
【資料】 

公園個別情報 
 

公園名 琴林公園 

公園の特徴 

 白浜の長い海岸と樹齢６００年に及ぶ老松数千本が繁り「津

田の松原」と呼ばれ親しまれています。 

１６００年に石清水八幡宮別当の寺である常楽寺が燃料用を

兼ねて防風林として松を植林したといわれており、僧・海量を

はじめ多くの文化人たちが松原を愛でた碑文や石碑がありま

す。また、特に幹の太い松は根が地面に露出し、えも言われぬ

風情を醸し出して「根上がり松」と呼ばれています。 

白浜の海岸は遠浅で、夏は海水浴客が長い浜を埋めるほか、

波が静かで一年を通じてウインド・サーフィンをはじめとした

マリンスポーツに利用されています。 

アクセス 
JR 讃岐津田駅から車で 3分、または徒歩で約 10分 

津田東 ICまたは津田・寒川 ICから車で 5 分 

入園料 無料 

開園時間 24 時間開放 

休園日 休園日なし 

駐車場 
無料 

79 台（うち大型車用４台） 

主要施設 
見逢い橋出逢い橋、願い橋叶え橋（市）、休憩所、国民宿舎松琴 

閣クアパーク津田（市）、観光物産センター（市） 

既設収益施設 
国民宿舎松琴閣クアパーク津田（市） 

観光物産センター（市）、自販機が設置 

令和２年度利用者数 無料かつ 24 時間解放のため、集計していない 

管理方法 さぬき市へ維持管理業務委託 

主な法規制等 自然公園法（第 2 種特別地域）、海岸法（海岸保全区域） 

 



 

【公園マップ】 

 



【資料】 

公園個別情報 
 

公園名 亀鶴公園 

公園の特徴 

 亀鶴公園は、「鶴が山」とその前に広がる宮池、池の中の亀島、

亀島に通じる中堤から成っています。 

亀島までの幅２０ｍ、長さ２００ｍの中堤の両側には約２０

０本の桜が植えられていて、東讃でも有数の桜の名所となって

います。４月の桜の花のトンネルが終わり、５月には桜の下の

ツツジが満開になり、宮池南側の花菖蒲園も見頃を迎えます。 

池の中に浮かぶ亀島には、周囲を巡る遊歩道が整備され、自

然林や野鳥を楽しむ場ともなっています。 

アクセス 

ことでん長尾駅から車で 10 分、またはさぬき市コミュニティ

バス：JR志度駅発亀鶴公園下車  

志度 IC から車で約 20 分 

入園料 無料 

開園時間 24 時間開放 

休園日 休園日なし 

駐車場 
無料 

250 台 

主要施設 亀島、花菖蒲園、休憩所、藤棚 

既設収益施設 なし 

令和２年度利用者数 無料かつ 24 時間解放のため、集計していない 

管理方法 さぬき市へ維持管理業務委託 

主な法規制等  

 



 

 【公園マップ】 

 



【資料】 

公園個別情報 
 

公園名 桃陵公園 

公園の特徴 

 １６世紀中期に豪族の香川氏が居館を構えた本台山一帯に

あり、展望台や遊歩道が整備されています。公園北端の展望台

からは、江戸時代から明治にかけて金比羅詣りの舟や北前船で

賑わった多度津港や、瀬戸内海の青い海とともに多島美を眺望

することができます。 

公園内には約２,５００本のソメイヨシノがあることから、

県内でも代表的な桜の名所となっています。桜の他にも春はツ

ツジにフジ、秋にはハギ、冬にはツバキが咲く花の名所となっ

ています。 

その他、カリヨン時計をはじめ、イベント広場や一太郎やぁ

い像などがあり、自然に囲まれて過ごせる公園となっていま

す。 

アクセス 
JR 多度津駅から車で 10分、または徒歩 25分 

善通寺 ICから車で 15 分 

入園料 無料 

開園時間 24 時間開放 

休園日 休園日なし 

駐車場 
無料 

34 台 

主要施設 
一太郎やぁい像、藤棚、カリヨン時計、動物舎、展望台、 

休憩所、サクラ広場、音楽ホール（町） 

既設収益施設 園内に自販機が設置 

令和２年度利用者数 無料かつ 24 時間解放のため、集計していない 

管理方法 多度津町へ維持管理業務委託 

主な法規制等 

都市計画法（風致地区）、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律（急傾斜地崩壊危険区域）、香川県屋外広告物条例（禁

止区域） 

 



 

 

【公園マップ】 

 



【資料】 

公園個別情報 
 

公園名 琴平公園 

公園の特徴 

 「金比羅本宮」への参拝道左手、金山寺山一帯に展望台、遊

歩道、広場が整備されています。春は桜にツツジ、初夏にはあ

じさい、秋には紅葉が美しく四季折々の風情が楽しめます。 

山頂の展望台から、西には讃岐のこんぴらさんで知られる金

刀比羅宮の社殿や７８５段の石段の参道、また、北には丸亀平

野や東には讃岐富士（飯野山）、その向こうには瀬戸内海の島々

や瀬戸大橋を眺望することができます。 

アクセス 
JR 琴平駅、ことでん琴平駅から車で 5 分、または徒歩 20 分 

善通寺 ICから車で 20 分 

入園料 無料 

開園時間 24 時間開放 

休園日 休園日なし 

駐車場 
無料 

6 台 

主要施設 
大久保諶之丞銅像、旧金比羅大芝居（金丸座）（町）、児童館（町）、 

展望台、芝生広場 

既設収益施設 旧金比羅大芝居（金丸座）(町)、園内に自販機が設置 

令和２年度利用者数 無料かつ 24 時間解放のため、集計していない 

管理方法 町へ維持管理業務委託 

主な法規制等 自然公園法（第 2 種特別地域） 

 



