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はじめに 
 
 本町では、社会的ニーズに対応するため、昭和 50 年代を中心に多くの公共施設の整備を進め

てきました。 
 その結果、平成 27 年度末では建物数 332 棟、延べ床面積で 118 千㎡、令和 2 年度末現在では

建物数 328 棟、延べ床面積で 119 千㎡におよぶ公共施設を有し、町民の皆様方にご利用いただい

ています。 
 しかしながら、この時期に整備された公共施設はすでに相当な年月が経過しており、施設の老

朽化や耐震化を始め、人口構造や社会的ニーズの変化など多くの課題が出てきています。今後、

少子化・高齢化が進み人口構造が大きく変化し、財政状況の厳しさが増す中で、大規模改修や更

新を必要としている多くの施設にどのように対応していくのか、また、公共施設そのものをどう

していくべきなのか、検討しなければならない時期が来ています。 
国においては、平成 25 年 11 月、国民生活やあらゆる社会経済活動を支える各種施設をインフ

ラとして幅広く対象とし、戦略的な維持管理・更新等の方向性を示す基本的な計画として、「イン

フラ長寿命化基本計画」が策定され、本町においても、国の基本計画に基づき、町が管理するあ

らゆる公共施設の維持管理・更新等を着実に推進するための、中長期的な取組の方向性を明らか

にする計画として、「つるぎ町公共施設等総合管理計画」を策定しました。 
そして、今回さらなる国の要請により、個別施設計画の内容を反映させた公共施設等総合管理

計画の見直しに取り組むこととされており、今回の改訂となりました。 
この計画に基づき、新設から除却までの、いわゆるライフサイクルの延長のための対策という

狭義の長寿命化の取組に留まらず、更新を含め、将来にわたって必要な公共施設の機能を発揮し

続けるための取組を実行することにより、メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展につなげ、

資産全体の効用の最大化を図り、安心・安全で適切なサービスを提供するよう努めていきます。 
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Ⅰ．つるぎ町の概要 

 
１．つるぎ町の現状 
（１）位置と自然  
 つるぎ町は徳島県の西部地域、東経 134 度 4 分、北緯 34 度 2 分に位置し、美馬市・三好市・

東みよし町に接しています。徳島県の県庁所在地である徳島市と香川県高松市の両市から自動車

で 1 時間 30 分、約 50 ㎞の距離にあります。 
 また、京阪神方面へは徳島道から神戸鳴門自動車道を利用して 3 時間、中国地方へは国道 438
号と瀬戸大橋自動車道を経由して 2 時間で到着できます。 
 東京へは JR を利用した場合、岡山県から新幹線に乗り換え 4 時間程度、航空機を利用した場

合は高松空港から 1 時間です。 
 町の面積は、194.84 ㎢ありますが山林が 83%を占め、南北に流れる貞光川と半田川、北部を

西から東に流れる吉野川によって形成された狭小な平野部に人口の 6 割が集中しています。 
 この平野部から標高 1,955m の剣山まで一気に駆け上る急峻な地形のため、瀬戸内気候（温暖

乾燥）と呼ばれる温暖な気候から、山岳気候（冷涼湿潤）の東北地方や北海道南部と同じような

気候が存在し、多様で豊かな植生を持つ自然豊かな土地となっています。 
 
（２）歴史・沿革 
 つるぎ町の平野部からは、縄文時代の遺物が多く出土し、古くから人の営みがあったと推測さ

れています。 
 一方、山間地の集落の始まりは、急峻な山腹が移動に適さないため尾根伝いの交通網が発達し

たことにより、尾根から谷間に向けて広がった歴史をもちます。また、山間地域は大和朝廷の祭

司を司る阿波忌部氏の神域であったとされ、神聖な地域であったと言われています。 
 半田地区は、江戸後期に発祥した「半田そうめん」と「半田漆器」の生産地でした。 
特に「半田そうめん」は、つるぎ町の特産品として全国展開しています。 
 貞光地区は葉たばこの集積地、また交通の要衝として徳島県整備の商業地域のひとつでした。

その当時の賑わいを示すものとして「二層うだつの町並み」があります。 
 一宇地区は、林業を中心として栄え、農山村文化の原風景を残す地域です。 
 これらの特徴を持つ 3 町村が合併し、平成 17 年 3 月「つるぎ町」が誕生しました。  
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２．人口と財政状況 
（１）将来の人口推計 
 国立社会保障・人口問題研究所によれば、日本の将来高齢化率が 39.1%まで上昇すると予測さ

