
金沢市役所　新館１階ホール

金沢市森本市民センター　１階事務室

金沢市金石市民センター　１階会議室

金沢市犀川市民センター　１階憩いの間（金沢市犀川公民館）

金沢市安原市民センター　１階和室（金沢市安原公民館）

金沢市額市民センター　１階会議室

金沢市押野市民センター　１階会議室

金沢市浅川市民センター　２階会議室

金沢市泉野福祉健康センター　１階デイサービス・ホール

金沢市元町福祉健康センター　１階けんこう広場

金沢市西部環境エネルギーセンター　１階環境学習室

アル・プラザ金沢　２階特設会場 10:00～20:00

巡回車両（移動期日前投票所）６ケ所※ 6/27～7/1 11:00～16:30

七尾市役所　本庁　１階市民ロビー ○

田鶴浜地区コミュニティセンター　１階研修室１

中島地区コミュニティセンター　１階農業情報管理室

能登島地区コミュニティセンター　１階集会室１

フォーラム七尾　多目的ホール 7/7～7/9 10:00～20:00

小松市役所　エントランスホール ○

小松サン・アビリティーズ　会議室

第一地区コミュニティセンター　アクティブルーム

イオン小松店　休憩所

小松ドーム　会議室 7/2～7/9

国府地区体育館　体育室

ふれあい松東　多目的ホール

移動期日前投票所　西俣自然教室 9:00～10:00

移動期日前投票所　白山神社（尾小屋町長原） 10:30～11:30

移動期日前投票所　旧第１８分団器具置場（車庫） 12:00～13:00

移動期日前投票所　小松工業高校 6/29 11:00～13:00

移動期日前投票所　原町会館 9:00～10:00

移動期日前投票所　麦口町会館 10:30～11:30

移動期日前投票所　中ノ峠嵐公民館 12:00～13:00

移動期日前投票所　公立小松大学 7/1～7/2 11:00～15:00

移動期日前投票所　松岡町広場 9:00～10:00

移動期日前投票所　旧西尾学童クラブ 10:30～11:30

移動期日前投票所　観音下町生産組合作業場 12:00～13:00

移動期日前投票所　赤瀬町公民館 9:30～11:00

移動期日前投票所　県立小松高校 15:00～17:30

移動期日前投票所　小松大谷高校 7/6 15:00～17:00

小松市

○ 8:30～19:00

10:00～19:00

7/7～7/9 10:00～18:00

6/28

6/30

7/4

7/5

金沢市
○

○

七尾市
○

7/1～7/9
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輪島市役所　本館１階多目的スペース ○ ○

