
１２．「雪と汗のひとかき運動」計画箇所表

朝日町 平柳 あいの風とやま鉄道泊駅
朝日町 沼保 さみさと小学校、泊高校
入善町 入膳 入善小学校、入善高校、あいの風とやま鉄道入善駅
入善町 入膳 入善小学校、入善高校
入善町 入膳 あいの風とやま鉄道入善駅
入善町 青木 上青小学校
入善町 新屋 黒東小学校、こあら保育所、JAみな穂、公民館
入善町 入膳 入善高校前バス停
黒部市 三日市 桜井小学校、桜井高校、黒部市役所、三日市保育所
黒部市 牧野 桜井小学校
黒部市 天神新 あいの風とやま鉄道黒部駅 11
魚津市 文化町 西部中学校、電鉄魚津駅
魚津市 友道 西部中学校、電鉄魚津駅
魚津市 本江 よつば小学校
魚津市 本江新町 よつば小学校
魚津市 吉島西 よつば小学校
魚津市 吉島 魚津東部中学校、魚津高校
魚津市 上村木 新川高校、魚津駅
魚津市 住吉 星の杜小学校
滑川市 下梅沢 滑川西部小学校、地鉄西加積駅
滑川市 下島 滑川中学校
滑川市 上島 滑川西部小学校、滑川西部中学校
滑川市 柳原 早月中学校、北加積小学校
滑川市 四ッ屋 滑川東部小学校 13
富山市 水橋伊勢屋 あいの風とやま鉄道水橋駅
富山市 水橋上桜木 水橋東部小学校
富山市 水橋上条新町 上条小学校
富山市 水橋石割 三成中学校、上条小学校、地区センター、上条保育所
上市町 三日市 三日市商店街
上市町 三日市 富山地鉄上市駅、上市高校
上市町 法音寺 上市中央小学校、上市町役場、ショッピングセンター
舟橋村 竹内 舟橋小学校、中学校、富山地鉄越中舟橋駅
舟橋村 東芦原 立山北部中学校
立山町 二ツ塚 立山北部小学校
立山町 前沢 立山中央小学校、富山地鉄五百石駅、立山町役場
立山町 宮路 立山小学校、富山地鉄岩峅寺駅 12
富山市 神通町 芝園小学校
富山市 神通本町 芝園小学校、芝園中学校
富山市 宝町 芝園小学校、芝園中学校、ＪＲ富山駅
富山市 舟橋北町 芝園小学校、芝園中学校
富山市 桜町 ＪＲ富山駅
富山市 桜橋通り ＪＲ富山駅
富山市 西町 市電西町電停
富山市 石金 東部小学校、東部児童館
富山市 西長江 東部小学校、東部中学校、県立中央病院
富山市 窪本町 奥田中学校
富山市 大泉東町 地鉄大泉駅
富山市 中川原 山室小学校
富山市 山室 山室中学校
富山市 秋ヶ島 新保小学校、富山空港
富山市 千原崎 萩浦小学校
富山市 五福 西部中学校、富山大学
富山市 堀川小泉町 堀川小学校、市電堀川小泉電停
富山市 奥田双葉町 奥田小学校
富山市 中島３丁目 奥田北小学校、ライトレール粟島駅
富山市 中市 富山市立図書館山室分館
富山市 西大泉 堀川保育所、市電小泉町電停
富山市 小泉町 市電小泉町電停
富山市 花園町４丁目 西田地方小学校、富山地方裁判所
富山市 新根塚町１丁目 西田地方小学校
富山市 上本町 市電上本町電停
富山市 大手町 富山国際会議場、富山市民プラザ、城址公園前バス停
富山市 丸の内３丁目 城址公園、丸の内バス停
富山市 丸の内２丁目 城址公園
富山市 諏訪川原 富山総合庁舎、市電諏訪川原電停
富山市 安野屋町 富山総合庁舎、市電安野屋電停
富山市 海岸通(1) 大広田小学校
富山市 海岸通(2) 大広田小学校
富山市 海岸通(3) 大広田小学校
富山市 上滝 上滝小学校
富山市 婦中町速星 速星小学校、ＪＲ速星駅
富山市 婦中町砂子田 速星小学校、婦中ふれあい館、婦中体育館
富山市 黒瀬北町 光陽小学校
富山市 婦中町中名 婦中熊野保育所、熊野バス停
富山市 西長江バス停 東部小学校、県立中央病院
富山市 新保 新保小学校、新保文化会館
富山市 婦中町下轡田 鵜坂小学校
富山市 悪王寺 熊野小学校
富山市 塩 大久保小学校
富山市 高田 神明小学校
富山市 羽根 神明小学校
富山市 藤木 藤ノ木小学校
富山市 開 藤ノ木小学校 47
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１２．「雪と汗のひとかき運動」計画箇所表
最寄の学校、公共施設等 土木設置箇所

