
■茨城県の都市公園整備状況 （Ｈ２７．9．１現在） 

都市公園名 種別 所在地 計画面積 開設面積 開設年月日 主要施設 開園時間 閉園日 施設閉館日 備      考 

偕楽園 広域 水戸市見川 63.8 58.0 昭和32年6月 1日 好文亭，梅林，公園センター，歴史館 

偕楽園本園及び歴史館の区域： 

2/20～9/30   6:00～19:00 

10/1～2/19   7:00～18:00 

その他の区域：24時間 

  

好文亭：12/29～31 

梅と緑の相談所： 

毎週月・木曜日 

12/29～1/3 

「日本三公園」の一つに数えられ，四季を通してウメやサクラ，ツツジ，ハ

ギ等が咲き，県民に親しまれている公園。観光客も多く訪れる。 

好文亭：大人 200円（150円），小人100円（80円） 

※（ ）は20名以上の団体料金 

弘道館公園 歴史 水戸市三の丸 3.1 3.2 昭和32年6月 1日 弘道館，梅林 24時間   12/29～31 

旧水戸藩の藩校の弘道館と周辺の梅林からなる公園。 

弘道館：大人 200円（150円），小人100円（80円） 

※（ ）は20名以上の団体料金 

千波公園 総合 水戸市千波町 6.4 6.4 昭和62年6月 1日 近代美術館 24時間     
周囲の緑を写す千波湖畔にある公園。茨城県近代美術館を中心に水と緑豊か

な都市的文化ゾーンとして広く利用されている。 

県庁東公園 広場 水戸市笠原町 0.55 0.55 平成12年4月 1日 広場 24時間     県庁舎の東側に位置した芝生の広場。 

沢渡川緑地 都緑 水戸市見和 18.7 7.5 昭和63年10月1日 広場 24時間     沢渡川に面し，自然を保全しつつ身近に親しめる公園。 

桜川緑地 都緑 水戸市見川 46.7 7.0 平成4年11月25日 園路 24時間    桜川両岸に広がる自然を生かした公園。 

笠間芸術の森公園 広域 笠間市笠間 54.6 35.9 平成4年5月8日 
イベント広場，野外ステージ，陶の杜， 

あそびの杜，陶芸美術館 
8:30～17:00 12/31～1/1   

伝統的地場産業と工芸美術の造形美をテーマとした公園。 

陶芸美術館やヒノキの森の中で陶造形作品が楽しめる「陶の杜」などがあり，

5月の連休に行われる陶炎祭には多くの人が訪れる。 

大洗公園 風致 大洗町磯浜町 46.7 44.4 昭和32年6月21日 水族館「アクアワールド大洗水族館」 24時間     
日本の白砂青松 100選にも選ばれた自然海岸の美しい海浜公園。 

アクアワールドや夏季の海水浴場に多くの人が訪れる。 

大子広域公園 広域 大子町浅川 61.0 60.44 平成6年6月21日 

多目的運動広場，テニスコート， 

多目的温水プール「フォレスパ大子」， 

オートキャンプ場「グリンヴィラ」， 

ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場の区域：8:00～21:00 

その他の区域： 

4/1～11/30 8:30～21:00  

12/1～3/31 8:30～20:00 

ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場の区域： 

4/1～7/19及び 9/1～9/30の

毎月第 1，第 3水曜日 

10/1～12/28 及び 1/4～3/31

の毎週水曜日 

その他の区域： 

毎月第 1水曜日，12/31～1/1 

  

奥久慈の良好な自然の中に整備されたスポーツ及びレクリエーション施設が

充実した公園。オートキャンプ場「グリンヴィラ」は日本オートキャンプ協

会から５つ星に認定されている。 

鹿島灘海浜公園 広域 鉾田市大竹 76.2 19.8 平成12年3月31日 休憩棟，広場，築山，遊具 24時間     太平洋に面した松林と海が美しい公園。夏季には多くの人が訪れる。 

