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① 海峡ゆめ広場

② 細江公園

歴史・文学・海峡のまち

豊前田町三丁目3番／遊具なし

③ 日和山公園

④ 岬之町埠頭公園

細江町一丁目9番／遊具あり

⑤ アンカー広場

丸山町五丁目／遊具あり

岬之町18番／遊具なし

観音崎町16番／遊具なし

PIC3

PIC

PIC

この公園は、海が近くとても穏やかな場
所です。緑も多く、親子で散歩として訪
れるのに最適です。夜、この公園から見
ることのできるライトアップされた海峡
夢タワーはとてもきれいです。

国道９号と関門海峡に挟まれた小さな公
園です。緑地には大きな錨とスクリュー
のモニュメントがあります。また関門海
峡をバックにした写真撮影スポットとし
ても人気です。

中東地区パークマップ

PIC1

⑥ 観音崎公園

PIC2

PIC3

PIC

PIC1

PIC2

海峡ゆめタワーのすぐそばにある大きな広場です。馬関まつりでは、ステージの上でダンスなどのさまざまなイベントがありま
す。下関海響マラソンのスタート・ゴール地点でもあり、マラソン当日は、完走者に、ふく鍋を提供したり、出店が出ていたり
します。年中さまざまなイベントが行われており、とてもにぎやかな場所です。暑い日でも日陰があるので、子どもたちの遊び
場として最適です。近くには、スーパーマーケットもあり、親の買い物の待ち時間に遊んでいる姿も見られます。また、シー
モールも近くにあるため、買い物のついでに立ち寄っている人も多いです。休日には、ステージの上で多くの子どもたちが遊ん
でいます。海峡ゆめ広場は、遊具はありませんが、いろいろな遊びができ、絶えず多くの人が集まっている公園です。

天使幼稚園の下に位置しており、ゆった
りと過ごすことができる公園です。少し
小さな公園ですが子どもの遊べる遊具が
あります。整備されたお手洗いもあり、
とても環境の整った公園です。公園の前
には高杉晋作の像があります。

日和山公園は、大正11年2月14日に大正天皇ご即位の記念公園として造られた、市内で最も古い公園です。高い位置にあり関
門海峡が眺望できる大きな公園です。あの有名な高杉晋作の像がおいてあり、静かに海峡を見守っています。公園内には、ブラ
ンコや滑り台などがある子どもの遊び場エリアもあります。公園では、お祭りが開催されることもあり、屋台などがたくさん立
ち並び、老若男女問わず、多くの方でにぎわいます。園内にはたくさんの桜の木があり、春になると多くの人がお花見に訪れ、
夜には提灯に照らされた夜桜を楽しむこともできます。初夏にはツツジが咲き競う花の名所であり、四季を問わず自然豊富な公
園として多くの市民に親しまれています。

⑦ 寿公園

⑨ 市役所屋上テラス

⑩ 親子ふれあい広場

⑧ 水のひろば・芝生ひろば

観音崎町12番／遊具なし

南部町7番／遊具あり

あるかぽーと／遊具なし

道路際の小さな公園で、ベンチに座って
関門海峡を行き交う船を眺めながらゆっ
くりと休憩できます。また、夜景もきれ
いでおすすめです。公園の近くにはお
しゃれな飲食店もあり、街の中の憩いの
場所です。

寿公園は別名みすゞ公園とも呼ばれてお
り、詩人金子みすゞさんのゆかりの地で
す。この公園は、いつも小学生が遊んで
おり子どもたちの集いの場です。公園に
は滑り台などの遊具もあり、いつも子ど
もたちの笑い声が絶えません。

ひろばの横には、はい！からっと横丁や海響館があり、関門海峡の美しい景色を楽
しむことができます。芝生ひろばはころんでも大丈夫でなので、小さい子もめい
いっぱい遊べます。周辺には水路が整備されていて清涼感が感じられます。トイレ
もあるので安心です。近くにはたくさんのレストランがあり、気軽に食事をとるこ
とができます。観光客にはロンドンバスや観覧車を背景とした撮影ポイントとして
も人気です。

緑に囲まれたの憩いの場です。庁舎から
は段差なくベビーカーのまま出ることが
できます。食事や休憩ができるレスト
ルームが併設されています。
【開所日】月～金（祝日休）
／8時30分〜17時15分

