
1 総務部 管財課 建　物 倉光コミュニティーセンター用地 倉光一丁目２３１－２(他１筆) 218,184

2 総務部 管財課 事　業 市営中央通駐車場用地 鍛冶町７４－１(他２筆) 2,341,969

3 総務部 管財課 建　物 松任グリーンパークゴルフ練習場用地 向島町８５８－１(他７筆) 6,960,770

4 総務部 管財課 事　業 松任グリーンパーク公園用地 向島町８０８(他１０筆) 5,684,610

5 企画財政部 情報統計課 その他 ＣＡＴＶケーブル[ＪＲ横断〕用地 宮保町２３１４ 8,600

年寄りと子供の広場用地[中奥地区]

(緑の健康広場）

年寄りと子供の広場用地[笠間地区]

(ゲートボール場)

年寄りと子供の広場用地[宮保地区]

(ゲートボール場)

年寄りと子供の広場用地[出城地区]

(ゲートボール場)

年寄りと子供の広場用地[御手洗地区]

(緑の健康広場)

年寄りと子供の広場用地[中奥地区]

(ゲートボール場)

若返り園芸広場用地[松任地区]

(第１若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[松任地区]

(第２若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[松任地区]

(第３若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[松任地区]

(第５若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[出城地区]

(第６若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[松任地区]

(第７若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[一木地区]

(第８若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[松任地区]

(第９若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[出城地区]

(第１０若がえり園芸広場）①

若返り園芸広場用地[出城地区]

(第１０若がえり園芸広場）②

若返り園芸広場用地[出城地区]

(第１０若がえり園芸広場）③

若返り園芸広場用地[一木地区]

(第１１若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[宮保地区]

(第１２若がえり園芸広場）①

若返り園芸広場用地[出城地区]

(第１２若がえり園芸広場）②

若返り園芸広場用地[笠間地区]

(第１４若がえり園芸広場）

若返り園芸広場用地[中奥地区]

(第１５若がえり園芸広場）

28 健康福祉部 長寿介護課 建　物 松南生きがいセンター用地 村井町１９６７－２ 166,274

29 健康福祉部 長寿介護課 建　物 笠間デイサービスセンター用地 笠間町３００ 404,321

30 健康福祉部 長寿介護課 建　物 光野デイサービスセンター用地 番匠町４４３－２(他２筆) 664,468

31 健康福祉部 子育て支援課 建　物 東明ひまわりクラブ用地 徳丸町２９１－１ 1,200,000

32 健康福祉部 子育て支援課 事　業 蕪城保育所駐車場用地 成町２５００(他１筆) 1,000,000

33 健康福祉部 子育て支援課 建　物 山島台児童センター用地 漆島町２８１(他１筆) 1,389,000

34 健康福祉部 健康増進課 事　業 松任海浜温泉駐車場用地 徳光町２６６５－６ 1,652,906

35 健康福祉部 健康増進課 建　物 健康センター松任用地 倉光三丁目１１２(他２筆) 1,050,223

平成２２年３月３１日現在

平成21年度
賃借料(円)

長寿介護課 事　業 成町４０８－１(他１筆)

整理
番号

担当部局 担当課名 用途別 使用目的 土地の所在地

8 宮保町７４０－１(他２筆) 605,854

9 健康福祉部

事　業

健康福祉部

7 健康福祉部 長寿介護課 事　業 阿弥陀島町３８(他２筆) 272,376

健康福祉部 長寿介護課

相川町１５４１－１(他１筆)

