぷら ﾎﾟﾌﾟﾗ 常盤平六丁目１０－３ S37.8.9 0.19
街区 しらかし ｼﾗｶｼ 常盤平六丁目１７－１ S37.8.9 0.29
街区 つばき ﾂﾊﾞｷ 常盤平七丁目１２－１ S37.8.9 0.31
街区 さつき ｻﾂｷ 常盤平三丁目２４－２ S37.8.9 0.29
街区 つつじ ﾂﾂｼﾞ 常盤平一丁目１－１ S37.8.9 0.11
街区 寺沢 ﾃﾗｻﾜ 三矢小台三丁目２０他 S37.9.20 0.33
街区 小金 ｺｶﾞﾈ 小金きよしケ丘二丁目１２－１ S37.10.1 0.65
街区 仲井町 ﾅｶｲﾁｮｳ 仲井町三丁目１０１ S38.1.31 0.12
街区 つつみ ﾂﾂﾐ 樋野口字堤外５６３ S38.12.10 0.30
街区 樋野口 ﾋﾉｸﾁ 樋野口字太郎次畑６８１ S39.3.18 0.32
街区 本郷 ﾎﾝｺﾞｳ 北松戸一丁目４ S39.12.1 0.22
街区 川萩 ｶﾜﾊｷﾞ 三矢小台五丁目２８ S40.3.10 0.25
街区 下萩 ｼﾓﾊｷﾞ 南花島二丁目２８－１ S40.12.3 0.36
街区 とのやま ﾄﾉﾔﾏ 新作三丁目１１６３ S40.12.13 0.56
街区 北之台 ｷﾀﾉﾀﾞｲ 北松戸二丁目１７ S41.1.31 0.14
街区 五香 ｺﾞｺｳ 五香西一丁目２１ S41.3.31 0.33
街区 稔台 ﾐﾉﾘﾀﾞｲ 稔台二丁目２１番１６ S43.3.31 0.20
街区 太郎 ﾀﾛｳ 樋野口字太郎次畑７９８－１ S41.10.1 0.19
街区 小根本 ｺﾈﾓﾄ 小根本字後田９４－２ S41.10.1 0.30
街区 山王 ｻﾝﾉｳ 小金上総町１－６ S42.6.18 0.28
街区 中和倉 ﾅｶﾜｸﾞﾗ 中和倉字前ノ谷１３４ S42.12.10 0.33
街区 中町 ﾅｶﾏﾁ 南花島字中町２５１ S42.12.10 0.17
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街区 久保平賀 ｸﾎﾞﾋﾗｶﾞ 小金きよしケ丘五丁目７－２ S59.4.1 0.12
街区 前田 ﾏｴﾀﾞ 上本郷字前田２８２３ S43.9.1 0.25
街区 島谷台 ｼﾏﾔﾀﾞｲ 三ケ月字島谷台１２４８ S43.9.1 0.34
街区 南花島 ﾐﾅﾐﾊﾅｼﾏ 南花島一丁目１３ S44.2.15 0.54
街区 向町 ﾑｺｳﾏﾁ 南花島字向町３１８ S43.2.25 0.24
街区 カンナ ｶﾝﾅ 常盤平陣屋前１３ S59.4.1 0.22
街区 新萩 ｼﾝﾊｷﾞ 三矢小台五丁目２７ S45.3.30 0.20
街区 八光台 ﾊﾁｺｳﾀﾞｲ 八ケ崎一丁目４２ S45.5.30 0.33
街区 下山 ｼﾓﾔﾏ 新松戸一丁目１０３ S46.3.30 0.21
街区 上ノ台 ｳｴﾉﾀﾞｲ 二ツ木１７３１－２ S46.3.30 0.58
街区 寺田 ﾃﾗﾀﾞ 馬橋字寺田３１２２ S46.3.30 0.25
街区 緑ケ丘第２ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾀﾞｲﾆ 緑ケ丘二丁目３７８ S46.3.30 0.20
街区 つばめ ﾂﾊﾞﾒ 小金原二丁目４ S46.6.11 0.43