港公園 地区 神栖市東深芝 7.5 7.5 昭和55年8月21日 展望塔，展示室，広場 24時間   

展望塔： 

毎月第１水曜

日 

12/29～31 

鹿島港が一望できる展望塔と，ソテツやカナリーヤシが特徴の公園。 

展望塔：大人 200円，小人 100円 

 

北浦川緑地 都緑 取手市中田 12.5 5.5 平成13年4月 1日 広場 24時間     スポーツレクリエーション及び憩いの場として利用されている公園。 

芸大緑地 都緑 取手市小文間 28.0 0.93 平成3年8月10日 広場 24時間     東京芸術大学取手校に隣接したサクラやアジサイの咲く公園。 

洞峰公園 総合 つくば市二の宮 20.0 20.0 昭和55年7月 1日 

テニスコート，体育館，屋内水泳プール， 

多目的広場，フィールドアスレチック 

野球場，会議室 

24時間   

毎月第１水曜

日 

12/31～ 1/1 

太陽熱を利用した屋内温水プールや体育館，テニスコート，野球場などスポ

ーツ施設の充実した公園。 

洞峰沼を囲む四季折々の花と緑は人々の憩いの場ともなっている。 

赤塚公園 地区 つくば市稲荷前 8.6 8.6 昭和56年4月 1日 広場 24時間     
つくば学園都市の南端に位置し，アカマツの自然林を生かした公園で，散歩

や憩いの場となっている。 

霞ヶ浦総合公園 総合 土浦市大岩田 10.3 10.3 昭和58年7月 1日 体育館，広場 24時間     
県南地域の，スポーツレクリエーション及び文化活動の場として利用されて

いる公園。 

県西総合公園 広域 筑西市桑山 55.8 24.8 平成4年4月24日 

コミュニティクラブハウス（体育室，会議室）， 

テニスコート，多目的運動広場， 

バーベキュー広場，こども広場， 

4/1～11/30 8:30～21:00 

12/1～3/31 8:30～17:00 

毎月第１水曜日 

12/31～1/1 
  

県西地域のスポーツレクリエーションを通じた地域コミュニティの拠点とし

て整備された公園。 

砂沼広域公園 広域 下妻市長塚 80.1 25.56 昭和54年7月12日 

プール「砂沼サンビーチ」，野球場， 

多目的広場，テニスコート， 

多目的研修館「砂沼庵」，観桜苑 

4/1～6/30  8:30～21:00 

7/1～8/31  7:30～21:00 

9/1～11/30 8:30～21:00 

12/1～3/31 8:30～17:00 

毎月第１水曜日 

12/31～1/1 
  砂沼の地形や自然を活かし，スポーツや散策などが楽しめる公園。 

茨城空港公園 総合 小美玉市与沢 19.3 5.5 平成22年3月11日 広場 24時間   
茨城空港のターミナル周辺における，空の玄関口を印象づけるシンボリック

なエントランスエリアとしての公園。 

堀原運動公園 運動 水戸市新原 12.7 12.7 昭和32年6月 1日 

武道館（大道場，剣道錬成道場， 

弓道場，柔道錬成道場，会議室）， 

野球場，競技場，自由広場 

24時間   

毎月第１水曜

日 

12/29～ 1/3 

総合的な運動施設を備えた公園。 

笠松運動公園 運動 ひたちなか市佐和 56.1 55.7 昭和49年12月1日 

陸上競技場，補助陸上競技場，体育館， 

テニスコート，球技場，ソフトボール場， 

屋内水泳プール兼アイススケート場 

8:30～21:00 

（4/1～11/30は6:30～21:00） 

毎月第１水曜日 

12/31～1/1 

屋内水泳プール兼

アイススケート

場：毎週水曜日 

12/31～1/1 

その他の施設 

毎月第１水曜日 

12/29～ 1/3 

国民体育大会（昭和４９年）の主会場として整備された総合的な運動施設を

備えた公園。 