6 健康福祉部 長寿介護課 事　業

383,340

徳丸町５１８－１(他５筆) 1,108,643

中奥町１４５－１(他１筆) 591,590

266,421

10 健康福祉部 長寿介護課 事　業

事　業長寿介護課11

12 健康福祉部 長寿介護課 事　業 八ツ矢町４７３ 90,100

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

健康福祉部 長寿介護課 事　業

健康福祉部 長寿介護課 事　業

健康福祉部

八ツ矢町６０３－１ 64,660

健康福祉部 長寿介護課 事　業 石同新町２１７ 79,076

茶屋二丁目１０３ 69,112

健康福祉部 長寿介護課 事　業 北安田町３１０－１(他１筆) 108,120

長寿介護課 事　業 博労二丁目２７－１(他１筆) 55,133

健康福祉部 長寿介護課 事　業 村井町２００６ 85,436

健康福祉部 長寿介護課 事　業 相木町６５９－１ 81,408

健康福祉部 長寿介護課 事　業 北安田町３２－１(他２筆) 87,768

健康福祉部 長寿介護課 事　業 北安田町１７６４(他１筆) 118,614

健康福祉部 長寿介護課 事　業 北安田町７６６ 103,986

健康福祉部 長寿介護課 事　業 村井町２７７－１(他１筆) 70,172

健康福祉部 長寿介護課 事　業 法仏町６３１ 95,506

健康福祉部 長寿介護課 事　業 北安田町１５６８－１ 95,718

健康福祉部 長寿介護課 事　業 笠間町９０－１(他１筆) 142,464

健康福祉部 長寿介護課 事　業 中奥町１５９－１ 75,242

資料　　平成２１年度土地賃貸借契約一覧表（一般会計）
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36 市民生活部 防災安全課 事　業 加賀笠間駅東口自転車駐車場用地 笠間町９３－１(他２筆) 708,000

37 市民生活部 防災安全課 事　業 松任駅南口第一自転車駐車場用地 旭町８５－１ 119,200

38 市民生活部 防災安全課 建　物 北消防団東明分団格納庫用地 中奥町１７７－１ 169,709

39 市民生活部 環境課 建　物 松任斎場用地 徳丸町１７ 653,559

40 市民生活部 環境課 事　業 川掃除用一時集積場所用地 木津町９１４－１(他８筆) 216,564

41 産業部 農業振興課 建　物 松任農業有機物供給センター用地 八田町７１１(他９筆) 1,934,913

42 産業部 地産地消課 事　業 市民開放農園用地[八ツ矢農園] 八ツ矢町６０１－１(他１筆) 171,932

43 産業部 地産地消課 事　業 市民開放農園用地[若宮農園] 若宮二丁目１６ 72,398

44 産業部 地産地消課 事　業 市民開放農園用地[茶屋農園] 茶屋二丁目９１－１(他１筆) 100,276

45 産業部 地産地消課 事　業 市民開放農園用地[徳丸農園] 徳丸町５０４－１(他１筆) 116,176

46 産業部 商工課 事　業 千代尼通り商店街お客様専用駐車場用地 中町４０－１(他６筆) 655,000

石川ソフトリサーチパーク案内看板用地

(倉光町地内)

石川ソフトリサーチパーク案内看板用地

(平松町地内)

49 産業部 商工課 事　業 石川ソフトリサーチパークスポーツ施設用地 安吉町１１２６－１(他４筆) 3,174,622

50 観光推進部 観光課 事　業 吉野工芸の里用地 吉野春３２－２(他９４筆) 992,470

51 観光推進部 観光課 その他 観光案内標識用地 村井町１７７６－１ 12,000

52 観光推進部 観光課 その他 歓迎塔用地 田中町３７０－１ 24,000

55 建設部 土木課 道路・水道 ＪＲ加賀笠間駅東口道路用地 笠間町９３－２(他３筆) 330,000

56 建設部 公園緑地課 事　業 松任総合運動公園用地 倉光四丁目１０(他５７筆) 25,877,952

57
教育委員会
事務局

教育総務課 事　業 石川小学校運動場用地 源兵島町３９７－１ 497,155

58
教育委員会
事務局

教育総務課 建　物 白峰小学校用地及び付帯施設用地 白峰二２４－１(他３７筆) 264,688

59
教育委員会
事務局

教育総務課 事　業 白峰小学校敷地及び通学用横断地下道用地 白峰ハ９５－１(他２筆) 66,430

60
教育委員会
事務局

教育総務課 建　物 松任中学校用地[国有地] 末広二丁目１６(他９筆) 253,547

61
教育委員会
事務局

教育総務課 事　業 松任中学校テニスコート用地 倉光五丁目３５(他１筆) 769,703

62
教育委員会
事務局

教育総務課 事　業 光野中学校テニスコート用地 番匠町５３９(他１筆) 650,362

63
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[東明小学校] 徳丸町２９２－１ 71,550

64
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[旭丘小学校] 宮永町２３６４－１ 125,928

