
令和２年７月１日現在

NO 名　    　　　　称 所　在　地

函館－１ 北昭和小学校グラウンド 昭和4丁目38番1号

函館－２ 昭和小学校グラウンド 昭和1丁目5番5号

函館－３ 赤川中学校グラウンド 赤川町125番地

函館－４ 中央小学校グラウンド 美原2丁目28番1号

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

函館－６ 亀田中学校グラウンド 美原3丁目30番3号

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

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

函館－９ 八幡小学校グラウンド 八幡町15番30号

函館－１０ 万年橋小学校グラウンド 吉川町6番22号

函館－１１ 港小学校グラウンド 港町1丁目22番1号

函館－１２ 亀田小学校グラウンド 富岡町1丁目18番1号

函館－１３

函館－１４ 港中学校グラウンド 港町2丁目10番1号

函館－１５ 五稜郭中学校グラウンド 富岡町1丁目18番2号

函館－１６ 北海道大学水産学部グラウンド 亀田港町57番

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

函館－１８ 北海道教育大学函館校球技場 白鳥町4番

函館－１９ 昭和公園 昭和町20番6号

函館－２０ 港町ふ頭 港町2丁目14番

函館－２１ もと西中学校グラウンド 弥生町11番16号

函館－２２ 青柳中学校グラウンド 青柳町10番7号

函館－２３ 北海道函館西高等学校グラウンド 元町7番17号

函館－２４

函館－２５ 西ふ頭 弁天町31番

函館－２６ 緑の島 大町15番地

函館－２７ あさひ小学校グラウンド 大森町6番11号

【函館市消防本部管轄】

道南ドクターヘリ　ランデブーポイント一覧



函館－２８ 中部小学校グラウンド 新川町30番26号

函館－２９ 北星小学校グラウンド 大縄町24番26号

函館－３０ 大森公園 大森町33番

函館－３１ 新川公園野球場 上新川町18番

函館－３２ 桔梗中学校グラウンド 桔梗町429番地4

函館－３３ 公立はこだて未来大学 亀田中野町116番地2

函館－３４ 石川公園 石川町5番65号

函館－３５ 北海道立函館高等技術専門学院 桔梗町435番地

函館－３６ 西桔梗公園 西桔梗587番地2

函館－３７ 中の沢小学校グラウンド 桔梗5丁目25番5号

函館－３８ 北美原小学校グラウンド 北美原1丁目9番16号

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

函館－４０ 函館大学グラウンド 高丘町51番1号

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

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

函館－４３ 高丘小学校グラウンド 高丘町3番2号

函館－４４ 上湯川小学校グラウンド 上湯川町295番地

函館－４５ 湯川中学校グラウンド 湯川町2丁目41番1号

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

函館－４７ 湯川小学校グラウンド 湯川町3丁目42番1号

函館－４８ 旭岡小学校グラウンド 西旭岡町1丁目33番1号

函館－４９ 根崎公園ラグビー場 湯川町3丁目6番

函館－５０ 根崎公園野球場 高松町29番

函館－５１ 鱒川小中学校グラウンド 鱒川町91番地

函館－５２ 東小学校グラウウンド 銭亀町339番地

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－５５ 見晴公園グラウンド 見晴町56番地

函館－５６ 函館空港 高松町511番

函館－５７ 旭岡中学校グラウンド 西旭岡町3丁目5番

函館－５８ 市立函館高等学校 柳町11番5号



函館－５９ 函館大妻高等学校グラウンド 柳町14番23号

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

函館－６１

函館－６２

函館－６３

函館－６４ 千代田小学校グラウンド 梁川町23番4号

函館－６５ 中島小学校グラウンド 中島町30番5号

函館－６６ 金堀小学校グラウンド 金堀町3番1号

函館－６７ 駒場小学校グラウンド 駒場町1番6号

函館－６８ 柏野小学校グラウンド 松陰町5番10号

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－７０ 陸上自衛隊函館駐屯地ヘリポートＢ 広野町6番18号