れています。一方、つるぎ町の高齢化は、全国よりも速いスピードで進行しており、すでに 40%
を超え、将来は 65%を超えると予測されています。 
 また、つるぎ町人口ビジョンでは、転入の促進・転出の抑制、合計特殊出生率の向上及び安心

して住み続けられる生活基盤の創造の各取組を行い、2060 年には人口 2,500～3,000 人超を目指

し、高齢化比率でも 50％程度に抑えることを目標としております。 
少子高齢化は、単に人口が減少するというだけでなく、人口構成の変化にも注意を向ける必要

があります。若年層や生産労働人口の割合の減少は、社会の在り方や経済活動の動向にも大きな

影響を及ぼすことが予想されます。また、経済不況による影響や医療・年金・福祉制度の将来予

測など、日常生活における将来への不安も増大しています。 
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人口構造の推移としては、2020 年（令和 2 年）の人口ピラミッドは、少子高齢化が表れてい

る「つぼ型」となっています。人口の将来展望を踏まえ、「つぼ型」の人口ピラミッドから、人口

が安定する「つりがね型」の人口ピラミッドを目指します。 
 
  

■社人研推計による人口ピラミッドの推移      ■人口ビジョンによる人口ピラミッドの推移 
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（２）歳入・歳出の状況（普通会計決算） 

  

 本町の財政状況は、経済の長期低迷や人口減などにより地方税収入の増加が見込めないことに

加え、歳入の半分を占める地方交付税についても、平成 27 年度の国勢調査に伴う人口減少や合

併算定替適用期間の終了により増額は見込めない状況であります。また、国や県に大きく依存し

た財政構造であるため、今後の動向によっては歳入に大きく影響があると予測されます。 

 歳出については、給与カット（平成18年度から平成21年度）や公債費・物件費等の抑制を図

ってきましたが、現在、施設の老朽化対策及び耐震化に伴う、大型公共工事を実施しています。

それにより地方債の借入が増加し、公債費が大きな負担となることが予測されます。また、高齢

化による社会保障に関する扶助費が年々増加しており、経費の削減を吸収しきれない歳出構造と

なっています。 
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（３）財政の比較分析（令和２年度普通会計決算） 

   

① 財政力 

  財政力指数 0.18（類似団体平均値 0.41） 

   人口の減少及び所得の減少等により税収は減少傾向にあり、財政力指数は類似団体平均値

より低い状態です。今後も税収の増加は見込めず、低下すると予測されます。   

 

② 財政構造の弾力性 

  経常収支比率 99.2％（類似団体平均値 91.2％） 

   人件費、維持補修費については、重点的に削減を進めた結果、一定の成果がでています。

しかし、大型公共事業の地方債借入に伴う元金償還の返済ピークが令和４年度まで続き、数

値悪化の大きな要因となっています。国や県に大きく依存した状況であるため、経常的な経

費をできる限り削減し、健全な財政運営に努める必要があります。 

 

③ 公債費負担の状況 

  実質公債費率 10.7％（類似団体平均値 8.8％） 

   大型公共事業の地方債借入に伴う元金償還の返済ピークが令和４年度まで続くことから、

数値は悪化すると予測されます。今後は、地方債の借入等に制限がかかる18％以上にならな

いよう借入額を制限する必要があります。 

 

④ 将来負担の状況  

  将来負担比率 22.9％ 

   大型公共事業の実施に伴う地方債借入額の増加等により、数値が悪化しています。普通会

計だけで町債残高が約103億円あり、公営企業会計を含めると約132億円にもなります。ま

た、充当可能基金も積み増しは見込めません。今後は、新規地方債の借入を抑制し、将来的

な負担が軽減されるように、今まで以上に財政健全化に努めなければなりません。 

     

 令和２年度決算においては財政健全化の指標はすべて国の定める基準内ですが、普通交付税の

減少など国の動向によっては、大きく悪化するものと予測されます。今後は限られた財源を有効

的に使うことが、極めて重要であり、健全な財政運営を図る上でも、必要不可欠であります。    

（類似団体平均値は令和元年度決算を基礎として作成） 
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令和２年

投資的経費の推移

人件費 扶助費 補助費等 投資的経費 公債費 その他

過去10年間の投資的経費 平均1,075百万円

（４）投資的経費の現状 

 