65
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[石川小学校]① 上安田町６８１－１ 83,316

66
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[石川小学校]② 源兵島町４０４－１(他１筆) 30,210

67
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[松南小学校] 剣崎町１４９１－１(他１筆) 149,142

68
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[松陽小学校] 宮保町２７３８ 25,440

69
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[広陽小学校] 知気寺町１４１ 114,586

70
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[笠間中学校] 笠間町１４２－１ 30,104

47 産業部 商工課 その他 倉光十丁目１ 48,000

平松町３１５－１ 48,00048 産業部 商工課 その他

観光推進部 観光課 その他

54 観光推進部 観光課 その他

40,000

120,000

福井県勝山市暮見２１字堂ノ前４５

福井県勝山市北郷町坂東島九字中午頭６０－２
(他１筆)

53 観光案内看板設置用地[勝山市暮見地内]

観光案内看板設置用地[勝山市北郷町地内]
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71
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[河内小中学校] 河内町口直海イ１６７ 39,220

72
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[白嶺小中学校]及び職員駐車場 瀬戸申４３ 37,500

73
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 森島冬期通学バス停待合所用地 森島町あ３９－１ 11,000

74
教育委員会
事務局

学校教育課 事　業 学童農園用地[西幼稚園]及び職員駐車場 茶屋二丁目２８ 44,308

75
教育委員会
事務局

生涯学習課 建　物 御手洗公民館活動用地 相川町１５６７－１(他１筆) 73,522

76
教育委員会
事務局

生涯学習課 建　物 中奥公民館軽体育施設用地 中奥町１４３－１(他１筆) 269,100

77
教育委員会
事務局

生涯学習課 建　物 加賀野公民館軽体育施設用地 下柏野町１１７９ 16,606

78
教育委員会
事務局

生涯学習課 建　物 宮保公民館駐車場用地 宮保町１１５９－７ 300,849

79
教育委員会
事務局

生涯学習課 建　物 郷公民館軽体育館施設用地 田中町２２９－１ 314,936

80
教育委員会
事務局

スポーツ課 事　業 出城多目的広場用地 北安田町１８３－１(他３６筆) 2,768,934

81
教育委員会
事務局

スポーツ課 事　業 相木野球場用地 相木町４４６－１（他２７筆） 5,098,883

82
教育委員会
事務局

スポーツ課 建　物 松任弓道場用地 徳丸町２８－１(他２筆) 1,145,552

83
教育委員会
事務局

スポーツ課 事　業 一木運動広場用地 村井町２６２１－１ 1,770,436

84
教育委員会
事務局

スポーツ課 建　物 松任青尐年体育館用地 村井町４３８(他４筆) 1,521,218

85
教育委員会
事務局

スポーツ課 事　業 笠間体育館駐車場用地 下柏野町７２２－１ 183,605

86
教育委員会
事務局

スポーツ課 事　業 南部浄化センター併設体育施設ソフトボール場用地 村井町２１２８ 1,716,376

87
教育委員会
事務局

スポーツ課 事　業 横江多目的ニュースポーツ広場用地 横江町２４１６(他1筆) 1,191,216

88 美川支所 総務課 その他 公共施設表示看板用地 手取町ケ１０－１ 48,000

89 美川支所 総務課 事　業 市営美川駅白山口駐車場用地 美川中町ロ１６６ 267,768

観光看板設置用地[サイン看板]

(水澄町地内)

観光看板設置用地[サイン看板]

(福留町地内)