函館－７１ 千代台公園陸上競技場 千代台町22番24号

函館－７２ 北海道南茅部高等学校グラウンド 川汲町1560番地

函館－７３ 臼尻中学校グラウンド 豊崎町205番地

函館－７４ 尾札部中学校グラウンド 尾札部町2023番地

函館－７５ 磨光小学校グラウンド 尾札部町1609番地1

函館－７６ 南茅部運動広場 川汲町1657番地

函館－７７ 本通小学校グラウンド 本通1丁目47番2号

函館－７８ 本通中学校グラウンド 本通2丁目56番7号

函館－７９ 鮫川遊水池A 本通4丁目24番地

函館－８０ 神山小学校グラウンド 神山町233番地1

函館－８１ 鍛神小学校グラウンド 鍛治2丁目46番4号

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

函館－８３ 深堀中学校グラウンド 深堀町28番1号

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

函館－８５ 石崎小学校グラウンド 石崎町438番地

函館－８６ 銭亀沢中学校グラウンド 豊原町140番地30

函館－８７ 戸井西小学校グラウンド 小安町548番地1

函館－８８ 潮光中学校グラウンド 釜谷町227番地

函館－８９ 日新中学校グラウンド 泊町126番地



函館－９０ 恵山中学校グラウンド 柏野町9番地

函館－９１ 恵山運動広場 川上町506番地

函館－９２ えさん小学校グラウンド 中浜町79番地

函館－９３ 旧恵山高校グラウンド 高岱町33番地

函館－９４ 椴法華中学校グラウンド 新浜町151番地1

函館－９５ 椴法華小学校グラウンド 新八幡町86番地1

函館－９６ 市立函館恵山病院 日ノ浜町15番地10

函館－９７ 川汲霊園駐車場 川汲町1369番地

函館－９８ 株式会社カネサン岡田土建 陣川町33番地

函館－９９ 西桔梗西緑地 西桔梗町589番地65

函館－１００ 白百合学園中学高等学校 山の手2丁目6番3号

函館－１０１ 川汲除雪ステーション 川汲町1610番地

函館－１０２ 矢別ダムバス停駐車場 紅葉山町23番地



NO 名　    　　　　称 所　在　地

長万部－１ ふれあい公園 長万部町字長万部3-20

長万部－２ 旧国縫小学校グランド 長万部町字国縫37-1

長万部－３ 旧中の沢小学校グランド 長万部町字中ノ沢13-2

長万部－４ 旧双葉小学校グランド 長万部町字双葉86

長万部－５ 静狩小学校グランド 長万部町字静狩166

長万部－６ 長万部中学校グランド 長万部町字栄原138

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－８ 長万部除雪ステーション 長万部町字花岡69-1

【長万部町消防本部管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

森－１ 森町リサイクルプラザ 森町字砂原東4丁目2－39

森－２ 白旗神社前広場 森町字砂原東3丁目

森－３ 砂原漁港東広場 森町字砂原4丁目31－1

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－５ さわら小学校グラウンド 森町字砂原1丁目41－1

森－６ 森町総合運動公園 森町字砂原1丁目

森－７ 尾白内小学校グラウンド 森町字尾白内町948

森－８ 尾白内運動広場グラウンド 森町字尾白内町929－1

森－９

森－１０ 駒ヶ岳小学校グラウンド 森町字駒ヶ岳453

森－１１ 石倉小学校グラウンド 森町字石倉町283

森－１２ 濁川小学校グラウンド 森町字濁川201

森－１３ 蛯谷漁港 森町字蛯谷町

森－１４ 鷲ノ木漁港 森町字鷲ノ木町

森－１５ 鷲ノ木小学校グラウンド 森町字鳥崎町195

森－１６ 森町民野球場 森町字上台町326－1

森－１７ 森町立森中学校 森町字上台町326－1

森－１８ 北海道森高等学校グラウンド 森町字上台町326－48

森－１９

森－２０ 森小学校グラウンド 森町字清澄町27－1

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

森－２２ 青葉ヶ丘公園グラウンド 森町字清澄町21－1

森－２３ 森町役場 森町字御幸町144－1

森－２４ グリーンピア大沼西側広場 森町字赤井川229

森－２５

森－２６ 旧赤井川小学校 森町字赤井川117

森－２７ 森町消防本部横 森町字森川町280-4（内）

【森町消防本部管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

八雲－１ 八雲町消防本部 八雲町内浦町191－1

八雲－２ 航空自衛隊八雲分屯地 八雲町緑町34

八雲－３ 八雲スポーツ公園グラウンド 八雲町大新