投資的経費とは、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費の合計額で、支出の効

果が短期間に留まらない資本形成を伴うような事業の経費であり、建物建設、インフラ整備、高

額備品の購入費などがこれに該当します。 

本計画で対象としている公共施設等の維持、更新費用については（企業会計を除いて）基本的

に普通会計ベースの投資的経費になるので、投資的経費をいくら捻出できるかが公共施設等の修

繕、更新のための資金を考える上で重要になってきます。 

 既に示した（２）歳入・歳出の状況（普通会計決算）（歳出）のとおり、投資的経費にかけられ

る金額は減少傾向にあります。 

さらに、10年前の平成22年決算と比較すると、歳出全体に占める投資的経費の支出割合は23.8

ポイント減少となっています。これは、先の決算状況と同様に扶助費、補助費、公債費の増加に

よるものです。 
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（５）維持補修費及び普通建設事業費の実績（普通会計・特別会計） 
 
 普通会計は、平成 28 年度に本庁舎の耐震改修工事を実施し、平成 29 年度に貞光中学校屋内

運動場天井の耐震工事を行い、平成 30 年度には給食センターを新築したため、普通建設事業費

が大幅に増加しました。今後は、老朽化している施設の用途によって、修繕及び解体費用が増

加すると予測されます。 
 特別会計の上水道は、平成 28 年度に老朽化した発電設備の更新により建設改良費が増加しま

した。今後も老朽化した設備の更新に、費用が増加すると思われます。公共下水道は、平成 30
年度及び令和 2 年度に、新規造成地への管渠工事が行われ建設改良費が発生しましたが、平成

23 年度に処理場、平成 27 年度に排水ポンプ場が完成したため、今後は、大規模な建設改良費

ではなく修繕費のみになると予測されます。農業集落排水は、平成 17 年度に供用開始し 15 年

以上経過しています。そのため今後は、施設や設備の修繕が必要となり、大規模な建設改良費

が必要となることが予測されます。 
 
 

 
  

単位：千円

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

維持補修費 72,987 51,499 43,172 46,671 59,044

普通建設事業費 1,385,027 985,428 1,527,684 642,530 615,599

修繕費 13,834 14,173 15,188 9,527 16,565

建設改良費 48,799 4,979 9,926 37,456 16,467

修繕費 655 2,540 4,530 1,143 2,462

建設改良費 0 0 4,398 0 2,254

修繕費 1,944 1,525 1,977 1,272 1,069

建設改良費 0 0 0 0 0

1,523,246 1,060,144 1,606,875 738,599 713,460合　　　計

区　分

普通会計

上水道

公共下水道

農業集落
排水
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（６）つるぎ町中期財政見通し（普通会計） 
 
 限られた財源を有効に活用し、本町発展のための諸施策を実現していくため、そして将来的な

財政運営の健全性を確保するために中期財政見通しを毎年度見直しています。 
 令和２年度国勢調査における人口の減少により、普通交付税はさらに減額となる見込みであり、

令和８年度の地方交付税は令和２年度実績より、約１億３千３百万円の減額となる見込みです。

また、合併をして 15 年が経過しましたが、施設の統廃合が進んでおらず、人口減少とのバラン

スがとれていません。 
将来にわたり安定的な行政サービスを提供するため、施設の集約化や先行投資による将来コス

トの軽減などの取り組みを進め、生産性を高めていくことが必要です。 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

歳入 単位：千円

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

地方税 773,035 744,504 740,781 737,078 733,392 729,725 726,077

地方交付税 4,435,013 4,517,212 4,485,298 4,403,872 4,380,100 4,301,794 4,302,254

臨時財政対策債 143,300 173,800 129,500 129,500 129,500 129,500 129,500

その他 3,454,720 2,738,017 2,370,401 2,461,658 2,466,211 2,290,108 2,311,944

合　計 8,806,068 8,173,533 7,725,980 7,732,108 7,709,203 7,451,127 7,469,775

歳出 単位：千円

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

人件費 1,696,910 1,649,849 1,632,907 1,633,013 1,607,681 1,596,374 1,588,701

扶助費 624,519 612,758 615,840 617,706 615,435 616,327 616,489

公債費 1,341,977 1,384,801 1,401,763 1,299,726 1,280,052 1,182,472 1,197,415

投資的経費 624,517 894,761 754,163 776,470 798,033 776,222 783,575

その他 4,360,999 3,460,777 3,161,916 3,239,660 3,247,690 3,119,668 3,126,160

合　計 8,648,922 8,002,946 7,566,589 7,566,575 7,548,891 7,291,063 7,312,340
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Ⅱ．公共施設等の概要 

