
№ 名　　　称 所 在 街 区 備 考 № 名　　　称 所 在 街 区 備 考

1 赤川通町第１公園 美原3丁目40先 26 石川第１公園 石川町134先

2 赤川通町第２公園 美原2丁目36先 27 入舟児童公園 入舟町6先 公園工事予定のため，部分的に使用可

3 赤川通町第３公園 美原2丁目52先 融 雪 水 対 策 で ， 要 テ ー プ 28 上野町公園 上野町3先

4 赤川通町第４公園 美原5丁目33先 29 上野第１街区公園 上野町8先

5 赤川通町第５公園 美原4丁目16先 30 上野第２街区公園 上野町19先

6 赤川通幼児公園 美原2丁目46先 31 上野第３街区公園 上野町29先

7 赤川第１街区公園 赤川1丁目19先 32 上野第４街区公園 上野町22先

8 赤川町第１公園 美原5丁目43先 33 上野第５街区公園 上野町7先

9 赤川町第２公園 美原4丁目30先 34 榎本町第１公園 榎本町23先

10 赤川町第３公園 赤川1丁目22先 35 榎本第２街区公園 榎本町17先 遊具ギリギリまで雪山にするので，要テープ設置箇所

11 赤川幼児公園 赤川1丁目29先 36 榎本第３街区公園 榎本町12先

12 赤坂第１街区公園 赤坂町13先 37 榎本児童公園 榎本町28先

13 旭児童公園 旭町1先 公園工事予定のため，部分的に使用可 38 榎本幼児公園 榎本町18先

14 旭岡団地展望台 西旭岡1丁目28先 39 榎本第２号幼児公園 榎本町26先

15 あすなろ児童遊園 千代台町24先 40 追分第１街区公園 追分町5先

16 石川第１街区公園 石川町122先 41 追分第２街区公園 追分町6先

17 石川第２街区公園 石川町330先 42 追分第３街区公園 追分町5先

18 石川第３街区公園 石川町342先 43 追分第４街区公園 追分町9先

19 石川第４街区公園 石川町128先 44 大川公園 大川町11先 公園工事予定のため，部分的に使用可

20 石川第５街区公園 石川町458先 45 大川第１街区公園 大川町8先

21 石川第６街区公園 石川町460先 46 海岸児童公園 海岸町9先

22 石川第７街区公園 石川町465先 47 鍛治第１街区公園 鍛治2丁目23先
公園裏のﾏﾝｼｮﾝ(私道)からの重機を使用し
て投げている。ほかにも，公園外周に重機

23 石川第８街区公園 石川町180先 48 鍛治第２街区公園 鍛治1丁目29先

24 石川第９街区公園 石川町166先 49 鍛治第３街区公園 鍛治1丁目50先

25 石川第１０街区公園 石川町30先 Ｒ４追加 50 鍛治第４街区公園 鍛治1丁目27先

雪捨て場として利用可能な公園および児童遊園等   ※の№については，重複する町会がある箇所
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51 鍛治第５街区公園 鍛治1丁目50先 76 神山町第４公園 神山3丁目22先

