
（3.68ha）広尾防災公園広尾防災公園 広尾2－3

平常時は、憩いやレクリエーションの場として、また、災害時は一時
避難場所や被災の前線における救援拠点や緊急輸送の中継拠点として
機能する公園です。
主な防災設備としては、非常用トイレ、耐震性飲料用貯水槽、非常用
発電設備、カマドにもなるベンチ、テントが張れるパーゴラなどのほ
か、災害時を含めたドクターヘリの離発着場にもなっています。

東西線南行徳駅または都営新宿線一之江駅から
・徒歩約20分
東西線南行徳駅から
・「江戸川スポーツランド」行きバスで「相の川」下車　徒歩約5分

駐車場（41台）
・最初の90分無料、以降30分ごとに100円
（利用時間：8時45分～17時15分）
※夏季は19時15分まで

【健康の広場】
・毎週土曜日は団体利用が出来ます。（事前に団体登録と利用届出が必要です。）
【デイキャンプ広場】
・バーベキュー利用可（要事前予約、道具は各自持参、ゴミは各自持帰り）

相之川4－1

東西線南行徳駅から
・徒歩約5分

【25mプール】
開園時間
・7月中旬～8月末（9時 30分～ 17時）
・月曜日は休み（祝日の場合は翌日）

公園のシンボルである7mの築山からは、噴水から水が流れる仕組みになっています。また、長
さ30mのローラー滑り台、アスレチック遊具、公園の外周にはジョギングコースがあります。
そのほか、夏季には25mプールや子ども用プールも無料で利用できます。

南行徳公園南行徳公園

平面図

MAP  B ー13

MAP  C ー14（2.30ha）

平常時は、憩いやレクリエーシ
ョンの場として、また、災害時
は一時避難場所や被災の前線に
おける救援拠点や緊急輸送の中
継拠点として機能する公園です。
主な防災設備としては、非常用
トイレ、非常用発電設備、カマ
ドにもなるベンチ、テントが張
れるパーゴラ、緊急ヘリポート
のほか、１万人の避難者に対し
て３日分の飲料水が確保される
など、災害に対応できる機能が
備わっています。

ＪＲ市川駅南口から
・徒歩約20分
ＪＲ市川駅南口から
・「本八幡駅」行きバスで「大洲防災公園」下車

駐車場（25台）
・最初の90分無料、以降30分ごとに100円

【ピクニック広場】
・バーベキュー利用可（要事前予約、道具は各自持参、ゴミは各自持帰り）

JR総武線江戸川橋梁から新行徳橋までの
江戸川河川敷に、野球場11面、サッカー
場1面が整備されており、平常時は野球や
サッカーの他、散歩やジョギングができる
広場もあります。

【野球場、サッカー場】
・要事前予約

（24.53ha）江戸川河川敷緑地江戸川河川敷緑地 市川南4丁目 MAP  Cー7

縄文中・後期の馬蹄形貝塚を保存し、公園と
して整備されています。貝塚の大きさは、東
西約１３０ｍ、南北約１２０ｍの国指定史跡
です。この縄文時代の竪穴住居は、大正１３
年に東京人類学会によって発掘され、わが国
で最初に発見されたものです。

JR下総中山駅から
・「保健医療福祉センター」行きバスで「姥山貝塚
公園入口」下車　徒歩約5分

無料駐車場（５台）

（2.84ha）大洲防災公園大洲防災公園 大洲１－18 MAP  D ー8

平面図

（2.46ha）姥山貝塚公園姥山貝塚公園 柏井町1－1235 MAP  J ー6
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（8.40ha）里見公園里見公園 国府台３－９

室町時代に里見氏が北条氏と戦った古戦場
跡です。江戸川に面した海抜２０m余の台
地上にあり、噴水や花壇を配したバラ園が
あるほか、桜の名所としても市民に親しま
れています。園内西側の丘陵上からは、江
戸川の流れを眼下に、天候に恵まれればス
カイツリーや遠く富士山なども眺望できま
す。公園の一隅には明戸古墳や、昭和４４
年に東京・小岩から移築された北原白秋の
旧宅「紫烟草舎」があります。

