
１２．　都市計画・公園

1.公園の設置状況

ちびっこ広場（その３－１） 令和2年1月1日現在

名称 面積（㎡） 住所 設置年月日 備考

鳥居先ちびっ子広場 921.00 あま市七宝町遠島鳥居先239番地1 昭和49年12月20日

下之森ちびっ子広場 1,041.00 あま市七宝町下之森河原83番地 昭和50年3月10日

江東ちびっ子広場 387.00 あま市七宝町下田江東本町43番地 昭和50年9月30日

伊福宮東ちびっ子広場 166.32 あま市七宝町伊福宮東2番地 平成23年5月13日

下田西長代ちびっ子広場 2,072.66 あま市七宝町下田矢倉下1421番地 昭和54年8月3日

鯰橋ちびっ子広場 1,420.50 あま市七宝町鯰橋五丁目33番地 昭和54年8月3日

徳実ちびっ子広場 307.00 あま市七宝町徳実外田面中ノ切44番地 昭和55年8月30日

安松ちびっ子広場 553.00 あま市七宝町安松十四丁目35番地 昭和56年7月31日

下田廻間ちびっ子広場 1,111.00 あま市七宝町下田廻間45番地 昭和56年8月10日

下田北ちびっ子広場 928.00 あま市七宝町下田四反割17番地 昭和57年11月20日

沖之島北ちびっ子広場 826.00 あま市七宝町沖之島高畑156番地 昭和58年9月10日

新開北ちびっ子広場 302.00 あま市七宝町遠島新開134番地1 平成元年4月1日

秋竹ちびっ子広場 369.00 あま市七宝町秋竹東屋敷648番地1 平成6年4月1日

鯰橋東ちびっ子広場 102.00 あま市七宝町鯰橋八丁目17番地6 平成6年4月1日

桂薮之内ちびっ子広場 341.00 あま市七宝町桂薮之内64番地 平成21年4月1日

資料：子育て支援課



１２．　都市計画・公園

1.公園の設置状況

ちびっこ広場（その３－２） 令和2年1月1日現在

名称 面積（㎡） 住所 設置年月日 備考

二ツ寺第1ちびっ子広場 658.00 あま市二ツ寺屋敷123番地 昭和56年7月1日

二ツ寺第2ちびっ子広場 366.00 あま市二ツ寺屋敷53番地 昭和52年4月1日

二ツ寺第3ちびっ子広場 495.00 あま市二ツ寺六町6番地 昭和55年6月1日 ※

東溝口ちびっ子広場 223.70 あま市東溝口二丁目28番地 平成4年7月1日

花正第1ちびっ子広場 277.00 あま市花正郷中81番地 昭和53年9月1日

花正第2ちびっ子広場 1,529.00 あま市花正郷中283番地 昭和55年5月1日

花長第1ちびっ子広場 1,940.00 あま市花長六反田60番地 昭和53年10月1日

花長第2ちびっ子広場 535.00 あま市花長新堀10番地 平成元年10月1日

花長第3ちびっ子広場 439.00 あま市花長川内55番地1 平成2年9月1日

木折第1ちびっ子広場 414.29 あま市木折戸井田2番地1 昭和53年10月1日

木折第2ちびっ子広場 957.60 あま市木折寺田地内 昭和58年7月1日

富塚ちびっ子広場 1,457.00 あま市富塚地蔵堂98番地 昭和59年7月1日

木田第1ちびっ子広場 410.81 あま市木田池成1番地1 昭和57年7月1日

木田第2ちびっ子広場 310.42 あま市木田東38番地4 昭和57年7月1日

木田第3ちびっ子広場 574.00 あま市木田西山42番地 昭和57年7月1日

木田第4ちびっ子広場 417.23 あま市木田五反田38番地50 平成3年4月1日

森山ちびっ子広場 488.00 あま市森山道上75番地 昭和54年7月1日

中橋ちびっ子広場 315.00 あま市中橋廻間64番地63 昭和58年7月1日

丹波第1ちびっ子広場 310.00 あま市丹波中屋敷117番地 昭和51年10月1日

丹波第2ちびっ子広場 492.00 あま市丹波西裏18番地 昭和58年7月1日

蜂須賀第1ちびっ子広場 407.00 あま市蜂須賀東杁ノ下2179番地15 昭和50年10月1日

蜂須賀第2ちびっ子広場 2,101.00 あま市蜂須賀花木浦112番地 昭和50年12月1日

蜂須賀第3ちびっ子広場 603.67 あま市蜂須賀山東1422番地1 昭和60年8月1日

上篠田第1ちびっ子広場 339.86 あま市篠田上大門1番地 昭和56年7月1日

上篠田第2ちびっ子広場 316.36 あま市篠田長谷川1番地5 昭和53年12月1日

上篠田第3ちびっ子広場 135.00 あま市篠田西鳥5番地23 平成2年4月1日

上篠田第4ちびっ子広場 77.00 あま市篠田鳥羽見39番地10 平成3年4月1日

下篠田ちびっ子広場 177.39 あま市篠田高保田1番地68 昭和44年8月1日

