
【【【【参考参考参考参考】】】】平成27年4月1日時点全512施設平成27年4月1日時点全512施設平成27年4月1日時点全512施設平成27年4月1日時点全512施設（（（（簡水簡水簡水簡水・・・・下水下水下水下水をををを除除除除くくくく特別会計9施設含特別会計9施設含特別会計9施設含特別会計9施設含むむむむ））））施設施設施設施設（（（（棟棟棟棟））））別方針一覧別方針一覧別方針一覧別方針一覧※行政財産のうち、ハコモノ施設のみを対象分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考市民文化系施設【大分類】（集会施設【小分類】）浜田 瀬戸見文化センター 人権同和教育啓発センター 単独建替え日脚和泉集会所 人権同和教育室 単独建替え金城 みどりかいかん 金城支所防災自治課 複合化旭 旭山村開発旭センター 旭支所防災自治課 複合化坂本構造改善センター 旭支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)丸原センター 旭支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)木田生活改善センター（木田公民館） 旭支所防災自治課 No.1 複合化山ノ内生活改善センター 旭支所防災自治課 No.2 廃止(耐用年数経過後)和田生活改善センター 旭支所防災自治課 No.3 廃止(耐用年数経過後)重富生活改善センター 旭支所防災自治課 No.4 廃止(耐用年数経過後)本郷生活改善センター 旭支所防災自治課 No.5 廃止(耐用年数経過後)戸川生活改善センター 旭支所防災自治課 No.6 廃止(耐用年数経過後) 2棟廃止(耐用年数経過後) 2棟都川高齢者活動促進センター（都川公民館） 旭支所防災自治課 複合化東都川集会所 旭支所防災自治課 No.7 地元譲渡西都川集会所 旭支所防災自治課 No.8 地元譲渡多目的研修集会施設越木集会所 旭支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)来尾集会所 旭支所防災自治課 No.9 廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後) 増築部分市木生活改善センター（市木公民館） 旭支所防災自治課 No.10 複合化複合化 増築部分弥栄 多目的研修集会施設（弥栄会館） 弥栄支所防災自治課 複合化三隅 三隅中央会館 三隅支所産業建設課 複合化上古和集会所 三隅支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)井野地区多目的研修集会施設みのり会館 三隅支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)大谷地区活性化施設八幡センター 三隅支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)市民文化系施設（文化施設）浜田 石央文化ホール 文化振興課 複合化社会教育系施設（図書館）浜田 中央図書館 中央図書館 単独建替え金城 金城図書館 中央図書館 複合化旭 旭図書館 中央図書館 複合化弥栄 弥栄図書館 中央図書館 No.11 複合化三隅 三隅図書館 中央図書館 複合化社会教育系施設（博物館等）浜田 御便殿 文化振興課 No.12 統廃合統廃合 仮設トイレ世界こども美術館創作活動館 文化振興課 統廃合浜田郷土資料館 文化振興課 No.13 統廃合統廃合 プレハブ倉庫金城 金城民俗資料館 文化振興課 統廃合金城歴史民俗資料館 文化振興課 No.14 統廃合若生まなびや館 金城分室 No.15 地元譲渡旭 旭歴史民俗資料館 文化振興課 統廃合弥栄 弥栄郷土資料展示室 文化振興課 No.16 統廃合三隅 石正美術館 文化振興課 統廃合三隅歴史民俗資料館 文化振興課 統廃合社会教育系施設（公民館）浜田 浜田公民館 生涯学習課 複合化石見公民館 生涯学習課 複合化長浜公民館 生涯学習課 複合化周布公民館 生涯学習課 複合化美川公民館 生涯学習課 複合化大麻公民館 生涯学習課 複合化国府公民館 生涯学習課 複合化石見公民館後野分館 生涯学習課 単独建替え 屋内体育館（※建替え後地元譲渡）地元譲渡 校舎等石見公民館佐野分館 生涯学習課 No.18 地元譲渡No.171/10



分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考石見公民館宇津井分館 生涯学習課 No.19 地元譲渡石見公民館細谷分館 生涯学習課 No.20 単独建替え ※建替え後地元譲渡石見公民館長見分館 生涯学習課 No.21 地元譲渡美川公民館東分館 生涯学習課 No.22 地元譲渡美川公民館西分館 生涯学習課 No.23 地元譲渡国府公民館宇野分館 生涯学習課 No.24 地元譲渡国府公民館有福分館 生涯学習課 No.25 複合化複合化 Ｈ4年建築99㎡金城 雲城公民館 生涯学習課 複合化今福公民館 生涯学習課 複合化波佐公民館（ときわ会館） 生涯学習課 複合化小国公民館 生涯学習課 複合化久佐公民館（くざ会館） 生涯学習課 複合化美又公民館（美又会館） 生涯学習課 複合化旭 今市公民館 生涯学習課 複合化 ※旭保健センター木田公民館 生涯学習課 No.1 複合化 ※木田生活改善センター和田公民館 生涯学習課 No.26 廃止 プール専用附属屋複合化 旧校舎・旧体育館都川公民館 生涯学習課 複合化 ※都川高齢者活動促進センター市木公民館 生涯学習課 No.10 複合化 ※市木生活改善センター弥栄 杵束公民館 生涯学習課 No.27 複合化安城公民館 生涯学習課 複合化三隅 三隅公民館 生涯学習課 No.28 複合化 作業場複合化 公民館・旧体育館等三保公民館 生涯学習課 