MAP  Cー4

京成国府台駅から
・徒歩約20分

JR市川駅または京成国府台駅から
・「松戸駅」行きバスまたは「松戸営業所」行きバス
で「国立病院」下車　徒歩約5分

無料駐車場（約40台）
・公園下、江戸川沿いにあり。
利用時間：8時～ 17時（年末年始利用不可）

（2.73ha）小塚山公園小塚山公園 北国分１－１

【市民の森】
・針葉樹や雑木が密生した典型的な北総地
方の自然林です。森の中には遊歩道が設け
られています。
【フィールドアスレチック】
・市民の森に隣接したアスレチックです。
無料で利用できます。

MAP  D ー3

JR市川駅から
・「松戸車庫」行きバスで「栗山」下車
　徒歩約10分

【フィールドアスレチック】
開園時間
・4～ 9月（9時 30分～ 16時 30分）
・10～ 3月（10時～ 16時）

休園日
・年末年始
・雨天時及び雨上がり日は休園

中国分4－27地先

ＪＲ市川駅または京成国府台駅から
・「国分操車場」行きバスで「じゅん菜池」下車
北総鉄道矢切駅から
・徒歩約10分

無料駐車場（約１０台）

国府台と国分の台地間に深く入り込んだ古くからの沼を整備・復元し、昭和５６年３月に公園
として利用を開始しました。池の周囲は緑豊かな木々に囲まれ、水と緑の憩いの場として親し
まれている他、ウォーキングにも利用されています。春は梅・桜、夏はツツジ、秋はキンモク
セイの香り、もみじ、かえでの紅葉、冬にはカモなどが飛来します。

（8.46ha）

じゅんさい

蓴菜池緑地蓴菜池緑地 MAP  D ー4

市川市公園ガイドマップ市川市公園ガイドマップ

市川市公園緑地課市川市公園緑地課
大町公園（バラ園）大町公園（バラ園）

（2.07ha）駅前公園駅前公園 健康器具設置公園健康器具設置公園湊新田2－4

常夜灯公園常夜灯公園 本行徳28番 南沖公園南沖公園 行徳駅前３－４

本行徳の旧江戸川沿岸にある、市指定文化
財の常夜灯の周辺300メートルの部分を整
備し、訪れる人などのために、休憩施設や
トイレ、水飲み場などを備えた公園として
整備されました。さらに、防火水槽や緊急
船着場などの機能も備えた防災拠点として
の公園でもあります。

東西線妙典駅から
・徒歩約15分

売店あり

公園の中央部に交通施設を整備した、行徳
地区の交通公園です。管理棟には、交通安全
講習会等を開催できる研修室や、交通ルー
ルを学べる展示室が併設されています。

健康器具は、子どもから大人まで自分のペ

ースで運動が楽しめる器具です。近年の健

康志向を受け、公園における健康器具の設

置数は全国的に増加しており、市川市でも

設置を進めています。

東西線行徳駅から
・徒歩約10分

開園時間
・4月～ 10月（9時～ 16時 30分）
・11月～ 3月（9時～ 16時）

休園日
・月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

行徳地区としては樹木の多い公園で、散策
路を抜けると噴水があります。また、ミニ
SLのレールが敷かれ、毎月第２日曜日（８
月除く）には子どもたちに無料開放されて
います。そのほか、夏季には25mプールや
子ども用プールも無料で利用できます。

東西線行徳駅から
・徒歩約5分

【25mプール】
開園時間
・7月中旬～8月末（9時 30分～ 17時）
月曜日は休み（祝日の場合は翌日）

（0.37ha） MAP  E ー12 MAP  E ー13（0.86ha）

MAP  Dー13

里見公園※
蓴菜池緑地※
さくら堤公園※
八幡東公園※
大洲防災公園※
平田公園※
原木西浜公園※
中国分みずき公園
権現原公園
稲越町坂下公園
大野町２丁目公園

