
都市計画決定変遷等（５） 　都市公園
（旧石巻市）

　1.街区公園

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

南浜町 南浜町 昭和 建告 昭和 石条
東公園 二丁目 41.4.28 第3492号 43.7.1 第17号
南浜町 南浜町 昭和 建告 昭和 石条
西公園 四丁目 41.4.28 第3492号 41.12.17 第35号

蛇田団地 向陽町 昭和 建告 昭和 石条
南公園 三丁目 44.5.20 第2422号 45.9.30 第20号

蛇田団地 向陽町 昭和 建告 昭和 石条
北公園 二丁目 44.5.20 第2422号 45.9.30 第20号
袋谷地 水明北 昭和 建告 昭和 石条
北公園 二丁目 44.5.20 第2422号 45.9.30 第20号
袋谷地 水明北 昭和 建告第 昭和 石条
南公園 一丁目 44.5.20 第2422号 47.6.26 第27号
袋谷地 水明北 昭和 建告第 昭和 石条
東公園 三丁目 44.5.20 第2422号 46.7.12 第20号

昭和 市告 昭和 石条
47.3.11 第98号 48.3.23 第11号

緑町 昭和 市告 昭和 石条
一丁目 49.2.22 第77号 50.3.17 第11号

昭和 市告 昭和 石条
49.2.22 第77号 50.3.17 第11号

松並 昭和 市告 昭和 石条
二丁目 50.7.5 第31号 51.2.25 第6号

鹿妻 鹿妻 昭和 市告 昭和 石条
東公園 二丁目 50.11.15 第57号 51.2.25 第6号

昭和 市告 昭和 石条
51.5.7 第18号 51.10.1 第35号
昭和 市告 昭和 石条
51.5.7 第18号 51.10.1 第35号

三軒屋 門脇字 昭和 市告 昭和 石条
公園 三軒屋 52.8.8 第27号 54.10.15 第56号

新下前沼 蛇田字 昭和 市告 昭和 石条
公園 新下前沼 52.8.8 第27号 54.10.15 第56号

新中里 南中里 昭和 市告 昭和 石条
南公園 二丁目 53.3.1 第 55.3.31 第96号
新中里 南中里 昭和 市告 昭和 石条
西公園 四丁目 53.3.1 第72号 55.3.31 第96号

新境谷地 中里六 昭和 市告 昭和 石告
南公園 丁目 53.3.1 第72号 54.10.15 第56号
鹿妻 鹿妻一 昭和 市告 昭和 石告

西公園 丁目 53.3.1 第72号 56.3.31 第90号
中里 中里二 昭和 市告 昭和 石告

一丁目公
園

丁目 55.7.19 第29号 56.3.31 第90号
中里 中里 昭和 市告 昭和 石告

七丁目公
園

七丁目 55.7.19 第29号 57.3.30 第87号
貞山 昭和 市告 昭和 石告

五丁目 55.7.19 第29号 56.3.31 第90号
西境谷地 蛇田字 昭和 市告 昭和 石告

公園 西境谷地 56.8.7 第29号 57.3.30 第87号
鹿妻 鹿妻 昭和 市告 昭和 石告

第二公園 三丁目 56.8.7 第29号 57.3.30 第87号
新下前沼 蛇田字 昭和 市告 昭和 石告
西公園 新下前沼 56.8.7 第29号 57.12.1 第47号
鹿妻 鹿妻 昭和 市告 昭和 石告