No.29 複合化 旧校舎・旧体育館複合化 公民館岡見公民館 生涯学習課 複合化井野公民館 生涯学習課 No.30 複合化 旧体育館・外便所複合化 公民館等黒沢公民館 生涯学習課 No.31 複合化 旧体育館複合化 公民館等白砂公民館 生涯学習課 複合化スポーツ・レクリエーション系施設（スポーツ施設）　　※別途、スポーツ施設全般の統廃合計画（個別計画）を策定予定※別途、スポーツ施設全般の統廃合計画（個別計画）を策定予定※別途、スポーツ施設全般の統廃合計画（個別計画）を策定予定※別途、スポーツ施設全般の統廃合計画（個別計画）を策定予定浜田 健康増進センター 生涯学習課 統廃合浜田市陸上競技場 生涯学習課 統廃合浜田市庭球場 生涯学習課 統廃合浜田市野球場 生涯学習課 統廃合東公園北広場トイレ 生涯学習課 単独建替えサンマリン浜田 文化振興課 統廃合サン･ビレッジ浜田 生涯学習課 単独建替え浜田市室内プール 生涯学習課 統廃合金城 今福スポーツ広場施設 生涯学習課 統廃合ふれあいジム・かなぎ 生涯学習課 統廃合旭 旭公園野球場 旭支所産業建設課 統廃合旭公園テニスコート 旭支所産業建設課 統廃合旭公園プール 旭支所産業建設課 統廃合旭公園陸上競技場 旭支所産業建設課 統廃合旭公園市民体育館 旭支所防災自治課 統廃合都川ゲートボール場休憩所 旭支所産業建設課 No.32 地元譲渡弥栄 弥栄運動広場施設 生涯学習課・弥栄分室 統廃合フットサルやさか競技場 生涯学習課 単独建替え三隅 岡見スポーツセンター 三隅支所産業建設課 統廃合三隅中央公園 三隅支所産業建設課 統廃合アクアみすみ 三隅支所産業建設課 統廃合B&G三隅海洋センター 生涯学習課 単独建替え 艇庫統廃合 体育館スポーツ・レクリエーション系施設（レクリエーション施設・観光施設）浜田 【特会】国民宿舎千畳苑 観光交流課 民間移管金城 かなぎウェスタンライディングパーク 金城支所産業建設課 No.33 民間譲渡展望台広場休憩所 金城支所産業建設課 単独建替え森の公民館 金城支所産業建設課 No.34 民間譲渡2/10



分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考美又温泉4号井ポンプ小屋 金城支所産業建設課 単独建替え美又温泉歓迎塔 金城支所産業建設課 単独建替えリフレパークきんたの里 金城支所産業建設課 No.35 民間譲渡旭 広場緑地等利用施設簡易宿泊施設 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)弥栄 ふるさと体験村 弥栄支所産業建設課 単独建替えスポーツ・レクリエーション系施設（保養施設）金城 美又温泉国民保養センター 金城支所産業建設課 No.36 民間移管美又温泉会館 金城支所産業建設課 No.37 民間譲渡旭 旭温泉あさひ荘 旭支所産業建設課 No.38 単独建替え 休憩棟・湯揚ポンプ室単独建替え 本館等産業系施設（産業系施設）浜田 勤労青少年ホーム 産業政策課 廃止(耐用年数経過後)三階山森林総合利用施設 農林振興課 No.39 廃止(耐用年数経過後) センター・管理棟廃止(耐用年数経過後) 炊事施設農村広場施設 農林振興課 No.40 地元譲渡【特会】公設水産物仲買売場 漁港活性化室 単独建替え金城 農畜産物加工施設 金城支所産業建設課 No.41 民間譲渡くざ会館（体育館） 金城支所産業建設課 No.42 地元譲渡ふれあい会館 金城支所産業建設課 複合化下来原林業協業活動センター 金城支所産業建設課 No.43 地元譲渡かたらいの家 金城支所産業建設課 No.44 地元譲渡地域材利用促進交流館 金城支所産業建設課 No.45 民間譲渡エクス和紙の館 金城支所産業建設課 No.46 民間譲渡縁の里地域振興施設 金城支所産業建設課 No.47 地元譲渡旭 地域交流プラザ「まんてん」 旭支所産業建設課 複合化地域交流プラザ多目的ステージ 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)山ノ内農作業管理休養施設旭豊1号館 旭支所産業建設課 No.48 廃止山ノ内農作業管理休養施設旭豊2号館 旭支所産業建設課 No.49 廃止天狗石農村交流研修センター 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)天狗石農村交流研修センター入浴施設 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)弥栄 実践研修生滞在施設 弥栄支所産業建設課 単独建替え間伐材等地域材研究施設 弥栄支所産業建設課 広域化弥栄肉用牛改良流通センター 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)弥栄農産物処理加工施設第1工場 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)弥栄農産物処理加工施設第2工場 弥栄支所産業建設課 No.50 廃止農産物集出荷貯蔵施設 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)地域資源循環活用施設 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)三隅 岡見漁業振興会館 水産振興課 単独建替え ※規模縮小石州和紙会館 三隅支所産業建設課 複合化ゆうひパーク三隅 三隅支所産業建設課 単独建替え学校教育系施設（学校）　　※別途、小中学校の統廃合計画（個別計画）を策定予定※別途、小中学校の統廃合計画（個別計画）を策定予定※別途、小中学校の統廃合計画（個別計画）を策定予定※別途、小中学校の統廃合計画（個別計画）を策定予定浜田 原井小学校 教育総務課 複合化雲雀丘小学校 教育総務課 