
№ 公園名 区
1 宇喜田公園 江戸川区 新宿線船堀駅 東西線西葛西駅
2 葛西海浜公園 江戸川区 東西線西葛西駅 東西線葛西駅 ＪＲ京葉線葛西臨海公園駅

3 葛西臨海公園 江戸川区 東西線西葛西駅 東西線葛西駅
ＪＲ錦糸町駅京葉線
葛西臨海公園駅

4 篠崎公園 江戸川区 新宿線篠崎駅 ＪＲ総武線小岩駅
5 舎人公園 足立区 舎人ﾗｲﾅｰ舎人駅か舎人公園駅 東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ竹ノ塚駅 東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ西新井駅
6 中川公園 足立区 ＪＲ亀有駅
7 東綾瀬公園 足立区 ＪＲ綾瀬駅 千代田線綾瀬駅
8 水元公園 葛飾区 ＪＲ金町駅 千代田線金町駅
9 亀戸中央公園 江東区 東武亀戸線亀戸水神駅
10 夢の島公園 江東区 ＪＲ京葉線新木場駅 有楽町線新木場駅 東西線東陽町駅 りんかい線新木場駅
11 清澄庭園 江東区 半蔵門線清澄白河駅 大江戸線清澄白河駅
12 大島小松川公園 江東区 新宿線東大島駅
13 猿江恩賜公園 江東区 新宿線住吉駅 半蔵門線住吉駅 ＪＲ錦糸町駅

14 木場公園 江東区 東西線木場駅
半蔵門線・大江戸線
清澄白河駅

新宿線菊川駅

15 向島百花園 墨田区 京成押上線京成曳舟駅 ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ東向島駅
16 横網町公園 墨田区 ＪＲ両国駅 大江戸線両国駅 浅草線蔵前駅
17 東白鬚公園 墨田区 ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ鐘ヶ淵駅
18 尾久の原公園 荒川区 ＪＲ田端駅 ＪＲ北千住駅 日比谷・千代田線北千住駅 東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ北千住駅
19 汐入公園 荒川区 ＪＲ南千住駅 日比谷線南千住駅 つくばエクスプレス南千住駅
20 旧古河庭園 北区 ＪＲ駒込駅 ＪＲ上中里駅 南北線西ケ原駅 都電荒川線飛鳥山駅
21 小石川後楽園 文京区 東西線飯田橋駅 ＪＲ・大江戸線飯田橋駅 有楽町・南北線飯田橋駅 丸ノ内線後楽園駅
22 六義園 文京区 ＪＲ駒込駅 南北線駒込駅 三田線千石駅
23 旧岩崎邸庭園 台東区 ＪＲ御徒町駅 銀座線上野広小路駅 千代田線湯島駅 大江戸線上野御徒町駅
24 上野恩賜公園 台東区 JR上野駅 銀座線上野駅 日比谷線上野駅 京成本線京成上野駅
25 浜離宮恩賜庭園 中央区 ＪＲ新橋駅 銀座線・浅草線新橋駅 大江戸線築地市場駅・汐留駅 ゆりかもめ汐留駅
26 戸山公園 新宿区 ＪＲ山手線新大久保駅 東西線高田馬場駅 東西線早稲田駅 副都心線西早稲田駅他
27 芝公園 港区 ＪＲ浜松町駅 大江戸線赤羽橋駅 三田線芝公園駅 三田線御成門駅他
28 青山公園 港区 銀座線青山一丁目駅 半蔵門線青山一丁目駅 日比谷線六本木駅 千代田線乃木坂駅
29 旧芝離宮恩賜庭園 港区 ＪＲ浜松町駅 大江戸線大門駅 浅草線大門駅 ゆりかもめ竹芝駅
30 台場公園 港区 ＪＲ浜松町駅 ゆりかもめお台場海浜公園駅