街区 やまばと ﾔﾏﾊﾞﾄ 小金原三丁目１０ S46.6.11 0.29
街区 かもめ ｶﾓﾒ 小金原七丁目３０ S46.6.11 0.43
街区 ぺんぎん ﾍﾟﾝｷﾞﾝ 小金原七丁目１５ S46.6.11 0.60
街区 はくちょう ﾊｸﾁｮｳ 小金原九丁目３２ S46.6.11 0.32
街区 ひばり ﾋﾊﾞﾘ 小金原九丁目１２ S46.6.11 0.25
街区 貝の花 ｶｲﾉﾊﾅ 小金原八丁目１４ S46.6.11 0.25
街区 すずめ ｽｽﾞﾒ 小金原五丁目１４ S46.6.11 0.38
街区 うぐいす ｳｸﾞｲｽ 小金原五丁目３５ S46.6.11 0.35
街区 からす ｶﾗｽ 小金原四丁目３２ S46.6.11 0.25
街区 めじろ ﾒｼﾞﾛ 小金原四丁目５ S46.6.11 0.36
街区 旭ケ丘第２ ｱｻﾋｶﾞｵｶﾀﾞｲﾆ 松戸字岩瀬境２２９０ S47.2.10 0.18
街区 馬橋第２ ﾏﾊﾞｼﾀﾞｲﾆ 馬橋字北籠房２８７５ S47.3.11 0.25
街区 美野里 ﾐﾉﾘ 二十世紀が丘美野里町１６０ S47.3.11 0.26
街区 さるびや ｻﾙﾋﾞﾔ 常盤平西窪町１２ S48.2.1 0.23
街区 旭ケ丘第１ ｱｻﾋｶﾞｵｶﾀﾞｲｲﾁ 松戸字貝台２２７５ S48.3.20 0.32
街区 木づくり ｷﾂﾞｸﾘ 二十世紀が丘戸山町１６ S48.3.31 0.25
街区 中道 ﾅｶﾐﾁ 西馬橋蔵元町９ S48.4.1 0.30
街区 中金杉 ﾅｶｶﾅｽｷﾞ 中金杉二丁目４８ S48.3.31 0.18
街区 広田 ﾋﾛﾀ 西馬橋広手町９ S49.3.18 0.30
街区 四ﾂ久保 ﾖﾂｸﾎﾞ 南花島三丁目４９ S49.3.30 0.35
街区 いちご ｲﾁｺﾞ 二十世紀が丘萩町３８ S49.3.30 0.25
街区 旭ケ丘第３ ｱｻﾋｶﾞｵｶﾀﾞｲｻﾝ 岩瀬字鍛治塚６２０ S49.10.9 0.39
街区 緑ケ丘第１ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾀﾞｲｲﾁ 緑ケ丘一丁目９０ S49.10.9 0.25
街区 籠益第１ ｶｺﾞﾏｽﾀﾞｲｲﾁ 六高台四丁目１４３ S50.3.28 0.38
街区 新松戸第１ ｼﾝﾏﾂﾄﾞﾀﾞｲｲﾁ 新松戸一丁目３２７ S50.3.28 0.27
街区 門前 ﾓﾝｾﾞﾝ 日暮一丁目９ S50.3.31 0.27
街区 宮前 ﾐﾔﾏｴ 日暮五丁目２２７ S50.3.31 0.24
街区 花之台 ﾊﾅﾉﾀﾞｲ 上本郷一丁目３３１０ S50.3.31 0.23
街区 二三ケ丘 ﾌﾐｶﾞｵｶ 三ケ月字谷津田１５１０ S50.12.1 0.29
街区 新堀 ｼﾝﾎﾞﾘ 上本郷三丁目４２２１ S51.2.5 0.23
街区 二十世紀 ﾆｼﾞｭｯｾｲｷ 二十世紀が丘梨元町２４ S51.2.23 0.73
街区 六実第２ ﾑﾂﾐﾀﾞｲﾆ 六高台二丁目９７ S51.2.23 0.38
街区 新松戸第２ ｼﾝﾏﾂﾄﾞﾀﾞｲﾆ 新松戸二丁目６６ S51.2.23 0.12
街区 西ノ下 ﾆｼﾉｼﾀ 西馬橋幸町９ S51.2.23 0.27
