
平成２７年１２月１日現在

函館－１ 北昭和小学校グラウンド 昭和4丁目38番1号 校長 0138-45-1070

函館－２ 昭和小学校グラウンド 昭和1丁目5番5号 校長 0138-41-4964

函館－３ 赤川中学校グラウンド 赤川町125番地 校長 0138-46-0486

函館－４ 中央小学校グラウンド 美原2丁目28番1号 校長 0138-46-4910

函館－５
北海道教育大学附属函館小学校
グラウンド

美原3丁目48番6号 校長 0138-46-2235

函館－６ 亀田中学校グラウンド 美原3丁目30番3号 校長 0138-46-3005

函館－７
北海道教育大学附属函館中学校
グラウンド

美原3丁目48番6号 校長 0138-46-2233

函館－８
北海道函館商業高等学校
グラウンド

昭和1丁目17番1号 校長 0138-41-4248

函館－９ 八幡小学校グラウンド 八幡町15番30号 校長 0138-41-5245

函館－１０ 万年橋小学校グラウンド 吉川町6番22号 校長 0138-42-0861

函館－１１ 港小学校グラウンド 港町1丁目22番1号 校長 0138-41-5855

函館－１２ 亀田小学校グラウンド 富岡町1丁目18番1号 校長 0138-41-3370

函館－１３ 大川中学校グラウンド 大川町12番38号 校長 0138-41-2775

函館－１４ 港中学校グラウンド 港町2丁目10番1号 校長 0138-41-5790

函館－１５ 桐花中学校グラウンド 富岡町1丁目18番2号 校長 0138-41-1332

函館－１６ 北海道大学水産学部グラウンド 亀田港町57番 研究院長 0138-40-5505

函館－１７ 北海道教育大学函館校グラウンド 八幡町1番2号 副学長 0138-44-4411

函館－１８ 北海道教育大学函館校球技場 白鳥町4番 副学長 0138-44-4411

所在地 管理者 電話番号

道南ドクターヘリ　ランデブーポイント一覧

函館市消防本部管轄

備考NO 名　    　　　　称
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函館－１９ 昭和公園 昭和町20番6号 函館市土木部緑化推進課 0138-21-3431

函館－２０ 港町ふ頭 港町2丁目14番 函館市港湾空港部管理課 0138-21-3486

函館－２１ 西中学校グラウンド 弥生町11番16号 校長 0138-22-2625

函館－２２ 潮見中学校グラウンド 青柳町10番7号 校長 0138-23-4295

函館－２３ 北海道函館西高等学校グラウンド 元町7番17号 校長 0138-23-8415

函館－２４ 函館八幡宮外苑野球場 谷地頭町9番 函館市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 0138-21-3475

函館－２５ 西ふ頭 弁天町31番 函館市港湾空港部管理課 0138-21-3486

函館－２６ 緑の島 大町15番地 函館市港湾空港部管理課 0138-21-3486

函館－２７ あさひ小学校グラウンド 大森町6番11号 校長 0138-22-2181

函館－２８ 中部小学校グラウンド 新川町30番26号 校長 0138-22-2503

函館－２９ 北星小学校グラウンド 大縄町24番26号 校長 0138-41-3340

函館－３０ 大森公園 大森町33番 函館市土木部緑化推進課 0138-21-3431

函館－３１ 新川公園野球場 上新川町18番 函館市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 0138-21-3475

函館－３２ 桔梗中学校グラウンド 桔梗町429番地4 校長 0138-46-9990

函館－３３ 公立はこだて未来大学 亀田中野町116番地2 学長 0138-34-6448

函館－３４ 石川公園 石川町5番65号 函館市土木部緑化推進課 0138-21-3431

函館－３５ 北海道立函館高等技術専門学院 桔梗町435番地 学院長 0138-47-1121

函館－３６ 西桔梗公園 西桔梗587番地2 函館市土木部緑化推進課 0138-21-3431

函館－３７ 中の沢小学校グラウンド 桔梗5丁目25番5号 校長 0138-47-1302

函館－３８ 北美原小学校グラウンド 北美原1丁目9番16号 校長 0138-46-1370

函館－３９ 北海道函館稜北高等学校グラウンド 石川町181番地8 校長 0138-46-6235
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函館－４０ 函館大学グラウンド 高丘町51番1号 校長 0138-57-1181