52 鍛治第６街区公園 鍛治2丁目16先 77 上湯川第１街区公園 上湯川53先

53 鍛治第７街区公園 鍛治1丁目25先 78 上湯川第２街区公園 上湯川59先

54 鍛治町第１公園 鍛治1丁目25先 79 上湯川児童公園 上湯川61先

55 鍛治町第２公園 鍛治1丁目44先 80 上湯川第２号児童公園 上湯川374先

56 鍛治町第３公園 鍛治2丁目35先 81 亀田第１街区公園 亀田町21先

57 鍛治町第４公園 鍛治2丁目11先 82 亀田第２街区公園 亀田町22先

58 鍛治児童公園 鍛治2丁目21先 83 亀田中野第１街区公園 北美原1丁目18先

59 鍛治第２号児童公園 鍛治2丁目38先 84 亀田中野第２号児童公園 北美原2丁目11先

60 柏木第１街区公園 柏木町5先 85 亀田中野第３号児童公園 北美原1丁目32先

61 柏木児童公園 柏木町14先 86 亀田中野第４号児童公園 北美原1丁目14先

62 神山街区公園 神山1丁目23先 87 亀田本町第２号街区公園 亀田本町8先

63 神山第１街区公園 神山3丁目50先 88 亀田本町児童公園 亀田本町4先

64 神山第２街区公園 神山1丁目5先 89 亀田港第１街区公園 亀田港町13先

65 神山第３街区公園 神山3丁目11先 90 亀田港第２街区公園 亀田港町14先

66 神山第４街区公園 神山3丁目17先 91 亀田港第３街区公園 亀田港町56先

67 神山第５街区公園 神山3丁目20先 92 亀田港第４街区公園 亀田港町13先

68 神山第６街区公園 神山1丁目27先 93 亀田港第５街区公園 亀田港町60先

69 神山第７街区公園 神山1丁目25先 94 亀田港第６街区公園 亀田港町43先

70 神山第８街区公園 神山3丁目40先 95 亀田港第７街区公園 亀田港町22先

71 神山第９街区公園 神山町233先 96 亀田港児童公園 亀田港町8先

72 神山第１０街区公園 神山町241先 97 亀田港第２号児童公園 亀田港町52先

73 神山町第１公園 神山町257先 98 川原団地児童遊園 富岡2丁目61先

74 神山町第２公園 神山3丁目13先 99 桔梗第２号街区公園 桔梗2丁目21先

75 神山町第３公園 神山3丁目55先 100 桔梗第３街区公園 桔梗1丁目9先



№ 名　　　称 所 在 街 区 備 考 № 名　　　称 所 在 街 区 備 考

101 桔梗第４街区公園 桔梗5丁目1先 126 桔梗第２９街区公園 桔梗町59-97先

102 桔梗第５街区公園 桔梗3丁目29先 127 桔梗第３０街区公園 桔梗4丁目2先

103 桔梗第６街区公園 桔梗1丁目24先 128 桔梗第３１街区公園 桔梗2丁目10先

104 桔梗第７街区公園 桔梗5丁目6先 129 桔梗第３２街区公園 桔梗町435先 Ｒ４追加

105 桔梗第８街区公園 桔梗5丁目28先 130 桔梗第３３街区公園 桔梗町435先 Ｒ４追加

106 桔梗第９街区公園 桔梗5丁目36先 131 桔梗町第１公園 桔梗3丁目19先

107 桔梗第１０街区公園 桔梗1丁目18先 132 桔梗第１号児童公園 桔梗2丁目28先

108 桔梗第１１街区公園 桔梗2丁目7先 133 桔梗幼児公園 桔梗4丁目21先

109 桔梗第１２街区公園 桔梗町417先 134 桔梗第１幼児公園 桔梗3丁目16先

110 桔梗第１３街区公園 桔梗町388先 135 桔梗第２幼児公園 桔梗3丁目5先

111 桔梗第１４街区公園 桔梗5丁目30先 136 北浜第１街区公園 北浜町1先

112 桔梗第１５街区公園 桔梗3丁目41先 137 北美原第１街区公園 北美原1丁目8先

113 桔梗第１６街区公園 桔梗4丁目6先 138 北美原第２街区公園 北美原1丁目16先

114 桔梗第１７街区公園 桔梗1丁目11先 139 北美原第３街区公園 北美原３丁目13先

115 桔梗第１８街区公園 桔梗4丁目9先 140 北美原第４街区公園 北美原1丁目30先

116 桔梗第１９街区公園 桔梗町418先 141 旧函館病院跡地内緑地 弥生町2先 ペリー広場を除く

117 桔梗第２０街区公園 桔梗町64先 142 駒場第１街区公園 駒場町10先

118 桔梗第２１街区公園 桔梗3丁目8先 143 五稜郭②児童遊園 五稜郭町14先

119 桔梗第２２街区公園 桔梗5丁目23先 144 坂の上公園 湯川町2丁目33先

120 桔梗第２３街区公園 桔梗町403先 145 鮫川公園 湯川町1丁目35先 公園工事予定のため，部分的に使用可

121 桔梗第２４街区公園 桔梗1丁目24先 146 昭和第３街区公園 昭和3丁目13先

122 桔梗第２５街区公園 桔梗町403先 147 昭和第４街区公園 昭和1丁目28先 排水路敷地等のポールとテープ

123 桔梗第２６街区公園 桔梗3丁目21先 148 昭和第５街区公園 昭和4丁目44先

124 桔梗第２７街区公園 桔梗3丁目41先 149 昭和第６街区公園 昭和4丁目9先 入口の車止めを撤去され，重機で雪捨て　（独自の看板設置）

125 桔梗第２８街区公園 桔梗町418先 150 昭和第７街区公園 昭和4丁目35先 遊具埋没しているので，要テープ検討 通り抜けがあるので閉鎖不可
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151 昭和第８街区公園 昭和4丁目41先 176 銭亀児童公園 銭亀町283先