街区 浅間 ｾﾝｹﾞﾝ 中金杉四丁目２０８ S51.3.31 0.67
街区 胡録台 ｺﾛｸﾀﾞｲ 胡録台字小野１５５－３ S51.3.31 0.24
街区 松飛台 ﾏﾂﾋﾀﾞｲ 松飛台字御立場７３－２ S51.3.31 0.41
街区 中根 ﾅｶﾈ 中根長津町８９ S52.4.1 0.15
街区 籠益第２ ｶｺﾞﾏｽﾀﾞｲﾆ 六高台四丁目４４ S52.4.1 0.17
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街区 串崎 ｸｼｻﾞｷ 串崎南町３０５ S52.4.1 0.46
街区 道合第２ ﾐﾁｱｲﾀﾞｲﾆ 八ケ崎七丁目２０ S52.4.1 0.17
街区 はすだ ﾊｽﾀﾞ 西馬橋四丁目９ S52.4.1 0.23
街区 とちのき ﾄﾁﾉｷ 新松戸四丁目２９６ S52.5.1 0.17
街区 やなぎ ﾔﾅｷﾞ 新松戸三丁目３５１ S52.5.1 0.20
街区 さざんか ｻｻﾞﾝｶ 新松戸三丁目７４ S52.5.1 0.21
街区 小鳥の来る ｺﾄﾘﾉｸﾙ 新松戸五丁目１９６ S52.5.1 0.22
街区 もくれん ﾓｸﾚﾝ 新松戸六丁目２７１ S52.5.1 0.27
街区 あかしあ ｱｶｼﾔ 新松戸七丁目３５７ S52.5.1 0.47
街区 あおぎり ｱｵｷﾞﾘ 新松戸七丁目１８９ S52.5.1 0.24
街区 あじさい ｱｼﾞｻｲ 新松戸七丁目７９ S52.5.1 0.42
街区 こぶし ｺﾌﾞｼ 新松戸七丁目１３０ S52.5.1 0.20
街区 南谷 ﾐﾅﾐﾔ 八ケ崎緑町２７９ S53.3.31 0.18
街区 かぶと ｶﾌﾞﾄ 牧の原二丁目９ S54.1.1 0.75
街区 一本松 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ 小金きよしケ丘四丁目３－１６ S54.1.1 0.12
街区 ほそぬま ﾎｿﾇﾏ 西馬橋五丁目９ S54.4.12 0.18
街区 上瀬上 ｶﾐｾｶﾞﾐ 六高台八丁目９３ S54.7.1 0.22
街区 矢切ケ丘 ﾔｷﾞﾘｶﾞｵｶ 上矢切字南台１６３他 S54.12.1 0.14
街区 ひよどり ﾋﾖﾄﾞﾘ 五香西四丁目４４－２他 S54.12.1 0.31
街区 しらかば ｼﾗｶﾊﾞ 新松戸南一丁目９ S54.12.1 0.17
街区 西口 ﾆｼｸﾞﾁ 本町２２－３他 S55.3.1 0.21
街区 日暮 ﾋｸﾞﾗｼ 日暮四丁目６ S55.3.31 0.60
街区 相川 ｱｲｶﾜ 西馬橋相川町９ S55.3.31 0.32
街区 水神沼 ｽｲｼﾞﾝﾇﾏ 小山字水神沼５２３－１２ S55.9.1 0.13
街区 けやき ｹﾔｷ 新松戸南三丁目９ S55.12.1 0.14
街区 富士見 ﾌｼﾞﾐ 六高台六丁目７９ S55.12.1 0.24
街区 鐘の下 ｶﾈﾉｼﾀ 新松戸北一丁目９ S56.1.1 0.26
街区 北丘第２ ｷﾀｵｶﾀﾞｲﾆ 五香七丁目５２－１他３筆 S57.1.1 0.28
街区 六実第１ ﾑﾂﾐﾀﾞｲｲﾁ 六高台一丁目２０ S57.1.1 0.25
街区 小山台 ｺﾔﾏﾀﾞｲ 日暮六丁目９ S57.3.20 0.46