八雲－４ 山崎小学校グラウンド 八雲町山崎375

八雲－５ 八雲道路事務所 八雲町東雲町23番地

八雲－６ 山越小学校グラウンド 八雲町山越474－2

八雲－７ 野田生小学校グラウンド 八雲町野田生457－2

八雲－８ 野田生中学校グラウンド 八雲町野田生150－1

八雲－９ 東野小学校グラウンド 八雲町東野471

八雲－１０ 落部小学校グラウンド 八雲町落部313

八雲－１１

八雲－１２ 函館健管八雲出張所 八雲町立岩83－1

八雲－１３

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－１５ 熊石第一中学校グラウンド 八雲町熊石雲石町492

八雲－１６ 雲石小学校グラウンド 八雲町熊石雲石町744

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－１８ 泊川学校グラウンド 八雲町熊石泊川町236－1

八雲－１９ 相沼小学校グラウンド 八雲町熊石相沼町350

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－２１ 熊石防災ステーション 八雲町熊石鮎川町

【八雲町消防本部管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

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

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－３ 久根別小学校グラウンド 北斗市東浜1丁目11番1号

北斗－４ 一本木河川公園 北斗市一本木33番地の1

北斗－５ 島川小学校グラウンド 北斗市一本木77番地の1

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－７ 上磯小学校グラウンド 北斗市中野通200番地

北斗－８ 上磯中学校グラウンド 北斗市中野通320番地の4

北斗－９

北斗－１０ 戸切地陣屋駐車場 北斗市野崎

北斗－１１ 上磯ダム公園多目的広場 北斗市戸切地21番

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

北斗－１３ 市渡小学校グラウンド 北斗市市渡242番地

北斗－１４ 本郷多目的運動公園 北斗市本郷195番地

北斗－１５ 大野中学校グラウンド 北斗市本町554番地の1

北斗－１６ 清水川第二緑地 北斗市清水川142番地

北斗－１７ 萩野小学校グラウンド 北斗市開発393番地の9

北斗－１８ 大野川河川防災ステーション 北斗市中野通

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

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－２１ 浜分小学校グラウンド 北斗市追分1丁目11番31号

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

北斗－２３

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

北斗－２５ 石別中学校グラウンド 北斗市三ツ石270番地

北斗－２６ トラピスト修道院牧草地 北斗市三ツ石392番地

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

北斗－２８

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

【南渡島消防事務組合　北斗消防署管轄】



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－３１ 開発調整池 北斗市開発209番地19号

北斗－３２ 北斗消防署・北分署 北斗市本町４９４番地

北斗－３３ 七重浜海浜公園駐車場 北斗市七重浜１丁目



NO 名　    　　　　称 所　在　地

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－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

七飯－３ 七飯町立大中山小学校グラウンド 七飯町大中山2丁目1番5号

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

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－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