函館－４１
函館大学付属有斗高等学校
第2グラウンド

見晴町番外地 理事長 0138-57-1381

函館－４２ 函館工業高等専門学校グラウンド 戸倉町14番1号 学校長 0138-59-6300

函館－４３ 高丘小学校グラウンド 高丘町3番2号 校長 0138-57-3381

函館－４４ 上湯川小学校グラウンド 上湯川町295番地 校長 0138-57-2211

函館－４５ 湯川中学校グラウンド 湯川町2丁目41番1号 校長 0138-59-2008

函館－４６ 函館大学付属有斗高等学校グラウンド 湯川町2丁目43番1号 理事長 0138-57-1381

函館－４７ 湯川小学校グラウンド 湯川町3丁目42番1号 校長 0138-57-1759

函館－４８ 旭岡小学校グラウンド 西旭岡町1丁目33番1号 校長 0138-50-2867

函館－４９ 根崎公園ラグビー場 湯川町3丁目6番 函館市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 0138-21-3475

函館－５０ 根崎公園野球場 高松町29番 函館市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 0138-21-3475

函館－５１ 鱒川小中学校グラウンド 鱒川町91番地 校長 0138-50-2911

函館－５２ 東小学校グラウウンド 銭亀町339番地 校長 0138-58-2847

函館－５３

函館－５４ 旭岡公園グラウンド 西旭岡町2丁目38番 函館市土木部緑化推進課 0138-21-3431

函館－５５ 見晴公園グラウンド 見晴町56番地 函館市土木部緑化推進課 0138-21-3431

函館－５６ 函館空港 高松町511番 函館空港長 0138-57-1737

函館－５７ 旭岡中学校グラウンド 西旭岡町3丁目5番 校長 0138-50-3609

函館－５８ 市立函館高等学校 柳町11番5号 校長 0138-52-0099

函館－５９ 函館大妻高等学校グラウンド 柳町14番23号 校長 0138-52-1890

函館－６０ 北海道函館中部高等学校グラウンド 時任町11番3号 校長 0138-52-0303
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函館－６１ 的場中学校グラウンド 的場町12番7号 校長 0138-52-5108

函館－６２ 光成中学校グラウンド 高盛32番2号 校長 0138-51-5131

函館－６３ 凌雲中学校グラウンド 千代台町22番19号 校長 0138-51-5248

函館－６４ 千代田小学校グラウンド 梁川町23番4号 校長 0138-52-2518

函館－６５ 中島小学校グラウンド 中島町30番5号 校長 0138-52-1437

函館－６６ 金堀小学校グラウンド 金堀町3番1号 校長 0138-51-1023

函館－６７ 駒場小学校グラウンド 駒場町1番6号 校長 0138-52-2364

函館－６８ 柏野小学校グラウンド 松陰町5番10号 校長 0138-51-3877

函館－６９ 陸上自衛隊函館駐屯地ヘリポートＡ 広野町6番18号 函館駐屯地業務隊長 0138-51-9197

函館－７０ 陸上自衛隊函館駐屯地ヘリポートＡ 広野町6番18号 函館駐屯地業務隊長 0138-51-9197

函館－７１ 千代台公園陸上競技場 千代台町22番24号 函館市文化・スポーツ振興財団理事長 0138-57-9734

函館－７２ 北海道南茅部高等学校グラウンド 川汲町1560番地 校長 0138-25-5862

函館－７３ 臼尻中学校グラウンド 豊崎町205番地 校長 0138-25-3281

函館－７４ 尾札部中学校グラウンド 尾札部町2023番地 校長 0138-63-2762

函館－７５ 磨光小学校グラウンド 尾札部町1609番地1 校長 0138-63-2561

函館－７６ 南茅部運動広場 川汲町1657番地 函館市教育委員会生涯学習部南茅部教育事務所 0138-25-3789

函館－７７ 本通小学校グラウンド 本通1丁目47番2号 校長 0138-54-3223

函館－７８ 本通中学校グラウンド 本通2丁目56番7号 校長 0138-55-3141

函館－７９ 鮫川遊水池A 本通4丁目24番地 函館建設管理部事業課 0138-45-6500

函館－８０ 神山小学校グラウンド 神山町233番地1 校長 0138-32-7211

函館－８１ 鍛神小学校グラウンド 鍛治2丁目46番4号 校長 0138-51-4503
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函館－８２ 函館大谷高等学校グラウンド 鍛冶1丁目2番3号 校長 0138-52-1834