街区 内海道 ｳﾁｶｲﾄﾞｳ 日暮五丁目２４９ S57.10.30 0.28
街区 北通 ｷﾀﾄﾞｵﾘ 横須賀一丁目２６－８ S57.12.1 0.12
街区 栄町第１ ｻｶｴﾁｮｳﾀﾞｲｲﾁ 栄町六丁目４７５他 S58.3.25 0.23
街区 幸田第３ ｺｳﾃﾞﾀﾞｲｻﾝ 幸田五丁目９ S58.12.26 0.36
街区 栄町第２ ｻｶｴﾁｮｳﾀﾞｲﾆ 栄町四丁目２３１－１他 S60.3.30 0.20
街区 八ケ崎 ﾊﾁｶﾞｻｷ 八ケ崎六丁目５４ S60.9.2 0.44
街区 城町 ｼﾛﾏﾁ 東平賀字城町５８３－１ S60.9.2 0.14
街区 大道 ﾀﾞｲﾄﾞｳ 根本字大道下１５４－１ S61.3.31 0.10
街区 高柳 ﾀｶﾔﾅｷﾞ 六高台九丁目６８ S61.3.31 0.20
街区 一文字 ｲﾁﾓﾝｼﾞ 五香四丁目５６番１、２ S62.3.31 0.31
街区 大流 ｵｵﾅｶﾞﾚ 横須賀二丁目１２ S62.3.31 0.33
街区 つぐみ ﾂｸﾞﾐ 久保平賀字下宿２７４－８他 S62.3.31 0.17
街区 和田 ﾜﾀﾞ 八ケ崎五丁目１３ S63.6.1 0.20
街区 貝の花第３ ｶｲﾉﾊﾅﾀﾞｲｻﾝ 八ケ崎三丁目７－１ S63.6.1 0.14
街区 幸田第１ ｺｳﾃﾞﾀﾞｲｲﾁ 幸田二丁目９ H1.3.31 0.56
街区 ふれあい ﾌﾚｱｲ 五香五丁目９ H1.3.31 0.25
街区 川向 ｶﾜﾑｶｲ 新松戸七丁目５４２ H1.3.31 0.12
街区 溜脇 ﾀﾒﾜｷ 新松戸東３３ H1.3.31 0.16
街区 根木内 ﾈｷﾞｳﾁ 根木内字霜田１１２－１２ H2.4.1 0.05
街区 河原塚南 ｶﾜﾗﾂﾞｶﾐﾅﾐ 河原塚字南山１６５－７８ H2.4.1 0.02
街区 拓野 ﾀｸﾉ 胡録台字拓野 H25.3.29 0.09
街区 東平賀 ﾋｶﾞｼﾋﾗｶﾞ 東平賀字大門前３６-２他 H14.3.29 0.25
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街区 幸田第２ ｺｳﾃﾞﾀﾞｲﾆ 幸田四丁目９ S58.1.31 0.18
街区 栄町西 ｻｶｴﾁｮｳﾆｼ 栄町西一丁目８００－２他 H4.7.1 0.11
街区 道合第１ ﾐﾁｱｲﾀﾞｲｲﾁ 八ケ崎八丁目１－６ H2.3.31 0.24
街区 中堀込 ﾅｶﾎﾘｺﾞﾒ 八ケ崎五丁目３５ H3.3.30 0.66
街区 松戸３丁目 ﾏﾂﾄﾞｻﾝﾁｮｳﾒ 松戸字谷１０１７－３他 S59.4.1 0.05
街区 北里 ｷﾀｻﾄ 串崎新田字北里８８－６他 S43.3.19 0.04
街区 藤花塚 ﾄｳｶﾂﾞｶ 小金きよしケ丘三丁目２２－５ S43.5.15 0.07
街区 二葉 ﾌﾀﾊﾞ 二ツ木二葉町１９８－２３ S43.5.15 0.06
街区 わかば ﾜｶﾊﾞ 常盤平双葉町１６－５ S45.3.12 0.06
街区 古和清水 ｺﾜｼﾐｽﾞ 串崎新田字古和清水１７７－５７ S45.12.19 0.02
街区 松戸新田 ﾏﾂﾄﾞｼﾝﾃﾞﾝ 仲井町一丁目１０－５ S46.2.24 0.01
街区 合川 ｱｲｶﾜ 古ケ崎字下合川 S46.3.30 0.04