北苅ちびっ子広場 489.00 あま市北苅郷東20番地 昭和54年7月1日

小橋方第1ちびっ子広場 332.63 あま市小橋方田中528番地24 昭和53年12月1日

小橋方第2ちびっ子広場 522.00 あま市小橋方東壱町田253番地 昭和57年8月1日

小橋方第3ちびっ子広場 320.00 あま市小橋方海用608番地 昭和55年6月1日

小橋方第4ちびっ子広場 176.00 あま市小橋方南山西154番地3 昭和51年5月1日

乙之子第1ちびっ子広場 1,199.00 あま市乙之子十八割85番地 昭和50年12月1日

乙之子第2ちびっ子広場 228.00 あま市乙之子屋敷地内 平成2年2月1日

※二ツ寺第3ちびっ子広場は令和元年8月1日一部解除により、面積及び番地変更 資料：子育て支援課



１２．　都市計画・公園

1.公園の設置状況

ちびっこ広場（その３－３） 令和2年1月1日現在

名称 面積（㎡） 住所 設置年月日 備考

茶之木田ちびっ子広場 458.84 あま市甚目寺茶之木田2番地2 平成12年1月20日

甚目寺第1ちびっ子広場 1,096.00 あま市甚目寺山王73番地 昭和51年8月31日

甚目寺第4ちびっ子広場 485.26 あま市甚目寺郷中89番地2 昭和52年11月7日

甚目寺第8ちびっ子広場 479.67 あま市甚目寺沖田72番地 昭和53年8月31日

上萱津第1ちびっ子広場 1,232.00 あま市上萱津銭神68番地 昭和51年8月31日

上萱津第2ちびっ子広場 568.50 あま市上萱津矢台5番地5 昭和52年11月7日

上萱津第3ちびっ子広場 856.00 あま市上萱津大門46番地1 平成2年11月5日

西今宿第1ちびっ子広場 1,916.00 あま市西今宿狐海道一2番地1 昭和51年9月1日

西今宿第3ちびっ子広場 847.00 あま市西今宿六反地五90番地 昭和53年8月31日

方領第1ちびっ子広場 801.73 あま市方領屋敷116番地 昭和53年8月31日

石作第1ちびっ子広場 1,088.00 あま市石作北浦26番地1 昭和53年7月20日

新居屋第1ちびっ子広場 843.00 あま市新居屋又屋敷73番地 平成16年10月22日

新居屋第2ちびっ子広場 486.00 あま市新居屋高島64番地 昭和52年10月31日

新居屋第3ちびっ子広場 1,098.00 あま市新居屋岩屋59番地 昭和52年11月7日

新居屋第4ちびっ子広場 646.00 あま市新居屋清明30番地 平成12年11月7日

新居屋第5ちびっ子広場 901.12 あま市新居屋江上田184番地の一部  昭和45年

池端ちびっ子広場 1,490.90 あま市下萱津池端19番地 平成8年3月16日

新居屋橋ちびっ子広場 659.00 あま市新居屋小舟戸23番地 平成13年11月2日

資料：子育て支援課



１２．　都市計画・公園

1.公園の設置状況

児童遊園 令和2年1月1日現在

名称 面積（㎡） 住所 設置年月日 備考

秋竹児童遊園 629.00 あま市七宝町秋竹四町田826番地 昭和50年5月1日

川部児童遊園 297.00 あま市七宝町川部壱屋敷55番地 昭和50年5月1日

遠島宮西児童遊園 763.00 あま市七宝町遠島宮西457番地1 昭和51年4月1日

秋竹東児童遊園 352.00 あま市七宝町秋竹壱町田49番地1 昭和51年4月1日

桂南児童遊園 531.00 あま市七宝町桂奥山75番地 昭和51年4月1日

沖之島西児童遊園 540.00 あま市七宝町沖之島中折150番地 昭和52年4月1日

桂山之浦児童遊園 293.00 あま市七宝町桂山之浦39番地 昭和52年4月1日

下之森児童遊園 616.00 あま市七宝町下之森屋敷570番地 昭和52年4月1日

鷹居児童遊園 399.00 あま市七宝町鷹居三丁目70番地 昭和52年4月1日

沖之島北児童遊園 563.00 あま市七宝町沖之島間曽8番地 昭和62年4月1日

資料：子育て支援課



１２．　都市計画・公園

1.公園の設置状況

都市公園

　七宝地区 令和3年4月1日現在

名称 面積（㎡） 住所 供用開始年月日 備考

　柏田公園 600.82 　あま市七宝町秋竹柏田929番地 平成30年4月1日

　スマイルパーク 2,115.00 　あま市七宝町沖之島十坪15番地 他 令和2年4月1日

小計（2箇所） 2,715.82

  美和地区

名称 面積（㎡） 住所 供用開始年月日 備考

　稲荷公園 2,412.10 　あま市篠田稲荷76番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和62年2月2日