152 昭和第９街区公園 昭和4丁目14先 177 銭亀第２号児童公園 銭亀町210先

153 昭和第１０街区公園 昭和4丁目37先 178 銭亀第１号幼児公園 銭亀町210先

154 昭和第１１街区公園 昭和4丁目39先 179 高丘第１街区公園 高丘町39先

155 昭和第１２街区公園 昭和町22先 180 高丘第２街区公園 高丘町21先

156 昭和第１３街区公園 昭和町4先 181 高丘町公園 高丘町29先

157 昭和第１４街区公園 昭和3丁目27先 182 高丘町第２公園 高丘町61先

158 昭和第１５街区公園 昭和1丁目19先 183 高丘町第３公園 高丘町57先 融 雪 水 苦 情 あ る た め ， 要 テ ー プ 箇 所

159 昭和町第１公園 昭和3丁目4先 184 高丘町第４公園 高丘町53先

160 昭和町第２公園 昭和1丁目25先 185 高丘町第６公園 高丘町44先

161 昭和第３公園 昭和2丁目43先 186 高丘児童公園 高丘町33先

162 昭和児童公園 昭和2丁目37先 重機で雪捨てあり　（独自の看板設置） 187 高丘第２号児童公園 高丘町43先 融雪水苦情あるため，要テープ検討箇所

163 昭和第２号児童公園 昭和3丁目24先 188 高松第１街区公園 高松町537先

164 昭和幼児公園 昭和4丁目30先 189 高松第２街区公園 高松町571先

165 昭和第２幼児公園 昭和1丁目21先 190 高松第３街区公園 高松町538先

166 昭和第２号幼児公園 昭和4丁目9先 191 高松町公園 高松町575先

167 昭和第１号緑地 昭和町76先 192 高盛第１街区公園 高盛町2先

168 陣川第２街区公園 陣川町82先 入口加工必要 193 高盛公園 高盛町17先

169 陣川第３街区公園 陣川町82先 入口加工必要 194 滝沢児童公園 滝沢町2先

170 陣川第１号児童公園 陣川2丁目15先 195 田家幼児公園 田家町2先

171 陣川第２号児童公園 陣川2丁目6先 196 千歳公園 千歳町14先

172 陣川第３号児童公園 陣川1丁目7先 197 時任幼児公園 時任町28先

173 陣川第１幼児公園 陣川2丁目10先 198 戸倉第１０街区公園 戸倉町153先

174 住吉公園 青柳町35先 ※初詣時に，一部駐車場使用あり 199 戸倉第１街区公園 戸倉町20先

175 瀬戸川町公園 瀬戸川町38先 200 戸倉第２街区公園 戸倉町151先
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201 戸倉第３街区公園 戸倉町9先 226 中道町公園 中道2丁目27先

