
№ 警察署 市町村名 地区名 整備年度 学校・施設等 面積(ha)

1 鹿角市 花輪字花輪 平成24年度 花輪小学校 23.0

2 小坂町 小坂町 平成28年度 小坂小学校･小坂中学校 26.0

3 鹿角市 花輪 令和２年度 ※ 17.4

4 大館市 比内町扇田 平成24年度 扇田小学校 106.0

5 大館市 水門町 平成25年度 桂城小学校 14.2

6 大館市 有浦 平成26年度 有浦小学校 26.0

7 大館市 岩瀬 令和４年度 山瀬小学校 98.0

8 大館市 城西 令和４年度 城西小学校 103.0

9 北秋田市 大町 平成24年度 鷹巣小学校 38.0

10 北秋田市 綴子 平成25年度 綴子小学校 69.2

11 北秋田市 李岱 平成28年度 合川小学校･合川中学校 28.0

12 北秋田市 花園町 令和元年度 ※　病院・高齢者施設 8.0

13 能代市 栄町･若松町･追分町 平成24年度 渟城南小学校 22.0

14 能代市 末広町･盤若町･西通町･大手町 平成24年度 渟城西小学校 44.0

15 三種町 鹿渡 平成25年度 琴丘小学校 28.6

16 三種町 鵜川 平成28年度 湖北小学校 68.0

17 能代市 富町、南元町 平成30年度 小学校なし（渟城南小通学路） 24.0

18 潟上市 天王字二田 平成24年度 天王小学校 32.0

19 八郎潟町 大道 平成25年度 八郎潟小学校･八郎潟中学校 20.3

20 潟上市 昭和大久保 平成30年度 ※　病院・高齢者施設／大豊小学校 77.0

21 潟上市 天王字上北野 令和３年度 追分保育園、天王中学校、秋田西高校 100.0

22 男鹿市 船越字内子･狐森 平成24年度 船越小学校 17.6

23 男鹿市 船川港 平成28年度 船川第一小学校 51.0

24 秋田市 飯島西袋･飯田 平成24年度 飯島南小学校・飯島中学校 34.0

25 秋田市 将軍野南一丁目 平成25年度 高清水小学校･将軍野中学校 41.8

26 秋田市 土崎中央 平成26年度 土崎小学校 17.5

27 秋田市 土崎港 平成28年度 土崎南小学校 24.8

28 秋田市 寺内 平成29年度 寺内小学校 21.0

29 秋田市 土崎港中央 令和元年度 ※　病院・高齢者施設 21.0

30 秋田市 中通三町目五丁目 平成24年度 中通小学校 18.7

31 秋田市 牛島東六丁目 平成24年度 牛島小学校 10.4

32 秋田市 山王三丁目 平成24年度 旭北小学校･山王中学校 12.3

33 秋田市 八橋 平成25年度 八橋小学校 11.7

34 秋田市 新屋松美ガ丘 平成26年度 勝平小学校 25.0

35 秋田市 新屋 平成27年度 日新小学校 15.0

36 秋田市 千秋城下町 平成29年度 明徳小学校 24.0

37 秋田市 保戸野すわ町・中町・通町 平成30年度 ※ 25.0

38 秋田市 旭南 令和元年度 ※　病院・高齢者施設／旭南小 38.0
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39 秋田市 川尻 令和元年度 川尻小学校 38.0

40 秋田市 泉・八橋 令和２年度 ※ 52.1

41 秋田市 仁井田 令和２年度 仁井田小学校 44.0

42 秋田市 楢山本町 令和３年度 築山小学校 15.5

43 秋田市 大住 令和４年度 大住小学校 21.2

44 秋田市 東通二丁目11番 平成24年度 秋田東小学校 23.0

45 秋田市 手形才の浜 平成24年度 旭川小学校 16.2

46 秋田市 広面 平成25年度 広面小学校 15.5

47 秋田市 桜 令和２年度 桜小学校・桜中学校 50.0

48 由利本荘市御門･桜小路･本田仲町 平成24年度 尾崎小学校 16.5

49 由利本荘市西目町 平成28年度 西目小学校 25.5

50 由利本荘市御門 令和元年度 ※　病院・高齢者施設 23.0

51 由利本荘市石脇 令和３年度 ※　松濤公園、高齢者施設 34.5

52 にかほ市 金浦字花潟 平成24年度 金浦小学校・金浦中学校 16.5

53 にかほ市 平沢画書面 平成25年度 平沢小学校 12.6

54 大仙市 大曲花園町 平成24年度 大曲小学校 25.8

55 大仙市 若竹町 平成24年度 大曲中学校 32.2

56 美郷町 六郷赤城 平成25年度 六郷小学校 25.5

57 大仙市 佐野町 平成27年度 花館小学校 73.0

58 大仙市 朝日町・大曲通町・大曲黒瀬町 平成30年度 ※　高齢者通院総合病院 19.0

59 仙北市 角館町川原 平成24年度 中川小学校 37.0

60 仙北市 田沢湖生保内 平成26年度 生保内小学校 34.0

61 仙北市 角館町 平成27年度 【角館武家屋敷通り】 26.0

62 仙北市 西木町 令和４年度 西明寺小学校 108.0

63 横手市 赤坂字郷土館 平成24年度 横手南中学校 33.0

64 横手市 朝倉町 平成25年度 朝倉小学校 14.8

65 横手市 増田町 平成27年度 増田小学校･【内蔵通り】 42.0

66 横手市 幸町・城南町 令和２年度 ※ 57.0

67 横手市 十文字町十五野新田 令和３年度 十文字小学校、十文字中学校 64.4

68 横手市 大森町 令和４年度 ※　大森病院・大森小学校 106.0

69 湯沢市 千石町 平成24年度 湯沢西小学校 18.5

70 羽後町 西馬音内 平成26年度 西馬音内小学校 34.0

71 湯沢市 森 平成27年度 湯沢小学校･湯沢北中学校 124.0
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