　長堀公園 1,000.57 　あま市篠田長堀35番地 昭和62年2月2日

　森後公園 1,500.23 　あま市篠田森後16番地 昭和62年2月2日

　八原公園 2,399.12 　あま市篠田八原79番地 昭和62年2月2日

　木田郷西公園 4,201.89 　あま市木田申尾7番地11 昭和63年10月1日

　錦葉の緑地 1,000.00 　あま市森山弁才天45番地1 他 平成22年3月22日

　サザンカの緑地 1,500.00 　あま市木田五反田100番地2 他 平成22年3月22日

　サトザクラの緑地 700.00 　あま市木折外平地内 平成22年3月22日

　篠田緑道 700.00 　あま市篠田堤添地内 他 平成22年3月22日

　ソメイヨシノの緑地 1,800.00 　あま市蜂須賀法六地内 他 平成22年3月22日

　ハギの緑地 300.00 　あま市篠田新割ﾛ5番地 平成22年3月22日

　ハナミズキの緑地 500.00 　あま市木田大花寺40番地1 他 平成22年3月22日

　ヒトツバタゴの緑地 1,300.00 　あま市篠田西鳥34番地1 他 平成22年3月22日

　フジの緑地 700.00 　あま市北苅郷東地内 平成22年3月22日

　二ツ寺親水公園 34,194.41 　あま市二ツ寺西高須賀1番地 平成22年3月22日

　ムクゲの緑地 800.00 　あま市木田五反田100番地2 他 平成22年3月22日

　モミジの緑地 1,900.00 　あま市篠田西鳥34番地1 平成22年3月22日

　リバーサイドガーデン 5,500.00 　あま市金岩江付地内 他 平成22年3月22日

　上柳公園 150.50 　あま市木折上柳19番地17 平成22年10月6日

　北長無公園 166.43 　あま市篠田北長無3番地4 平成22年10月6日

　小塚公園 117.89 　あま市木田小塚6番地46 平成22年10月6日

　鷲之巣公園 193.46 　あま市篠田木田前2番地4 平成22年10月6日

　鬼田公園 186.32 　あま市二ツ寺鬼田43番地36 平成27年4月1日

　上柳２号公園 226.67 　あま市木折上柳9番地19 平成27年4月1日

　宮町北公園 1,200.01 　あま市木田宮前45番 令和3年4月1日

　宮町南公園 1,000.21 　あま市木田白見懸8番1 令和3年4月1日

　 小計（26箇所） 65,649.81



  甚目寺地区

名称 面積（㎡） 住所 供用開始年月日 備考

　栄１号公園 1,221.09 　あま市西今宿梶村二38番地3 他2筆 昭和55年12月2日

　栄２号公園 1,010.00 　あま市西今宿平割二30番地 他2筆 昭和55年12月2日

　市場公園 818.76 　あま市甚目寺市場111番地5 他1筆 昭和56年3月27日

　西之宮公園 1,239.00 　あま市坂牧阿原132番地 他1筆 昭和57年2月8日

昭和58年4月5日

昭和59年3月30日

　本郷１号公園 2,166.82 　あま市本郷取替101番地 平成2年11月5日

　本郷２号公園 2,606.25 　あま市本郷郷前49番地 昭和60年3月30日

　本郷３号公園 2,252.64 　あま市本郷八尻48番地 平成2年11月5日

　本郷４号公園 2,793.93 　あま市本郷柿ノ木93番地 平成1年9月21日

　本郷５号公園 2,000.77 　あま市本郷花ノ木71番地 昭和63年3月5日

　森１号公園 2,392.85 　あま市森六丁目7番地 平成1年3月30日

　森２号公園 1,802.01 　あま市森六丁目26番地 昭和59年3月30日

　森３号公園 2,398.96 　あま市森七丁目20番地 平成8年5月20日

　森４号公園 2,799.28 　あま市森八丁目6番地 平成10年10月22日

　森ヶ丘公園 15,097.12 　あま市森四丁目6番地 平成4年9月24日

　小路１号公園 2,400.33 　あま市小路一丁目4番地 平成13年4月27日

　小路２号公園 3,898.57 　あま市小路三丁目3番地1 平成13年4月27日

　坂牧コミュニティ公園 990.00 　あま市坂牧阿原22番地 他1筆 平成22年3月22日

　甚目寺ふれあい公園 533.00 　あま市甚目寺稲荷96番地 平成22年3月22日

　茶之木田公園 275.40 　あま市甚目寺茶之木田36番地43 平成22年3月22日

　中萱津１号公園 1,260.00 　あま市中萱津大坊5番地 平成22年3月22日

　八反田公園 834.00 　あま市西今宿八反田62番地1 平成22年3月22日