202 戸倉第４街区公園 戸倉町35先 227 中道町第２公園 中道2丁目43先

203 戸倉第５街区公園 戸倉町154先 融雪水対策で要テープ設置 228 中道児童公園 中道2丁目38先

204 戸倉第６街区公園 戸倉町27先 229 中道幼児公園 中道2丁目33先

205 戸倉第７街区公園 戸倉町325先 230 中道第１幼児公園 中道1丁目26先

206 戸倉第８街区公園 戸倉町30先 231 西旭岡第１０街区公園 西旭岡3丁目24先

207 戸倉第９街区公園 戸倉町281先 232 西旭岡第２号児童公園 西旭岡1丁目30先

208 富岡第１街区公園 富岡町3丁目15先 233 西旭岡第３号児童公園 西旭岡3丁目6先

209 富岡第２街区公園 富岡町3丁目4先 234 西旭岡第１幼児公園 西旭岡1丁目14先

210 富岡第３街区公園 富岡町2丁目59先 235 西旭岡第２幼児公園 西旭岡1丁目20先

211 富岡第４街区公園 富岡町3丁目28先 236 西旭岡第３号幼児公園 西旭岡1丁目21先

212 富岡第１号街区公園 富岡町1丁目39先 237 西旭岡第４幼児公園 西旭岡2丁目14先

213 富岡中央公園 富岡町1丁目64先 そり滑り箇所付近には，雪捨てをしないように看板設置 238 西旭岡第５幼児公園 西旭岡2丁目30先

214 富岡町第１公園 富岡町3丁目41先 239 西旭岡第６幼児公園 西旭岡2丁目17先

215 富岡町第２公園 富岡町2丁目32先 240 西旭岡第７幼児公園 西旭岡3丁目12先

216 富岡町第３公園 富岡町3丁目39先 241 西旭岡第８幼児公園 西旭岡3丁目28先

217 富岡町第４公園 富岡町2丁目49先 242 西旭岡第９幼児公園 西旭岡3丁目41先

218 富岡町第５公園 富岡町3丁目29先 243 西桔梗第１街区公園 西桔梗町731先

219 富岡第２児童公園 富岡町2丁目27先 244 西桔梗第２街区公園 西桔梗町745先 テープを設置しても，奥まで雪を捨てる人がいる。

220 富岡第３児童公園 富岡町2丁目45先 245 西桔梗第３街区公園 西桔梗町714先

221 中島幼児公園 中島町8先 246 西桔梗町第２公園 西桔梗町730先

222 中道第２街区公園 中道2丁目7先 247 西桔梗南緑地 西桔梗町535先 重機を使用している人が，柵を超えてまくっている。

223 中道第３街区公園 中道1丁目11先 248 乃木第１街区公園 乃木町3先

224 中道第４街区公園 中道2丁目42先 249 乃木第２街区公園 乃木町1先

225 中道第５街区公園 中道1丁目31先 250 乃木児童公園 乃木町4先
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251 八幡公園 八幡町3先 276 日吉第１街区公園 日吉町2丁目25先