街区 小金西 ｺｶﾞﾈﾆｼ 小金字西４４４－７２ S47.2.10 0.03
街区 谷川 ﾀﾆｶﾞﾜ 平賀字谷川１３５－４ S47.12.5 0.07
街区 新堀前 ｼﾝﾎﾞﾘﾏｴ 八ケ崎四丁目２－１３ S49.1.7 0.03
街区 初富飛地 ﾊﾂﾄﾐﾄﾋﾞﾁ 五香西五丁目１－６ S49.6.13 0.01
街区 栄町西２丁目 ｻｶｴﾁｮｳﾆｼﾆﾁｮｳﾒ 栄町西二丁目９０１－４他 S49.11.26 0.01
街区 菰田 ｺﾓﾀﾞ 上矢切字菰田１１３３－３３ S50.11.14 0.02
街区 常盤平２丁目 ﾄｷﾜﾀﾞｲﾗﾆﾁｮｳﾒ 常盤平二丁目３２－１１、１２ S51.8.30 0.07
街区 上矢切 ｶﾐﾔｷﾞﾘ 上矢切字草生１６６６－３他 S53.2.24 0.02
街区 番場 ﾊﾞﾝﾊﾞ 大谷口字番場１９１－２９ S53.7.11 0.01
街区 小山台第２ ｺﾔﾏﾀﾞｲﾀﾞｲﾆ 日暮七丁目７８ S54.4.9 0.02
街区 新堀第２ ｼﾝﾎﾞﾘﾀﾞｲﾆ 松戸新田字新堀２９５－３１ S54.8.23 0.02
街区 小金原７丁目 ｺｶﾞﾈﾊﾗﾅﾅﾁｮｳﾒ 小金原七丁目１３－６ S55.6.3 0.02
街区 三矢小台５丁目 ﾐﾔｺﾀﾞｲｺﾞﾁｮｳﾒ 三矢小台五丁目２０－１７ S55.11.25 0.02
街区 八作 ﾊｯｻｸ 八ケ崎二丁目１２－２２ S56.4.16 0.03
街区 萩町 ﾊｷﾞﾏﾁ 二十世紀が丘萩町２４１ S56.1.24 0.02
街区 吉兵衛屋舗 ｷﾁﾍﾞｴﾔｼｷ 松戸新田字吉兵衛屋舗１２１－６ S56.5.26 0.02
街区 東平賀第２ ﾋｶﾞｼﾋﾗｶﾞﾀﾞｲﾆ 東平賀字仲通２６７－３ S57.5.6 0.08
街区 株付 ｶﾌﾞﾂｹ 八ケ崎八丁目３２－２４、２５ S58.12.20 0.03
街区 一ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ 高塚新田字一ノ谷１５３－４１ S60.11.12 0.02
街区 まゆみ ﾏﾕﾐ 五香南二丁目４番２ S63.10.24 0.03
街区 野菊 ﾉｷﾞｸ 松戸新田字平治郎屋舗５２－７ S59.6.22 0.03
街区 北丘第３ ｷﾀｵｶﾀﾞｲｻﾝ 五香八丁目１３－２ S62.2.18 0.04
街区 向山 ﾑｺｳﾔﾏ 殿平賀字向山２１２－９６他 S63.2.15 0.05
街区 内畑 ｳﾁﾊﾀ 八ケ崎二丁目２３－１ H1.7.1 0.08
街区 原ノ山 ﾊﾗﾉﾔﾏ 殿平賀字原ノ山３２１－２ H4.6.1 0.03
街区 りんどう ﾘﾝﾄﾞｳ 金ケ作字南中３４４－４７ S63.9.16 0.04
街区 兵庫 ﾋｮｳｺﾞ 六実二丁目４９番５ S54.3.9 0.01
街区 元山第２ ﾓﾄﾔﾏﾀﾞｲﾆ 五香西二丁目４３－３ S44.6.24 0.03
街区 ゆきやなぎ ﾕｷﾔﾅｷﾞ 上本郷字花台２２８８－８ H1.9.20 0.03
街区 水神沼第２ ｽｲｼﾞﾝﾇﾏﾀﾞｲﾆ 小山字水神沼５２３－１５ S61.4.22 0.03
街区 秋山 ｱｷﾔﾏ 秋山字天照大神３７１－３１ S52.8.10 0.01
街区 秋山天神 ｱｷﾔﾏﾃﾝｼﾞﾝ 秋山字天照大神３７３－７１ H2.4.1 0.04