函館－８３ 深堀中学校グラウンド 深堀町28番1号 校長 0138-52-2682

函館－８４ 日吉が丘小学校グラウンド 日吉町2丁目34番1号 校長 0138-51-7072

函館－８５ 石崎小学校グラウンド 石崎町438番地 校長 0138-58-2525

函館－８６ 銭亀沢中学校グラウンド 豊原町140番地30 校長 0138-58-2542

函館－８７ 戸井西小学校グラウンド 小安町548番地1 校長 0138-58-2554

函館－８８ 潮光中学校グラウンド 釜谷町227番地 校長 0138-82-2160

函館－８９ 日新中学校グラウンド 泊町126番地 校長 0138-82-2061

函館－９０ 恵山中学校グラウンド 柏野町9番地 校長 0138-85-2122

函館－９１ 恵山運動広場 川上町506番地 函館市教育委員会生涯学習部恵山教育事務所 0138-85-2222

函館－９２ えさん小学校グラウンド 中浜町79番地 校長 0138-84-2341

函館－９３ 旧恵山高校グラウンド 高岱町33番地 函館市教育委員会生涯学習部恵山教育事務所 0138-85-2222

函館－９４ 椴法華中学校グラウンド 新浜町151番地1 校長 0138-86-2151

函館－９５ 椴法華小学校グラウンド 新八幡町86番地1 校長 0138-86-2051

函館－９６ 市立函館恵山病院 日ノ浜町15番地10 市立函館恵山病院長 0138-85-2001

函館－９６ 市立函館恵山病院 日ノ浜町15番地10 市立函館恵山病院長 0138-85-2001

函館－９７ 川汲霊園駐車場 川汲町1369番地 函館市南茅部支所産業建設課 0138-25-5118

函館－９８ 株式会社カネサン岡田土建 陣川町３３番地 株式会社カネサン岡田土建 0138-56-1092
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平成２７年１２月１日現在

長万部-1 ふれあい公園 長万部町字長万部3-20 長万部町（総務課） 01377-2-2000

長万部-2 旧国縫小学校グラウンド 長万部町字国縫37-1 長万部町（総務課） 01377-2-2000

長万部-3 旧中の沢小学校グラウンド 長万部町字中ノ沢13-2 長万部町（総務課） 01377-2-2000

長万部-4 旧双葉小学校グラウンド 長万部町字双葉86 長万部町（総務課） 01377-2-2000

長万部-5 静狩小学校グラウンド 長万部町字静狩166 静狩小学校 01377-6-2004

長万部-6 長万部中学校グラウンド 長万部町字栄原138 長万部中学校 01377-2-2064

長万部-7 長万部ヘリコプター離着陸場 長万部町字富野117 長万部町（総務課） 01377-2-2000

長万部町消防本部管轄

備考NO 名　    　　　　称 所在地 管理者 電話番号
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平成２７年１２月１日現在

森－１ 森町リサイクルプラザ 森町字砂原東4丁目2－39 森町長 01374-8-3320

森－２ 白旗神社前広場 森町字砂原東3丁目 森町長 01374-2-2181（183）

森－３ 砂原漁港東広場 森町字砂原4丁目31－1 森町長 01374-7-1087

森－４ 森町立砂原中学校グラウンド 森町字砂原2丁目188－14 森町教育長 01374-3-3640

森－５ さわら小学校グラウンド 森町字砂原1丁目41－1 森町教育長 01374-3-3640

森－６ 森町総合運動公園 森町字砂原1丁目 森町教育長 01374-3-3190

森－７ 尾白内小学校グラウンド 森町字尾白内町948 森町教育長 01374-3-3640

森－８ 尾白内運動広場グラウンド 森町字尾白内町929－1 森町教育長 01374-3-3640

森－９

森－１０ 駒ヶ岳小学校グラウンド 森町字駒ヶ岳453 森町教育長 01374-3-3640

森－１１ 石倉小学校グラウンド 森町字石倉町283 森町教育長 01374-3-3640

森－１２ 濁川小学校グラウンド 森町字濁川201 森町教育長 01374-3-3640

森－１３ 蛯谷漁港 森町字蛯谷町 森町長 01374-7-1087

森－１４ 鷲ノ木漁港 森町字鷲ノ木町 森町長 01374-7-1087

森－１５ 鷲ノ木小学校グラウンド 森町字鳥崎町195 森町教育長 01374-3-3640

森－１６ 森町民野球場 森町字上台町326－1 森町教育長 01374-2-1234

森－１７ 森町立森中学校 森町字上台町326－1 森町教育長 01374-3-3640

森－１８ 北海道森高等学校グラウンド 森町字上台町326－48 北海道教育委員会 01374-2-2059

森－１９ 森町みどりのレクリエーション広場 森町字清澄町25-1 25-5 25-7 森町教育長 01374-2-1234

森－２０ 森小学校グラウンド 森町字清澄町27－1 森町教育長 01374-3-3640

NO 名　    　　　　称

森町消防本部管轄

電話番号 備考所在地 管理者
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森－２１ 新函館農業協同組合森農産センター 森町字姫川町120 組合長 01374-2-2386

