
※R3.12.1現在

頭文字 都市公園告示名称 所在地
い 泉野公園 泉野３丁目１０３番地

岩賀公園 岩賀１丁目８番地１

え 駅前北公園 駅前２丁目１０３番地１

駅前りんご広場 駅前３丁目１番地１

駅前公園 駅前町１０３番地１外

お 扇町緑地 扇町１丁目４番地５外

扇町公園 扇町２丁目６番地１

大久保緑地 大久保字西田３８１番地１１外

か 春日町緑地 春日町３番地７

堅田ふれあい広場 和徳町３３３番地１１

門外緑地 門外２丁目２番地９外

門外第二緑地 門外４丁目１１番地３５

亀甲町広場 亀甲町５４番地１

寒沢町幼児公園 寒沢町５番地４５

き 桔梗野幼児公園 桔梗野５丁目８番地１９

桔梗野第二幼児公園 桔梗野４丁目１２番地２７

桔梗野第三幼児公園 桔梗野１丁目１４番地８

桔梗野緑地 桔梗野４丁目４番地５９

北園幼児公園 北園１丁目２番地２０

北園第二幼児公園 北園２丁目５番地３

北園第三幼児公園 北園２丁目１２番地４３

北園緑地 北園２丁目４番地４

北園第二緑地 北園２丁目１２番地１５

北園第三緑地 北園１丁目１番地２８

清原幼児公園 清原１丁目１１番地６

清原第六幼児公園 清原３丁目２番地１３

清原緑地 清原１丁目１１番地１２

く 国吉公園 国吉字村元１５４

こ 小栗山緑地 小栗山字川合１１５番地５１

小人町幼児公園 小人町９２番地２２

紺屋町広場 紺屋町１５４番地１０

さ 栄町緑地 栄町２丁目３番地４

桜ケ丘中央公園 桜ケ丘４丁目１４番地

小比内公園 川先１丁目１０３番地

し 茂森新町広場 茂森新町１丁目６番地４８

茂森町広場 茂森町１０２番地５外

下白銀町広場 下白銀町１５番地３９

新寺町広場 新寺町５５番地３２

じ 自由ヶ丘緑地 自由ヶ丘１丁目９番地６外

樹木幼児公園 樹木１丁目２５番地８

樹木第二幼児公園 樹木１丁目１９番地２４

樹木第三幼児公園 樹木４丁目４番地８

樹木第四幼児公園 樹木４丁目３番地４５

城西住宅団地中央公園 城西４丁目１０３番地

城東中央広場 城東中央２丁目６番地３

城東公園 末広４丁目１０３番地１
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す 末広幼児公園 末広４丁目７番地３０外