里見公園（分園）
須和田公園
大野みどり公園
南大野公園
こぶし公園
真間１丁目公園
たんぽぽ公園
富貴島公園
富貴島第２公園
本北方第３公園
市川駅南公園

八幡５丁目クロマツ公園
八幡１丁目
　さくらポケットパーク
若宮つどいの公園
稲荷木２丁目公園
新川上公園
大堤公園
さくら公園
常夜灯公園

※は５基以上設置されている公園

 さくら堤公園

健康器具設置公園

（14.98ha）大町公園大町公園 大町284番

【動物園】
・オランウータンやレッサーパンダなどの動
物がいます。ウサギやモルモットとふれあえる
「なかよし広場」や、カワウソが流れて遊ぶ「流
しカワウソ」も人気です。
【観賞植物園】
・大温室には約 220 種約 2500 本の熱帯植物
が、またサボテン温室には約 150 種約 1000
本の多肉植物、サボテンがあります。
【自然観察園】
・下総台地の典型的な自然景観を残している
谷津を中心に、観察路や森林浴ができる遊歩道
が整備されています。ショウブやアヤメなど水
生植物がよく育成しています。
【バラ園】
・１０９種約１１２０本のバラがある美しい
洋風庭園です。春と秋が見頃です。

さくら堤公園さくら堤公園 市川南3丁目地先

（0.86ha）大野緑地大野緑地 大野町２－1857

市川児童交通公園市川児童交通公園 東菅野２－23

江戸川スーパー堤防の上に作られた、市川
市では初の公園です。公園内には園路が設
けられ、江戸川や江戸川区の街並を眺めな
がら散策ができます。
春には散策しながら桜並木も楽しめます。

交通ルールが学べる公園です。信号機など
がある模擬道路を、自転車やレンタルカー
トで走ることができます。

MAP  J ー2

駐車場
・動物園周辺に民間駐車場あり

JR本八幡駅北口から
・「動植物園」行きバス（土日祝のみ）で終点下車、「大町
駅」行きバスで「駒形」下車　徒歩約10分
JR武蔵野線市川大野駅から
・「動植物園」行きバスで終点下車、コミュニティバス
「松飛台」行きで「動植物園」下車
北総線松飛台駅から
・コミュニティバス「現代産業科学館・メディアパー
ク」行きで「動植物園」下車

【動植物園】
開園時間
・9時 30分～ 16時 30分（入園は16時まで）
休園日
・月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
入園料
・有料（未就学児　無料）

【観賞植物園】
開園時間
・9時 30分～ 16時 30分
休園日
・月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
入園料
・無料

【自然観察園】
開園時間
・9時～ 17時
休園日
・年末年始
入園料
・無料

MAP   I ー4

【万葉植物園】
大野緑地内の平坦部に和風庭園（池泉回遊式
風）を設け、万葉集に詠まれている植物約２
００種を集め歌とともに展示しています。

ＪＲ武蔵野線市川大野駅から
・徒歩約5分
【万葉植物園】
開園時間
・4～ 10月（9時 30分～ 16時 30分）
・11～ 3月（9時 30分～ 16時）
休園日
・月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

（0.60ha） MAP  C ー7

JR市川駅・京成国府台駅から
・徒歩約10分

MAP  F ー6（0.39ha）

JR市川駅北口から
・「市川学園」行き、「本八幡駅」行きバスで｢交
通公園入口｣下車　徒歩約5分
JR本八幡駅北口から
・「高塚」行き、「東松戸駅」行き、「大町駅」行
きバスで「昭和学院」下車　徒歩約8分。また
は、「市川駅」行きバスで｢交通公園入口｣下車　
徒歩約5分
開園時間
・4～ 10月（9時～ 16時 30分）
・11～ 3月（9時～ 16時）
休園日
・月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

 自然観察園

 観賞植物園

 動物園

国分川調節池は、国分川と春木川の洪水を一
時貯留し、流域の浸水の軽減を目的に千葉県
により整備された治水施設です。平常時はそ
の一部を公園として利用でき、サッカーや野
球等も楽しめる多目的広場や、ウォーキング
等も楽しめる散策・休息広場、池が眺望でき
る観察デッキなどがあります。