街区 浅間台 ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲ 小山字浅間台７４４－９ H2.4.1 0.01
街区 中ﾉ窪 ﾅｶﾉｸﾎﾞ 高塚新田字中ﾉ窪１４１－５５ H1.12.7 0.03
街区 古ケ崎第２ ｺｶﾞｻｷﾀﾞｲﾆ 古ケ崎三丁目３３８３－１他 H5.3.31 0.26
街区 北総 ﾎｸｿｳ 栗山１２１ H6.3.31 0.06
街区 兵庫第２ ﾋｮｳｺﾞﾀﾞｲﾆ 六実三丁目９番１ H6.2.21 0.03
街区 北松戸第２ ｷﾀﾏﾂﾄﾞﾀﾞｲﾆ 上本郷字花下３６４ H6.6.1 0.14
街区 うずら ｳｽﾞﾗ 小金原九丁目２２－１ H7.3.14 0.03
街区 河原塚中割 ｶﾜﾗﾂﾞｶﾅｶﾜﾘ 河原塚字中割２３４－６３ H7.7.31 0.04
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街区 柳沢 ﾔﾅｷﾞｻﾜ 六実一丁目１７－３１ H7.12.4 0.02
街区 大橋道 ｵｵﾊｼﾐﾁ 松戸字大橋道１９３ H8.2.27 0.03
街区 河原塚初崎 ｶﾜﾗﾂﾞｶﾊﾂｻﾞｷ 河原塚字初崎１６３－１１ H8.5.14 0.02
街区 大橋 ｵｵﾊｼ 大橋３９１－１ H8.12.25 0.11
街区 あさがお ｱｻｶﾞｵ 松戸新田字平治郎屋舗５３番４ H9.1.16 0.09
街区 とんぼ ﾄﾝﾎﾞ 秋山字向山４０番２ H9.10.21 0.03
街区 なかよし ﾅｶﾖｼ 古ケ崎字曽根裏２５５４-５１ H9.10.28 0.04
街区 咲美台 ｻｷﾐﾀﾞｲ 河原塚２７３－１ H11.11.1 0.12
街区 高塚駒形 ﾀｶﾂｶｺﾏｶﾞﾀ 高塚新田字駒形５８１番１７ H10.9.10 0.02
街区 宮ノ後 ﾐﾔﾉｱﾄ 根木内字宮ノ後５２９番７ H10.9.17 0.05
街区 栄町８丁目 ｻｶｴﾁｮｳﾊｯﾁｮｳﾒ 栄町八丁目６３０番７ H11.2.23 0.02
街区 亀井下 ｶﾒｲｼﾀ 中根字亀井下１１５－６ H11.4.27 0.32
街区 ポテト ﾎﾟﾃﾄ 六高台五丁目１７８－１１ H12.2.16 0.03
街区 塚田 ﾂｶﾀﾞ 岩瀬４３７－４ H12.8.9 0.03
街区 太陽 ﾀｲﾖｳ 稔台三丁目４番 H12.8.29 0.07
街区 高塚北谷台 ﾀｶﾂｶｷﾀﾔﾀﾞｲ 高塚新田字北谷台６４２-６６他 H12.12.26 0.04
街区 秋山神宿 ｱｷﾔﾏｶﾐｼﾞｭｸ 秋山字神宿２６１番９ H13.5.29 0.04
街区 水神沼第３ ｽｲｼﾞﾝﾇﾏﾀﾞｲｻﾝ 小山字水神沼５０１－８ H13.9.19 0.04
街区 和名ケ谷東台 ﾜﾅｶﾞﾔﾋｶﾞｼﾀﾞｲ 和名ケ谷字東台６３０番５６ H13.6.7 0.04
街区 北谷台第２ ｷﾀﾔﾀﾞｲﾀﾞｲﾆ 高塚新田字北谷台６４１番６９ H13.11.1 0.03
街区 キラリ ｷﾗﾘ 高塚新田字野見塚４２４－２他 H14.3.29 0.25
街区 金ケ作新木戸 ｶﾈｶﾞｻｸｼﾝｷﾄﾞ 金ケ作字新木戸４１８－７５他 H14.3.21 0.04
街区 秋山南谷津 ｱｷﾔﾏﾐﾅﾐﾔﾂ 秋山字南谷津４１６番１５ H14.6.13 0.03
