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○鳥取市都市公園一覧表 

１ 街区公園 

名称 位置 供用面積（ha） 供用開始の期日 

真教寺公園 鳥取市戎町 ０.４４ 昭和４０．４．１ 

天神公園 鳥取市天神町 ０.４９ 昭和４１．４．１ 

西町公園 鳥取市西町三丁目 ０.１９ 昭和５２．１．１ 

なかよし公園 鳥取市西町二丁目 ０.１３ 昭和４６．４．１ 

立川公園 鳥取市立川町三丁目 ０.１０ 昭和４４．４．１ 

元町公園 鳥取市元町 ０.１７ 昭和４８．１２．３１ 

元魚町公園 鳥取市元魚町二丁目 ０.０５ 昭和５３．１．１ 

二階町公園 鳥取市二階町四丁目 ０.０６ 昭和５４．１２．７ 

三軒屋公園 鳥取市本町五丁目 ０.０７ 昭和４５．４．１ 

本町公園 鳥取市本町四丁目 ０.０６ 昭和５７．４．１ 

鹿野町公園 鳥取市片原五丁目 ０.０８ 昭和５０．１１．１ 

玄好町公園 鳥取市玄好町 ０.２７ 昭和４６．４．１ 

材木町公園 鳥取市材木町 ０.０６ 昭和５４．１２．３ 

東町公園 鳥取市東町三丁目 ０.０５ 昭和５８．５．１ 

泉公園 鳥取市湯所町二丁目 ０.０７ 昭和５４．３．２８ 

弥生公園 鳥取市弥生町 ０.１５ 昭和５３．５．３ 

末広公園 鳥取市弥生町 ０.０３ 平成３．３．３０ 

吉方公園 鳥取市吉方温泉四丁目 ０.０６ 昭和５４．１２．３ 

永楽公園 鳥取市永楽温泉町 ０.１４ 昭和４８．３．３１ 

太平公園 鳥取市瓦町 ０.０９ 昭和４７．１２．１２ 

花見公園 鳥取市瓦町 ０.０７ 平成３．３．３０ 

瓦町公園 鳥取市瓦町 ０.０４ 平成３．３．３０ 

さなえ公園 鳥取市瓦町 ０.１２ 昭和５４．３．２８ 

行徳公園 鳥取市行徳一丁目 ０.１２ 昭和４３．４．１ 

南町公園 鳥取市南町 ０.０７ 昭和５２．１．１ 

寿公園 鳥取市寿町 ０.２２ 昭和４５．４．１ 

相生第一公園 鳥取市相生町二丁目 ０.１３ 昭和４９．３．３１ 

相生第二公園 鳥取市相生町三丁目 ０.０７ 昭和５６．４．２５ 

大森公園 鳥取市相生町一丁目 ０.１６ 昭和４７．４．１ 

相生第三公園 鳥取市相生町四丁目 ０.０３ 平成３．３．３０ 

相生第四公園 鳥取市相生町四丁目 ０.０８ 昭和５３．１２．２６ 

相生第五公園 鳥取市相生町二丁目 ０.０５ 平成３．３．３０ 
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沢井手公園 鳥取市扇町 ０.２３ 昭和４３．４．１ 

