
日田市公園一覧表（令和３年４月1日現在）

種別 公　園　名 場　　所 面積(㎡） 備　　考

財津児童公園 財津町3637 303 花月川横

東町児童公園 東町716-3 1,786

港町児童公園 港町398-5 1,705

桂林荘公園 城町一丁目305-1 2,160 親水公園、東屋

中央公園 中央一丁目190 4,400 芝生広場、せせらぎ水路

三芳児童公園 下井手町20 3,329

小渕児童公園 三芳小渕町73 1,698

田島第二児童公園 田島二丁目286 2,169

田島第一児童公園 田島一丁目143 1,896

田島本町児童公園 田島本町175 1,923

京町公園 京町27-1 1,067

北友田三丁目児童公園 北友田三丁目2531-37 1,297

京町児童公園 京町51-18 879 三隈川河畔

三隈川公園 中ノ島町608-3 5,943
三隈川河畔、藤、桜
ウッドデッキ、芝生広場

田島第三児童公園 田島一丁目606 4,289

南元町児童公園 南元町132 3,130 中野川沿い

本町第一公園 本町19 1,236 中野川沿い、東屋

本町第二公園 本町56 1,449 中野川沿い、東屋

隈町公園 隈二丁目108 996 三隈川河畔

平島神田公園 諸留町2813-8 3,048 ウッドコンビナート内

三本松ふれあい公園 三本松新町759-3 838 藤

日田駅北公園 元町54-77 2,800 SL機関車

長者原公園 石井町二丁目453-7 1,497 市内展望

清岸寺ふれあいパーク 清岸寺町1036-1 1,892 広場、芝生の遊具広場、東屋

竹田公園 若宮町1233-4 21,222 三隈川河畔、桜、せせらぎ水路

星隈公園 北友田二丁目1950-1 6,535 イチイガシ、ヤブツバキ

ウッド平島公園 諸留町2836-3 21,358 芝生広場、球技場

鏡坂公園 上野町393-1 33,838 展望台、花菖蒲、桜、森春樹碑

月隈公園 丸山二丁目2-1 34,690
永山城跡、桜
児童プール(無料）期間：7/20～8/31

亀山公園 中ノ島町559 35,679
水郷日田の代表的な公園
散策道、イチイガシ等の大木、桜
頌徳記念碑

慈眼山公園 城町二丁目609-1 21,381
国重要文化財指定仏像
塩谷大四郎碑、桜、もみじ

吹上公園 吹上町1305-2 4,893
市有形文化財吹上観音坐像
市内展望

比佐津公園 刃連町73-1 7,924 景行天皇碑、久津姫神社祠、東屋

大原公園 田島町659 167,374
陸上競技場、体育館、テニスコート
桜園、散策道、ツツジ
スケートボード場

城内公園 上城内町1413-1 4,294
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萩尾公園 君迫町1335-1 430,649
桜、萩、キャンプ場、自由広場
木製遊具、レストハウス、溜池

田ノ原公園 大鶴本町5057-48 18,891 桜、溜池

伏木公園 伏木町3269-36 65,744 キャンプ場、桜、萩

千倉ダム公園 天神町2129 92,895 桜

竜体山公園 財津町3575-1 72,596 展望台、散策道、自由広場

高瀬児童遊園 銭渕町174-10 474

豆田の辻公園 豆田町6-1 374 花月川沿い、ポケットパーク

庄手川公園 中ノ島町1014-2 1,689 庄手川沿い、桜

田島三丁目第一公園 田島三丁目74-13 310

田島三丁目第二公園 田島三丁目96-9 249

あやめ台西公園 あやめ台947-29 1,233 東屋

あやめ台東公園 あやめ台985-44 894 東屋

吹上南公園 吹上町1242-54 261

寺町ポケットパーク 亀山町780-6 142 東屋

中町ポケットパーク 隈二丁目37-1 68 東屋

おにづかポケットパーク 刃連町353-16 294

天領大橋公園 日高町2385 2,210 東屋、パーゴラ

田島桜町公園 田島町754-8 197

高瀬ふれあい田園広場 誠和町778 4,077 東屋

浄明寺公園 玉川町64-30 228

田島町団地公園 田島町39-9 410

秋山町しぜん公園 秋山町751-2 544

下筌公園 中津江村栃野5618-4 7,739 桜、東屋、ステージ、資料館

栃原公園 中津江村栃野2655-40 2,193 東屋

市ノ瀬公園 中津江村合瀬4049-1 2,002 鯛生川沿い

北部児童公園 大山町東大山491 3,465

中間河川公園 大山町東大山2775 11,563 大山川沿い、散策道

中央梅林公園 大山町西大山4708-2 2,678 東屋

貫見つつじ台展望公園 大山町西大山8643-1 12,133 東屋

1,608

[1,216]