　方領北浦公園 495.67 　あま市方領北浦196番地9 他1筆 平成22年3月22日

　森６号公園 181.00 　あま市森八丁目2番地44 平成22年3月22日

　じもくじ夢広場 669.28 　あま市五位田125番1 平成23年5月2日

　石作公園 207.61 　あま市石作郷南47番5 平成26年4月1日

　庄内川河川敷公園 6,911.05 　あま市下萱津十三石43 平成27年5月11日

　石作２号公園 225.43 　あま市石作北浦78番地9 平成29年4月1日

小計（27箇所） 62,612.82

合計（54箇所） 130,978.45

資料：都市計画課

　あま市下萱津山伏56番地 他27筆3,132.00　山伏公園



１２．　都市計画・公園

2.都市計画道路

令和3年4月1日現在

路  線  名 起     点 終     点 整備済／延長 幅員 改良率

ｍ ｍ ％

石 作 上 条 線 石作阿弥陀寺 石作阿弥陀寺 160/160 12 100

花 正 下 田 線 花正七反地 七宝町下田五之坪  680/3,020 20 22

稲 沢 七 宝 線 二ツ寺東高須賀 金岩宮廓 0/1,540 16 0

五 条 高 校 線 西今宿阿弥陀寺 甚目寺山之浦     70/860 20 0

甚 目 寺 駅 前 線 甚目寺郷浦 甚目寺郷中  　　0/180 20 0

千 音 寺 線 七宝町下田前並 七宝町桂鎌蓋            　　　　0/1,280 16 0

新 家 戸 田 線 七宝町伊福十三 七宝町伊福戸田境           0/720 16 0

新 居 屋 上 萱 津 線 新居屋烏帽子 上萱津八釼     0/2,450 16 0

西 今 宿 下 萱 津 線 西今宿平割一 下萱津蓮池        0/3,050 16 0

西 今 宿 東 条 線 坂牧阿原 坂牧向江        0/510 16 0

美 和 大 治 線 木田小塚 七宝町秋竹東堤        1,600/4,180 16 38

森 上 萱 津 線 森六丁目 西今宿山伏一         1,830/4,230 18 43

安 松 鷹 居 線 七宝町安松四丁目 七宝町鷹居三丁目    1,200/2,480 16 48

木 田 駅 前 線 木田道下 木田飛江ノ見    210/430 20 37

北 苅 木 田 線 北苅二反田 木田飛江ノ見                545/1,020 16 54

鷹 伊 線 七宝町鷹居四丁目 七宝町伊福蓮池           0/930 16 0

名 古 屋 津 島 線 七宝町下田山 七宝町桂川向     370/2,100 30 18

西 尾 張 中 央 道 蜂須賀法六 北苅二反田        1,680/1,870 25 89

給 父 西 枇 杷 島 線 丹波深田 冨塚先速        0/2,580 16 0

給父西枇杷島東線 新居屋又屋敷 西今宿郷内二                0/1,970 16 0

七 宝 蟹 江 線 富塚先速 七宝町徳実十九東切         1,500/5,840 16 26

甚 目 寺 佐 織 線 篠田持竿 下萱津十三石     5,110/5,110 18 100

津島七宝名古屋線 七宝町鷹居江向 七宝町伊福隅田    1,580/1,580 12 100

下 萱 津 北 間 島 線 下萱津砂入 下萱津砂入              　0/280 12 0

甚 目 寺 三 本 木 線 甚目寺西大門 本郷取替 220/740 20 30

遠 島 桂 線 七宝町遠島鳥居先 七宝町桂宮前 1,100/1,370 16 80

西 今 宿 東 条 線 西今宿馬洗 坂牧大塚 1,140/1,890 18 60

名 古 屋 甚 目 寺 線 甚目寺西大門 甚目寺郷中 　　　　0/560 20 0

資料：都市計画課



１２．　都市計画・公園

令和3年4月1日現在

面積 構成比

ha ％

2,749 100.0

1,150.0 41.8

64 2.3

218 7.9

232 8.4

510 18.6

46 1.7

17 0.6

54 2.0

9.3 0.3

1,599.0 58.2

資料：都市計画課

近隣商業地域

工業地域

準工業地域

  市  街  化  調  整  区  域

3.都市計画用途地域の現況

区　      　　　　　　分

総        面        積

市   街   化   区   域

用途区域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域