252 八幡幼児公園 八幡町21先 277 日吉第２街区公園 日吉町2丁目18先

253 花園町第１公園 花園町6先 278 日吉第３街区公園 日吉町2丁目15先

254 花園幼児公園 花園町7先 毎年，看板に落書きされている 279 日吉第４街区公園 日吉町4丁目22先

255 万代第１街区公園 万代町22先 280 日吉第５街区公園 日吉町1丁目26先

256 万代公園 万代町5先 市で入口のﾎﾟｰﾙ外して，雪捨て箇所を確保 281 日吉第６街区公園 日吉町4丁目28先

257 東山第２街区公園 東山1丁目26先 282 日吉第７街区公園 日吉町2丁目18先

258 東山第３街区公園 東山3丁目7先 283 日吉第８街区公園 日吉町4丁目7先

259 東山第４街区公園 東山1丁目10先 284 日吉第９街区公園 日吉町2丁目36先

260 東山第５街区公園 東山1丁目13先 285 日吉第１０街区公園 日吉町3丁目29先

261 東山第６街区公園 東山3丁目18先 286 日吉第１１街区公園 日吉町3丁目23先

262 東山第７街区公園 東山1丁目4先 287 日吉第１２街区公園 日吉町3丁目21先

263 東山第８街区公園 東山3丁目30先 288 日吉第１３街区公園 日吉町3丁目7先

264 東山第９街区公園 東山2丁目1先 289 日吉第１４街区公園 日吉町2丁目15先

265 東山町第２公園 東山3丁目21先 290 日吉第１５街区公園 日吉町4丁目29先

266 東山町第４公園 東山2丁目16先 291 日吉第１６街区公園 日吉町4丁目10先

267 東山児童公園 東山2丁目34先 292 日吉第１７街区公園 日吉町4丁目13先

268 東山幼児公園 山の手1丁目36先 293 日吉第１８街区公園 日吉町1丁目13先

269 東山第１幼児公園 東山2丁目52先 294 日吉第１９街区公園 日吉町1丁目11先

270 東山第２号幼児公園 東山2丁目9先 295 日吉第２０街区公園 日吉町2丁目22先

271 東山第３号幼児公園 東山3丁目16先 296 日吉児童公園 日吉町2丁目9先

272 東山第４号幼児公園 東山3丁目27先 297 日吉第２号児童公園 日吉町3丁目25先

273 東山第５号幼児公園 東山2丁目51先 298 日吉第３号児童公園 日吉町1丁目6先

274 人見②児童遊園 人見町17先 299 日吉幼児公園 日吉町2丁目30先

275 日乃出第１街区公園 日乃出町29先 300 日吉町第２公園 日吉町2丁目22先



№ 名　　　称 所 在 街 区 備 考 № 名　　　称 所 在 街 区 備 考

301 日吉町第３公園 日吉町4丁目23先 326 本通町第１２公園 本通1丁目23先

302 日吉町第４公園 日吉町2丁目31先 327 本通児童遊園 本通1丁目26先

303 広野第１街区公園 広野町1先 328 本通第１号児童公園 本通2丁目43先

304 広野児童遊園 広野町3先 329 本通第２号児童公園 本通3丁目28先

305 深堀第１街区公園 深堀町24・26先 330 本通第３号児童公園 本通2丁目9先

306 船見公園 船見町14先 331 本通第４号児童公園 本通2丁目24先

307 船見児童遊園 船見町7先 332 本通幼児公園 山の手2丁目25先
要ﾃｰﾌ設置箇所ﾟ　柵や施設破損されたこと
あり

308 弁天幼児公園 弁天町16先 333 本通第１幼児公園 本通4丁目35先

309 本町児童公園 本町22先 334 本通第２号幼児公園 本通1丁目4先

310 本通町公園 山の手2丁目26先 公園工事予定のため，部分的に使用可 335 本通第３号幼児公園 山の手3丁目15先

311 本通第２街区公園 本通4丁目18先 336 本通第４号幼児公園 本通1丁目45先

312 本通第３街区公園 本通3丁目18先 337 松陰児童公園 松陰町27先

313 本通第４街区公園 本通1丁目10先 338 松川児童遊園 松川町6先

314 本通第５街区公園 本通１丁目55先 339 松川幼児公園 松川町27先 公園工事予定のため，部分的に使用可

315 本通第６街区公園 本通１丁目3先 340 松川第２号幼児公園 松川町39先

316 本通第７街区公園 本通3丁目11先 341 的場公園 的場町17先

317 本通第８街区公園 本通4丁目36先 342 港第１街区公園 港町3丁目17先

318 本通町第２公園 山の手3丁目9先 343 港第２街区公園 港町1丁目18先

319 本通町第３公園 山の手3丁目26先 344 港第３街区公園 港町1丁目36先

320 本通町第４公園 山の手2丁目56先 345 港第４街区公園 港町1丁目35先

321 本通町第５公園 本通3丁目25先 346 港第６街区公園 港町3丁目14先