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

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

七飯－９ 北海道立大沼学園 七飯町字西大沼8番地

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

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

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

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

七飯－１５ 七飯消防署訓練場 七飯町桜町2丁目3番1号

七飯－１６ （株）鈴木商会　函館七飯スノーパーク 七飯町字東大沼666番地

七飯－１７ 七飯消防署　大沼分遣所横 七飯町字大沼町780番地1

【南渡島消防事務組合　七飯消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

鹿部－１ 鹿部小学校グラウンド 茅部郡鹿部町字宮浜314-1

鹿部ー２ 鹿部中学校グラウンド 茅部郡鹿部町字宮浜281

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－４ 北海道漁業研修所グラウンド 茅部郡鹿部町字本別540

鹿部－５ 鹿部飛行場 茅部郡鹿部町字本別450-1

【南渡島消防事務組合　鹿部消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

福島－１ 吉岡小学校グラウンド 福島町字吉岡204

福島－２ 海峡横綱ビーチ駐車場 福島町字月崎23－1

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－４ 青函トンネル記念館駐車場 福島町字三岳32－1

福島－５ 旧千軒小学校グラウンド 福島町字千軒284

【渡島西部広域事務組合消防本部　福島消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

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－２ 旧大島中学校駐車場 松前町字大津5

松前－３ 小島小学校グラウンド 松前町字赤神403

松前－４ 松前藩屋敷駐車場 松前町字西館68

松前－５ 大沢町民グラウンド 松前町字荒谷495

松前－６ 海上自衛隊ヘリポート 松前町字建石226－2

松前－７ 旧白神小学校グラウンド 松前町字白神928

松前－８ 松前消防署横離発着場 松前町字建石216－176

【渡島西部広域事務組合消防本部　松前消防署】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

知内－１ 第2知内町民グラウンド 知内町字森越103－50

知内－２ 湯の里小学校緑地公園 知内町字湯の里156

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－４ 知内町役場駐車場 知内町字重内21－1

知内－５ 知内中学校駐車場 知内町字重内22-1

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－７ 上磯郡漁業協同組合荷揚場 知内町字涌元34番地1先