街区 もえぎの風 ﾓｴｷﾞﾉｶｾﾞ 紙敷字源兵ヱ後１１６２-１他 H15.3.1 0.45
街区 宮ノ後第２ ﾐﾔﾉｱﾄﾀﾞｲﾆ 根木内字宮ノ後５３３番１１他 H14.10.19 0.06
街区 道合第３ ﾐﾁｱｲﾀﾞｲｻﾝ 八ケ崎六丁目７－５ H15.7.25 0.05
街区 関台 ｾｷﾀﾞｲ 紙敷一丁目２０番地 H16.3.31 0.28
街区 北谷台第３ ｷﾀﾔﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ 高塚新田字北谷台６３７番７７他 H15.5.1 0.04
街区 中ノ窪第２ ﾅｶﾉｸﾎﾞﾀﾞｲﾆ 高塚新田字中ノ窪１２８番４６ H15.5.14 0.04
街区 千駄堀駒形 ｾﾝﾀﾞﾎﾞﾘｺﾏｶﾞﾀ 千駄堀字駒形１５０７-６６ H15.8.8 0.04
街区 北谷台第４ ｷﾀﾔﾀﾞｲﾀﾞｲﾖﾝ 高塚新田字北谷台６４４番１２ H15.5.29 0.04
街区 稔台第２ ﾐﾉﾘﾀﾞｲﾀﾞｲﾆ 稔台七丁目２２番４他 H16.3.31 0.19
街区 八町分 ﾊｯﾁｮｳﾌﾞ 高塚新田字八町分２０４－８ H16.4.7 0.03
街区 陣ケ前 ｼﾞﾝｶﾞﾏｴ 松戸新田字ジイノ前１番１９ H16.5.2 0.16
街区 あさひ ｱｻﾋ 松飛台字御立場１０３番５１ H17.1.21 0.08
街区 和名ケ谷北 ﾜﾅｶﾞﾔｷﾀ 松戸新田字定使山５５８番１０他 H17.3.23 0.03
街区 すみれ ｽﾐﾚ 和名ケ谷字東台６０７－７他 H17.12.20 0.04
街区 栄町第３ ｻｶｴﾁｮｳﾀﾞｲｻﾝ 栄町八丁目７０２番４他 H18.7.21 0.20
街区 やまぼうし ﾔﾏﾎﾞｳｼ 小山字浅間台７１１番１０ H18.2.24 0.10
街区 傘ノ棒 ｶｻﾉﾎﾞｳ 高塚新田字傘ノ棒５２６番３７他 H18.2.25 0.06
街区 駒形第２ ｺﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆ 千駄堀字駒形１５０６番１９ H18.7.25 0.05
街区 八町分第２ ﾊｯﾁｮｳﾌﾞﾀﾞｲﾆ 高塚新田字八町分１８５番４ H18.9.16 0.04
街区 宮ノ内 ﾐﾔﾉｳﾁ 河原塚５０２－１ H19.7.21 0.07
街区 中内 ﾅｶｳﾁ 東松戸三丁目１６番の５ H20.3.21 0.10
街区 すすき浦 ｽｽｷｳﾗ 東松戸四丁目１７番の１ H20.3.21 0.10
街区 金ケ作北第１ ｶﾈｶﾞｻｸｷﾀﾀﾞｲｲﾁ 金ケ作字小作２３５番１０ H20.2.12 0.04
街区 和名ケ谷北第２ ﾜﾅｶﾞﾔｷﾀﾀﾞｲﾆ 和名ケ谷字下水９５４番６ H20.4.22 0.03
街区 六実６丁目 ﾑﾂﾐﾛｸﾁｮｳﾒ 六実六丁目６番９他 H20.12.1 0.02
街区 秋山けやき ｱｷﾔﾏｹﾔｷ 秋山字花見堀込６７番８ H20.12.16 0.04
街区 西木戸第１ ﾆｼｷﾄﾞﾀﾞｲｲﾁ 和名ケ谷字西木戸１４０５－５３ H21.8.11 0.06
街区 西木戸第２ ﾆｼｷﾄﾞﾀﾞｲﾆ 和名ケ谷字西木戸１４０２－５８ H21.11.6 0.05