子どもはもちろん、大人も、心をくすぐる木のグッドトイや楽器、心を豊かにする絵
本など、楽しいおもちゃがいっぱいあります。親子でゆっくり一緒に遊びながら、子
ども同士、親子同士の交流もできます。また、専門のスタッフの方が、子育て家庭や
妊婦さんなどからの様々な相談に乗ってくださいます。
【開所日】月～金（祝日休）／8時30分〜17時15分
【対象者】「就学前のお子さんとその保護者」

市役所の隣にある広々とした芝生広場です。周辺の花壇には四季折々のきれいなお花
が植えてあります。風通しもよくベンチもたくさん設置してあるのでピクニックやお
昼寝にも最適です。正面にはクジラのモニュメントがあり、太陽の光でキラキラ輝い
ていてとても綺麗です。また、敷地内には都会的でおしゃれなカフェがあり、お茶を
飲みながらゆっくりくつろげます。

遊具はありませんが広いので、キャッチ
ボールなどのボール遊びやかけっこなど
運動ができる楽しい公園です。また、木
や黄緑色の草など自然を感じることがで
き、トイレも整備されています。

⑬ 唐戸公園

⑭ 唐戸広場

⑮ 唐戸市場屋上芝生広場

⑰ 文ヶ丘公園

⑱ ひかり童夢

⑲ 貴船公園

㉑ 石神公園

PIC

唐戸町5番／遊具なし

PIC

近くにバス停があり、どこかへ遊びに行
く時の待ち合わせ場所として多くの人が
愛用しています。また、冬には、クリス
マスツリーが飾られ、夜は美しくライト
アップされます。

唐戸商店街の中にあり、子どもたちの笑
い声が絶えない公園です。小学生はここ
で、おしゃべりしたり、鬼ごっこしたり、
かくれんぼしたりして遊んでいます。公
園周辺では、よく猫が昼寝をしていて癒
されます。

㉒ 石神あさひ公園

㉓ 一里山公園

上田中町四丁目11番／遊具あり

PIC2

上田中町一丁目16番／遊具あり／無料Pあり

上田中町一丁目11番／遊具あり

PIC

⑳ 貴船町四丁公園

貴船町三丁目1番／遊具あり

石神町8番／遊具あり

この公園には滑り台・ブランコ・石のベ
ンチ・電話型の遊具があります。そのた
め「電話公園」とも呼ばれています。滑
り台やブランコがあり小さい子向けの公
園です。

階段を上ったところにある住宅地近くの
比較的大きめの公園です。公園内には滑
り台やブランコ、ベンチがあり、軽く遊
ぶには最適な公園です。キャッチボール
など他の遊びもできます。

敷地内には四季折々の草花や木が植えられ、虫が跳びはね、野鳥も飛び交うなど、自
然を感じることができる児童館です。子どもたちは、誰でも自由に遊びに行くことが
できます。児童館では、遊び仲間をつくったり、専門のスタッフの方に子育ての悩み
などを相談をすることもできます。
【開所日】月～土（祝日休）／10時～17時30分（10～3月は17時まで）
【対象者】「小学校6年生までの児童」と「就学前のお子さんとその保護者」

比較的小さな公園ですが、放課後などに
子どもたちが遊ぶ姿がよく見られ、地域
の子どもたちに愛されている公園です。
滑り台とブランコがあり、遊び疲れたら
ベンチで休むこともできます。

他の公園より敷地はだいぶ小さいですが、
住宅地に囲まれているのでたくさんの人
に利用されている公園です。気軽に遊ぶ
ことができますし、小さい子も安心して
遊ばせることができます。

住宅街の中にあることから子どもたちか
らご高齢の方まで多くの人が利用してい
ます。公園内には滑り台やブランコがあ
り、小さな子でも安心して遊ぶことがで
きます。周りを樹木に囲まれているので
自然を感じることができます。

㉔ 一里山タウン児童公園

㉕ 一里山ひまわり公園

㉗ 椋野鳥越公園

㉘ 椋野鳥越第２公園

㉙ ときわ公園

PIC2

PIC3

PIC

㉖ 椋野第２公園
椋野町三丁目6番／遊具あり

PIC

PIC

PIC

貴船町四丁目10番／遊具あり

唐戸市場の屋上にある、とても広い天然
芝の広場です。小さい子でも安心して思
いっきり走り回れます。眺望も抜群で、
風を感じなら、関門海峡を往来する船を
眺め、ゆっくりとくつろげる場所です。
【開放時間】7時00分～17時00分