No.51 複合化 8棟複合化 5棟松原小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール附属室複合化石見小学校 教育総務課 No.52 複合化 室内運動場複合化美川小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール附属室複合化 7棟廃止(耐用年数経過後) プール附属室複合化 7棟周布小学校 教育総務課 複合化長浜小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール附属室複合化国府小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール附属室複合化三階小学校 教育総務課 複合化第一中学校 教育総務課 No.58 廃止(耐用年数経過後) 屋内運動室複合化第ニ中学校 教育総務課 複合化
No.53
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分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考第三中学校 教育総務課 複合化第四中学校 教育総務課 No.59 複合化 8棟複合化 8棟浜田東中学校 教育総務課 複合化金城 雲城小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール専用附属室複合化 屋内運動場複合化今福小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール専用付属室複合化波佐小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール専用附属施設複合化 倉庫複合化金城中学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール附属棟複合化 体育館・第2体育館・ランチルーム複合化旭 今市小学校 教育総務課 No.56 廃止旭中学校 教育総務課 No.61 複合化 屋内運動場複合化弥栄 弥栄小学校 教育総務課 No.57 単独建替え 屋内運動場廃止(耐用年数経過後) プール管理棟複合化弥栄中学校 教育総務課 複合化三隅 三隅小学校 教育総務課 複合化岡見小学校 教育総務課 複合化三隅中学校 教育総務課 複合化学校教育系施設（その他教育系施設）浜田 浜田市学校給食センター 教育総務課 統廃合金城 金城スクールバス車庫 金城分室 単独建替え今福教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)金城学校給食センター 教育総務課 統廃合雲城教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)旭 スクールバス車庫 旭支所防災自治課 単独建替え丸原教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)旭ヶ丘教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)旭学校給食センター 教育総務課 統廃合木田教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)重富教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)弥栄 グランド前教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)弥栄学校給食センター 教育総務課 統廃合木都賀教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)城北第一教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)城北第二教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)三隅 向野田教員住宅 教育総務課 No.62 廃止(耐用年数経過後)井野教員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)子育て支援施設（幼稚園・保育園・こども園）浜田 原井幼稚園 教育総務課 No.63 統廃合統廃合石見幼稚園 教育総務課 No.64 統廃合統廃合長浜幼稚園 教育総務課 統廃合美川幼稚園 教育総務課 統廃合子育て支援施設（幼児・児童施設）浜田 子育て支援センター 子育て支援課　子育て支援センター No.65 複合化若潮学級 子育て支援課　　　　　 複合化ひまわり学級 子育て支援課　　　 単独建替え ※将来的には小学校との複合化を検討やまばと学級 子育て支援課　　　　　　 複合化旭 今市児童クラブ 旭支所市民福祉課 複合化弥栄 やさか児童クラブ 子育て支援課 No.66 廃止三隅 三隅小児童クラブ 子育て支援課 複合化保健・福祉施設（高齢福祉施設）金城 老人福祉センター（金城） 金城支所市民福祉課 複合化

No.54No.55No.60

4/10