 

 

【公園マップ】 

 



【資料】 

公園個別情報 
 

公園名 坂出緩衝緑地 

公園の特徴 

 坂出緩衝緑地は、番の州地区や周辺の工業団地の開発に伴

い、市街地における公害防止や都市及び生活環境の保全を目的

として整備された都市公園（緩衝緑地）です。 

公園は、番の州公園、西大浜緑地、東大浜緑地の３地区に分

かれており、番の州公園内には番の州球場（野球場）が立地し

ています。 

番の州公園は、スポーツやレクリエーションなどに幅広く利

用され、西大浜緑地及び東大浜緑地は、主に地域住民の散策や

憩いの場として利用されています。 

アクセス 

Ａ地区（番の州公園） 

坂出北 ICから車で約 4分、坂出 ICから車で約 10分 

坂出駅から車で 7 分 

Ｂ地区（西大浜緑地） 

坂出北 ICを降りてすぐ、坂出 IC から車で約 5 分 

坂出駅から徒歩で 15 分 

Ｃ地区（東大浜緑地） 

坂出北 ICから車で約 3分、坂出 ICから車で約 10分 

坂出駅から徒歩で 15 分 

入園料 
無料（番の州球場の利用は有料：指定管理者が管理・運営を行

っている。） 

開園時間 
公園は 24時間開放 

番の州公園の駐車場：6:00～21:00 

休園日 
公園は休園日なし 

番の州球場：12 月 29 日～1 月 3 日 

駐車場 番の州公園：138 台（無料） 

主要施設 

Ａ地区（番の州公園）：番の州球場、運動広場 

Ｂ地区（西大浜緑地）：芝生広場 

Ｃ地区（東大浜緑地）：芝生広場 

既設収益施設 指定管理者の自主事業として、公園内へ自動販売機を設置 



令和２年度利用者数 
24 時間自由に出入りできる施設であることから、公園利用者数

の集計は行っていない。 

管理方法 指定管理者制度 

主な法規制等 なし 

 



【公園マップ】  



 



【資料】 

公園個別情報 
 

公園名 瀬戸大橋記念公園 

公園の特徴 

 瀬戸大橋架橋を記念し、昭和 63 年に開園した都市公園（総

合公園）であり、道の駅にも指定されています。 

園内にある瀬戸大橋記念館では、瀬戸大橋架橋の歴史やテク

ノロジーを紹介する展示を行っているほか、ブリッジシアター

では迫力ある全天周映像を体験できます。 

公園は北側公園（１０．２ｈａ）と南側公園（１２．３ｈａ）

に分かれており、北側公園には、瀬戸大橋記念館のほか、多目

的なイベント会場として利用できるマリンドーム、栗林公園を

模した浜栗林、多数の遊具が楽しめるこども広場などがありま

す。 

南側公園には、球技場（サッカーコート４面）やターゲット・

バードゴルフ場が整備されており、広く県民のスポーツやレク

リエーションの場として親しまれています。 

アクセス 
坂出北 ICから車で約 5分、坂出 ICから車で約 15分 

坂出駅から車で約 10 分、バスで約 15 分 

入園料 
無料（マリンドーム、球技場及びターゲット・バードゴルフ場

の利用は有料：指定管理者が管理・運営を行っている。） 

開園時間 
公園は 24時間開放 

瀬戸大橋記念館：9：00～17：00 

休園日 

公園は休園日なし 

瀬戸大橋記念館：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、 

12 月 29 日～1月 1日 

ただし、ゴールデンウィーク及び夏休み期間

は開館 

駐車場 

無料 

449 台（うち大型車用 19台） 

西駐車場（普通車 258 台、大型車 11 台） 

東駐車場（普通車 122 台、電気自動車用急速充電機器有） 

北駐車場（普通車 50 台、大型車 8 台） 

ただし、下記時間帯は閉鎖 



・西駐車場（毎日） 

 冬季（9月～4 月）17：30～翌 5：00 

  夏季（5月～8 月）19：30～翌 5：00 

・東駐車場及び北駐車場（土日祝日の前日、年末年始のみ） 

冬季（9 月～4月）17：30～翌 5：00 

  夏季（5月～8 月）19：30～翌 5：00 

主要施設 

北側公園：瀬戸大橋記念館（ブリッジシアター、展望談話室等）、

マリンドーム、水の回廊、架橋機器展示広場、 

ふれあい広場、浜栗林（刻月亭、鬼屏風等） 

南側公園：球技場、ターゲット・バードゴルフ場 

既設収益施設 
指定管理者の自主事業として、瀬戸大橋記念館内のカフェ

（Hashi café）及び公園内への自動販売機を設置 

令和２年度利用者数 
公園入園者：３１．４万人 

瀬戸大橋記念館来館者：８．７万人 

管理方法 指定管理者制度 

主な法規制等 なし 

 



【公園マップ】 

 

 ※「県立東山魁夷せとうち美術館」及び「瀬戸大橋タワー」は公園区域外 


