
代表地番

公共空地 所在

番号 名称 町丁目

№001 古海公共空地 古海 1154-1

№002 南栄町公共空地 南栄町 59-4

№003 立川町5公共空地 立川町五丁目 50-24

№004 桜谷公共空地 桜谷 527

№005 商栄町公共空地 商栄町 278-3

№006 湖山町南5公共空地 湖山町南五丁目 270

№007 布勢公共空地 布勢 296-3

№008 面影2公共空地 面影二丁目 221-11

№009 丸山町公共空地 丸山町 200-60

№010 徳尾公共空地 徳尾 86-2

№011 秋里公共空地 秋里 399-6

№012 津ノ井公共空地 津ノ井 281-8

№013 商栄町公共空地 商栄町 104-7

№014 南栄町公共空地 南栄町 63-6

№015 岩倉公共空地 岩倉 380-17

№016 面影1公共空地 面影一丁目 200-7

№017 南吉方3公共空地 南吉方三丁目 447

№018 美萩野3公共空地 美萩野三丁目 14

№019 東今在家公共空地 東今在家 357-8

№020 大杙公共空地 大杙 257-3

№021 叶1公共空地 叶一丁目 23

№022 叶1公共空地 叶一丁目 225

№023 湖山町南2公共空地 湖山町南二丁目 516-5

№024 面影1公共空地 面影一丁目 334-11

№025 大杙公共空地 大杙 226-31

№026 岩倉公共空地 岩倉 266-6

№027 面影1公共空地 面影一丁目 650-5

№028 青葉町2公共空地 青葉町二丁目 242

№029 西品治公共空地 西品治 934

№030 湖山町北3公共空地 湖山町北三丁目 308-7

№031 岩倉公共空地 岩倉 414-31

№032 田園町4公共空地 田園町四丁目 225-4

№033 湖山町北5公共空地 湖山町北五丁目 235

№034 雲山公共空地 雲山 564

№035 湖山町北6公共空地 湖山町北六丁目 337-2

№036 浜坂3公共空地 浜坂三丁目 1467-6

№037 南吉方3公共空地 南吉方三丁目 332

№038 立川町2公共空地 立川町二丁目 226

№039 丸山町公共空地 丸山町 39-19

№040 浜坂2公共空地 浜坂二丁目 1358-67

№041 美萩野2公共空地 美萩野二丁目 201-1

№042 浜坂公共空地 浜坂 312-5

№043 浜坂6公共空地 浜坂六丁目 1390-345

№044 秋里公共空地 秋里 413-8
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番号 名称 町丁目

№045 湖山町南3公共空地 湖山町南三丁目 118-9

№046 吉成公共空地 吉成 517-4

№047 浜坂2公共空地 浜坂二丁目 822-32

№048 湖山町東1公共空地 湖山町東一丁目 763

№049 美萩野2公共空地 美萩野二丁目 328

№050 伏野公共空地 伏野 72-3

№051 布勢公共空地 布勢 604-5

№052 吉成3公共空地 吉成三丁目 7-4

№053 湖山町南2公共空地 湖山町南二丁目 147-4

№054 覚寺公共空地 覚寺 47-5

№055 岩倉公共空地 岩倉 372-9

№056 湖山町東5公共空地 湖山町東五丁目 569-4

№057 吉成南町1公共空地 吉成南町一丁目 846

№058 緑ケ丘3公共空地 緑ケ丘三丁目 355-5

№059 布勢公共空地 布勢 71-7

№060 西品治公共空地 西品治 103-5

№061 吉成南町2公共空地 吉成南町二丁目 1-4

№062 湖山町南5公共空地 湖山町南五丁目 222-4

№063 山城町公共空地 山城町 242-2

№064 岩倉公共空地 岩倉 364-32

№065 田園町2公共空地 田園町二丁目 209-29

№066 岩倉公共空地 岩倉 467-38

№067 美萩野3公共空地 美萩野三丁目 374-5

№068 大覚寺公共空地 大覚寺 189-3

№070 北園2公共空地 北園二丁目 100

№071 岩倉公共空地 岩倉 427-4

№072 的場公共空地 的場 108-2

№073 徳尾公共空地 徳尾 60-20

№074 吉成公共空地 吉成 150-11

№075 湖山町西3公共空地 湖山町西三丁目 132-5

№076 布勢公共空地 布勢 310-16

№077 桜谷公共空地 桜谷 158-13

№078 湖山町北6公共空地 湖山町北六丁目 339-18

№079 浜坂4公共空地 浜坂四丁目 649-9

№080 大杙公共空地 大杙 236-15

№081 浜坂公共空地 浜坂 255-4

№083 吉成南町1公共空地 吉成南町一丁目 921-9

№084 雲山公共空地 雲山 218-8

№085 東今在家公共空地 東今在家 315-23

№086 湖山町東5公共空地 湖山町東五丁目 504-9

№087 浜坂3公共空地 浜坂三丁目 1760

№088 浜坂2公共空地 浜坂二丁目 1651

№089 湖山町南3公共空地 湖山町南三丁目 344

№090 吉成南町2公共空地 吉成南二丁目 149
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№091 面影1公共空地 面影一丁目 652