分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考高齢者生活福祉センター（さんあいホーム） 健康長寿課・金城支所市民福祉課 複合化旭 あさひやすらぎの家 健康長寿課・旭支所市民福祉課 No.67 民間譲渡弥栄 やさかやすらぎの家 健康長寿課・弥栄支所市民福祉課 No.68 民間譲渡弥栄老人福祉センター 弥栄支所市民福祉課 No.69 複合化老人憩いの家 弥栄支所市民福祉課 No.70 複合化三隅 三隅デイサービスセンター 健康長寿課・三隅支所市民福祉課 No.71 民間譲渡老人福祉センター（三隅） 健康長寿課・三隅支所市民福祉課 複合化保健・福祉施設（障害福祉施設）旭 あさひひまわり工房 旭支所市民福祉課 No.72 民間譲渡三隅 みすみ地域活動支援センターきずな 地域福祉課・三隅支所市民福祉課 No.73 民間移管保健・福祉施設（保健施設）旭 旭保健センター（今市公民館） 旭支所市民福祉課 複合化三隅 三隅保健センター 三隅支所市民福祉課 複合化保健・福祉施設（その他社会福祉施設）浜田 総合福祉センター 地域福祉課 複合化ラ・ペアーレ浜田 地域福祉課 統廃合旭 あさひふれあいプラザ 旭支所市民福祉課 No.74 民間譲渡医療施設（医療施設）浜田 【特会】国民健康保険大麻診療所 地域医療対策課 複合化金城 【特会】国民健康保険波佐診療所 地域医療対策課 複合化【特会】国民健康保険波佐診療所小国出張所 地域医療対策課 複合化旭 【特会】国民健康保険あさひ診療所 地域医療対策課 複合化弥栄 【特会】国民健康保険弥栄診療所 地域医療対策課 複合化行政系施設（庁舎等）浜田 市役所本庁舎 安全安心推進課 複合化市役所西分庁舎 安全安心推進課 廃止(耐用年数経過後) 殿町倉庫複合化市役所東分庁舎 安全安心推進課 複合化市役所第2東分庁舎 安全安心推進課 廃止(耐用年数経過後)金城 金城支所庁舎 金城支所防災自治課 No.75 複合化複合化旭 旭支所庁舎 旭支所防災自治課 複合化弥栄 弥栄支所庁舎 弥栄支所防災自治課 統廃合 公用車車庫複合化三隅 三隅支所庁舎 三隅支所防災自治課 複合化行政系施設（消防施設）浜田 消防本部・浜田消防署 消防本部総務課 単独建替え浜田消防署桜ヶ丘出張所 消防本部総務課 統廃合松羽地区コミュニティ防災センター 消防本部総務課 単独建替え下府コミュニティ防災センター 消防本部総務課 単独建替え浜田分団1班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え浜田分団2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え浜田分団3班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え浜田分団4班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 廃止(耐用年数経過後)石見分団1班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え石見分団2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え石見分団3班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え佐野分団1班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え佐野分団2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 廃止(耐用年数経過後)黒川水防倉庫 消防本部総務課 単独建替え長浜分団1班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え長浜分団2・3班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え周布分団1班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え周布分団2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え周布分団3班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え久光水防倉庫 消防本部総務課 単独建替え大麻分団1班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え大麻分団2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え美川分団1班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え美川分団2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え5/10



分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考有福分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え宇野分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え上府分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え久代分団1班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え久代分団2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 No.76 廃止国分分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え国分分団3班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え下府分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部総務課 単独建替え金城 東部消防署金城出張所 消防本部総務課 単独建替え消防多目的施設 消防本部総務課 