
明石の主な公園マップ

公園名をクリックすると、
詳細を見ることができます。

７



明石東部地域－松が丘公園 (種別：近隣公園)

位置図 明石市松が丘2-6

設置年月：昭和44年4月 面積：3.0ha

遊具施設：コンクリート遊具(動物)、砂場、すべり台、ラダー、
ジャングルジム、健康遊具 他

運動施設：―

休憩施設：あずまや、ベンチ 他

その他施設：トイレ、時計、水飲み、古墳

松が丘公園

明舞団地に位置し、多く

の木々が森をなし、手近

での森林浴が楽しめる貴

重な公園です。

北西側の広場に配置され

た動物型の遊具が特徴

的です。

戻る



明石東部地域－朝霧公園 (種別：近隣公園) 地域防災公園

位置図 明石市松が丘5-101

朝霧公園

設置年月：昭和45年6月 面積：2.2ha

遊具施設：砂場、ブランコ、ジャングルジム、複合遊具、健康
遊具、コンクリート遊具 他

運動施設：グラウンド 休憩施設：あずまや、藤棚、ベンチ

その他施設：モニュメント、トイレ、時計、水飲み、
掲示板、備蓄倉庫、貯水槽 他

明舞団地の南側に位置し、

明石海峡大橋も望むこと

ができる公園です。地域

防災公園としても位置付

けられ、備蓄倉庫、貯水

槽が整備されています。

戻る



明石東部地域－大蔵海岸公園 (種別：地区公園) 地域防災公園

連絡先：大蔵海岸公園管理事務所 078-914-7255

位置図 明石市大蔵海岸通1丁目及び2丁目地内

大蔵海岸公園

設置年月：平成11年3月 面積：3.7ha

遊具施設：ワイドスライダー、クルクルテーブル、らっぱすいせ
ん、健康遊具 他

運動施設：砂浜、磯浜、芝生広場

休憩施設：あずまや、ベンチ、テーブル、木製デッキ、売店 他

その他施設：トイレ、時計、水飲み、ﾏｰﾒｲﾄﾞⅡ世号、駐車場 他

明石海峡大橋を間近に

見ることができる公園で

す。

砂浜や磯浜が整備され、

誰もが海に親しむことが

できます。

戻る



明石東部地域－人丸山公園 (種別：近隣公園)

位置図 明石市人丸町343

人丸山公園

設置年月：昭和39年4月 面積：1.3ha

遊具施設：健康遊具

運動施設：―

休憩施設：あずまや、ベンチ、テーブル、パーゴラ

その他施設：トイレ、水飲み、物置 他

子午線通過地点に建てら

れた天文科学館と人丸神

社を中心とする公園です。

周囲を住宅に囲まれた小

高い丘の上に有り、南面に

は明石海峡と淡路島を遠く

は紀州の山々を望みます。

戻る



明石東部地域－中崎遊園地 (種別：近隣公園)