森－２２ 青葉ヶ丘公園グラウンド 森町字清澄町21－1 森町長 01374-7-2185

森－２３ 森町役場 森町字御幸町144－1 森町長 01374-2-2181（183）

森－２４ グリーンピア大沼西側広場 森町字赤井川229 グリーンピア代表取締役役社長 01374-5-2277

森－２５ グリーンピア大沼東側駐車場 森町字赤井川229 グリーンピア代表取締役役社長 01374-5-2277

森－２６ 旧赤井川小学校グラウンド 森町字赤井川117 森町教育長 01374-3-3640
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平成２７年１２月１日現在

八雲－1 八雲町消防本部 八雲町内浦町191－1 八雲町消防長 0137-63-2686

八雲－2 航空自衛隊八雲分屯地 八雲町緑町34 基地司令 0137-62-2262

八雲－3 八雲スポーツ公園グラウンド 八雲町大新 八雲町（体育課） 0137-62-2141

八雲－4 山崎小学校グラウンド 八雲町山崎375 八雲町山崎小学校 0137-68-2344

八雲－5 八雲道路事務所 八雲町東雲町23番地 所長 0138-42-7608

八雲－6 山越小学校グラウンド 八雲町山越474－2 八雲町山越小学校 0137-62-2329

八雲－7 野田生小学校グラウンド 八雲町野田生457－2 八雲町野田生小学校 0137-66-2014

八雲－8 野田生中学校グラウンド 八雲町野田生150－1 八雲町野田生中学校 0137-66-2341

八雲－9 東野小学校グラウンド 八雲町東野471 八雲町東野小学校 0137-66-2169

八雲－10 落部小学校グラウンド 八雲町落部313 八雲町落部小学校 0137-67-2249

八雲－11 落部支所駐車場 八雲町落部879 八雲町落部支所 0137-67-2231

八雲－12 函館健管八雲出張所 八雲町立岩83－1 函館建設管理部八雲出張所 0137-63-3111

八雲－13 北海道熊石高等学校グラウンド 八雲町熊石鮎川町103－4 北海道熊石高等学校 01398-2-3382

八雲－14 熊石漁港ふれあい広場 八雲町熊石根崎町地内国有地 八雲町熊石総合支所 01398-2-3111

八雲－15 熊石第一中学校グラウンド 八雲町熊石雲石町492 八雲町立熊石第一中学校 01398-2-3396

八雲－16 雲石小学校グラウンド 八雲町熊石雲石町744 八雲町立雲石小学校 01398-2-3387

八雲－17 熊石地区町民グラウンド 八雲町熊石平町地内町有地 八雲町熊石総合支所（地域振興課） 01398-2-3111

八雲－18 泊川学校グラウンド 八雲町熊石泊川町236－1 八雲町立泊川学校 01398-3-8341

八雲－19 相沼小学校グラウンド 八雲町熊石相沼町350 八雲町立相沼小学校 01398-3-8134

八雲町消防本部管轄

備考NO 名　    　　　　称 所在地 管理者 電話番号
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八雲－20 熊石第二中学校グラウンド 八雲町熊石折戸町178 八雲町立熊石第二中学校 01398-3-8014
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平成２７年１２月１日現在