322 本通町第６公園 山の手3丁目61先 347 港第７街区公園 港町2丁目6先

323 本通町第８公園 本通1丁目54先 348 港第８街区公園 港町1丁目16先

324 本通町第９公園 山の手2丁目3先 349 港第９街区公園 港町2丁目1先

325 本通町第１０公園 本通4丁目8先 350 港公園 港町1丁目18先



№ 名　　　称 所 在 街 区 備 考 № 名　　　称 所 在 街 区 備 考

351 港町公園 港町2丁目1先 376 山の手第１２街区公園 山の手3丁目48先

352 港幼児公園 港町3丁目3先 377 山の手第１３街区公園 山の手2丁目20先

353 港第１幼児公園 港町2丁目10先 378 山の手第１４街区公園 山の手3丁目4先

354 港第２号幼児公園 港町2丁目2先 379 山の手第１５街区公園 山の手2丁目53先

355 美原第２街区公園 美原3丁目57先 380 山の手第１６街区公園 山の手2丁目37先

356 美原第３街区公園 美原4丁目18先 381 山の手第１７街区公園 山の手3丁目23先

357 美原第４街区公園 美原5丁目17先 382 山の手第１８街区公園 山の手3丁目65先

358 美原第５街区公園 美原3丁目55先 383 山の手幼児公園 山の手2丁目31先

359 美原第６街区公園 美原3丁目60先 384 弥生第１号公園 弥生町22先

360 美原第７街区公園 美原2丁目43先 385 湯川第１街区公園 湯川町3丁目47先

361 美原第８街区公園 美原3丁目54先 386 湯川第２街区公園 湯川町3丁目18先

362 美原第１公園 美原4丁目4先 387 湯川第３街区公園 湯川町1丁目11先

363 美原第２公園 美原2丁目44先 388 湯川幼児公園 湯川町3丁目42先

364 美原第１幼児公園 美原2丁目19先 入口加工 389 湯浜公園
湯川町1丁目3･湯川
町2丁目2先 湯川２丁目町会と重複

365 見晴第１街区公園 見晴町9先 390 湯浜幼児公園 湯浜町16先

366 山の手第１街区公園 山の手1丁目2先 391 吉川第１街区公園 吉川町4先

367 山の手第２街区公園 山の手3丁目56先 392 若松幼児公園 若松町40先

368 山の手第３街区公園 山の手3丁目33先

369 山の手第５街区公園 山の手2丁目22先

370 山の手第６街区公園 山の手3丁目10先 閉鎖時の看板も壊された経緯あり。雪捨てﾏﾅｰがかなり悪い

371 山の手第７街区公園 山の手2丁目9先

372 山の手第８街区公園 山の手3丁目11先

373 山の手第９街区公園 山の手1丁目31先

374 山の手第１０街区公園 山の手3丁目44先 看板増設予定（２枚設置）　重機で雪捨て跡あり

375 山の手第１１街区公園 山の手3丁目57先



№ 名　　　称 所 在 街 区 備 考 № 名　　　称 所 在 街 区 備 考

1 赤川１丁目21先公園用地 赤川1丁目21先 26 神山３丁目50先公園用地 神山3丁目50先

2 赤川１丁目31先公園用地 赤川1丁目31先 状況により入れすぎる 27 神山３丁目51先公園用地 神山3丁目51先

3 赤川１丁目33先公園用地 赤川1丁目33先 鍵あり　　奥へ入れすぎないように監視 28 神山３丁目53先公園用地 神山3丁目53先

4 赤川１丁目35先公園用地 赤川1丁目35先 かなり大きくなるが、春には潰す 29 上湯川町24先公園用地 上湯川町24先

5 上野町18先公園用地 上野町18先 30 上湯川町48先公園用地 上湯川町48先

6 上野町20先公園用地 上野町20先 31 上湯川町65先公園用地 上湯川町65先

7 榎本町6先公園用地 榎本町6先 32 亀田港町55先公園用地 亀田港町55先

8 榎本町15先公園用地 榎本町15先 33 亀田港町56先公園用地 亀田港町56先

9 榎本町28先公園用地 榎本町28先 34 亀田港町63先公園用地 亀田港町63先

10 大川町4先公園用地① 大川町4先 35 桔梗３丁目1先公園用地 桔梗３丁目1先

11 大川町4先公園用地② 大川町4先 36 桔梗３丁目14先公園用地 桔梗３丁目14先

12 大川町4先公園用地③ 大川町4先 37 桔梗３丁目17先公園用地 桔梗３丁目17先

13 海岸町11先公園用地 海岸町11先 38 桔梗４丁目18先公園用地 桔梗４丁目18先

14 鍛治１丁目29先公園用地 鍛治1丁目29先 39 桔梗４丁目29先公園用地① 桔梗４丁目29先

15 鍛治２丁目5先公園用地 鍛治2丁目5先 40 桔梗４丁目29先公園用地② 桔梗４丁目29先

16 鍛治２丁目37先公園用地 鍛治2丁目37先 41 桔梗４丁目34先公園用地 桔梗４丁目34先

17 神山３丁目7先公園用地 神山3丁目7先 42 昭和２丁目2先公園用地 昭和２丁目2先