街区 牧の原１丁目 ﾏｷﾉﾊﾗｲｯﾁｮｳﾒ 牧の原一丁目２７－１１ H22.7.7 0.01
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街区 あざみ ｱｻﾞﾐ 和名ケ谷６３０－５ H22.7.21 0.02
街区 なずな ﾅｽﾞﾅ 紙敷三丁目１番３１ H23.3.31 0.03
街区 あらこう ｱﾗｺｳ 河原塚字荒公２５５番地５ H24.2.17 0.02
街区 はこべ ﾊｺﾍﾞ 和名ケ谷字宮地８１１番９他 H24.5.28 0.05
街区 きんもくせい ｷﾝﾓｸｾｲ 金ケ作字南中３３２番８１ H24.10.22 0.02
街区 四季 ｼｷ 五香西三丁目３番１８ H25.6.27 0.05
街区 よもぎ ﾖﾓｷﾞ 紙敷一丁目３６番２７ H25.11.6 0.02
街区 ありのみ ｱﾘﾉﾐ 高塚新田字八町分１７７番地６他 H26.3.18 0.06
街区 あけぼの ｱｹﾎﾞﾉ 幸谷１５１２ H26.2.17 0.07
街区 あかつき ｱｶﾂｷ 幸谷１５１１ H26.2.17 0.11
街区 まめざくら ﾏﾒｻﾞｸﾗ 小山字浅間台７０５番９ H26.3.28 0.05
街区 月の丘 ﾂｷﾉｵｶ 二ツ木字新屋敷３５１番９ H26.5.28 0.03
街区 きらめき ｷﾗﾒｷ 古ケ崎字供養塚７４０番９他 H26.8.28 0.04
街区 あおぞら ｱｵｿﾞﾗ 五香西五丁目３２番４５ H26.11.13 0.05
街区 くすのき ｸｽﾉｷ 新松戸五丁目１７９番３ H26.12.10 0.03
街区 こもれび ｺﾓﾚﾋﾞ 五香西六丁目１２番１０ H26.12.19 0.05
街区 そよかぜ ｿﾖｶｾﾞ 六実一丁目４８番９ H27.1.5 0.03
街区 岩瀬住吉 ｲﾜｾｽﾐﾖｼ 岩瀬３８番３ H27.10.2 0.05
街区 新松戸北２丁目 ｼﾝﾏﾂﾄﾞｷﾀﾆﾁｮｳﾒ 新松戸北二丁目１５番１１他 H27.10.2 0.09
街区 あきづき ｱｷﾂﾞｷ 高塚新田駒形５８７番４３ H27.4.10 0.04
街区 こすもす ｺｽﾓｽ 秋山１５７番地１他 H28.4.4 0.10
街区 もみじ ﾓﾐｼﾞ 秋山４３７番地５７他 H28.4.4 0.21
街区 いなほ ｲﾅﾎ 高塚新田３８１番地４他 H28.4.4 0.13
街区 赤作 ｱｶｻｸ 高塚新田字赤作２４７番２７ H28.8.26 0.05
街区 稲越前 ｲﾅｺｼﾏｴ 高塚新田字稲越前５６６番３３ H29.2.3 0.03
街区 栄町西４丁目 ｻｶｴﾁｮｳﾆｼﾖﾝﾁｮｳﾒ 栄町西四丁目１２３８番３他 H29.4.10 0.03
街区 前新田 ﾏｴｼﾝﾃﾞﾝ 千駄堀字前新田１８１５番２６ H29.8.21 0.04
街区 松戸新田やまぼうし ﾏﾂﾄﾞｼﾝﾃﾞﾝﾔﾏﾎﾞｳｼ 松戸新田字作２８７番３１ H30.1.4 0.03

※下記公園の敷地は財務省千葉財務事務所より無償貸付を受けております。
（公園用地全て国有地）　　・松飛台公園　・胡録台公園
（公園用地の一部が国有地）　　・相模台公園　・大橋公園　・稔台第２公園　・栄町第３公園
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