北斗－１ 谷川小学校グラウンド 北斗市富川2丁目2番1号 学校長 0138-73-2070

北斗－２ 押上運動公園多目的広場 北斗市押上1丁目3番1号 北斗市役所建設部　都市住宅課　公園緑地係 0138-73-3111

北斗－３ 久根別小学校グラウンド 北斗市東浜1丁目11番1号 学校長 0138-73-7530

北斗－４ 一本木河川公園 北斗市一本木33番地の1 北斗市役所建設部　都市住宅課　公園緑地係 0138-73-3111

北斗－５ 島川小学校グラウンド 北斗市一本木77番地の1 学校長 0138-77-8625

北斗－６ 中野通近隣公園グラウンド 北斗市中野通2丁目18番 北斗市役所建設部　都市住宅課　公園緑地係 0138-73-3111

北斗－７ 上磯小学校グラウンド 北斗市中野通200番地 学校長 0138-73-2062

北斗－８ 上磯中学校グラウンド 北斗市中野通320番地の4 学校長 0138-73-2076

北斗－９

北斗－１０ 戸切地陣屋駐車場 北斗市野崎 北斗市役所建設部　都市住宅課　公園緑地係 0138-73-3111

北斗－１１ 上磯ダム公園多目的広場 北斗市戸切地21番 北斗市役所建設部　都市住宅課　公園緑地係 0138-73-3111

北斗－１２ 大野農業高校グラウンド 北斗市向野2丁目26番1号 学校長 0138-77-8800

北斗－１３ 市渡小学校グラウンド 北斗市市渡242番地 学校長 0138-77-8348

北斗－１４ 本郷多目的運動公園 北斗市本郷195番地 北斗市総合体育館内社会教育課スポーツ係 0138-73-6481

北斗－１５ 大野中学校グラウンド 北斗市本町554番地の1 学校長 0138-77-8137

北斗－１６ 清水川第二緑地 北斗市清水川142番地 北斗市役所建設部　都市住宅課　公園緑地係 0138-73-3111

北斗－１７ 萩野小学校グラウンド 北斗市開発393番地の9 学校長 0138-77-8255

北斗－１８ 大野川河川防災ステーション 北斗市中野通 函館建設管理部事業課 0138-45-6500

北斗－１９ 北海道函館水産高校グラウンド 北斗市七重浜2丁目15番3号 学校長 0138-49-2411

北斗－２０ 浜分近隣公園グラウンド 北斗市七重浜5丁目11番 北斗市役所建設部　都市住宅課　公園緑地係 0138-73-3111

南渡島消防事務組合　北斗消防署管轄

備考電話番号NO 名　    　　　　称 所在地 管理者
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北斗－２１ 浜分小学校グラウンド 北斗市追分1丁目11番31号 学校長 0138-49-2947

北斗－２２ 浜分中学校グラウンド 北斗市追分1丁目17番1号 学校長 0138-49-2840

北斗－２３ 茂辺地体育センターグランド 北斗市茂辺地3丁目16号 北斗市（社会教育課） 0138-73-6481

北斗－２４ 茂辺地小・中学校グラウンド 北斗市茂辺地3丁目4番12号 学校長 0138-75-2020

北斗－２５ 石別中学校グラウンド 北斗市三ツ石270番地 学校長 0138-75-3006

北斗－２６ トラピスト修道院牧草地 北斗市三ツ石392番地 院長 0138-75-2139

北斗－２７ 石別小学校グラウンド 北斗市当別2丁目5番1号 学校長 0138-75-3007

北斗－２８ おしま学園グラウンド 北斗市当別697番地 ワークショップ　まるやま壮 0138-75-3018

北斗－２９ おしまコロニー水道管理施設前広場 北斗市当別697番地 ワークショップ　まるやま壮 0138-75-3018

北斗－３０ 旧茂辺地中学校跡地 北斗市茂辺地3丁目3番17号 北斗市教育委員会 0138-74-2000

北斗－３１ 開発調整池 北斗市開発209番地19号 北斗市役所建設部土木課 0138-73-3111
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平成２７年１２月１日現在

七飯－１ 七飯町総合公園多目的広場 七飯町大中山5丁目 七飯町役場（都市住宅課） 0138-65-2511

七飯－２ 七飯町立大中山中学校グラウンド 七飯町大中山3丁目291番1号 学校長 0138-65-2221

七飯－３

七飯－４ 北海道七飯高等学校グラウンド 七飯町鳴川5丁目13番1号 学校長 0138-65-5093

七飯－５ 本町多目的グラウンド 七飯町本町5丁目24番地 七飯町スポーツセンター長 0138-65-4116

七飯－６ 七飯町立七重小学校グラウンド 七飯町本町6丁目2番11号 学校長 0138-65-2029

七飯－７ 七飯町立峠下小学校グラウンド 七飯町字峠下420番地の1 学校長 0138-65-2415

七飯－８ 七飯町立藤城小学校グラウンド 七飯町字藤城268番地 学校長 0138-65-2615

七飯－９ 北海道立大沼学園 七飯町字西大沼8番地 学園長 0138-67-2014

七飯－１０ 七飯町立軍川小学校グラウンド 七飯町字上軍川808番地の1 学校長 0138-67-2333

七飯－１１ 七飯町立東大沼小学校グラウンド 七飯町字東大沼403番地 学校長 0138-67-2309

七飯－１２

七飯－１３ 七飯町立大沼中学校グラウンド 七飯町字上軍川180番地の2 学校長 0138-67-2351

七飯－１４ 七飯町立大沼小学校グラウンド 七飯町字大沼町429番地の2 学校長 0138-67-2031

七飯－１５ 七飯消防暑訓練場 七飯町桜町2丁目3番1号 七飯消防暑 0138-65-2244

南渡島消防事務組合　七飯消防署管轄

備考NO 名　    　　　　称 所在地 管理者 電話番号
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平成２７年１２月１日現在