輪島市門前会館　１階１０２会議室

輪島市町野多目的集会施設　１階会議室

舳倉島水産荷捌き所　２階漁具倉庫 7/5※ 11:30～14:30

日本航空高等学校石川　１階多目的室 7/7 11:30～16:00

移動期日前投票所　下本郷地区集会所前 8:30～9:30

移動期日前投票所　上本郷集会所前 10:30～11:30

移動期日前投票所　市ノ坂地域交流センター前 12:30～13:30

移動期日前投票所　ＪＡおおぞら仁岸ふれあいセンター前 8:30～9:30

移動期日前投票所　小山地区集会所前 10:30～11:30

移動期日前投票所　輪島市門前保健センター前 12:30～13:30

移動期日前投票所　紺谷良仁宅前 8:30～9:30

移動期日前投票所　深見町集会所前 10:30～11:30

移動期日前投票所　光浦集会所前 12:30～13:30

移動期日前投票所　真行寺前 8:30～9:30

移動期日前投票所　旧輪島市立二俣へき地保育所前 10:30～11:30

移動期日前投票所　下山集会所前 12:30～13:30

移動期日前投票所　五十洲集会所前 8:30～9:30

移動期日前投票所　皆月地区多目的集会所前 10:30～11:30

移動期日前投票所　上大沢集会所前 12:30～13:30

移動期日前投票所　金蔵集会所前 8:30～9:30

移動期日前投票所　旧輪島市立東小学校体育館前 10:30～11:30

移動期日前投票所　石川県輪島水泳プール前 12:30～13:30

移動期日前投票所　洲衛集会所前 8:30～9:30

移動期日前投票所　仁行集会所前 10:30～11:30

移動期日前投票所　輪島市立河原田小学校体育館前 12:30～13:30

珠洲市役所　１階市民ホール ○ ○

移動期日前投票所　柏原林業研修センター前 9:00～10:00

移動期日前投票所　小屋多目的集会施設前 11:00～12:00

移動期日前投票所　元馬渡小中学校下 13:00～14:30

移動期日前投票所　仁江ソルトパーク 9:30～11:00

移動期日前投票所　寄り道パーキング若山の庄 駐車場 13:00～15:00

移動期日前投票所　三崎公民館前 9:30～11:30

移動期日前投票所　道の駅狼煙 駐車場 13:00～14:30

移動期日前投票所　東山中集会場前 15:30～17:00

移動期日前投票所　旧飯塚保育所前 9:30～11:30

移動期日前投票所　高屋漁港 13:00～14:30

移動期日前投票所　珠洲市自然休養村センター前 15:30～17:00

加賀市役所　本館１階市民ホール

山中温泉文化会館　ロビー

アビオシティ加賀　２階情報プラザＡＢ 9:30～20:00

羽咋市役所　１階市民談話室 ○ ○

円井町会館 9:00～12:00

本江町会館 13:30～16:30

マックスバリュ羽咋店　店内「憩いのひろば」 7/3～7/9 10:00～19:00

○

羽咋市 6/29

珠洲市

6/28

6/29

6/30

7/1

加賀市 ○

輪島市

7/2～7/9 8:30～19:00

6/26

6/27

6/28

6/29

6/30

7/1

7/2
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かほく市高松産業文化センター　１階中ホ－ル

かほく市七塚健康福祉センター　１階集会室

かほく市議会庁舎　１階第１会議室

白山市福祉ふれあいセンター　１階多目的ホール ○

アピタ松任店　３階ホール 10:00～20:00

白山市美川支所　２階ホール

白山市立鶴来公民館　ホール

白山市立かわち保健センター　研修室

白山市立吉野谷公民館　第１研修室１

白山市立鳥越公民館　会議室

白山市立尾口公民館　会議室

白山市白峰市民サービスセンター　栄養指導室

イオンモール白山　１階かがやきステージ 10:00～20:00

能美市根上学習センター　講堂

能美市寺井地区公民館　１０１会議室

能美市役所　大会議室２・３

野々市市役所　２階ホール椿 ○

野々市市交遊舎 7/4～7/9

川北町 川北町役場　２階会議室 ○ ○

津幡町 津幡町役場　１階中央エントランスホール ○ ○

内灘町役場　１階ロビー ○ ○

内灘町防災コミュニティセンター　防災展示コーナー 7/9 10:00～20:00

志賀町役場　町民ホール

富来活性化センター　中会議室

町民センターアステラス　１階ふれあい広場

宝達志水町役場　１階農事研修室

中能登町役場総務庁舎　ロビー

中能登町役場行政サービス庁舎　研修室

アル・プラザ鹿島　２階特設会場 10:00～20:00

穴水町山村開発センター　１階会議室 ○ ○

住吉農村環境改善センター　大会議室

甲地区生涯学習センター　大集会室

諸橋公民館　会議室

能登町役場　第１研修室・第２研修室 ○ ○

柳田総合支所　会議室

内浦総合支所　第１会議室・第２会議室

町立鵜川公民館　図書室

小木地域交流センター　ロビー

矢波地区集会所

当目多目的研修センター

宮地交流宿泊所こぶし

斉和多目的集会所

上区集会場

能登勤労者プラザ　体育館

小浦地区集会所 13:00～17:00

合計 134　ヶ所

 ※　　金沢市の移動期日前投票所については、６大学を巡回。

 ※　　輪島市の舳倉島水産荷捌き所については、荒天の場合に日程が変更となる場合がある。

7/7
8:30～12:30

穴水町
7/9 9:00～17:00

能登町

7/2～7/9

8:30～19:00

7/8～7/9

7/6

8:30～12:30

13:00～17:00

宝達志水町 ○ ○

中能登町 ○
○

野々市市 ○

内灘町

志賀町 ○ ○

白山市

○

8:30～18:00

7/2～7/9

能美市 ○ 〇

かほく市 ○ ○


