
（H30.9.19現在）

（１）市所管施設

地域 地区 名称 住所

松任 松任小学校グラウンド 末広一丁目100番地 1

松任 松任中学校グラウンド 末広二丁目1番地 2

松任 若宮公園 布市二丁目102番地 3

松任 北陽小学校グラウンド 新田町246番地 4

松任 相木野球場 相木町445番地1 5

松任 松任総合運動公園　芝生広場 倉光町4-22 6

石川 石川小学校グラウンド 源兵島町344番地 7

柏野 加賀野中央公園 下柏野町1180番地 8

笠間 松陽小学校グラウンド 笠間町1150-1 9

笠間 笠間中学校グラウンド 笠間町157 10

宮保 松任石川環境クリーンセンター 上小川町795番地 11

宮保 防災活動拠点広場 黒瀬町750-1番地 12

出城 蕪城小学校グラウンド 北安田町335番地 13

出城 出城多目的グラウンド 北安田町 14

出城 北星中学校グラウンド 平木町1121-1 15

旭 旭丘小学校グラウンド 宮永町1446番地1 16

中奥 白山野々市広域消防本部 三浦町225番地１ 17

中奥 東明小学校グラウンド 徳丸町207番地 18

林中 松南小学校グラウンド 菅波町1171番地1 19

郷 光野中学校グラウンド 番匠町468番地1 20

山島 山島多目的広場 安吉町1126番地1 21

山島 サン・スポーツランド松任多目的グラウンド（松任グリーンパーク） 矢頃島町786番地6 22

千代野 千代野小学校グラウンド 千代野東4丁目1 23

美川 美川中学校グラウンド 美川浜町ﾀ5番地 24

美川 美川図書館駐車場 美川浜町ﾖ103番地 25

美川 美川小学校グラウンド 美川和波町ﾜ229番地 26

蝶屋 蝶屋小学校グラウンド 井関町ﾇ15 27

蝶屋 鹿島児童公園野球場 鹿島町1号6番地-1 28

蝶屋 アプリコットパーク 蓮池町ｶ5番1号 29

湊 小舞子臨海公園 湊町井1番3号 30

湊 湊小学校グラウンド 湊町ｶ307番地 31

湊 湊グラウンド 湊町ｦ20 32

湊 手取公園右岸園地 湊町地内 33

一ノ宮 獅子吼パラグライダーランディング場 八幡町地内 34

一ノ宮 舟岡山多目的広場 八幡町戌18番地 35

鶴来 鶴来中学校グラウンド 鶴来本町四丁目ﾘ16番地 36

鶴来 十八河原運動公園 鶴来水戸町地内 37

鶴来 白山郷公園野球場 鶴来大国町ﾛ125番地2 38

鶴来 白山郷公園多目的広場 鶴来大国町ﾛ125番地2 39

鶴来 白山郷公園自由広場 鶴来大国町ﾛ125番地2 40

鶴来 朝日グラウンド（中段：芝生広場） 鶴来日吉町ﾊ56番地 41

鶴来 朝日小学校グラウンド 鶴来日吉町ﾛ111番地 42

蔵山 鶴来浄化センターグラウンド 明島町春102番地1 43

林 広陽小学校グラウンド 知気寺町と77番地2 44

林 富光寺第１号公園 富光寺町295番地 45
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地域 地区 名称 住所

舘畑 明光小学校グラウンド 井口町は1番地4 47

舘畑 北辰中学校グラウンド 日向町ﾛ24番地1 46

舘畑 鶴来総合文化会館クレイン 七原町77番地 48

河内 白山ろくテーマパーク吉岡園地 河内町吉岡西89番地 49

河内 かわち保健センター東側グラウンド 河内町福岡77番地 50

河内 河内小学校グラウンド 河内町口直海ｲ88番地 51

河内 千丈温泉セイモアスキー場第３駐車場 河内町下折地内 52

吉野谷 白山吉野オートキャンプ場 吉野ﾄ92-5番地 53

吉野谷 白山ろくグラウンド 吉野丁25番地 54

吉野谷 旧中宮温泉スキー場第２駐車場 中宮 55

鳥越 鳥越小学校グラウンド 上野町オ1番地 56

鳥越 道の駅一向一揆の里駐車場 出合町甲33～36番地 57

鳥越 にわか工房多目的広場 三ツ屋野町ト3-7番地 58

鳥越 鳥越中学校グラウンド 釜清水町ﾁ140番地 59

鳥越 手取峡谷綿ヶ滝いこいの森駐車場 下吉谷町 60

尾口 白山一里野温泉スキー場ゲレンデ 尾添ﾘ63番地 61

尾口 一里野温泉スキー場　第５駐車場 尾添地内 62

尾口 白嶺小学校・白嶺中学校 瀬戸申66番地 63

尾口 道の駅瀬女付近の駐車場 瀬戸寅163-1番地 64

尾口 瀬女高原スキー場　第３駐車場 瀬戸丑114番地1 65

白峰 白峰温泉スキー場　第３駐車場 白峰二100番地 66

白峰 旧白峰中学校グラウンド 白峰二110番地 67

白峰 白峰河川公園 白峰ﾎ17-1他 68

白峰 白峰クロスカントリー競技場付近多目的広場 白峰6号104番地付近 69

白峰 大嵐山登山口駐車場 桑島 70

白峰 白峰アルペン競技場駐車場（桑島ヤングゲレンデ側駐車場） 桑島10-1 71

（２）県所管施設

地域 地区 名称 住所

松任 石川県立松任高等学校グラウンド 馬場一丁目100番地 72

御手洗 松任海浜公園自由広場 徳光町2665-1 73

中奥 石川県立翠星高等学校グラウンド 三浦町500番地1 74

湊 県営手取公園美し河原園地グラウンド 湊町ﾀ122 75

湊 県営手取公園美し河原園地駐車場 湊町ﾀ122 76

湊 県営手取公園湊スポーツ園地野球場 湊町ﾁ 77

湊 県営手取公園湊スポーツ園地サッカー場 湊町ﾁ 78

一ノ宮 石川県立白山青年の家 八幡町戌142番地 79

一ノ宮 石川県農林総合研究センター林業試験場樹木公園 三宮町ホ１番地 80

蔵山 石川県立鶴来高等学校グランド 月橋町７１０ 81

吉野谷 中宮レストハウス駐車場(白山白川郷ホワイトロード無料区間) 中宮オ３番地 82

吉野谷 石川県白山自然保護センター中宮展示館駐車場（白山白川郷ホワイトロード無料区間） 中宮オ９－２－４番地 83

吉野谷 ふくべ上園地駐車場(白山白川郷ホワイトロード有料区間) 中宮 84

吉野谷 栂の木台駐車場(白山白川郷ホワイトロード有料区間) 中宮 85

白峰 別当出合駐車場 白峰 86

白峰 白山室堂周辺 白峰 87

白峰 市ノ瀬 白峰地内 88

白峰 南竜ヶ馬場野営場 白峰 89
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