鹿部-1 鹿部小学校グラウンド 茅部郡鹿部町字宮浜314-1 鹿部小学校　校長 01372-7-3334

鹿部-2 鹿部中学校グラウンド 茅部郡鹿部町字宮浜281 鹿部中学校　校長 01372-7-3114

鹿部-3 鹿部町山村広場多目的グラウンド 茅部郡鹿部町字宮浜369 鹿部町教育委員会生涯学習課 01372-7-3124

鹿部-4 北海道漁業研修所グラウンド 茅部郡鹿部町字本別540 北海道漁業研修所 01372-7-5111

鹿部-5 鹿部飛行場 茅部郡鹿部町字本別450-1 鹿部飛行場管理課 01372-7-3388

南渡島消防事務組合　鹿部消防署管轄

NO 名　    　　　　称 電話番号 備考所在地 管理者
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平成２７年１２月１日現在

江差-1 江差町運動公園 江差町字砂川225 江差町社会教育課 0139-52-1047

江差-2 南ヶ丘小学校グラウンド 江差町字南浜町370 江差町教育委員会学校教育課 0139-52-1059

江差-3 松の岱グラウンド 江差町字本町 江差町環境住宅課 0139-52-6715

江差-4 江差港南埠頭 江差町字姥神町 江差町農林水産課 0139-52-6717

江差-5 江差港北埠頭 江差町字中歌町 江差町農林水産課 0139-52-6717

江差-6 江差北小中学校グラウンド 江差町字水堀町147 江差町教育委員会学校教育課 0139-52-1059

江差-7 旧朝日小中学校グラウンド 江差町字朝日町 江差町環境住宅課 0139-52-6715

江差-8 まなびっくグラウンド 江差町字南ヶ丘7-172 檜山地域人材開発センター運営協会 0139-52-1813

江差-9 江差港マリーナ駐車場 江差町字姥神町 一般財団法人開陽丸青少年センター 0139-52-5522

江差-10 旧江差南高等学校グラウンド 江差町字豊川町 あすなろ学園 0139-52-5577

江差-11

江差-12 高等看護学校グラウンド 江差町字伏木戸町 道立江差病院　院長 0139-52-0036

江差-13 柳崎児童館横空地 江差町字柳崎 江差町環境住宅課 0139-52-6715

江差-14 旧えさし荘跡地 江差町字水堀町67 社会福祉法人恵愛会 0139-53-6336 南東側高圧線要注意

檜山広域行政組合消防本部　江差消防署管轄

NO 名　    　　　　称 電話番号 備考所在地 管理者
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平成２７年１２月１日現在

