
1 唐池公園を守る会 坊島 唐池公園

2 粟生新家自治会 粟生新家 新家児童遊園

3 箕面南２むつみ会 桜ヶ丘 止々呂渕公園

4 西宿老友会 西宿 西宿児童遊園

5 箕面東公園竹林会 粟生新家 箕面東公園

6 川合自治会 粟生間谷東 川合児童遊園

7 西南小校区青少年を守る会 瀬川 西南小前緑地

8 大東自治会 小野原東 小野原東公園

9 箕面市消防団小野原分団 小野原東 荒内谷公園

10 クリーン・グリーン 船場西 新船場西公園

11 箕面ハイツカバープランツクラブ 西小路 西小路ちびっ子広場

12 箕面中第一西小路クラブ 西小路 西小路公園

13 さくらんぼこども会 桜 桜南公園

14.1 半町 半町南公園

14.2 瀬川 瀬川北公園

15 イトーピア箕面自治会 白島 白島南公園

16 椿ハイツ山麓公園美化活動実行委員会 如意谷 山麓公園

17 北小校区こども会（アオゾラ仲よし） 箕面 箕面北公園

18 箕面南朗友会 桜井 桜井公園

19 ドムール千里管理組合 稲 冷ヶ谷遊園

20 新稲西住宅自治会 新稲 髪切塚遊園

21 西小路東こども会 西小路 滝ヶ花公園

22.1 牧落 大通庵公園

22.2 牧落 牧落公園

公園・歩道等自主管理団体一覧表（令和２年３月１日現在）

合計　１７２箇所　１２１団体

No. 自主管理団体名 地域 公園・緑地名

西南小校区こども会

箕面中２牧落クラブ

休止中
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No. 自主管理団体名 地域 公園・緑地名

23 白鳥こども会 白島 白島公園

24 日商岩井箕面ハイツ自治会 半町 半町中公園

25 おのはら東こども会 小野原東 小野原南３号公園

26 コープ野村北千里自治会 小野原東 小野原南４号公園

27 箕面東コーポラス自治会 粟生外院 宮ノ池北公園

28 メープルコープ箕面管理組合 箕面 楓公園

29 プレジデント箕面自治会内「あけぼの会」 粟生間谷西 東谷遊園

30.1 船場西 新船場南公園

30.2 船場西 杉谷公園

30.3 船場西 杉谷南公園

31 アント子ども会 新稲 新稲西公園

32 坊島自治会 坊島 坊の島公園

33.1 如意谷 山手公園

33.2 如意谷 如意谷住宅内調整池

34 南の杜公園を清掃する会 小野原東 南の杜公園

35 半町纏会 半町 半町北公園

36 ねっけつ子供会　 石丸 猪ノ坂公園

37 箕面東朗友会 粟生間谷西 粟生南公園

38 桜防災広場管理委員会 桜 桜防災広場

39 今宮楓自治会 今宮 今宮東山公園

40 ラッキー子ども会 外院 外院公園

41 箕面南一もみじクラブ 桜ヶ丘 阿比太公園

42 フジタウン箕面自治会 坊島 松林遊園

43 間谷西自治会 粟生間谷西 東山西公園

44 勝尾寺川ほたるの会 粟生間谷西 西田公園

45 サンロイヤル箕面コスモ自治会 牧落 山ノ原公園

船場西地区連合自治会環境部

箕面如意谷住宅自治会
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No. 自主管理団体名 地域 公園・緑地名

46 大同自治会 新稲 新稲北公園

47 日本航空箕面社宅自治会 萱野 南山東公園

48 スマイル・ボラの会 小野原西 小野原西４号公園

49 けやき公園をきれいにする会 小野原東 けやき公園

50 間谷住宅自治会自主管理活動 粟生間谷東 間谷西公園

51 箕面ビューハイツ自治会 粟生新家 大木谷遊園

52 間谷東公園アドプト 粟生間谷東 間谷東公園

53 坊島泉自治会 坊島 稲野遊園

54 サンロイヤル白島管理組合 白島 白島北遊園

55 グリーンヒルおせっ会 粟生間谷西 東谷南公園

56 プラウド箕面自治会 桜 桜中公園

57 パルケ段々クラブ 坊島 萱野中央４号公園（段々公園）

58 さくらんぼ自治会 桜ヶ丘 止々呂渕１号緑地

59.1 粟生新家 北畑１号緑地

59.2 粟生外院 外院の里西遊園

60 粟生霊苑管理委員会 粟生間谷西 粟生墓地緑地

61 花壇をつくろう会 西宿 上平公園南側広場

62.1 萱野 北芝第２児童遊園

62.2 萱野 北芝第２緑地

63.1 箕面 北川原公園

63.2 箕面 箕面西北公園

64.1 新稲 新稲児童遊園

64.2 新稲 新稲清水池児童遊園

65.1 粟生間谷西 東山南公園（１）

65.2 粟生間谷西 東山北公園

箕川・水とみどりの会

まかさん会

徳尾こども会

新稲自治会

東山住宅自治会
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No. 自主管理団体名 地域 公園・緑地名

66.1 西宿 西宿１号公園

66.2 西宿 西宿２号公園

67.1 瀬川 瀬川西公園

67.2 瀬川 瀬川南公園

68.1 粟生間谷東 間谷北公園

68.2 粟生間谷東 間谷南公園

69.1 稲 稲南公園

69.2 萱野 南山緑地

69.3 萱野 向畑公園

69.4 萱野 中筋川公園

69.5 船場東 新船場東公園

69.6 粟生間谷西 粟生北公園

69.7 萱野 南山北公園

69.8 稲 上の山公園

69.9 稲 西脇公園

69.10 稲 西脇遊園

69.11 稲 稲児童遊園

69.12 稲 布ヶ池北公園

69.13 稲 布ヶ池西公園

69.14 稲 いなにし公園

69.15 箕面 芦原公園（１）

69.16 小野原西 松出公園

69.17 小野原西 小野原公園

70.1 小野原東 小野原南１号公園

70.2 小野原東 小野原南２号公園

70.3 小野原東 小野原東プラタナス通り１～２号線、地下道、歩道

西宿住宅自治会

南瀬川自治会

間谷子ども会

ちょっとボランティアの会

明光ワークス
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No. 自主管理団体名 地域 公園・緑地名