92 美川支所 建設課 道路・水道 旧県道線[市道]用地 湊町ヨ１３１ 18,512

93 美川支所 建設課 道路・水道 平加安産沿道線[市道]用地 平加町ヌ８０－２ 13,850

94 美川支所 建設課 道路・水道 美川大橋水源地線[市道]用地 美川浜町タ１－１ 26,836

95 美川支所 建設課 道路・水道 線路横断排水路設置用地[ＪＲ寺井・小舞子間] 湊町丁75 28,200

96 美川分室
石川ルーツ
交流館

その他 石川ルーツ交流館案内看板設置用地 末正町６９ 50,000

97 美川分室
石川ルーツ
交流館

事　業 石川ルーツ交流館公園用地 美川南町ヌ１４８－１ 40,180

98 鶴来支所 総務課 その他 交通安全標識塔用地 熱野町ハ７－３ 4,000

99 鶴来支所 総務課 事　業 北陸鉄道四十万駅駐輪場用地 金沢市四十万四丁目２８６ 19,775

100 鶴来支所 総務課 事　業 北陸鉄道鶴来駅前第２駐輪場用地 鶴来本町四丁目６－３ 234,000

101 鶴来支所 保険福祉課 事　業 鶴来老人生きがいセンター用地 明島町春１８０－１ 291,600

102 鶴来支所 子育て保健課 建　物 双葉保育所用地 道法寺町ト７１(他２筆) 1,071,500

103 鶴来支所 産業課 事　業 蔵山農村公園用地 明島町中１６４－１(他１筆) 348,000

104 鶴来支所 産業課 事　業 林農村公園用地 道法寺町ト４４－１(他３筆) 352,988

105 鶴来支所 産業課 事　業 旧つるぎショッピングプラザ駐車場用地 鶴来本町二丁目ワ４１外 1,200,000

その他

産業課91

水澄町１０２

福留町４７０

90 美川支所 産業課 70,000

70,000その他美川支所
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106 鶴来支所 産業課 事　業 産業公園取付道路用地 鶴来日詰町ロ６８－２(他３筆) 34,181

107 鶴来支所 産業課 事　業 産業公園用地 八幡町リ４５－１(他１６筆) 486,927

108 鶴来支所 産業課 その他 八幡町看板用地 八幡町ル６８－２ 2,993

スカイスポーツ基地用地

[ランディング場、テイクオフ場]