上ノ国-1 湯ノ岱小学校グラウンド 上ノ国町字湯ノ岱243-4 上ノ国町総務課 0139-55-2311

上ノ国-2 河北小学校グラウンド 上ノ国町字中須田920-6 上ノ国町総務課 0139-55-2311

上ノ国-3 上ノ国高等学校グラウンド 上ノ国町字大留351 上ノ国町総務課 0139-55-2311

上ノ国-4 上ノ国中学校グラウンド 上ノ国町字勝山39 上ノ国町総務課 0139-55-2311

上ノ国-5 上ノ国小学校グラウンド 上ノ国町字大留70 上ノ国町総務課 0139-55-2311

上ノ国-6 上ノ国町民球技場 上ノ国町字大留45-1 上ノ国町総務課 0139-55-2311

上ノ国-7 滝沢小学校グラウンド 上ノ国町字木の子192 上ノ国町総務課 0139-55-2311

上ノ国-8 早川小学校グラウンド 上ノ国町字石崎265 上ノ国町総務課 0139-55-2311

上ノ国-9 大崎漁港 上ノ国町字大崎 檜山振興局水産課 0139-52-6552

上ノ国-10 上ノ国漁港 上ノ国町字上ノ国 檜山振興局水産課 0139-52-6552

上ノ国-11 ハンノキ地区緑地公園 上ノ国町字新村375 上ノ国町施設課 0139-55-2311

上ノ国-12 小砂子漁港 上ノ国町字小砂子 檜山振興局産業振興部水産課 0139-52-6552

上ノ国-13 もんじゅ駐車場 上ノ国町字原歌２９ 上ノ国町施設課 0139-55-2311

上ノ国-14 旧中須田ゲートボール場 上ノ国町字中須田３７３－１  金子忠春 0139-55-2626

上ノ国-15 旧湯ノ岱プール裏 上ノ国町字湯ノ岱177-1 上ノ国町施設課 0139-55-2311

上ノ国-16 旧湯ノ岱小学校 上ノ国町字湯ノ岱243 上ノ国町施設課 0139-55-2311

NO 名　    　　　　称 電話番号

檜山広域行政組合消防本部　上ノ国消防署管轄

備考所在地 管理者
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平成２７年１２月１日現在

今金-1 今金小学校前町有地 今金町字今金112-2 今金町総務財政課 0137-82-0111

今金-2 後志利別川河川敷 今金町字今金296-2 函館開発建設部今金河川事務所 0137-82-0041

今金-3 防災緊急ヘリ給油施設 今金町字神丘864-1 今金町まちづくり推進課 0137-82-0111

今金-4 旧八束小学校グラウンド 今金町字田代531 今金町まちづくり推進課 0137-82-0111

今金-5 旧金原小学校グラウンド 今金町字金原80 今金町総務財政課 0137-82-0111

今金-6 種川小学校グラウンド 今金町字種川369 今金町教育委員会 0137-82-3488

今金-7 旧中里小学校グラウンド 今金町字中里27－1 今金町まちづくり推進課 0137-82-0111

今金-8 旧花石小学校グラウンド 今金町字花石9-1 今金町まちづくり推進課 0137-82-0111

今金-9 美利河ダムヘリポート 今金町字美利河 函館開発建設部今金河川事務所 0137-82-0041

檜山広域行政組合消防本部　今金消防署管轄

NO 名　    　　　　称 備考所在地 管理者 電話番号
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平成２７年１２月１日現在

厚沢部-1 厚沢部中学校グラウンド 厚沢部町新町250 厚沢部町教育委員会 0139-64-3318

厚沢部-2 厚沢部多目的運動広場 厚沢部町緑町34 厚沢部町教育委員会 0139-64-3318

厚沢部-3 ひまわりの丘公園駐車場 厚沢部町赤沼町377－1 厚沢部町建設水道課 0139-64-3315

厚沢部-4 館小学校グラウンド 厚沢部町館町182-5 厚沢部町教育委員会 0139-64-3318

厚沢部-5 館小学校前駐車場 厚沢部町館町182-5 厚沢部町教育委員会 0139-64-3318

厚沢部-6 鶉小学校グラウンド 厚沢部町鶉町212.-3 厚沢部町教育委員会 0139-64-3318

NO 名　    　　　　称 電話番号

檜山広域行政組合消防本部　厚沢部消防署管轄

備考所在地 管理者
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平成２７年１２月１日現在

乙部-1 乙部町民グラウンド 乙部町字館浦4-1 乙部町教育委員会 0139-62-2253

乙部-2 元和台海浜公園大駐車場 乙部町字元和103-2 乙部町建設課 0139-62-2311

乙部-3 旧乙部ヘリポート 乙部町字姫川60 乙部町建設課 0139-62-2311

乙部-4 旧姫川小学校グラウンド 乙部町字姫川 乙部町教育委員会 0139-62-2253

乙部-5 明和地区町民グラウンド 乙部町字花磯734 乙部町教育委員会 0139-62-2253

乙部-6 栄浜小学校グラウンド 乙部町字栄浜347 乙部町教育委員会 0139-62-2253

乙部-7 旧富岡小学校グラウンド 乙部町字富岡 乙部町建設課 0139-62-2311

檜山広域行政組合消防本部　乙部消防署管轄

電話番号 備考所在地 管理者NO 名　    　　　　称
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平成２７年１２月１日現在

奥尻-1 奥尻空港エプロン（RJEO) 奥尻町字米岡185-2 奥尻空港管理事務所 01397-3-2153

奥尻-2 青苗中学校グラウンド 奥尻町字青苗378番地 奥尻町教育員会 01397-2-3890

奥尻-3 奥尻中学校グラウンド 奥尻町字奥尻40番地 奥尻町教育員会 01397-2-3890

奥尻-4 奥尻小学校グラウンド 奥尻町字宮津40番地 奥尻町教育員会 01397-2-3890

奥尻-5 賽の河原公園グラウンド 奥尻町字稲穂 奥尻町地域政策課 01397-2-3404

奥尻-6 奥尻ファミリーパーク 奥尻町字赤石400番地 奥尻町水産農林課 01397-2-3411

檜山広域行政組合消防本部　奥尻消防署管轄

備考所在地NO 名　    　　　　称 管理者 電話番号
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平成２７年１２月１日現在