知内－８ 知内発電所　荷揚桟橋 知内町字元町28番地9先

【渡島西部広域事務組合消防本部　知内消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

木古内－１ 木古内消防署　訓練場 木古内町字大平27－11

木古内－２ 更木岬駐車場 木古内町字亀川55-2

木古内－３ 旧泉沢小学校グラウンド 木古内町字泉沢170-2

木古内－４ 大平ふれあい公園 木古内町字大平60-7

木古内－５ クリーンセンター横空地 木古内町字新道42-26

木古内－６ パークゴルフ場駐車場 木古内町字木古内307-1

木古内－７ 山村広場 木古内町字木古内155-45

木古内－８ 旧釜谷小学校グラウンド 木古内町字釜谷202

木古内－９ 鶴岡農村公園 木古内町字鶴岡

【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 所　在　地

江差－１ 江差町運動公園 江差町字砂川225

江差－２ 南ヶ丘小学校グラウンド 江差町字南浜町370

江差－３ 松の岱グラウンド 江差町字本町

江差－４ 江差港南埠頭 江差町字姥神町

江差－５ 江差港北埠頭 江差町字中歌町

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－７ 旧朝日小中学校グラウンド 江差町字朝日町

江差－８ まなびっくグラウンド 江差町字南ヶ丘7-172

江差－９ 江差港マリーナ駐車場 江差町字姥神町

江差－１０ 旧江差南高等学校グラウンド 江差町字豊川町

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

江差－１３ 柳崎児童館横空地 江差町字柳崎

江差－１４ 旧えさし荘跡地 江差町字水堀町67

【檜山広域行政組合消防本部　江差消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

上ノ国ー１ 湯ノ岱小学校グラウンド 上ノ国町字湯ノ岱243-4

上ノ国ー２ 河北小学校グラウンド 上ノ国町字中須田920-6

上ノ国ー３ 上ノ国高等学校グラウンド 上ノ国町字大留351

上ノ国ー４ 上ノ国中学校グラウンド 上ノ国町字勝山39

上ノ国ー５ 上ノ国小学校グラウンド 上ノ国町字大留70

上ノ国ー６ 上ノ国町民球技場 上ノ国町字大留45-1

上ノ国ー７ 滝沢小学校グラウンド 上ノ国町字木の子192

上ノ国ー８ 早川小学校グラウンド 上ノ国町字石崎265

上ノ国ー９ 大崎漁港 上ノ国町字大崎

上ノ国ー１０ 上ノ国漁港 上ノ国町字上ノ国

上ノ国ー１１ ハンノキ地区緑地公園 上ノ国町字新村375

上ノ国ー１２ 小砂子漁港 上ノ国町字小砂子

上ノ国ー１３ もんじゅ駐車場 上ノ国町字原歌２９

上ノ国ー１６ 旧湯ノ岱小学校 上ノ国町字湯ノ岱243

上ノ国ー１７ 上ノ国町スポーツセンター 上ノ国町字大留１００番地

【檜山広域行政組合消防本部　上ノ国消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

今金－１ 今金小学校前町有地 今金町字今金112-2

今金－２ 後志利別川河川敷 今金町字今金296-2

今金－３ 防災緊急ヘリ給油施設 今金町字神丘864-1

今金－４ 旧八束小学校グラウンド 今金町字田代531

今金－５ 旧金原小学校グラウンド 今金町字金原80

今金－６ 種川小学校グラウンド 今金町字種川369

今金－７ 旧中里小学校グラウンド 今金町字中里27－1

今金－８ 旧花石小学校グラウンド 今金町字花石9-1

今金－９ 美利河ダムヘリポート 今金町字美利河

今金－１０ 今金除雪ステーション 今金町今金593-1

【檜山広域行政組合消防本部　今金消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

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－２ 厚沢部多目的運動広場 厚沢部町緑町34

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－４ 館小学校グラウンド 厚沢部町館町182-5

厚沢部－５ 館小学校前駐車場 厚沢部町館町182-5

厚沢部－６ 鶉小学校グラウンド 厚沢部町鶉町212-3

厚沢部－７ 木間内除雪ステーション 厚沢部町字木間内11－3

【檜山広域行政組合消防本部　厚沢部消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

乙部－１ 乙部町民グラウンド 乙部町字館浦4-1

乙部－２ 元和台海浜公園大駐車場 乙部町字元和103-2

乙部－３ 旧乙部ヘリポート 乙部町字姫川60

乙部－４ 旧姫川小学校グラウンド 乙部町字姫川

乙部－５ 明和地区町民グラウンド 乙部町字花磯734

乙部－６ 栄浜小学校グラウンド 乙部町字栄浜347

乙部－７ 旧富岡小学校グラウンド 乙部町字富岡

【檜山広域行政組合消防本部　乙部消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

奥尻－１ 奥尻空港エプロン（RJEO） 奥尻町字米岡185-2

奥尻－２ 青苗中学校グラウンド 奥尻町字青苗378番地

奥尻－３

奥尻－４ 奥尻小学校グラウンド 奥尻町字宮津40番地

奥尻－５ 賽の河原公園グラウンド 奥尻町字稲穂

奥尻－６ 奥尻ファミリーパーク 奥尻町字赤石400番地

奥尻－７ うにまる公園 奥尻町字赤石

【檜山広域行政組合消防本部　奥尻消防署管轄】



NO 名　    　　　　称 所　在　地

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

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－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－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

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－６ 瀬棚港緊急離発着場 せたな町瀬棚区本町1003

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－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－９ 須築漁港海産干場 せたな町瀬棚区北島歌

せたな－１０ 大成ヘリポート せたな町大成区都219

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－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－１３ 瀬棚防災ステーション せたな町瀬棚区南川176-2

せたな－１４ せたな消防署ヘリポート せたな町北檜山区豊岡246

せたな－１５ 二俣除雪ステーション せたな町二俣198

【檜山広域行政組合消防本部　せたな消防署管轄】
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