土木センター及び
土木事務所

市町村名 地先名

高岡市 伏木一宮 伏木小学校、伏木中学校、万葉歴史館
高岡市 能町 能町小学校
高岡市 戸出 戸出西部小学校
高岡市 常国 中田小学校
高岡市 江尻 万葉線旭ケ丘電停
高岡市 広小路 高岡市役所
高岡市 野村 野村小学校
高岡市 中川 高岡高校、高岡工芸高校、中川バス停、古城公園、文化ホール、美術館

高岡市（福岡町） 上蓑 福岡高校
高岡市 下関町 あいの風鉄道高岡駅
高岡市 駅南 下関小学校、芳野中学校、高岡総合庁舎
高岡市 昭和町 西条小学校、高岡西高校
高岡市 油屋 戸出西部小学校
高岡市 戸出竹 戸出西部小学校

高岡市（福岡町） 大滝 高岡市福岡庁舎
高岡市（福岡町） 土屋 高岡市福岡庁舎、図書館、福岡西部保育園、幼稚園

高岡市 立野美鳥町 千鳥丘小学校
高岡市 北島 横田小学校
射水市 立町 万葉線中新湊電停
射水市 堀岡古明神 堀岡小学校、射北中学校
射水市 本町 射水市新湊庁舎、庁舎前バス停
射水市 大門 大門小学校、大門総合会館
射水市 小島 大島小学校
射水市 三ケ あいの風鉄道小杉駅 24
氷見市 飯久保 湖南小学校、十三中学校、郵便局
氷見市 丸の内 いきいき元気館、郵便局
氷見市 中央町 郵便局
氷見市 鞍川 市役所、市民病院
氷見市 比美町 カラクリ時計（中の橋）
氷見市 伊勢大町 氷見駅
氷見市 窪 窪小学校 7

小矢部市 後谷（地下道口） 石動小学校、石動中学校
小矢部市 石動町西 石動小学校、石動中学校、石動高校、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 石動町（駅前交差点） 石動小学校、石動中学校、石動高校、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 石動町（商店街） 石動小学校、石動中学校、石動高校、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 本町 石動小学校、石動中学校、小矢部市役所、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 泉町 石動小学校、石動中学校、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 中央町（商工会前） 石動中学校、石動幼稚園、市民図書館、市民体育館
小矢部市 綾子 石動小学校、石動中学校、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 野端 石動小学校、石動中学校、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 埴生（北） 石動小学校、石動中学校、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 埴生（第二千歩島線） 石動小学校、石動中学校、あいの風鉄道石動駅
小矢部市 西福町（大橋西詰） 東部小学校、石動中学校
小矢部市 東福町 東部小学校、石動中学校
小矢部市 西中野（小学校前） 東部小学校、石動中学校
小矢部市 桜町（桜町交差点） 東部小学校、石動中学校
小矢部市 桜町（葬祭場横） 東部小学校、石動中学校
小矢部市 新西（小学校前） 津沢小学校、津沢中学校
小矢部市 新西（清沢交差点） 津沢小学校、津沢中学校
小矢部市 新西（津沢交差点） 津沢小学校、津沢中学校
小矢部市 新西（新西交差点） 津沢小学校、津沢中学校
小矢部市 水牧 大谷小学校、大谷中学校
小矢部市 平桜（小学校口） 蟹谷小学校、蟹谷中学校
小矢部市 茄子島 大谷小学校、大谷中学校
小矢部市 鷲島 大谷小学校、大谷中学校
小矢部市 赤倉 大谷小学校、大谷中学校 25
砺波市 広上町 砺波労働基準監督署、簡易裁判所、出町小学校
砺波市 表町 出町保育園、出町幼稚園、砺波駅
砺波市 苗加 砺波南部小学校、苗加郵便局前バス停
砺波市 苗加 砺波南部小学校、郵便局
砺波市 千保 砺波東部小学校
砺波市 苗加 砺波南部小学校、法務局砺波支局
砺波市 三島町 出町小学校、出町中学校、砺波駅、砺波郵便局
砺波市 新富町 税務署、簡易裁判所
砺波市 太郎丸 砺波高校、砺波高校口バス停

砺波市（庄川町） 青島 庄川中学校、砺波市庄川支所、支所前バス停、郵便局
南砺市（福野町） 苗島 南砺市役所、福野体育館、市役所前バス乗り場、郵便局
南砺市（福野町） やかた 福野小学校、第二保育所、ヘリオス
南砺市（福野町） 本江 福野小学校、高儀駅
南砺市（井波町） 今町 南砺市民病院、井波高校、井波中学校、井波高校前バス停
南砺市（福光町） 土生新 福光南部小学校
南砺市（城端町） 西上 城端小学校、城端市民センター、城端駅

南砺市（平） 相倉 相倉口バス停（相倉合掌集落） 17

計 156
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