せたな-1
北檜山下水処理場横
ヘリポート

せたな町北桧山区無番地 函館開発建設部今金河川事務所 0137-82-0041

せたな-２ 北檜山中学校グラウンド せたな町北檜山区豊岡233-1 せたな町教育委員会 0137-84-5111

せたな-3 北檜山小学校グラウンド せたな町北檜山区豊岡200-1 せたな町教育委員会 0137-84-5111

せたな-4 檜山北高等学校グラウンド せたな町北檜山区丹羽360-1 檜山北高校 0137-84-5331

せたな-5 旧若松中学校グラウンド せたな町北檜山区若松461 せたな町教育委員会 0137-84-5111

せたな-6 瀬棚港緊急離発着場 せたな町瀬棚区本町1003 せたな町瀬棚総合支所 0137-87-3311

せたな-7 瀬棚中学校グラウンド せたな町瀬棚区共和404-1 せたな町教育委員会 0137-84-5111

せたな-8 旧島歌小学校グラウンド せたな町瀬棚区島歌193 せたな町瀬棚総合支所 0137-87-3311

せたな-9 須築漁港海産干場 せたな町瀬棚区北島歌 檜山振興局水産課 0139-52-6500

せたな-10 旧久遠小学校グラウンド せたな町大成区都219 せたな町大成総合支所 0137-84-5511

せたな-11 旧平田内小学校グラウンド せたな町大成区平浜383 せたな町大成総合支所 0137-84-5511

せたな-12 旧長磯小学校グラウンド せたな町大成区長磯455 せたな町大成総合支所 0137-84-5511

せたな-13 瀬棚防災ステーション せたな町瀬棚区南川176-2 函館開発建設部八雲道路事務所 0137-42-7608

檜山広域行政組合消防本部　せたな消防署管轄

備考所在地 管理者 電話番号NO 名　    　　　　称
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平成２７年１２月１日現在

福島－１ 吉岡小学校グラウンド 福島町字吉岡204 吉岡小学校 0139-48-5009

福島－２ 海峡横綱ビーチ駐車場 福島町字月崎23－1 福島町役場　水産商工課　水産グループ 0139-47-3004

福島－３ 福島町新緑公園グラウンド 福島町字三岳19－1 福島町役場　建設課　建設グループ 0139-47-3675

福島－４ 青函トンネル記念館駐車場 福島町字三岳32－1 福島町役場　水産商工課　商工グループ 0139-47-3004

福島－５ 旧千軒小学校グラウンド 福島町字千軒284 福島町役場　総務課　総務グループ 0139-47-300１

渡島西部広域事務組合消防本部　福島消防署管轄

備考所在地 管理者 電話番号NO 名　    　　　　称
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平成２７年１２月１日現在

松前－１ 松前町交流の里づくり館グラウンド 松前町字原口413 松前町教育委員会 0139-42-3060

松前－２ 大島中学校グラウンド 松前町字大津5 松前町教育委員会 0139-42-3060

松前－３ 小島小学校グラウンド 松前町字赤神403 松前町教育委員会 0139-42-3060

松前－４ 松前藩屋敷駐車場 松前町字西館68 松前町役場 0139-42-2275

松前－５ 大沢町民グラウンド 松前町字荒谷495 松前町教育委員会 0139-42-3060

松前－６ 海上自衛隊ヘリポート 松前町字建石226－2 海上自衛隊松前警備所 0139-42-2336

松前－７ 旧白神小学校グラウンド 松前町字白神928 松前町教育委員会 0139-42-3060

渡島西部広域事務組合消防本部　松前消防署管轄

備考NO 名　    　　　　称 所在地 管理者 電話番号
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平成２７年１２月１日現在

知内－１ 第2知内町民グラウンド 知内町字森越103－50 知内町教育委員会 01392-5-6855

知内－２ 湯の里小学校緑地公園 知内町字湯の里156 知内町教育委員会 01392-5-6855

知内－３ 知内町ファミリースポーツ広場 知内町字重内21 知内町長 01392-5-6161

知内－４ 知内町役場駐車場 知内町字重内21－1 知内町長 01392-5-6161

知内－５ 知内中学校駐車場 知内町字重内22-1 知内町教育委員会 01392-5-6855

知内－６ 知内町涌元小学校グラウンド 知内町字涌元247 知内町教育委員会 01392-5-6855

知内－７ 上磯郡漁業共同組合荷揚場 知内町字涌元34番地1先 上磯郡漁業共同組合代表理事組合長 01392-5-5204

渡島西部広域事務組合消防本部　知内消防署管轄

備考NO 名　    　　　　称 所在地 管理者 電話番号
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平成２７年１２月１日現在

木古内－１

木古内－２ 更木岬駐車場 木古内町字亀川 建設水道課 01392-2-3131

木古内－３ 旧泉沢小学校グラウンド 木古内町字泉沢 建設水道課 01392-2-3131

木古内－４ 太平ふれあい公園 木古内町字大平 建設水道課 01392-2-3131

木古内－５ クリーンセンター横空地 木古内町字新道 建設水道課 01392-2-3131

木古内－６ パークゴルフ場駐車場 木古内町字木古内 教育委員会教育長 0132-22-2224

木古内－７ 山村広場 木古内町字木古内 教育委員会教育長 0132-22-2224

渡島西部広域事務組合消防本部　木古内消防署管轄

NO 名　    　　　　称 備考所在地 管理者 電話番号
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