位置図 明石市中崎1-3-1

中崎遊園地

設置年月：昭和60年3月 面積：4.1 ha

遊具施設：砂場、すべり台、健康遊具 他

運動施設：ローンボウルズ場

休憩施設：あずまや、パーゴラ、ベンチ、テーブル

その他施設：トイレ、時計、水飲み、ラヂオ塔 他

国道28号線以北は明石

港掘削土砂を盛った築堤

で戦前の松林の復活を

目指して主に松林となっ

ています。

東側には中崎公会堂が

あります。

戻る



明石東部地域－明石公園 (種別：広域公園) 地域防災公園

連絡先（財）兵庫県園芸・公園協会 078-912-7600

位置図 明石市明石公園1-27

明石公園

設置年月：大正7年4月 面積：54.8ha 遊具施設：複合遊具 他

運動施設：野球場、陸上競技場、球技場、自転車競技場、テニス
コート、ローンボウルス場、芝生広場 他

休憩施設：あずまや、ベンチ、テーブル、パーゴラ 他

その他施設：トイレ、石庭、ときうち太鼓、花と緑のまちづく
りセンター、喫茶店、貸ボート 他

明石随一の規模と歴史を

誇る公園です。明石城は国

指定史跡であり、図書館、

文化博物館も有し、さくらの

名所100選にも選ばれる等、

自然と歴史と文化の総合

拠点となっています。

戻る



西明石地域－望海浜公園 (種別：近隣公園) 地域防災公園

位置図 明石市船上町783-76

望海浜公園

設置年月：昭和50年3月 面積：2.3 ha

遊具施設：砂場、すべり台、ブランコ、スライド遊具、コンク
リート遊具 他

運動施設：グラウンド、芝生広場

休憩施設：あずまや、パーゴラ、ベンチ

その他施設：トイレ、水飲み、備蓄倉庫、貯水槽 他

江戸時代に藩主が「望海

亭」（茶室）を建て、眺め

を楽しんだ所と言われて

います。グラウンドがある

ほか、松林も復活し、散

歩には恰好の穴場です。

戻る



位置図 明石市小久保1-10-3

上ヶ池公園

設置年月：昭和50年3月 面積：2.6 ha

遊具施設：砂場、すべり台、ブランコ、木製遊具、健康遊具、
コンクリート遊具 他

運動施設：グラウンド

休憩施設：あずまや、パーゴラ、ベンチ、縁台 他

その他施設：トイレ、水飲み、備蓄倉庫、貯水槽 他

西明石駅のすぐ北側に位

置し、広いグラウンドを有

する公園です。公園の一

角には「花と緑の学習園」

があり、緑化相談や園芸

講習会等を行うとともに、

見本園を整備しています。

西明石地域－上ケ池公園 (種別：近隣公園) 地域防災公園

連絡先：明石市立花と緑の学習園 078-924-6111

戻る



西明石地域－松江公園 (種別：近隣公園） 地域防災公園

位置図 明石市松江字西畑436-1

松江公園

設置年月：平成23年3月 面積：1.1 ha

遊具施設：砂場、タコ型すべり台、幼児用すべり台、健康遊具 他

運動施設：芝生広場

休憩施設：防災あずまや、パーゴラ、ベンチ、テーブル 他

その他施設：トイレ、水飲み、備蓄倉庫、貯水槽 他

地域防災公園としての
役割を担う新しい公園
です。公園の中央には、
芝生広場を配置すると
ともに、タコのすべり台
などを設置し、幅広い世
代に利用して頂けます。

戻る



大久保地域－石ケ谷公園 (種別：総合公園) 地域防災公園

連絡先：明石中央体育会館 078-936-6621

位置図 明石市大久保町松陰1126-47

石ケ谷公園

設置年月：昭和56年10月 面積：13.9 ha

遊具施設：恐竜遊具、ラダー、コンクリート遊具 他

運動施設：中央体育会館、野外活動広場

休憩施設：明錫亭（あずまや）、ベンチ 他

その他施設：トイレ、水飲み、時計、梅林、馬場
ハーブガーデンズ 他

中央体育会館や、野外活
動広場、友好都市である中
国の無錫市から寄贈された
明錫亭（あずまや）、梅林、
馬場など、様々な施設があ
ります。桜の季節には大勢
の花見客が訪れます。

戻る



大久保地域－高丘東公園 (種別：近隣公園)

位置図 明石市大久保町高丘3-4

高丘東公園

設置年月：昭和52年3月 面積：2.0 ha

遊具施設：砂場、擬木平均台、コンクリート遊具、ブランコ、
すべり台 他

運動施設：テニス(バレー)コート

休憩施設：パーゴラ、ベンチ、テーブル 他

その他施設：トイレ、水飲み、公園灯 他

７～８世紀頃の窯場で
あった高丘古窯跡群が
ある公園です。丘陵地
を利用した松林の中の
園路、テニスコートなど
があります。

戻る



大久保地域－高丘西公園 (種別：近隣公園)