末広緑地 末広５丁目４番地２２

ぜ 禅林緑地 西茂森１丁目８番地３

ち 千年幼児公園 千年４丁目５番地３２

千年第三幼児公園 千年１丁目１０番地１７外

千年第四幼児公園 千年２丁目８番地１０

千年第五幼児公園 千年１丁目３番地２０

千年第六幼児公園 千年１丁目５番地９外

千年第二緑地 千年１丁目６番地１１

千年第三緑地 千年４丁目１４番地５外

長四郎公園 城東北２丁目１０３番地

つ 土淵川稲荷緑地 和徳町２１０番地３

土淵川紙漉町緑地 紙漉町７番地１２外

土淵川北川端町緑地 北川端町３６番地４

土淵川北横町緑地 北横町１１２番地５

土淵川さくら緑地 桔梗野５丁目１０番地３５

土淵川西田緑地 撫牛子２丁目１０３番地

土淵川みどり緑地 桔梗野５丁目１９番地１２

土淵川吉野町緑地 吉野町２番地７外

と 外崎翁緑地 樹木２丁目２１番地２

外崎幼児公園 外崎２丁目４番地２２

外瀬幼児公園 外瀬１丁目４番地９

外瀬緑地 外瀬１丁目１３番地３４

富岡幼児公園 城東５丁目４番地１４

取上幼児公園 取上４丁目６番地１２

取上第二幼児公園 取上２丁目１１番地２３

取上第三幼児公園 取上５丁目１５番地２５

取上第四幼児公園 取上１丁目１６番地２２

取上第五幼児公園 取上２丁目１３番地１９

取上第六幼児公園 取上３丁目４番地３６

取上第七幼児公園 取上５丁目１４番地２０

取上第八幼児公園 取上２丁目１５番地６０

取上第九幼児公園 取上５丁目１５番地２７

取上第十幼児公園 取上３丁目１１番地２８

取上第十一幼児公園 取上３丁目８番地２８

取上第十二幼児公園 取上２丁目７番地２８外

取上第十三幼児公園 取上５丁目４番地１４

取上第十四幼児公園 取上２丁目１４番地２８

取上第十五幼児公園 取上４丁目９番地３０外

取上緑地 取上５丁目１３番地２２

取上第二緑地 取上５丁目１２番地１５

取上第三緑地 取上２丁目３番地３３

取上第四緑地 取上５丁目８番地４３

取上第五緑地 取上２丁目１４番地２９

取上第六緑地 取上５丁目１４番地３２

な 撫牛子児童公園 神田５丁目１０３番地

撫牛子幼児公園 撫牛子３丁目１８番地４他

撫牛子第二幼児公園 撫牛子３丁目８番地１１

撫牛子第三幼児公園 撫牛子１丁目１２番地４９

撫牛子緑地 撫牛子３丁目２０番地２８

撫牛子第二緑地 撫牛子１丁目８番地３９

中野幼児公園 中野５丁目３番地３１外

中野第二幼児公園 中野５丁目１６番地１４

中野第三幼児公園 中野３丁目４番地１５

中野第四幼児公園 中野５丁目１７番地１３

中野緑地 中野１丁目１番地５



に 西ケ丘幼児公園 西ケ丘町１１番地３０

西城北幼児公園 西城北２丁目６番地３２

西城北第二幼児公園 西城北１丁目４番地２９

は 浜の町第二幼児公園 浜の町西３丁目１１番地８

浜の町第三幼児公園 浜の町東３丁目１２番地４

浜の町第四幼児公園 浜の町東３丁目１１番地１７外

浜の町第五幼児公園 浜の町西１丁目１０番地９

浜の町第六幼児公園 浜の町東１丁目１０番地２３外

浜の町第七幼児公園 浜の町西２丁目８番地１２

浜の町第八幼児公園 浜の町西２丁目１０番地２９

浜の町第九幼児公園 浜の町西３丁目８番地２５外

浜の町第十幼児公園 浜の町西１丁目９番地４１

浜の町第十一幼児公園 浜の町北１丁目１７番地１

浜の町第十二幼児公園 浜の町西１丁目９番地２０

浜の町第二緑地 浜の町西３丁目１３番地１１

浜の町第三緑地 浜の町西３丁目６番地４０

浜の町第四緑地 浜の町北１丁目１番地１１

浜の町第五緑地 浜の町東１丁目８番地２６外

浜の町第六緑地 浜の町北１丁目１９番地５

原ヶ平緑地 原ヶ平１丁目６番地１８

ひ 東城北幼児公園 東城北３丁目５番地７

東城北第二幼児公園 東城北１丁目６番地１０

樋の口幼児公園 茜町１丁目１０番地１１

樋の口第二幼児公園 樋の口１丁目３番地８

弘前駅城東口緑地 表町１番地４３外

ふ ふじの公園 藤野１丁目４番地２外

富士見町幼児公園 富士見町１７番地４７

福田第二公園 早稲田１丁目１０３番地１

福村公園 早稲田４丁目１０３番地１

文京公園 文京町８番地１５外

ほ 蓬莱広場 土手町６２番地１外

ま 松木記念緑地 稔町１５番地８

松原第六幼児公園 松原東１丁目４番地１２外

松森町ふれあい広場 松森町３番地４

み 三岳公園 北園１丁目１０番地３

稔町幼児公園 稔町３番地８

稔町第二幼児公園 稔町２３番地２３

宮園幼児公園 宮園３丁目３番地２５

宮園第二幼児公園 宮園５丁目１７番地４外

宮園第三幼児公園 宮園５丁目１２番地１４

宮園第四幼児公園 宮園５丁目１４番地１８外

宮園緑地 宮園２丁目２番地２１

む 向外瀬幼児公園 向外瀬２丁目１３番地２

向外瀬第二幼児公園 向外瀬５丁目７番地４外

向外瀬緑地 向外瀬４丁目２番地５

向外瀬第二緑地 向外瀬３丁目９番地１外

わ 和泉幼児公園 和泉２丁目１１番地１４

早稲田美南公園 早稲田３丁目１０３番地１

和田幼児公園 平岡町９８番地

和徳幼児公園 松ヶ枝５丁目９番地８

和徳第三幼児公園 俵元１丁目５番地３

和徳十文字広場 和徳町９１番地１外