天瀬総合運動公園 天瀬町桜竹80-1 67,000 テニスコート、グランド、遊具施設

赤岩川河川公園 天瀬町本城1186 11,909 東屋、散策道

天瀬ポケットパーク 天瀬町桜竹469-6 107 温泉街、トイレ

桜滝公園 天瀬町桜竹628-2 2,349 東屋、遊歩道

西峰スポーツ公園 大山町西大山2154 11,892 多目的広場、東屋

すみよし児童公園 清水町688-4 90

田来原美しい森づくり公園 大山町西大山1595-6 144,915 芝生広場、東屋、トイレ

天瀬温泉公園 天瀬町湯山1156-2 温泉街、玖珠川右岸
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日田駅前広場 日田市元町１８８ 4,910 自由広場、交通広場、有料駐車場

日田駅北広場 日田市田島本町２８８ 491

日田駅地下歩道 日田市元町５４－１外 —

大川内展望台 日田市大字小山大川内国有林１０６ぬ林小班 826

天神バスストップパーキング 日田市大字西有田２０７－１外 2,184 大分県用地

元町緑地 日田市南元町９及び１６ 107

中央一丁目緑地 日田市中央一丁目４１５ 78

日田高横ポケットパーク 日田市田島二丁目 60 日田高テニスコート横緑地

大原ポケットパーク 日田市田島二丁目２０１－２１外 1,050

熊取緑地 日田市大字三和１９１－１０ 57

小島緑地 日田市大字高瀬 803 国交省用地

光岡駅前広場 日田市大字友田１３５９－４４ 1,116 ＪＲ用地

台霧の瀬 日田市大字庄手 13,416 国交省用地

花月緑地 日田市大字三和 1,907 花月バイパス財津橋付近緑地（大分県用地）

玉川ふれあい広場 日田市大字十二町７２９－１ 8,668

光岡駅南公園 日田市大字友田１１００－２ 1,035 国交省用地

田島本町ポケットパーク 日田市田島本町２３１外 91

大宮河川広場 日田市大字高瀬 10,101 国交省用地

老松河川広場 日田市大山町西大山 9,319 国交省用地

朝日ヶ丘緑地 日田市大字小迫６５０－７外 235

鏡坂ポンプ場 日田市大字上野４１３－１外 376

生涯学習交流センター 日田市大字友田２８９３－４４外 — 萩尾公園内

京町広場及び緑道 日田市大字上野２８－１外及び水路沿い緑道 —

京町緑地 日田市大字高瀬５４－１４ —

石井工業団地サブ園 日田市大字石井７５４－１ 967 あやめ園：企業立地推進室用地

庄手川遊歩道 日田市隈二丁目 国交省用地

田島陸橋東 日田市田島一丁目 — 花壇

中ノ島コミュニティ広場 日田市大字庄手 3,497 国交省用地

岩戸公園 日田市天瀬町出口 1,002 国交省用地

松原コミュニティ広場 日田市大山町西大山 4,906 まつばら館（国交省用地）

中川河川公園 日田市天瀬町 — 玖珠川（東渓中付近：大分県用地）

庄手川河川広場 日田市大字庄手 4,477 国交省用地

ふれあいひろば田島 日田市大字田島７３７－３外 1,289 大分県用地

丸の内ふれあい広場 日田市丸の内町６０３－１４ 1,056 大分県用地

石井河川広場 日田市大字石井 10,858 国交省用地

隈川河川公園 日田市大字庄手 203 国交省用地

上城内公園 日田市大字北豆田１３９８外 2,625

庄手川河川緑地 日田市大字庄手及び大字十二町 13,259 国交省用地

天瀬中央駐車場 日田市天瀬町桜竹６３４－６外 1,812

伏尾川公園 日田市大字大肥 3,325 せせらぎ水路
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教田緑地 日田市大字三和２４６７－３ 198

丸の内緑地 日田市丸の内町５２６－８ 222

(仮）亀山町ポケットパーク 日田市亀山町１４４－１ 423

南友田町広場 日田市大字友田７１７－７ 8,574

片峰町借地公園 日田市大字東有田１７５２番地 305

秋原町借地公園 日田市大字花月９８８－３ 858

三ノ宮二丁目借地公園 日田市大字西有田２２９３－２５１ 1,255

天神借地公園 日田市大字三和２４２－７外 1,839

石井里山公園 日田市大字石井字堂園１１４９番地外 24,989

月出町借地公園 日田市大字東有田字駄原６０３３－１ 586

小迫町借地公園 日田市大字小迫３９３－７ 439

有田町借地公園 日田市大字有田１５７３－１ 383

中城町借地公園 日田市中城町１－１ 877

石井一丁目借地公園 日田市大字石井１２０－１ 653

三池借地公園 日田市大字有田７４８－１２外 528

山田町借地公園 日田市大字山田５１４ 450

中央通三丁目借地公園 日田市中本町８０９－１ 279

吹上町借地公園 日田市吹上町１３４６番５外 1,630

合計 １３０公園

　　※[　　]についての面積は九州財務局より無償で借り受けています。
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