第三公園 本町 56.8.7 第29号 57.12.1 第48号
湊字 昭和 市告 昭和 石告

御所入 56.8.7 第29号 57.3.30 第87号
新境町 昭和 市告 昭和 石告
一丁目 57.11.24 第53号 58.11.15 第42号

垂水 垂水町 昭和 市告 昭和 石告
三丁目公

園
三丁目 61.8.12 第87号 62.4.10 第47号

垂水 垂水町 昭和 市告 平成 石告
二丁目公

園
二丁目 61.8.12 第87号 10.4.1 第80号

鹿妻 鹿妻 昭和 市告 昭和 石告
第四公園 四丁目 61.8.12 第87号 61.10.22 第107号
明神町 明神町 平成 市告 平成 石告

一丁目公
園

一丁目 2.2.22 第14号 4.2.12 第11号
33個所 7.4 73,956 7.4 73,956 　

名称

位置

計画決定 開設

番号 公園名 告示番号 告示番号

2.2.1 0.21 2,068 0.21 2,068

2.2.2 0.25 2,538 0.25 2,538

2.2.3 0.63 6,288 0.63 6,288

2.2.4 0.27 2,680 0.27 2,680

2.2.5 0.18 1,793 0.18 1,793

2.2.6 0.19 1,931 0.19 1,931

0.41 4,092

2.2.9 筒場公園 0.53 5,300 0.53 5,300

2.2.7 0.87 8,732 0.87 8,732

2.2.8 浜松公園 松原町 0.41 4,092

2,400

2.2.11 松並公園 0.52 5,200 0.52 5,200

2.2.10 水押公園 開北町 0.24 2,400 0.24

2.2.12 0.35 3,505 0.35 3,505

2.2.13 宜山公園 宜山町 0.12 1,222 0.12 1,222

2.2.14 双葉公園 双葉町 0.07 659 0.07 659

2.2.15 0.13 1,326 0.13 1,326

2.2.16 0.1 950 0.1 950

2.2.17 0.2 1,991 0.2 1,991

2.2.18 0.14 1,363 0.14 1,363

2.2.19 0.16 1,586 0.16 1,586

2.2.20 0.1 1,001 0.1 1,001

2.2.23
新横堤公

園
0.08 797 0.08 797

2.2.21 0.15 1,491 0.15 1,491

2.2.22 0.15 1,533 0.15 1,533

2.2.24 0.07 656 0.07 656

2.2.25 0.07 676 0.07 676

2.2.26 0.09 863 0.09 863

2.2.27 0.12 1,234 0.12 1,234

2.2.29
新境町公

園
0.18 1,781 0.18 1,781

2.2.28
御所入公

園
0.07 691 0.07 691

2.2.30 0.15 1,500 0.15 1,500

2.2.31 0.29 2,927 0.29 2,927

2.2.32 0.07 710 0.07 710

2.2.33 0.25 2,472 0.25 2,472

小計



2.近隣公園

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

雲雀野 雲雀野町 昭和 県告 石条
公園 一丁目 47.5.2 第402号 第26号

中里 昭和 県告 石条
三丁目 50.11.28 第1237号 第6号

２箇所 3.91 39,115 3.91 39,115

3.運動公園

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

桃生郡 昭和 県告 昭和 市告
河南町 50.11.28 第1236号 51.2.25 第6号
鹿又

石巻市総
合

南境字 平成 県告 平成 市告
運動公園 外谷 12.4.14 第474号 12.4.1 第86号

２箇所 44.48 444,819 19.49 194,888

4.都市緑地

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

向陽町 向陽町 昭和 市告 昭和 石条
西緑地 五丁目 50.11.15 第56号 51.2.25 第6号
聖人堀 門脇町 昭和 市告 昭和 石条
緑地 四丁目 54.5.23 第37号 55.3.31 第96号
泉町 泉町 昭和 市告 平成 石条
緑地 三丁目 59.11.21 第96号 2.4.20 第42号

小計 ３箇所 0.83 8,280 0.83 8,280

5.墓園

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

南境字 昭和 県告 昭和 市告
大衡山 45.12.18 第1059号 47.11.7 第－号

（旧河北町）
　１．運動公園 

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

平成
3．4.　1

　２．都市緑地

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

昭和 県告 昭和 県告
56.11.4 第1214号 57．4．1 第10633号

（旧雄勝町）
　１．都市公園

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

昭和 県告 昭和 町告
55.7.15 第　　　号 63.4.1 第　7号

（旧河南町）
　１．都市公園

面積 面積 告示 面積 面積 告示

(ha) (m
2
) 年月日 (ha) (m

2
) 年月日

昭和 県告 昭和 町告
53.11.28 第1214号 56.3.31 第9号

広渕字砂
一

昭和 　告 平成 町告
及び砂四 62.2. 6 第 134号 1.3.31 第15号

3.3.1 2.91 29,115 2.91 29,115
昭和

49.6.25

名称
位
置

計画決定 開設

番号 公園名 告示番号 告示番号

6.4.1
曽波神公

園
5.28 52,819 5.28 52,819

昭和
51.2.25

小計

名称

位置

計画決定 開設

番号 公園名 告示番号 告示番号

3.3.2 北上公園 1 10,000 1 10,000

名称

位置

計画決定 開設

番号 公園名 告示番号 告示番号

6.4.2 39.2 392,000 14.21 142,069

小計

2 0.19 1,900 0.19 1,900

3 0.11 1,116 0.11 1,116

4 0.53 5,264 0.53 5,264

名称

位置

計画決定 開設

番号

名称

位置

計画決定 開設

番号 公園名 告示番号 告示番号

公園名 告示番号 告示番号

1 石巻霊園 60.9 609,020 60.9 609,020

- 13.23 132,300 -

名称

位置

計画決定 開設

番号 公園名

1
追波川河
川運動公

園

小船越字
山畑

- - -

名称

位置

計画決定 開設

番号 公園名 告示番号 告示番号

告示番号 告示番号

1
相野谷緑

地

相野谷字
地区河川

敷
1.1 11,000 0.74 7,460

-

名称

位置

計画決定 開設

番号 公園名 告示番号 告示番号

1
雄勝中央

公園
大字雄勝
字下雄勝

2.07 - 2.07

42,320

3.3.201
押切沼公

園
2.35 23,519 2.35 23,519

4.4.201
河南中央

公園
須江字横

手
4.23 42,320 4.23


	258都市公園