110 鶴来支所 産業課 建　物 白山町公衆便所用地 白山町レ１７１－１(他１筆) 86,831

111 鶴来支所 産業課 事　業 獅子吼高原用地 八幡町タ１－１(他６６筆) 2,429,170

112 鶴来支所 産業課 その他 モニュメント設置用地 安養寺町１ 20,000

113 鶴来支所 建設課 建　物 除雪車庫用地 月橋町４０６－１(他１筆) 2,004,000

114 鶴来支所 建設課 その他 十八河原公園トイレ電気引込電柱用地 鶴来水戸町四丁目４ 1,500

115 鶴来分室 教育課 事　業 生涯学習施設用地 道法寺町ホ５１(他１筆) 79,500

116 鶴来分室 教育課 事　業 旧小原スキー場休憩所用地 鶴来日詰町１１４－１ 76,268

117 鶴来分室 教育課 事　業 旧小原スキー場用地 鶴来日詰町ロ８９(他３０筆) 194,440

118 河内支所 総務課 事　業 河内支所庁舎周辺用地[支所駐車場] 河内町口直海乙イ３２－１(他３筆) 226,921

119 河内支所 総務課 事　業 河内支所庁舎周辺用地[防火水槽] 河内町口直海乙イ２８(他１筆) 19,070

120 河内支所 総務課 事　業 河内支所庁舎周辺用地[水道施設] 河内町口直海壬５１(他１筆) 11,354

121 河内支所 総務課 事　業 河内支所庁舎周辺用地[忠魂碑] 河内町口直海イ３１－１(他１筆) 85,437

122 河内支所 市民福祉課 建　物 めおと岩温泉ラクヨウ等公共施設用地 河内町江津い１５－２(他２４筆) 1,132,251

123 河内支所 産業建設課 建　物 ノミレイク野鳥観察舎用地 河内町中直海甲１３６(他７筆) 128,670

124 河内支所 産業建設課 事　業 河内内尾運動広場用地 河内町下折ロ－Ｂ(他８筆） 165,930

125 河内支所 産業建設課 建　物 河内地場産業センター用地 河内町福岡１２４（他１筆） 644,305

126 河内分室 教育課 建　物 トリムパーク用地[クラブハウス及び駐車場] 河内町福岡７６－１(他２筆) 77,954

127 吉野谷支所 総務課 建　物 吉野谷支所庁舎等用地 市原丁２３（他２３筆） 201,880

128 吉野谷支所 総務課 事　業 吉野谷ふれあい交流センター駐車場用地 木滑石６－１ 28,840

129 吉野谷支所 市民福祉課 建　物 健康福祉ゾーン用地 佐良二１０８(他１１４筆) 2,096,850

130 吉野谷支所 市民福祉課 建　物 吉野谷健康管理センター用地 中宮カ２(他３筆） 35,440

131 吉野谷支所 市民福祉課 事　業 健康広場用地 中宮カ１２（他１筆） 56,610

132 吉野谷支所 産業建設課 事　業 中宮土捨場用地 中宮ム９（他１８筆） 240,860

133 吉野谷支所 産業建設課 事　業 やまびこの里用地 中宮レ４８－１(他１０９筆） 881,640

134 吉野谷支所 産業建設課 事　業 瀬波川キャンプ場用地 瀬波申９－１（他８筆） 83,600

135 吉野谷支所 産業建設課 事　業 瀬波開発事業用地 瀬波子６３－１（他２３１筆） 959,360

136 吉野谷支所 産業建設課 事　業 中宮開発事業用地 中宮カ７(他６３２筆) 5,794,990

137 吉野谷支所 産業建設課 道路・水道 融雪施設用地[公共用地] 吉野東５１ 5,700

138 吉野谷支所 産業建設課 道路・水道 融雪用送水管用地 吉野ク１９９－２ 3,600

139 吉野谷支所 産業建設課 建　物 市営住宅用地[木滑住宅] 木滑石５０（他１０筆） 305,860

140 吉野谷支所 産業建設課 建　物 市営住宅用地[市原住宅] 市原へ６０－１（他２筆） 34,400

2,524,658八幡町７１(他４８筆)109 鶴来支所 産業課 事　業
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141 吉野谷支所 産業建設課 建　物 市営住宅用地[吉野住宅] 吉野ク２１３－１（他３筆） 68,540

142 吉野谷分室 教育課 事　業 白山ろくゲートボール場用地 吉野北２２(他１筆) 183,320

143 鳥越支所 総務課 建　物 社会教育集会所[太鼓道場]用地 別宮町二８８－１ 25,210

144 鳥越支所 総務課 建　物 除雪機械格納庫用地 別宮町ロ８８(他３筆) 71,500

145 鳥越支所 総務課 建　物 旧鳥越村立第一保育所用地 別宮町ロ８(他２筆) 177,500

案内看板用地[鳥越地域誘導サイン看板]

(白山町地内)

案内看板用地[鳥越地内案内看板]

(中島町地内)

案内看板用地[バードハミング鳥越案内看板]

(河内町江津地内)

案内看板用地[バードハミング鳥越案内看板]

(河内町吉岡地内)

案内看板用地[バードハミング鳥越案内看板]

(上野町地内１)

案内看板用地[バードハミング鳥越案内看板]

(上野町地内２)

案内看板用地[白山連峰合衆国誘導サイン看板]

(別宮町地内１)

案内看板用地[バードハミング鳥越案内看板]

(別宮町地内２)

案内看板用地[誘導看板]

(釜清水町地内１)

案内看板用地[案内看板]

(釜清水町地内２)

案内看板用地[バードハミング鳥越誘導看板]

(吉野町地内１)

案内看板用地[綿ケ滝いこいの森案内看板]

(吉野町地内２)