72.1 今宮 今宮西公園

72.2 今宮 今宮東公園

72.3 今宮 今宮第１ちびっ子広場

72.4 今宮 長池児童遊園

72.5 今宮 今宮児童遊園

74.1 如意谷 如意谷第１ちびっ子広場

74.2 如意谷 如意谷第２ちびっ子広場

74.3 如意谷 如意谷第３ちびっ子広場

75.1 箕面 松尾山東遊園

75.2 箕面 宝寺山公園

76 牧落南ファイブ 牧落 牧落南公園

77 外院の里フラワーサークル 粟生外院 外院の里南公園

78 
小金尾自治会いきいき
清掃ボランティア

小野原東 北の杜公園

79 東こばと子ども会 牧落 ナギノ木公園

80.1 粟生新家 北畑３号緑地

80.2 粟生新家 調整池東側三角地

81 下止々呂美自治会 下止々呂美 ダム湖用地維持管理拠点施設広場

82.1 西宿 古井戸公園

82.2 白島 花咲か公園

83 とよみな竹林会 小野原西 春日神社南緑地

84 小野原豊寿友の会 小野原東 小野原南１号公園北側

85 切杭公園美化クラブ 箕面 切杭公園

86 東山二七会 粟生間谷西 東山南公園（２）

87 ファンライフ箕面 粟生間谷西、東 東仁谷緑地

88 瀬川緑地グループ 瀬川 瀬川緑地

89 七色公園ワンワンクラブ 彩都粟生北
彩都なないろ公園
（ドッグラン）

萱野南２今宮クラブ
（今宮第二老人クラブ）

ライオンズマンション箕面管理組合

クラブ遊園

新家２丁目自治会

みのお園芸ファーム
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No. 自主管理団体名 地域 公園・緑地名

90 ひばり子ども会 粟生外院 皿池公園

91 西小校区　あじさいの郷　夢プロジェクト 新稲 西小学校あじさい園

92.1 西小路 西小路堂之前緑地

92.2 西小路 西小路堂之前緑地北側里道

93 ハンド･イン･ハンド 箕面 芦原公園（２）

94 公園・緑地魅力アップ委員会 西宿 木戸ヶ池緑地

95 ルミナス里山倶楽部 白島、如意谷 鍋田川支流（東）

96.1 小野原西 仁鳥公園

96.2 小野原西 小野原西７号緑地

96.3 小野原西 小野原西８号緑地

97 瀬川イルカグループ 瀬川 瀬川２丁目１５番地先

98 船場西花壇 船場西 船場西2丁目21番地先

99 新桜園の会 如意谷 如意谷１丁目１番８号地先

100 ザ・フラワーベルト 桜
桜６丁目３番先南小学校
北側花壇

101 箕面市立なか幼稚園PTA 箕面 なか幼稚園前グリーンベルト

102 ひまわりグループ 粟生間谷西 粟生間谷西3丁目16-23粟生間谷交差点

103 ふれあい小径の会 小野原西 阪急小野原住宅ふれあい小径（小野原西4号公園北側）

104 牧落駅西花を愛する会 桜 牧落公園線牧落駅西

105 桜ヶ丘山野草ガーデン 桜ヶ丘 桜ヶ丘1丁目12番地先

106 ぼたん櫻遊歩道 小野原東
小野原東３丁目２番地
豊川南小学校東側遊歩道

107 東公園友の会 粟生新家 箕面東公園外周の一部

108 たいさんぼく公園清掃会 桜ヶ丘 たいさんぼく公園

109 PEACE GARDEN 25 block 森町南 森町南２丁目６番地緑地

110 公園をきれいにしましょう会 粟生間谷西 緑風公園

111 公園ボランティア　すみれの会 粟生新家 小野原北公園

112 奥自治会 粟生間谷西 奥児童遊園

西小路堂之前緑地美化クラブ

小野原西４・６自治会
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No. 自主管理団体名 地域 公園・緑地名

113.1 外院 外院北遊園

113.2 外院 外院３丁目階段付近

114 唐池やるきのかい 坊島 唐池公園（２）

115 ハイムタウン箕面自治会 坊島 新池公園

116.1 西小路 西小路遊園

116.2 箕面 桜並木西公園

117 メゾン箕面青松園前自治会 坊島 今池遊園

118.1 粟生外院 外院の里北公園

118.2 粟生外院 外院の里中公園

118.3 粟生外院 外院の里緑地

119 けやきの会 粟生新家 尼の谷公園

120 彩都粟生南７丁目自治会 彩都粟生南 もえぎ公園

121.1 桜ヶ丘 上野遊園

121.2 桜ヶ丘 桜ヶ丘第2ちびっ子広場

121.3 桜ヶ丘 桜ヶ丘ちびっ子広場第一

122.1 彩都粟生北 見晴らし公園

122.2 彩都粟生北 彩都区画７１号緑地

122.3 彩都粟生北 ガーデンフロント内緑地群

122.3 彩都粟生北 彩都区画２８号緑地

いずれ菖蒲か杜若

リリー・ピース

外院の里自治会

彩都ガーデンフロント自治会
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