東富安公園 鳥取市南吉方一丁目 ０.９６ 昭和４７．４．１ 

富安公園 鳥取市富安一丁目 ０.５３ 昭和４４．４．１ 

古市公園 鳥取市幸町 ０.３８ 昭和４２．４．１ 

吉方南公園 鳥取市吉方 ０.２６ 昭和５０．８．１ 

井原公園 鳥取市興南町 ０.５７ 昭和４８．１０．１０ 

湯所公園 鳥取市湯所町二丁目 ０.０９ 昭和５４．１２．８ 

吉方北公園 鳥取市吉方温泉二丁目 ０.１１ 昭和５０．１２．１１ 

城北公園 鳥取市松並町二丁目 ０.２１ 昭和５３．５．３ 

美萩野公園 鳥取市美萩野二丁目 ０.８１ 昭和５５．３．２９ 

浜坂公園 鳥取市浜坂三丁目 ０.２４ 昭和５４．３．２８ 

美萩野深沢公園 鳥取市美萩野三丁目 ０.３１ 昭和５５．５．２４ 

美萩野鳥打場公園 鳥取市美萩野三丁目 ０.１２ 昭和５５．５．２４ 

美萩野西山公園 鳥取市美萩野二丁目 ０.２６ 昭和５５．５．２４ 

卯垣公園 鳥取市卯垣四丁目 ０.１５ 昭和５５．１２．１９ 

南雲山公園 鳥取市雲山 ０.１２ 昭和５５．１２．１９ 

東今在家公園 鳥取市東今在家 ０.１５ 昭和５８．５．１ 

桜谷公園 鳥取市桜谷 ０.１０ 昭和５９．９．１ 

堀越公園 鳥取市湖山町西二丁目 ０.１０ 昭和６０．４．１ 

大樋井公園 鳥取市新 ０.１１ 昭和６１．３．３１ 

財ノ木公園 鳥取市吉成 ０.２２ 昭和６１．３．３１ 

立川南公園 鳥取市立川町六丁目 ０.３４ 昭和６２．３．３１ 

西品治公園 鳥取市西品治 ０.１０ 昭和６２．３．３１ 

湖山南公園 鳥取市湖山町南一丁目 ０.４５ 平成２．３．３１ 

立川第二公園 鳥取市立川町二丁目 ０.１６ 平成２．３．３１ 

賀露公園 鳥取市賀露町北四丁目 ０.１６ 昭和６３．３．３１ 

立六南公園 鳥取市立川町六丁目 ０.１３ 平成２．３．３１ 

北園妙見公園 鳥取市北園二丁目 ０.２８ 平成元．３．３１ 

稲葉山公園 鳥取市卯垣五丁目 ０.１７ 平成元．３．３１ 

湖山白浜公園 鳥取市湖山町北四丁目 ０.１５ 平成２．３．３１ 

大覚寺南公園 鳥取市大覚寺 ０.２４ 平成２．３．３１ 

浜坂東公園 鳥取市浜坂東一丁目 ０.２６ 平成２．３．３１ 

湖山北公園 鳥取市湖山町北四丁目 ０.１４ 平成３．３．３０ 

高草公園 鳥取市古海 ０.１０ 平成３．３．３０ 

新南公園 鳥取市吉成 ０.２４ 平成３．３．３０ 
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大杙公園 鳥取市面影二丁目 ０.１４ 平成３．３．３０ 

緑ケ丘公園 鳥取市緑ケ丘三丁目 ０.１２ 平成４．３．３１ 

浜坂中央公園 鳥取市浜坂東一丁目 ０.３３ 平成４．３．３１ 

田島第一公園 鳥取市田島 ０.２１ 平成４．３．３１ 

ニュータウン１号児童公園 鳥取市若葉台南六丁目 ０.２７ 平成４．３．３１ 

北園３号公園 鳥取市北園二丁目 ０.２１ 平成５．３．３１ 

松林公園 鳥取市美萩野一丁目 ０.４５ 平成５．３．３１ 

南城北公園 鳥取市南安長一丁目 ０.１８ 平成５．３．３１ 

西品治南公園 鳥取市西品治 ０.１１ 平成７．３．３１ 

桜谷南公園 鳥取市桜谷 ０.１６ 平成６．３．３１ 

滝山公園 鳥取市滝山 ０.１１ 平成６．３．３１ 

財ノ木第二公園 鳥取市吉成 ０.１２ 平成６．３．３１ 

美萩野三角公園 鳥取市美萩野二丁目 ０.１６ 平成７．３．３１ 

大覚寺西公園 鳥取市大覚寺 ０.１６ 平成７．３．３１ 

若葉台南第二公園 鳥取市若葉台南二丁目 ０.２９ 平成７．３．３１ 

北園２号公園 鳥取市北園一丁目 ２.６７ 平成８．３．３１ 

南雲山第二公園 鳥取市雲山 ０.２５ 平成８．３．３１ 

宮長いなば公園 鳥取市宮長 ０.１０ 平成８．３．３１ 

若葉台南第三公園 鳥取市若葉台南三丁目 ０.２７ 平成９．４．１ 

緑ケ丘第二公園 鳥取市緑ケ丘二丁目 ０.３４ 平成９．４．１ 

賀露南公園 鳥取市賀露町南一丁目 ０.３１ 平成１０．４．１ 

大寺屋１号公園 鳥取市湖山町北二丁目 ０.２６ 平成１１．６．１５ 

桂見台１号公園 鳥取市桂見 ０.１０ 平成１２．９．１ 

大覚寺山王公園 鳥取市吉成 ０.０８ 平成１２．９．１ 

南大覚寺公園 鳥取市大覚寺 ０.２２ 平成１３．３．３１ 

秋里１号公園 鳥取市秋里 ０.２８ 平成１３．３．３１ 

大寺屋２号公園 鳥取市湖山町西一丁目 ０.１７ 平成１３．３．３１ 

賀露北公園 鳥取市賀露町北三丁目 ０.２４ 平成１４．１．２２ 

新雲山ふれあい公園 鳥取市雲山 ０.１９ 平成１４．１．２２ 

新的場公園 鳥取市的場二丁目 ０.０９ 平成１４．１．２２ 

円護寺吉川公園 鳥取市円護寺 ０.３４ 平成１５．３．１９ 

円護寺小堤公園 鳥取市円護寺 ０.１０ 平成１５．３．１９ 

わかば北公園 鳥取市若葉台北二丁目 ０.２６ 平成１５．３．１９ 

三角公園 鳥取市面影一丁目 ０.０９ 平成１６．３．３１ 

八丁田公園 鳥取市湖山町南二丁目 ０.１１ 平成１６．３．３１ 
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みはぎの台公園 鳥取市美萩野五丁目 ０.２２ 平成１６．３．３１ 