椋野町一丁目16番／遊具あり

PIC2

PIC2

PIC

椋野町一丁目16番／遊具あり

PIC1

PIC1

PIC

椋野町一丁目17番／遊具あり／無料Pあり

PIC1

PIC1

PIC

石神町10番／遊具あり

PIC

⑯ 上田中町四丁公園

PIC

田中町2番／遊具なし

PIC

唐戸町2番／遊具なし

PIC2

⑫ 田中公園
南部町1番／遊具なし

PIC

南部町23番／遊具なし

PIC1

⑪ 市民広場
市役所1F／遊具あり

市役所4F／遊具なし

椋野町三丁目21番／遊具なし

PIC

PIC

PIC

椋野町三丁目24番／遊具あり

幸町8番／遊具あり

PIC

PIC

子どもはもちろん大人も多く利用してい
る公園です。公園内はブランコなどの遊
具や広いグラウンドがあり、ボール遊び
をすることもできます。地面は芝に覆わ
れ、周りは木々に囲まれているので日陰
が多く、涼むこともできます。

いつ行っても景色がきれいな公園です。敷地内には下関市立青年の家があり、宿泊団体も利用されています。蒸気機関車Ｄ５１
が展示してあり、鉄道ファンにはたまらないと思います。公園内には桜の木が植えられていて、春になると満開になり、とても
きれいです。木陰にレジャーシートを敷いて花見を楽しんだり、楽しく遊具で遊んだりすることができます。小さな子どもには
遊具があり、小・中学生にはサッカーや野球など様々なスポーツができる広いグラウンドがあるので飽きる心配がありません。
一日中楽しむことができ、家族連れや子ども達にぴったりです。また、健康づくりをや運動をしたい方には、公園内でウォーキ
ングやランニングができるのでオススメです。

ブランコや滑り台、鉄棒など遊具が多く、
子ども達がのびのびと遊べる公園です。
また、春から秋にはシロツメクサがたく
さん咲くので、四つ葉のクローバー探し
や花冠を作ることができます。春夏秋冬
どの季節でも自然が楽しめます。

木が生い茂っており、木陰が多い、涼し
げな公園です。虫取りをしたり、ブラン
コで遊んだり、ボール遊びをしたり、自
由に遊ぶことができます。春から夏は緑
がいっぱいで、小さい子どもを遊ばせて
も姿を見渡しやすいので安心です。

街中の小さな公園で、遊具はブランコひ
とつです。フェンスで囲われており、ま
た、見通しがいいため、我が子の遊ぶ姿
を眺めながら大きな木の木陰でゆっくり
できます。

遊具はありませんが比較的広い公園です。
近くに大型のスーパーマーケットがある
ので買い物のついでに遊べる公園となっ
ています。遊具がなくフェンスがあるの
でボール遊びなどがしやすい公園です。

住宅地に囲まれた比較的広い公園です。
ブランコや滑り台がありますが、広いの
でボール遊びもできます。疲れたらひと
休みできる東屋があるのでとても便利で
す。

勤労福祉会館の隣で人通りが多く、子ど
もだけでなくお年寄りも多く利用されて
いる公園です。春には満開の桜が咲き、
クリスマスの時期にはイルミネーション
が華やかに点灯され、私たちの目を楽し
ませてくれます。

㉚ 奥小路公園

㉛ 姉妹都市ひろば

㉝ 赤間公園

㉞ 幸町公園

㉟ 紅石公園

㊱ 園田公園

㊲ 椋野町タウン２号街区公園

㊳ 本町公園

幸町11番／遊具あり

PIC

㉜ 阿弥陀寺公園
阿弥陀寺町6番／遊具なし

PIC1

PIC2

阿弥陀寺町7番／遊具なし

PIC

PIC

下関市の観光スポットである赤間神宮の
すぐ下にあり、昔は駐車場として使われ
ていましたが、現在は公園として利用さ
れています。公園内の木陰の下にベンチ
があり、観光客や参拝者の休憩場所と
なっています。

日新校区に住む小・中学生がよく利用し
ている校区内でも代表的な公園です。広
いスペースを利用して中学生が野球や
サッカーをしたり、小学生が毎日のよう
に遊具を使って遊んだりしており、長年
多くの人に愛されている公園です。

一日中多くの人が歩く姿を見かける広場です。たくさんの人がウォーキングやジョギ
ングのコースにしており、海風を感じながら歩いたり走ったりしています。雄大な関
門橋や海の向かい側の門司港が手に取るように見えます。夜になるとそれらがきらき
らと光り、昼間とはまた違った景色を見ることができます。また、広場の近くには赤
間神宮やカモンワーフなどがあるので散策するのも楽しいです。心を落ち着かせたい
とき、ゆっくりしたいときに来てみてはいかがでしょう。