統廃合今福分団第1班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え今福分団第2班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え今福分団第2班美又温泉消防ポンプ倉庫 金城支所防災自治課 単独建替え今福分団第3班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え雲城分団第1班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え雲城分団第2班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え雲城分団第3班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え波佐分団第1班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え波佐分団第2班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え波佐分団第3班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え波佐分団第4班消防ポンプ車庫 金城支所防災自治課 単独建替え旭 東部消防署旭出張所 消防本部総務課 単独建替え丸原消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え消防本部ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え坂本消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え白角消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え木田消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え山ノ内消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え和田消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え城山無線中継局 消防本部総務課 単独建替え本郷消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え重富消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え戸川消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え都川消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え都川1消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え都川3消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え越木消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え中郡消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え来尾消防ポンプ庫 旭支所防災自治課 単独建替え弥栄 西部消防署弥栄出張所 消防本部総務課 単独建替え安城分団第1班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え安城分団第2班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え安城分団第3班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え安城分団第4班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え安城分団第5班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え杵束分団第1班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え杵束分団第2班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え杵束分団第3班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え杵束分団第4班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え杵束分団第5班消防車庫 弥栄支所防災自治課 単独建替え三隅 西部消防署三隅出張所 消防本部総務課 単独建替え消防無線中継基地局 消防本部総務課 No.77 廃止岡崎コミュニティ消防センター 三隅支所防災自治課 No.78 地元譲渡鹿子谷コミュニティ消防センター 三隅支所防災自治課 No.79 地元譲渡室谷コミュニティ消防センター 三隅支所防災自治課 単独建替え ※消防車庫部分のみ。集会所部分は廃止(耐用年数経過後)松原消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え須津消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え中山消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え岡見郷消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え駅前消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え福浦消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え6/10