31 芝公園 港区 ＪＲ浜松町駅 大江戸線赤羽橋駅
三田線芝公園または
御成門

浅草線大門駅

32 日比谷公園 千代田区 ＪＲ有楽町駅 丸ノ内線霞ヶ関駅
千代田線
霞ヶ関駅・日比谷駅

日比谷線・都営三田線
日比谷駅

最　　　　　寄　　　　　り　　　　　駅

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.html


33 林試の森公園 品川区 東急目黒線武蔵小山駅 南北線武蔵小山駅 三田線武蔵小山駅 ＪＲ渋谷駅
34 潮風公園 品川区 ＪＲ浜松町駅 ゆりかもめ台場駅 ゆりかもめ船の科学館駅
35 赤塚公園 板橋区 三田線高島平駅
36 浮間公園 板橋区 ＪＲ埼京線浮間舟渡
37 善福寺公園 杉並区 ＪＲ荻窪駅 ＪＲ西荻窪駅 西部新宿線上石神井駅
38 和田堀公園 杉並区 ＪＲ高円寺駅 井の頭線西永福駅 丸ノ内線新高円寺駅
39 善福寺川緑地 杉並区 丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅 井の頭線西永福駅 井の頭線浜田山駅 ＪＲ阿佐ヶ谷駅
40 城北中央公園 練馬区 有楽町線氷川台駅 副都心線氷川台駅 東武東上線上板橋駅
41 光が丘公園 練馬区 有楽町線地下鉄成増駅 副都心線地下鉄成増駅 大江戸線光が丘駅 東武東上線成増駅
42 大泉中央公園 練馬区 西武池袋線大泉学園駅 東武東上線成増駅
43 石神井公園 練馬区 ＪＲ阿佐ヶ谷駅と荻窪駅 西武池袋線石神井駅 ＪＲ吉祥寺駅 西武新宿線上石神井駅
44 明治公園 渋谷区 ＪＲ千駄ヶ谷駅 銀座線外苑前駅 大江戸線国立競技場駅
45 代々木公園 渋谷区 千代田線明治神宮前駅 副都心線明治神宮前駅 小田急代々木八幡駅 ＪＲ原宿駅
46 砧公園 世田谷区 小田急線千歳船橋駅 小田急線成城学園前駅 東急田園都市線用賀駅
47 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 世田谷区 ＪＲ渋谷駅 ＪＲ恵比寿駅 東急田園都市線駒沢大学駅
48 祖師谷公園 世田谷区 小田急線成城学園前駅
49 蘆花恒春園 世田谷区 小田急線千歳船橋駅 京王線八幡山駅 京王線芦花公園駅 京王線千歳烏山駅
50 武蔵野の森公園 三鷹市 ＪＲ三鷹駅 京王線調布駅と西調布駅 京王線調布駅 西武多摩川線多磨駅

51 玉川上水緑道 三鷹市 ＪＲ三鷹駅 ＪＲ青梅線拝島駅 西武国分寺線鷹の台駅
西武拝島線拝島駅と
玉川上水駅他

52 野川公園 三鷹市 西武多摩川線新小金井駅と多磨駅
53 神代植物公園 調布市 ＪＲ・井の頭吉祥寺駅 京王線調布駅 ＪＲ三鷹駅 京王線つつじケ丘駅
54 浅間山公園 府中市 ＪＲ武蔵小金井駅 京王線東府中駅
55 府中の森公園 府中市 ＪＲ武蔵小金井駅 京王線東府中駅
56 武蔵野公園 府中市 ＪＲ武蔵小金井駅 京王線調布駅
57 井の頭恩賜公園 武蔵野市 ＪＲ吉祥寺駅 井の頭線井の頭公園駅
58 武蔵野中央公園 武蔵野市 ＪＲ吉祥寺駅 井の頭線吉祥寺駅 ＪＲ三鷹駅
59 殿ヶ谷戸庭園 国分寺市 ＪＲ国分寺駅 西武国分寺線国分寺駅 西武多摩湖線国分寺駅
60 武蔵国分寺公園 国分寺市 ＪＲ国分寺駅 ＪＲ西国分寺駅 ＪＲ武蔵野線西国分寺駅 西武国分寺線国分寺駅他
61 小金井公園 小金井市 ＪＲ東小金井駅 ＪＲ武蔵小金井駅 西武新宿線花小金井駅
62 大戸緑地 町田市 ＪＲ横浜線相原駅 ＪＲ横浜線橋本駅 京王線橋本駅

63 小山田緑地 町田市 ＪＲ横浜線町田駅 小田急線町田駅
小田急多摩線
小田急多摩ｾﾝﾀｰ駅

小田急多摩線唐木田駅他

64 小山内裏公園 町田市 京王相模原線南大沢駅 京王相模原線多摩境駅
65 滝山公園 八王子市 ＪＲ八王子駅 京王線京王八王子駅
66 長沼公園 八王子市 京王線長沼駅
67 平山城址公園 八王子市 京王線平山城址公園駅



68 陵南公園 八王子市 ＪＲ高尾
69 小宮公園 八王子市 ＪＲ八王子 京王線京王八王子
70 東大和公園 東大和市 西武多摩湖線武蔵大和駅
71 東大和南公園 東大和市 ＪＲ立川駅 ＪＲ青梅線立川駅 ＪＲ南武線立川駅 西武拝島線玉川上水駅
72 六仙公園 東久留米市 西武池袋線東久留米駅
73 野山北・六道山公園 武蔵村山市 ＪＲ中央線・青梅線他立川駅 多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙ上北台駅 西武拝島線東大和市駅
74 狭山・境緑道 小平市 西武新宿線小平駅・花小金井駅 西武多摩湖線萩山駅八坂駅 西武多摩湖線武蔵大和駅
75 八国山緑地 東村山市 西武西武園線西武園駅
76 東村山中央公園 東村山市 ＪＲ立川駅 西武多摩湖線八坂駅
77 狭山公園 東村山市 西武多摩湖線西武遊園地駅
78 桜ヶ丘公園 多摩市 京王線聖蹟桜ヶ丘駅 京王相模原線京王永山駅 小田急多摩線小田急永山駅

79
小峰公園
(小峰国民休養地）

あきる野市 ＪＲ五日市線武蔵五日市駅

80 小峰ビジターｾﾝﾀｰ あきる野市 ＪＲ五日市線武蔵五日市駅
81 秋留台公園 あきる野市 ＪＲ五日市線東秋留駅 ＪＲ五日市線秋川駅

82
奥多摩湖畔公園
（山のふるさと村）

奥多摩地方 ＪＲ青梅線奥多摩駅

83 奥多摩ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 奥多摩地方 ＪＲ青梅線奥多摩駅
84 大島公園 伊豆諸島
85 多幸湾公園 伊豆諸島
86 八丈植物公園 伊豆諸島
87 八丈ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 伊豆諸島
88 羽伏浦公園 伊豆諸島
89
90