公園内の道は舗装されていて、ひときわ
目を引く石碑が置かれています。石碑の
形はとても特徴的で独特な雰囲気です。
また、公園内は木が生い茂り、美しい自
然が見られるのも特徴のひとつで、対岸
の門司港を見渡すことができます。

㊴ 椋野町タウン児童公園

㊵ みもすそ川第２公園

㊷ みもすそ川公園

PIC

複合型遊具があるので、小さい子どもが
思う存分遊ぶことができ、芝生が広がっ
ているのでボール遊びもできる公園です。
また、東屋やベンチなどの休憩スペース
もあるので大人も子どもも利用しやすい
公園です。

みもすそ川町22番／遊具あり

PIC

みもすそ川公園に比べるとスケールは小
さいですが、遊具には年季が入っており、
団地の子どもたちに長く愛されてきたこ
とがわかります。ブランコからみもすそ
川町一帯を見下ろすことができます。

㊶ 妙見公園
椋野上町3番／遊具あり

PIC

新興住宅が立ち並ぶ坂道の片隅にあり、
いつも子どもたちが元気に遊んでいる賑
やかな公園です。妙見山という小さな小
さな山に隣接するそれほど大きくはない
公園ですが、近所の子どもたちの憩いの
遊び場となっている公園です。

幸町21番／遊具あり

PIC

歩道のある道路沿いにあり、きれいで安
心感があります。春は桜、秋は落ち葉や
銀杏がとてもきれいです。滑り台が設置
されており、ベンチもあるので子どもを
見守りやすい公園です。

椋野町一丁目23番／遊具あり

阿弥陀寺町4番／遊具なし

宮田町一丁目10番／遊具あり

PIC

この公園の特徴はとにかく広いことです。
フェンスで囲まれており、キャッチボー
ルやサッカーなどを自由に楽しむことが
できます。広い公園の中、涼しい風に当
たりながら思いっきり遊べる公園です。

PIC

遊具は滑り台、ブランコ、鉄棒がありま
す。屋根付きのベンチがあるので、お年
寄りや子ども連れのパパママにはうれし
いです。日当たりがよく、たくさんの子
どもが利用しています。

㊸ 火の山公園
みもすそ川町／遊具あり／無料Pあり

みもすそ川町1番／遊具なし

PIC1

本町一丁目1番／遊具あり

PIC2

みもすそ川公園の頭上には関門橋が架かり、海中には関門国道トンネルが通っていま
す。公園内には大河ドラマ「義経」の放映を記念して作られた源義経と平知盛が戦っ
ている像があります。これは有名な義経の「八艘飛び」の場面を再現したものと言わ
れています。さらに存在感溢れるのは海峡に向かって並ぶ大砲のレプリカです。幕末
に海峡沿いに設置された長州藩の砲台のひとつで、海峡の狭さを有効に使い、通過す
る外国船を狙っていたと思われます。歴史を感じさせる公園です。

PIC1

PIC2

PIC3

山頂（瀬戸内海国立公園）からは、関門海峡、瀬戸内海、日本海が一望できます、また、日本夜景遺産に認定されており、関門
橋などの夜景も絶景です。戦争遺跡があり、砲台跡や狭いトンネル、爆弾庫など歴史を感じさせる一面もあります。平成21年に
は新しい山頂遊具としてローラー滑り台やターザンロープが設置され、子どもたちの遊び場ともなりました。ふもとのロープ
ウェイ乗り場には「トルコチューリップ園（オルハン・スヨンジュ記念園）」があり、春には桜とともに楽しむことができます。
これは姉妹都市のトルコ共和国イスタンブール市から寄贈されたチューリップの球根を隔離栽培して植え付けられたものです。
山頂までのアクセスは、ロープウェイ（有料）、自動車専用道路（無料）、遊歩道（無料）でどうぞ。

椋野町一丁目31番／遊具あり

本町四丁目7番／遊具あり

PIC

PIC

広い草原の中に滑り台などの遊具があり、
いろいろな方法で遊ぶことができる公園
です。日陰があるので、そこで涼みなが
らひと休みすることもできます。近くに
山があり、自然を楽しむこともできます。

遊具は滑り台があります。ベンチがある
ので休むこともできます。高速道路の下
にあるので多少音がしますが、日陰にな
るので涼むことができます。手洗い場も
設置されています。
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