18 神山３丁目9先公園用地 神山3丁目9先 43 昭和４丁目26先公園用地① 昭和４丁目26先

19 神山３丁目10先公園用地 神山3丁目10先 44 昭和４丁目26先公園用地② 昭和４丁目26先

20 神山３丁目12先公園用地 神山3丁目12先 45 陣川１丁目1先公園用地① 陣川１丁目1先

21 神山３丁目18先公園用地 神山3丁目18先 46 陣川１丁目1先公園用地② 陣川１丁目1先

22 神山３丁目20先公園用地 神山3丁目20先 47 陣川２丁目17先公園用地 陣川２丁目17先

23 神山３丁目24先公園用地 神山3丁目24先 48 陣川町32先公園用地 陣川町32先

24 神山３丁目26先公園用地 神山3丁目26先 49 銭亀町210先公園用地 銭亀町210先

25 神山３丁目28先公園用地 神山3丁目28先 50 高丘町9先公園用地 高丘町9先

雪捨て場として利用可能な公園用地　　　　 ※の№については，重複する町会がある箇所



№ 名　　　称 所 在 街 区 備 考 № 名　　　称 所 在 街 区 備 考

51 高丘町23先公園用地 高丘町23先 76 本通１丁目48先公園用地② 本通１丁目48先

52 高松町575先公園用地 高松町575先 77 本通２丁目46先公園用地 本通２丁目46先

53 滝沢町3先公園用地 滝沢町3先 78 本通３丁目7先公園用地 本通３丁目7先

54 富岡町１丁目1先公園用地 富岡町１丁目1先 ﾎﾟｰﾙ＆ﾃｰﾌﾟ　隣接地への湧水対策 79 本通３丁目12先公園用地 本通３丁目12先

55 富岡町２丁目68先公園用地 富岡町２丁目68先 80 本通３丁目20先公園用地 本通３丁目20先

56 富岡町３丁目34先公園用地 富岡町３丁目34先 花壇等あり 81 本通４丁目17先公園用地 本通４丁目17先

57 中道２丁目5先公園用地 中道２丁目5先 82 本通４丁目23先公園用地 本通４丁目23先

58 中道２丁目45先公園用地 中道２丁目45先 ﾎﾟｰﾙ＆ﾃｰﾌﾟ　隣接地への対策（ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ） 83 本通４丁目31先公園用地 本通４丁目31先

59 花園町6先公園用地 花園町6先 84 本通４丁目35先公園用地 本通４丁目35先

60 東山１丁目2先公園用地 東山１丁目2先 花壇等あり 85 的場町1先公園用地 的場町1先

61 東山２丁目15先公園用地 東山２丁目15先 花壇等あり 86 美原３丁目28先公園用地 美原３丁目28先

62 東山２丁目17先公園用地① 東山２丁目17先 87 美原４丁目19先公園用地① 美原４丁目19先

63 東山２丁目17先公園用地② 東山２丁目17先 88 美原４丁目19先公園用地② 美原４丁目19先 花壇等あり

64 東山２丁目28先公園用地 東山２丁目28先 花壇等あり 89 美原４丁目26先公園用地 美原４丁目26先

65 東山２丁目54先公園用地 東山２丁目54先 90 山の手１丁目12先公園用地 山の手１丁目12先

66 東山２丁目58先公園用地① 東山２丁目58先 91 山の手１丁目27先公園用地 山の手１丁目27先

67 東山２丁目58先公園用地② 東山２丁目58先 92 山の手１丁目28先公園用地 山の手１丁目28先

68 東山２丁目59先公園用地 東山２丁目59先 93 山の手１丁目29先公園用地 山の手１丁目29先

69 東山３丁目29先公園用地 東山３丁目29先 94 山の手２丁目20先公園用地 山の手２丁目20先

70 日吉町１丁目10先公園用地 日吉町1丁目10先 95 山の手２丁目22先公園用地 山の手２丁目22先

71 日吉町２丁目17先公園用地 日吉町2丁目17先 96 山の手２丁目24先公園用地 山の手２丁目24先 R2　隣接空き地にも雪捨てあり

72 日吉町４丁目24先公園用地 日吉町4丁目24先 97 山の手２丁目36先公園用地 山の手２丁目36先 注意看板設置（隣地に付けるな）

73 本通１丁目7先公園用地 本通１丁目7先 98 山の手２丁目37先公園用地 山の手２丁目37先

74 本通１丁目46先公園用地 本通１丁目46先 R2　隣接空き地にも雪捨てあり 99 山の手２丁目43先公園用地 山の手２丁目43先

75 本通１丁目48先公園用地① 本通１丁目48先 注意看板設置（隣地に付けるな） 100 山の手２丁目54先公園用地 山の手２丁目54先



№ 名　　　称 所 在 街 区 備 考

101 山の手３丁目30先公園用地 山の手３丁目30先

102 山の手３丁目32先公園用地 山の手３丁目32先

103 山の手３丁目36先公園用地 山の手３丁目36先

104 山の手３丁目46先公園用地 山の手３丁目46先

105 山の手３丁目54先公園用地 山の手３丁目54先