位置図 明石市大久保町高丘7-24

高丘西公園

設置年月：昭和52年3月 面積：1.6 ha

遊具施設：砂場、ブランコ、ジャングルジム、すべり台、鉄棒、
スライド遊具、ラダー 他

運動施設：テニス(バレー)コート、野球場

休憩施設：パーゴラ、ベンチ 他

その他施設：トイレ、公園灯 他

住宅街にある緑豊かな
公園です。園内には､野
球場、テニスコート（バ
レーボール兼用）があり、

いろいろなスポーツを楽
しむことができます。

戻る



大久保地域－八木遺跡公園 (種別：近隣公園) 地域防災公園

位置図 明石市大久保町八木80-1

八木遺跡公園

設置年月：平成16年3月 面積：1.3 ha

遊具施設：木製複合遊具、健康遊歩道 他

運動施設：芝生広場

休憩施設：あずまや、パーゴラ、ベンチ 他

その他施設：トイレ、水飲み、せせらぎ、備蓄倉庫、
貯水槽 他

近隣で発見された明石
原人やアカシゾウにち
なんで整備された公園
です。園内には木製複
合遊具、健康遊歩道等
があり、子どもからお年
寄りまで楽しめます。

戻る



魚住地域－金ケ崎公園 (種別：地区公園) 地域防災公園

連絡先：（財）金ヶ崎コミュニティー協会 078-935-1300

位置図 明石市魚住町金ケ崎1541-1

金ケ崎公園

設置年月：平成8年3月 面積：8.5 ha

遊具施設：木製アスレチック遊具、複合遊具、シーソー 他

運動施設：グラウンド､バレーコート､グラウンドゴルフコース 他

休憩施設：あずまや、ベンチ、テーブル、展望台 他

その他施設：トイレ、水飲み、時計、せせらぎ、
備蓄倉庫、駐車場 他

市内でも数少ない自然
豊かな公園です。丘陵
地に位置し、起伏に富
んだ遊歩道と展望台、
せせらぎがあり、生きも
のの生息・生育地として
貴重な自然空間です。

戻る



魚住地域－魚住北公園 (種別：近隣公園)
連絡先：魚住北公園管理事務所 078-947-4050

位置図 明石市魚住町長坂寺1242-7

魚住北公園

設置年月：昭和60年3月 面積：1.3 ha

遊具施設：ブランコ、すべり台 他

運動施設：多目的広場、テニスコート 他

休憩施設：ベンチ 他

その他施設：トイレ、水飲み、時計、シャワー室
駐車場 他

ため池を埋め立てて整
備された公園です。

園内には、テニスコート
や野球・サッカーなどに
使用できる多目的広場
があり、スポーツを中心
とした利用ができます。

戻る



魚住地域－錦が丘中央公園 (種別：近隣公園)

位置図 明石市魚住町錦が丘2-15

錦が丘中央公園

設置年月：昭和52年3月 面積：1.4 ha

遊具施設：砂場、コンクリート遊具 他

運動施設：多目的広場 他

休憩施設：パーゴラ、ベンチ 他

その他施設：トイレ、時計 他

ため池を有する住宅地
の中の公園です。

ゲートボールやソフトボー
ル等に利用できる多目
的広場や、地域住民が
育てる花壇があります。

戻る



魚住地域－中尾親水公園 (種別：近隣公園)

位置図 明石市魚住町中尾701-3

中尾親水公園

設置年月：平成5年3月 面積：1.9 ha

遊具施設：砂場、木製複合遊具 他

運動施設：多目的芝生広場 他

休憩施設：あずまや、ベンチ、縁台 他

その他施設：トイレ、時計、木製デッキ、親水護岸テ
ラス、噴水、壁泉、徒渉池 他

明石に多く点在するた
め池の有効活用を図る
ために整備された公園
です。壁泉や噴水、徒

渉池、親水護岸など、
水と親しむことができま
す。

戻る



魚住地域－住吉公園 (種別：近隣公園)

位置図 明石市魚住町中尾1030

住吉公園

設置年月：昭和39年4月 面積：2.8 ha

遊具施設：コンクリート遊具、複合遊具 他

運動施設：―

休憩施設：あずまや、パーゴラ、ベンチ、テーブル、展望台 他

その他施設：トイレ、水飲み、時計 他

464年建立、1292年に

現在地に遷座した住吉
神社を取り巻く公園です。

明石の海岸沿いの原風
景である松林が残り、
「わがまちあかし十景」
にも選定されています。

戻る



二見地域－明石海浜公園 (種別：総合公園) 地域防災公園

連絡先：明石海浜屋内競技場 078-943-0873

位置図 明石市二見町南二見8-1

明石海浜公園

設置年月：昭和54年3月 面積：17.0 ha

遊具施設：砂場、複合遊具、ブランコ、コンクリート遊具 他

運動施設：プール、テニスコート、運動場、臨時球技場、
屋内競技場 他

休憩施設：パーゴラ、ベンチ 他

その他施設：トイレ、時計、備蓄倉庫、貯水槽、駐車場 他

昭和54年に人工島の埋

立関連事業の一環として
整備された公園です。

プールをはじめ、テニス
コート、運動場、体育館な
ど、スポーツ・レクリエー
ションに利用できます。

戻る



二見地域－西二見公園 (種別：近隣公園)

位置図 明石市二見町西二見1134-1

西二見公園

設置年月：昭和56年3月 面積：1.2 ha

遊具施設：砂場、すべり台、ブランコ 他

運動施設：グラウンド 他

休憩施設：パーゴラ、ベンチ 他

その他施設：トイレ、水飲み、時計 他

二見大橋のたもとに位
置する公園です。ブラン
コ等が設置された遊戯
場や、野球・サッカー等

に利用できるグラウンド
が整備されています。

戻る
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