158 鳥越支所 産業建設課 事　業 手取温泉周辺地域開発事業用地 上野町リ７３－２(他３１筆) 330,715

159 鳥越支所 産業建設課 事　業 綿ケ滝いこいの森用地 下吉谷町ホ７６－６７(他５２筆) 432,226

160 鳥越支所 産業建設課 事　業 都市公園用地 上野町チ６６－１(他２９８筆) 3,938,102

161 鳥越分室 教育課 事　業 鳥越城跡用地[石碑設置] 三坂町午２０－７４ 50,000

162 鳥越分室 教育課 事　業 鳥越城跡用地[便所及び駐車場] 三坂町午２０－７５ 48,800

163 鳥越分室 教育課 事　業 鳥越城跡用地[遺構地保存] 三坂町午２０－１ 50,000

164 鳥越分室 教育課 事　業 鳥越城跡用地[史跡] 別宮町ト１１ 76,120

165 鳥越分室 教育課 その他 案内看板用地[吉野地内] 吉野夏１２０－１ 40,000

166 鳥越分室 教育課 その他 案内看板用地[三ツ瀬町地内] 三ツ瀬町甲７２－１－１ 5,000

167 鳥越分室 教育課 事　業 鳥越大日スポーツ施設用地 阿手町乙２－１他 3,900,000

168 尾口支所 総務課 建　物 支所消防・バス車庫用地 瀬戸子２－２５ 46,350

169 尾口支所 総務課 建　物 尾口支所車庫用地 女原ト２６(他３筆) 85,500

尾添コミュニティセンター用地

(旧尾添小中学校運動場）

テレビ中継局用地

(白山市テレビ中継局舎)

172 尾口支所 市民福祉課 建　物 尾添老人憩いの家用地 尾添チ７０－５ 64,095

173 尾口支所 市民福祉課 道路・水道 女原温泉湯元施設用地 女原乙２４ 4,500

174 尾口支所 市民福祉課 建　物 女原老人憩いの家用地 女原ホ５７(他４筆) 64,500

175 尾口支所 市民福祉課 建　物 健康増進センター用地 瀬戸午２－２(他７筆) 103,050

146 鳥越支所 産業建設課 その他 白山町２０７－１ 35,000

147 鳥越支所 産業建設課 その他 中島町二１－１ 80,000

148 鳥越支所 産業建設課 その他 河内町江津２９

149 鳥越支所 産業建設課 その他 河内町吉岡東１６－１

150 鳥越支所 産業建設課 その他 上野町フ７－１

151 鳥越支所 産業建設課 その他 上野町レ４４

152 鳥越支所 産業建設課 その他 別宮町ロ８４－１

153 鳥越支所 産業建設課 その他 別宮町ロ９１－３

154 鳥越支所 産業建設課 その他 釜清水町へ１５－１

155 鳥越支所 産業建設課 その他 釜清水町ホ４２－２

156 鳥越支所 産業建設課 その他 吉野庚５５－１

157 鳥越支所 産業建設課 その他 吉野甲８７

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

10,000

1,500

24,000

60,000

5,000

170 尾口支所 総務課 事　業 尾添イ１４８(他３筆) 29,625

171 尾口支所 総務課 その他 女原ツ２３〔峠の部分〕 6,750
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176 尾口支所 産業建設課 事　業 瀬女高原リゾート施設用地 瀬戸丑１１－１(他４８０筆) 15,537,097

177 尾口支所 産業建設課 道路・水道 手取ダム湖進入路用地 深瀬１０４ 33,650

178 尾口支所 産業建設課 建　物 金沢学院大学白山麓研修センター用地 女原二２７－３(他４筆) 23,305

179 尾口支所 産業建設課 その他 看板用地[瀬女高原誘導看板] 木滑オ１６－１ 5,000

180 尾口支所 産業建設課 その他 看板用地[一里野歓迎看板] 尾添ル４５－１ 900

看板用地[登山道案内看板]

(鷲走ケ岳・白抜山遊歩道案内）

182 尾口支所 産業建設課 その他 看板用地[一里野誘導看板] 尾添へ２４－１ 195

183 尾口支所 産業建設課 建　物 山菜加工施設浄るり茶屋用地 東二口卯１１７(他２筆) 99,150

184 尾口支所 産業建設課 事　業 文弥の里用地 東二口卯〔通称落合〕(他１筆) 62,550

185 尾口支所 産業建設課 建　物 国民宿舎用地[白山一里野荘] 尾添チ６３(他１筆) 239,570

白山一里野国民保養センター用地

[温泉センター天領]