分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考湊浦消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え古湊消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え上古市消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え中組消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え吉浦消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え東平原消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え向野田消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え地方消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え河内消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え水防資材倉庫 三隅支所防災自治課 単独建替え下古和消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え下今明消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え市場消防車庫 三隅支所防災自治課 単独建替え行政系施設（その他行政系施設等）浜田 市役所田町分室 安全安心推進課 No.80 廃止金城 防災行政無線二子山中継局 金城支所防災自治課 単独建替え旭 公用車両（除雪車等）車庫 旭支所防災自治課 No.81 単独建替え単独建替え市営バス車庫（旭） 旭支所防災自治課 単独建替え弥栄 市営バス車庫（弥栄） 弥栄支所防災自治課 単独建替え大坪除雪車車庫 弥栄支所産業建設課 単独建替え栃木除雪車車庫 弥栄支所産業建設課 単独建替え木都賀除雪車車庫 弥栄支所産業建設課 単独建替え三隅 向野田車庫 三隅支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)公営住宅（公営住宅）　　※別途、住宅マスタープラン等（個別計画）を策定予定※別途、住宅マスタープラン等（個別計画）を策定予定※別途、住宅マスタープラン等（個別計画）を策定予定※別途、住宅マスタープラン等（個別計画）を策定予定浜田 小福井住宅 建築住宅課 単独建替え内田住宅 建築住宅課 単独建替え下府住宅 建築住宅課 単独建替え石原住宅 建築住宅課 単独建替え養老ヶ迫住宅 建築住宅課 単独建替え上府住宅 建築住宅課 単独建替え国分住宅 建築住宅課 単独建替え日脚大久保住宅 建築住宅課 単独建替え日脚住宅 建築住宅課 単独建替え緑ヶ丘住宅 建築住宅課 単独建替え長浜西住宅 建築住宅課 単独建替え金城 湯屋団地住宅 建築住宅課 単独建替え 1・2・4号棟のみ。その他特公賃波佐住宅 建築住宅課 単独建替え旭 あさひインターハイツ(公営) 建築住宅課 単独建替え旭ヶ丘団地住宅 建築住宅課 単独建替え市木団地住宅 建築住宅課 単独建替え都川団地住宅 建築住宅課 No.82 廃止三隅 市場公営住宅 建築住宅課 単独建替え公営住宅（災害住宅）浜田 後野災害特別住宅 建築住宅課 No.83 入居者等譲渡河内災害特別住宅 建築住宅課 No.84 入居者等譲渡宇津井災害特別住宅 建築住宅課 No.85 入居者等譲渡弥栄 仲三団地2号 建築住宅課 No.86 入居者等譲渡仲三団地3号 建築住宅課 No.87 入居者等譲渡仲三団地4号 建築住宅課 No.88 入居者等譲渡仲三団地6号 建築住宅課 No.89 廃止仲三団地7号 建築住宅課 No.90 入居者等譲渡三隅 災害公営住宅(杖田) 建築住宅課 No.91 入居者等譲渡災害公営住宅(岡見) 建築住宅課 No.92 入居者等譲渡災害公営住宅(坂田) 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)災害公営住宅(川本) 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)災害公営住宅(渡辺) 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)災害公営住宅(本田) 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)公営住宅（改良住宅）浜田 黒川改良住宅 建築住宅課 単独建替え 黒川集会所(黒川改良住宅)入居者等譲渡 黒川改良店舗No.937/10