№092 大杙公共空地 大杙 741

№093 東今在家公共空地 東今在家 87-44

№094 東今在家公共空地 東今在家 73-23

№095 桜谷公共空地 桜谷 621

№096 浜坂2公共空地 浜坂二丁目 1650-1

№097 浜坂東1公共空地 浜坂東一丁目 250-8

№098 高住公共空地 高住 725-5

№099 田園町3公共空地 田園町三丁目 215

№100 津ノ井スポーツ広場 南栄町 30-1

№101 三津公共空地 三津 371-1

№102 西品治公共空地 西品治 931

№103 緑ケ丘2公共空地 緑ケ丘二丁目 671-28

№104 的場公共空地 的場 155-1

№105 雲山公共空地 雲山 687-10

№106 湖山町南3公共空地 湖山町南三丁目 185-1

№107 湖山町北6公共空地 湖山町北六丁目 448-2

№108 浜坂6公共空地 浜坂六丁目 549-4

№109 緑ケ丘2公共空地 緑ケ丘二丁目 671-10

№110 湖山町南3公共空地 湖山町南三丁目 411-72

№111 吉成公共空地 吉成 772-60

№112 宮長公共空地 宮長 205-19

№113 田島公共空地 田島 650

№114 美萩野3公共空地 美萩野三丁目 326

№115 吉成南町1公共空地 吉成南町一丁目 67

№116 立川町6公共空地 立川町六丁目 105-3

№117 東今在家公共空地 東今在家 131-9

№118 湖山町東1公共空地 湖山町東一丁目 130-40

№119 桜谷公共空地 桜谷 714

№120 滝山公共空地 滝山 431-16

№121 雲山公共空地 雲山 296-18

№122 緑ケ丘1公共空地 緑ケ丘一丁目 540-62

№123 大杙公共空地 大杙 381-2

№124 千代水スポーツ広場 千代水三丁目 110

№125 南安長3公共空地 南安長三丁目 84

№126 南安長2公共空地 南安長二丁目 14

№127 金沢公共空地 金沢 554-2

№128 本高公共空地 本高 282-17

№129 北園1公共空地 北園一丁目 280

№130 古市公共空地 古市 656

№131 吉成公共空地 吉成 58-15

№133 安長公共空地 安長 434-3

№134 賀露町北2公共空地 賀露町北二丁目 3216

№136 古海公共空地 古海 259-4
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№137 浜坂公共空地 浜坂 1402-27

№138 浜坂4公共空地 浜坂四丁目 652-4

№139 面影2公共空地 面影二丁目 217-13

№141 浜坂8公共空地 浜坂八丁目 1389-133

№142 的場公共空地 的場 195

№143 的場2公共空地 的場二丁目 4

№145 湖山町東3公共空地 湖山町東三丁目 96-11

№146 桂見公共空地 桂見 613-5

№147 桂見公共空地 桂見 435-34

№148 生山公共空地 生山 635-4

№149 宮長公共空地 宮長 3-15

№152 湖山町南2公共空地 湖山町南二丁目 839

№153 叶公共空地 叶 297-4

№154 安長公共空地 安長 89-4

№155 吉成公共空地 吉成 762-15

№156 立川町5公共空地 立川町五丁目 79-8

№157 吉成2公共空地 吉成二丁目 338-9

№158 吉方温泉3公共空地 吉方温泉三丁目 622-26

№159 吉成公共空地 吉成 108-10

№160 青葉町1公共空地 青葉町一丁目 130

№161 南栄町公共空地 南栄町 35-1

№162 杉崎公共空地 杉崎 371

№164 雲山公共空地 雲山 110-33

№165 覚寺公共空地 覚寺 45-6

№167 吉成2公共空地 吉成二丁目 325-24

№169 緑ケ丘1公共空地 緑ケ丘一丁目 84

№170 吉成公共空地 吉成 169-2

№171 面影2公共空地 面影二丁目 247-10

№172 美萩野2公共空地 美萩野二丁目 401-4

№174 湖山町西1公共空地 湖山町西一丁目 325-14

№175 宮谷公共空地 宮谷 100-12

№176 美萩野5公共空地 美萩野五丁目 510

№177 円護寺公共空地 円護寺 1108

№178 円護寺公共空地 円護寺 1356

№179 湖山町南1公共空地 湖山町南一丁目 554-11

№180 賀露町南5公共空地 賀露町南五丁目 2306-10

№181 桂木公共空地 桂木 816

№182 桂木公共空地 桂木 767

№183 叶公共空地 叶 429-23

№184 賀露町南4公共空地 賀露町南四丁目 1703-46

№185 若葉台北6公共空地 若葉台北六丁目 12-15

№186 湖山町南3公共空地 湖山町南三丁目 125-7

№187 江津公共空地 江津 971-14

№188 浜坂2公共空地 浜坂二丁目 1358-94
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№189 叶公共空地 叶 282-9

№191 浜坂公共空地 浜坂 310-5

№192 宮長公共空地 宮長 70-8

№193 賀露町西3公共空地 賀露町西三丁目 207

№194 賀露町西3公共空地 賀露町西三丁目 431

№195 宮長公共空地 宮長 255-14

№196 雲山公共空地 雲山 119-4

№197 賀露町西3公共空地 賀露町西三丁目 191

№198 安長公共空地 安長 455-4

№199 古海公共空地 古海 563-9

№200 古海公共空地 古海 635-3

№201 津ノ井公共空地 津ノ井 262-8

№202 宮長公共空地 宮長 58-33

№203 徳尾公共空地 徳尾 117-19

№204 浜坂公共空地 浜坂 300-8

№205 浜坂公共空地 浜坂 1390-465

№206 宮長公共空地 宮長 249-40

№207 東今在家公共空地 東今在家 139-30

№208 古海公共空地 古海 270-8

№209 宮長公共空地 宮長 193-9

№210 湖山町北1公共空地 湖山町北一丁目 101-3

№211 湖山町西1公共空地 湖山町西一丁目 352-38

№212 吉成公共空地 吉成 659-15

№213 宮長公共空地 宮長 60-20

№214 古海公共空地 古海 633-5

№215 卯垣公共空地 卯垣 132-15

№216 立川町5公共空地 立川五丁目 317-24