JR市川駅北口または京成線市川真間駅
・「国分高校」行きバスで「曽谷春雨橋」下車　徒歩約4分

無料駐車場（75台）

開園時間
・3～ 9月（8時～ 18時）
・10～ 2月（8時～ 17時）

JR本八幡駅北口から
・「医療センター入口」又は「市川営業所」行きで「大野中央病院」下車　徒歩約3分

無料駐車場（25台）

開園時間
・3月～10月（9時30分～17時）（※南門の閉門時間は16時）
・11月～2月（9時30分～16時）（※南門の閉門時間は15時）

大柏川第一調節池は、大柏川の洪水を一時貯留し、流域の浸水の軽減を目的に千葉県により整
備された治水施設です。平常時は水辺の魅力を引き出し、地域の交流の拠点となる緑地でもあ
り、散策したり、野鳥や草花などの生物観察をしたりすることができます。棚池を一望できる
ビジターセンターには、環境学習などに利用できる多目的集会室があります。

（8.71ha）大柏川第一調節池緑地大柏川第一調節池緑地 北方町4－1444－8 MAP   H ー6

（5.08ha）国分川調節池緑地国分川調節池緑地 東国分３－４ MAP  E ー4

基本計画平面図

国分川

散策・休息ゾーン

自然ふれあいゾーン

多目的利用ゾーン

東国分
中学校

散策・休息
ゾーン

春木川

駐
車
場

N

0 100m50

都市公園の主な施設
●スポーツ施設

※国府台公園、行徳中央公園、塩焼中央公園の施設は使用料が発生します。
※各施設の予約や使用方法につきましては、ホームページでご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。
047－334－1111（代表）

主な花の見所

陸上競技場
サッカー場

野球場

少年野球場

テニスコート

多目的広場

25mプール

幼児用ミニプール

小塚山フィールドアスレチック

国府台公園
江戸川河川敷緑地

国府台公園

江戸川河川敷緑地
塩浜1号公園
江戸川河川敷緑地
国府台公園
行徳中央公園
塩焼中央公園
大洲防災公園
広尾防災公園

国分川調節池緑地

駅前公園・南行徳公園（幼児用プールを併設）

中国分公園・国府台公園・百合台公園・梨風公園・子の神中央公園
子の神西公園・北方第2公園・中山公園・高石神公園・新田南公園
平田公園・市川駅南公園・本八幡公園・鬼高公園・東大和田公園
三町畑公園・行徳中央公園・八幡前公園・東海面公園

小塚山公園

施設名 公園名 利用時間等
AM9：00～PM9：00（月曜と祝日の翌日はPM5：00まで）
AM6：00～PM6：00
AM9：00～PM5：00
AM9：00～PM7：00（6月、7月のみ）
AM6：00～PM6：00
AM8：00～PM6：00
AM6：00～PM6：00
AM9：00～PM5：00

AM9：00～PM5：00（天候により変更）

AM9：00～12：00、PM1：00～4：00（貸切の場合）
AM9：00～12：00、PM1：00～5：00（貸切の場合）
　3～9月  AM8：00～PM6：00
10～2月  AM8：00～PM5：00
 （貸切はAM9：00～PM5：00）
7月中旬～8月末（月曜日は休み。月曜日が祝日の場合は翌日）
AM9：30～PM5：00　1時間30分の入替制

7月中旬～8月末（金曜日は休み）
午前の部  AM10：00～AM12：00
午後の部  PM  1：00～PM  3：30

　4～9月  AM9：30～PM4：30
10～3月  AM10：00～PM4：00
年末年始、雨天及び雨上がりの日は休園

桜（ソメイヨシノ）見頃：3月下旬～4月上旬

桜（河津桜）見頃：2月下旬～3月上旬

バラ　見頃：5月中旬～6月上旬

里見公園
蓴菜池緑地
こざと北・南公園
桜土手公園
さくら堤公園
大洲防災公園
広尾防災公園
駅前公園

C-4
D-4
I-5、H-5
D-6
C-7
D-8
B-13
D-13

里見公園
江戸川河川敷緑地（市川南）
妙典河川敷緑地（妙典）

C-4
C-7
F-11

大町公園（バラ園）
里見公園
須和田公園
大洲防災公園
駅前公園
広尾防災公園
南行徳公園

J-2
C-4
D-5
D-8
D-13
B-13
C-14

里見公園（夜桜）

里見公園（バラ園）
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