グランデ公園 鳥取市覚寺 ０.１１ 平成１７．１．２５ 

正蓮寺公園 鳥取市正蓮寺 ０.１４ 平成１８．３．３１ 

秋里タウン公園 鳥取市秋里 ０.２０ 平成２１．２．１７ 

桂木公園 鳥取市桂木 ０.１７ 平成２４．４．２ 

新南青空公園 鳥取市新 ０.０９ 平成１２．９．１ 

若葉北６公園 鳥取市若葉台北六丁目 ０.０８ 平成２４．４．２ 

国府町ふたば公園 鳥取市国府町稲葉丘三丁目 ０.１９ 昭和６０．４．１ 

国府町あおば公園 鳥取市国府町新町二丁目 ０.９７ 昭和６３．２．１ 

国府町宮下公園 鳥取市国府町宮ノ下 ０.１５ 平成元．２．１ 

国府町いなば公園 鳥取市国府町宮ノ下 ０.３７ 平成２．２．１ 

国府町稲葉丘公園 鳥取市国府町稲葉丘二丁目 ０.１６ 平成１９．３．３１ 

河原町鮎ケ丘ふれあい公園 鳥取市河原町鮎ヶ丘 ０.１０ 平成１６．９．２８ 

河原町鮎ケ丘公園 鳥取市河原町鮎ヶ丘 ０.０６ 平成１６．９．２８ 

河原町鮎ケ丘広場 鳥取市河原町鮎ヶ丘 ０.１０ 平成１６．９．２８ 

気高町北浜公園 鳥取市気高町北浜三丁目 ０.２７ 平成元．４．１ 

青谷町空浜公園 鳥取市青谷町青谷 ０.２８ 昭和５５．３．２９ 

２ 近隣公園 

名称 位置 供用面積（ha） 供用開始の期日 

湖山公園 鳥取市湖山町北六丁目 １.１０ 平成４．３．３１ 

賀露上小路公園 鳥取市賀露町南五丁目 １.００ 平成４．３．３１ 

鹿野町温泉公園 鳥取市鹿野町今市 ０.９ 平成２．４．１ 

鹿野町越路ケ丘公園 鳥取市鹿野町今市 ０.３ 平成２．４．１ 

３ 地区公園 

名称 位置 供用面積（ha） 供用開始の期日 

美保公園 鳥取市吉成三丁目 ４.８０ 昭和５７．８．７ 

ニュータウン中央公園 鳥取市若葉台南一丁目 ４.００ 平成９．４．１ 

鳥取市若葉台南一丁目及び若葉台

北五丁目 

１.８０ 平成１０．４．１ 

〃 １４.８０ 平成１１．５．１５ 

河原町中央公園 鳥取市河原町谷一木及び渡一木 ５.２０ 平成６．７．１ 

気高町浜村砂丘公園 鳥取市気高町浜村 ３.０７ 昭和３４．３．２０ 
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４ 総合公園 

名称 位置 供用面積（ha） 供用開始の期日 

湖山池公園 鳥取市高住及び良田 １６.７０ 昭和４１．３．３１ 

鳥取市高住及び金沢 ４.９６ 平成１１．７．１６ 

鳥取市桂見及び湖山町南三丁目 ７.１０ 平成１２．７．１ 

鳥取市金沢 ６.１２ 平成１３．３．３１ 

鳥取市金沢及び福井 ９.２６ 平成１３．６．１１ 

５ 風致公園 

名称 位置 供用面積（ha） 供用開始の期日 

樗谿公園 鳥取市上町 ４.６０ 昭和４９．４．１ 

６ 歴史公園 

名称 位置 供用面積（ha） 供用開始の期日 

久松公園 鳥取市東町二丁目 ７.３７ 昭和５２．５．１ 

青谷上寺地遺跡公園 鳥取市青谷町吉川 ４.１８ 平成１６．６．２２ 

７ 緑地 

名称 位置 供用面積（ha） 供用開始の期日 

千代川緑地 鳥取市古市及び西品治 １１.７０ 昭和４９．４．１ 

袋川緑地 鳥取市元町、川端五丁目、元魚町

四丁目、茶町、本町五丁目、片原

五丁目、玄好町及び材木町 

０.９０ 昭和５１．４．１ 

吉方中央緑地 鳥取市吉方温泉三丁目 ０.２２ 昭和５７．１１．３ 

久松緑地 鳥取市東町二丁目 ０.１０ 平成５．３．３１ 

行徳緑地 鳥取市行徳二丁目 ０.４７ 昭和６３．３．３１ 

新品治緑地 鳥取市新品治 ０.０６ 平成元．３．３１ 

重箱緑地 鳥取市浜坂 ８.８０ 平成２４．４．２ 

西町緑地（わらべ夢ひろば）鳥取市西町四丁目 ０.２９ 平成２４．４．２ 

千代川倉田緑地 鳥取市円通寺 １１.２ 平成１０．４．１ 

８ 墓園 

名称 位置 供用面積（ha） 供用開始の期日 

円護寺公園墓地 鳥取市円護寺 ６.００ 昭和４０．９．２７ 

 