分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考単独建替え公営住宅（雇用促進住宅）浜田 雇用促進住宅小福井団地 建築住宅課 No.94 民間譲渡雇用促進住宅国府団地 建築住宅課 No.95 民間譲渡雇用促進住宅内田団地 建築住宅課 No.96 民間譲渡金城 雇用促進住宅金城団地 建築住宅課 No.97 民間譲渡公営住宅（一般住宅）金城 今福一般住宅2号 建築住宅課 No.98 廃止七条一般住宅2号・3号 建築住宅課 No.99 廃止(耐用年数経過後)旭 和田一般住宅 建築住宅課 No.100 廃止重富一般住宅 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)今市一般住宅 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)木田一般住宅 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)市木一般住宅 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)公営住宅（若者住宅）三隅 若者定住住宅 建築住宅課 No.101 入居者等譲渡 Ｃ棟1号・2号廃止(耐用年数経過後)公営住宅（弥栄定住化住宅）弥栄 弥栄定住化推進住宅1 弥栄支所産業建設課 No.102 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅2 弥栄支所産業建設課 No.103 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅3 弥栄支所産業建設課 No.104 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅4 弥栄支所産業建設課 No.105 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅5 弥栄支所産業建設課 No.106 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅6 弥栄支所産業建設課 No.107 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅7 弥栄支所産業建設課 No.108 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅8 弥栄支所産業建設課 No.109 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅9 弥栄支所産業建設課 No.110 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅10 弥栄支所産業建設課 No.111 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅11 弥栄支所産業建設課 No.112 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅12 弥栄支所産業建設課 No.113 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅13 弥栄支所産業建設課 No.114 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅14 弥栄支所産業建設課 No.115 入居者等譲渡弥栄定住化推進住宅15 弥栄支所産業建設課 No.116 入居者等譲渡公営住宅（地域定住住宅）弥栄 大和屋住宅 建築住宅課 No.117 入居者等譲渡塚ノ元住宅１号棟 建築住宅課 No.118 単独建替え塚ノ元住宅2号棟 建築住宅課 No.119 入居者等譲渡塚ノ元住宅3号棟 建築住宅課 No.120 入居者等譲渡上神代屋住宅 建築住宅課 No.121 入居者等譲渡城北住宅1号棟 建築住宅課 No.122 入居者等譲渡城北住宅2号棟 建築住宅課 No.123 入居者等譲渡城北住宅3号棟 建築住宅課 No.124 入居者等譲渡錦ケ岡住宅1号棟 建築住宅課 No.125 入居者等譲渡錦ケ岡住宅2号棟 建築住宅課 No.126 入居者等譲渡錦ケ岡住宅3号棟 建築住宅課 No.127 入居者等譲渡錦ケ岡住宅4号棟 建築住宅課 No.128 入居者等譲渡錦ケ岡住宅5号棟 建築住宅課 No.129 入居者等譲渡錦ケ岡住宅6号棟 建築住宅課 No.130 入居者等譲渡長安住宅1号棟 建築住宅課 No.131 入居者等譲渡長安住宅2号棟 建築住宅課 No.132 入居者等譲渡長安住宅3号棟 建築住宅課 No.133 入居者等譲渡長安住宅4号棟 建築住宅課 No.134 入居者等譲渡栃木住宅1号棟 建築住宅課 No.135 入居者等譲渡栃木住宅2号棟 建築住宅課 No.136 入居者等譲渡栃木住宅3号棟 建築住宅課 No.137 入居者等譲渡栃木住宅4号棟 建築住宅課 No.138 入居者等譲渡栃木住宅5号棟 建築住宅課 No.139 入居者等譲渡栃木住宅6号棟 建築住宅課 No.140 入居者等譲渡栃木住宅7号棟 建築住宅課 No.141 入居者等譲渡寺組住宅1号棟 建築住宅課 No.142 入居者等譲渡寺組住宅2号棟 建築住宅課 No.143 入居者等譲渡8/10



分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考寺組住宅3号棟 建築住宅課 No.144 入居者等譲渡寺組住宅4号棟 建築住宅課 No.145 入居者等譲渡下谷住宅1号棟 建築住宅課 No.146 入居者等譲渡下谷住宅2号棟 建築住宅課 No.147 入居者等譲渡公営住宅（特定公営賃貸住宅）金城 湯屋団地住宅 建築住宅課 単独建替え 3号棟のみ。