
 

 

別紙：対象施設一覧表 

 

№ 
施設 

コード 
大分類 中分類 施設名 所管課 

1 1-1 保健・福祉施設 高齢福祉施設 
老人福祉センター 

「やすらぎの郷」 
健康福祉課 

2 1-2 保健・福祉施設 障害福祉施設 福祉作業所 健康福祉課 

3 1-3 保健・福祉施設 保健施設 保健センター 政策推進課 

4 2-1 子育て支援施設 保育園 けやき保育園 子育て支援課 

5 2-2 子育て支援施設 保育園 さくら保育園 子育て支援課 

6 2-3 子育て支援施設 学童保育室 
どりいむくらぶ 

（貸付施設） 
子育て支援課 

7 2-4 子育て支援施設 その他施設 
子育て支援総合センター 

「かわみんハウス」 
子育て支援課 

8 3-1 学校教育系施設 小学校 中山小学校 教育総務課 

9 3-2 学校教育系施設 小学校 伊草小学校 教育総務課 

10 3-3 学校教育系施設 小学校 つばさ南小学校 教育総務課 

11 3-4 学校教育系施設 小学校 旧出丸小学校 政策推進課 

12 3-5 学校教育系施設 小学校 つばさ北小学校 教育総務課 

13 3-6 学校教育系施設 小学校 旧小見野小学校 政策推進課 

14 3-7 学校教育系施設 中学校 川島中学校 教育総務課 

15 3-8 学校教育系施設 中学校 西中学校 教育総務課 

16 3-9 学校教育系施設 その他施設 学校給食センター 教育総務課 

17 4-1 文化・社会教育系施設 集会施設 中山公民館 生涯学習課 

18 4-2 文化・社会教育系施設 集会施設 伊草公民館 生涯学習課 

19 4-3 文化・社会教育系施設 集会施設 三保谷公民館 生涯学習課 

20 4-4 文化・社会教育系施設 集会施設 出丸公民館 生涯学習課 

21 4-5 文化・社会教育系施設 集会施設 八ツ保公民館 生涯学習課 

22 4-6 文化・社会教育系施設 集会施設 小見野公民館 生涯学習課 

23 4-7 文化・社会教育系施設 集会施設 コミュニティセンター 生涯学習課 

24 4-8 文化・社会教育系施設 集会施設 
ふれあいセンターフラット

ピア川島 
生涯学習課 

25 4-9 文化・社会教育系施設 文化施設 町民会館 生涯学習課 

26 4-10 文化・社会教育系施設 文化施設 陶芸施設 生涯学習課 

27 4-11 文化・社会教育系施設 図書館 図書館 生涯学習課 

28 5-1 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 町民体育館 生涯学習課 

29 5-2 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 武道館 生涯学習課 
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30 5-3 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 総合運動場 生涯学習課 

31 5-4 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 弓道場 生涯学習課 

32 5-5 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 ゲートボール場 生涯学習課 

33 6-1 産業系施設 産業系施設 農産物加工施設 農政産業課 

34 7-1 行政系施設 庁舎等 役場庁舎 政策推進課 

35 7-2 行政系施設 庁舎等 旧役場庁舎 政策推進課 

36 7-3 行政系施設 その他行政系施設 防災倉庫 総務課 

37 7-4 行政系施設 その他行政系施設 長楽水防倉庫 総務課 

38 7-5 行政系施設 その他行政系施設 曲師水防倉庫 総務課 

39 7-6 行政系施設 その他行政系施設 釘無水防倉庫 総務課 

40 7-7 行政系施設 その他行政系施設 大屋敷水防倉庫 総務課 

41 7-8 行政系施設 その他行政系施設 神明水防倉庫 総務課 

42 7-9 行政系施設 その他行政系施設 伊草水防倉庫 総務課 

43 7-10 行政系施設 その他行政系施設 上伊草水防倉庫 総務課 

44 7-11 行政系施設 その他行政系施設 鳥羽井水防倉庫 総務課 

45 7-12 行政系施設 その他行政系施設 梅ノ木水防倉庫 総務課 

46 8-1 公園 公園 平成の森公園 まち整備課 

47 8-2 公園 公園 八幡運動公園 まち整備課 

48 8-3 公園 公園 かわじま公園 まち整備課 

49 9-1 供給処理施設 供給処理施設 ごみ処理施設 町民生活課 

50 9-2 供給処理施設 供給処理施設 し尿処理施設 町民生活課 

51 10-1 その他 その他 いこいの広場 まち整備課 

52 10-2 その他 その他 長楽公衆便所 農政産業課 

53 10-3 その他 その他 谷中公衆便所 政策推進課 

54 10-4 その他 その他 鳥羽井公衆便所 まち整備課 

55 10-5 その他 その他 中山自転車置場 政策推進課 

56 10-6 その他 その他 小見野自転車置場 政策推進課 

57 10-7 その他 その他 釘無自転車置場 政策推進課 

58 10-8 その他 その他 八幡汚水処理場 政策推進課 

59 10-9 その他 その他 
シルバー人材センター 

（貸付施設） 
政策推進課 

 