187 尾口支所 産業建設課 事　業 ハーブの里ミントレイノ施設用地 女原甲５４－１(他３９筆) 1,279,700

188 尾口支所 産業建設課 建　物 女原育苗センター用地 女原丙６ 86,100

189 尾口支所 産業建設課 建　物 白山観光物産センター用地 瀬戸寅１５４－１(他１３筆) 470,400

190 尾口支所 産業建設課 建　物 丸山生態学習舎用地 瀬戸ネ２－１(他２６筆) 579,850

丸山公園施設用地

[キャンプ場、キャンプ場管理棟、駐車場]

192 尾口支所 産業建設課 建　物 市営住宅一里野用地 尾添ヌ２１２－１(他２筆) 122,836

193 尾口支所 産業建設課 建　物 県営住宅用地 尾添ヌ２１５－２(他１筆) 82,122

194 尾口分室 教育課 建　物 白山ろく尐年自然の家用地 瀬戸ネ２－２７(他２４筆） 274,278

瀬戸丸山クラブハウス用地

[クラブハウス、テニスコート、運動場]

196 尾口分室 教育課 事　業 瀬戸ゲートボール場用地 瀬戸午２－１(他７筆) 137,400

197 白峰支所 総務課 建　物 白峰公民館用地 桑島イ１－２８(他２筆) 755,311

198 白峰支所 総務課 事　業 公共用駐車場用地 白峰ハ９１－１(他１筆) 176,212

199 白峰支所 総務課 建　物 白峰支所庁舎用地 白峰ハ１３１(他５筆) 109,852

200 白峰支所 総務課 建　物 白峰温泉総湯用地 白峰ロ６４－１ 64,062

201 白峰支所 総務課 事　業 小公園用地 白峰ロ１５９－２(他１筆) 70,367

202 白峰支所 総務課 事　業 ポケットパーク用地 白峰イ７０ 20,857

203 白峰支所 総務課 道路・水道 大向仮設道路用地 白峰へ２５－１(他４筆) 1,829

204 白峰支所 総務課 その他 移動通信基地局用地 白峰２８号２８－１ 31,388

205 白峰支所 総務課 事　業 白峰緑の村用地 白峰ツ７１(他１１筆) 201,990

206 白峰支所 総務課 事　業 クロスカントリーコース用地 白峰６号１５－６ 18,540

207 白峰支所 総務課 道路・水道 セミナーハウス進入路用地 白峰６号１５－７ 22,060

208 白峰支所 産業建設課 その他 観光施設用地[観光案内看板地①] 白峰二１５１－１ 599

209 白峰支所 産業建設課 その他 観光施設用地[観光案内看板地②] 桑島４号９９－１３ 1,199

210 白峰支所 産業建設課 事　業 観光施設用地[民俗資料館駐車場] 白峰１号３７－１ 93,550

186 尾口支所 産業建設課 建　物 尾添チ２５－１(他８筆) 241,900

181 尾口支所 産業建設課 その他 東二口二１－２４３ 500

191 尾口支所 産業建設課 事　業 瀬戸ネ９－１ 130,600

195 尾口分室 教育課 事　業 瀬戸ネ９－１ 323,200
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211 白峰支所 産業建設課 その他 観光施設用地[観光案内看板地③] 福井県勝山市村岡町寺尾４９－１－１ 31,500

212 白峰支所 産業建設課 事　業 観光施設用地[緑の村記念の森] 白峰ソ１３２甲(他５筆) 11,934

213 白峰支所 産業建設課 建　物 観光施設用地[白山恐竜パーク白峰] 桑島４号９９－１ 467,700

214 白峰支所 産業建設課 道路・水道 市道用地[代替農地] 白峰ホ７－１ 27,015

215 白峰支所 産業建設課 道路・水道 市道用地① 白峰イ７４－１ 5,052

216 白峰支所 産業建設課 道路・水道 市道用地② 白峰ハ１１１ 4,788

217 白峰支所 産業建設課 建　物 住宅用地 白峰ハ１０７(他１筆) 119,406

218 白峰分室 教育課 建　物 化石調査センター用地 桑島イ１－２９ 105,000

140,076,873合　　　　　　　　　　　計