その他公営住宅旭 あさひインターハイツ(特公賃) 建築住宅課 単独建替えニュー旭ヶ丘住宅 建築住宅課 単独建替えニュー市木住宅 建築住宅課 単独建替えやつおもて住宅 建築住宅課 単独建替え公営住宅（集団移転住宅）三隅 海石集団住宅 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)公園（公園）浜田 長沢公園 維持管理課 単独建替え相生公園 維持管理課 単独建替え平和公園 維持管理課 単独建替え昭三公園 維持管理課 単独建替え道分山公園 維持管理課 単独建替えゆうひ公園 維持管理課 単独建替え海のみえる文化公園 維持管理課 単独建替え 公衆便所廃止(耐用年数経過後) 管理事務所・野外ステージ宝憧寺山公園 維持管理課 廃止(耐用年数経過後) 公衆便所金城 島村抱月生誕地顕彰の杜公園 文化振興課 単独建替え旭 庁舎前庭園バス停留所 旭支所防災自治課 単独建替え旭ふるさと歴史公園 文化振興課 単独建替え 資料館等廃止(耐用年数経過後) 物見やぐら旭温泉公園 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後) ゲードボール上屋旭豊の里公園 旭支所産業建設課 単独建替え八戸川農村公園 旭支所産業建設課 No.148 地元譲渡弥栄 小角農村公園 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後) 公衆便所三隅 須津防災多目的広場公衆便所 水産振興課 単独建替え田の浦公園 三隅支所産業建設課 統廃合三隅公園 三隅支所産業建設課 単独建替え向野田児童公園 三隅支所産業建設課 単独建替え杉の森運動公園 三隅支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後) 公衆便所大麻山公園 三隅支所産業建設課 単独建替え龍雲寺公園 三隅支所産業建設課 単独建替え大谷農村公園 三隅支所産業建設課 単独建替え下今明農村公園 三隅支所産業建設課 単独建替え井野児童農園 三隅支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後) 倉庫供給処理施設（供給処理施設）浜田 不燃ごみ処理場 環境課 単独建替え埋立処分場 環境課 単独建替え浜田浄苑 環境課 単独建替え三隅 三隅ごみ処理センター 三隅支所市民福祉課 No.149 廃止一般廃棄物最終処分場 三隅支所市民福祉課 No.150 廃止その他（その他）浜田 栄町バス待合所 維持管理課 単独建替え栄町公衆便所 環境課 単独建替え旧落合金次郎宅 地域福祉課 No.151 廃止(耐用年数経過後)浜田市火葬場 環境課 統廃合桧ヶ浦公衆便所 産業政策課 単独建替え文化財プレハブ倉庫 文化振興課 統廃合竹迫町バス停待合所 まちづくり推進課 単独建替え竹迫便所 維持管理課 単独建替え浜田駅関連施設 維持管理課 単独建替え生湯公衆便所 産業政策課 単独建替え長沢防災備蓄倉庫 安全安心推進課 No.152 単独建替え防災行政無線中継局 安全安心推進課 単独建替え【特会】道分山立体駐車場 行財政改革推進課 民間移管日脚農機具格納庫 農林振興課 単独建替え9/10



分 類 自治区 施設名 担当課 第1期実施計画 施設別（棟別）方針 備 考周布駅舎 まちづくり推進課 廃止 駐輪場廃止(耐用年数経過後) 駅舎金周布公衆便所 産業政策課 No.154 廃止大水道バス停待合所 まちづくり推進課 単独建替え金城 ゴミ収集ボックス（久佐） 金城支所市民福祉課 単独建替えゴミ収集ボックス（今福） 金城支所市民福祉課 単独建替えゴミ収集ボックス（美又） 金城支所市民福祉課 単独建替えゴミ収集ボックス（雲城） 金城支所市民福祉課 単独建替えゴミ収集ボックス（波佐） 金城支所市民福祉課 単独建替えゴミ収集ボックス（小国） 金城支所市民福祉課 単独建替え生活路線バス車庫 金城支所防災自治課 単独建替え今福公衆便所 金城支所市民福祉課 単独建替え美又口（小瀬原）公衆便所 金城支所市民福祉課 単独建替え七条バス待合所(上り) 金城支所防災自治課 単独建替え七条バス待合所(下り) 金城支所防災自治課 単独建替え雲城公衆便所 金城支所市民福祉課 単独建替え波佐バス停公衆便所 金城支所市民福祉課 単独建替え波佐団地公営住宅付属集会施設（菅沢会館） 金城支所産業建設課 No.155 地元譲渡波佐除雪車格納庫 金城支所産業建設課 単独建替え小国バス停公衆便所 金城支所市民福祉課 単独建替え旭 ＣＡＴＶ旭中継施設局舎 情報政策課 単独建替え旭支所庁舎前公衆便所 旭支所市民福祉課 No.156 廃止バス停留所 旭支所防災自治課 単独建替え【特会】あさひ診療所医師住宅 地域医療対策課 廃止(耐用年数経過後)旭火葬場 環境課 統廃合旭温泉観音堂 旭支所産業建設課 単独建替え重富高速バス停留所 旭支所産業建設課 単独建替え弥栄 ＣＡＴＶ弥栄中継施設局舎 情報政策課 単独建替え長安地区公衆トイレ 環境課 単独建替え林業地域給水施設（栃木） 弥栄支所産業建設課 No.157 廃止林業地域給水施設（若松） 弥栄支所産業建設課 No.158 廃止林業地域給水施設（権現） 弥栄支所産業建設課 No.159 廃止弥栄火葬場 環境課 統廃合杵束公衆便所 環境課 単独建替え三隅 岡見駅舎 三隅支所防災自治課 単独建替え 公衆便所廃止(耐用年数経過後) 駅舎須津漁港公衆便所 水産振興課 単独建替えひゃこるネットみすみ情報ステーション 三隅支所防災自治課 No.161 民間移管福浦漁港公衆便所 水産振興課 単独建替え古湊漁港公衆便所 水産振興課 単独建替え古湊漁港備蓄倉庫 水産振興課 廃止(耐用年数経過後)三隅火葬場 環境課 統廃合東平原バス待合所 三隅支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)杉の森練習場 生涯学習課 No.162 廃止バス待合所／公衆便所 環境課 複合化 ※支所庁舎との複合化を検討三隅バスターミナル 三隅支所防災自治課 単独建替え子落しバス待合所 三隅支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)三隅大平桜公衆用便所 三隅支所産業建設課 単独建替え室谷あずまや 三隅支所産業建設課 単独建替え
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