 
１．土木インフラの現状 

 
つるぎ町の地勢は、南北に貞光川、半田川が貫流して吉野川へ注いでおり、両河川の下流域と

吉野川沿いに、わずかな平野部が展開しています。南部は、剣山国定公園をはじめ、標高 1,500

ｍ以上の急峻な山々がそびえる山間地となっています。 

町道・農道・林道・橋梁は生活道であり、特に山間部の道路は町民の生活の基盤となる最重要

施設ですが、幅員狭小、未舗装区域など安全性に支障のある道路は数多く存在します。 

上水道施設は、管渠総延長約139.9㎞となっています。基幹施設である取水場・浄水場は老朽

化が進行しています。配水管は耐用年数を超える管の延長が一気に増大することとなります。配

水管の更新では布設時期の平準化に取り組まなければなりません。しかし、更新速度を早めるこ

とも課題となっています。 

下水道は、貞光地区に公共下水区域 89.4ha、貞光太田地区に農業集落排水区域 47.6ha の区域

があり、生活排水を中心とする汚水を適切に処理し、公共用水域の水質汚濁防止に積極的な役割

を果たしており、町民生活の周辺環境の向上と自然環境の保全に寄与しています。 

 

 

インフラの現状

実延長（ｍ） 実面積（㎡） 実延長（ｍ） 実面積（㎡） 実延長（ｍ） 実面積（㎡）

１級町道 41,938 190,066 41,179 186,884 △ 759 △ 3,182

２級町道 54,175 203,601 54,174 203,657 △ 1 56

その他町道 637,965 1,742,151 638,555 1,747,183 590 5,032

734,078 2,135,818 733,908 2,137,724 △ 170 1,906

実延長（ｍ） 舗装路（ｍ） 実延長（ｍ） 舗装路（ｍ） 実延長（ｍ） 舗装路（ｍ）

1,177 1,177 1,177 1,177 0 0

82,127 64,998 84,471 68,594 2,344 3,596

橋梁数（橋） 実延長（ｍ） 橋梁数（橋） 実延長（ｍ） 橋梁数（橋） 実延長（ｍ）

296 2,770 293 2,756 △ 3 △ 14

18 226 34 450 16 224

橋梁（町道）

橋梁（林道）

区分
平成２７年度（策定時） 令和２年度（改訂時） 増減

平成２７年度（策定時） 令和２年度（改訂時） 増減

道路

平成２７年度（策定時） 令和２年度（改訂時） 増減
区分

区分

農道

林道

合　計
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導水管 300mm未満

送水管 300mm未満

50mm以下

75mm以下

100mm以下

150mm以下

200mm以下

区分 管種 口径
平成２７年度

（策定時）
令和２年度
（改訂時）

12,135 12,135 0

6,505 6,505 0

54,391

増減

54,562 171

28,041 28,046 5

合　　計 139,715 139,911 196

19,886 19,906 20

4,309 4,309 0

14,448 14,448 0配水管

上水道
管　渠

延長（ｍ）

管渠延長 ｍ

ﾏﾝﾎｰﾙ数 個

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 箇所

公共桝 個

管渠延長 ｍ

ﾏﾝﾎｰﾙ数 個

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 箇所

公共桝 個

区分

公　共
下水道

農業集
落排水

平成２７年度
（策定時）

令和２年度
（改訂時）

増減

19,209 19,331 122

976 982 6

単位

9 9 0

1,254 1,269 15

4,984 4,984 0

212 212 0

13 13 0

153 153 0
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２．公共施設等の現状 

 

 本町が所有する建築物の総延べ床面積は 119,377 ㎡で、町民一人あたりの延べ床面積は 14.30

㎡となります。また、一般的に建物の大規模改修を行う目安とされる築 30 年以上を経過した建

築物の延べ床面積は、77,496㎡と全体の65％を占めており、老朽化が進行しています。 

 建築用途別では、学校教育施設（休・廃校施設）の面積が最も多く、公共施設全体の 22.5％、

公営住宅が19.9％、使用中の学校教育施設が18.3％を占めています。 

 庁舎等の行政系施設は、旧の３町村時代の中心地に主な施設が配置されています。旧貞光町役

場をつるぎ町本庁舎とし隣接地に本庁舎分館を置き、旧半田町役場は半田支所・旧一宇村役場は

一宇支所として活用しています。 

 

 

 

築 年 別 整 備 状 況 
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３．過去５年間に行った公共施設への対策 

 

公共施設保有量及び有形固定資産減価償却率の推移（ストック情報調査）

年　　度

平成２８年度 118,134.54 ㎡ 64.6 ％ 12.52 ㎡

平成２９年度 118,812.79 ㎡ 65.5 ％ 12.95 ㎡

平成３０年度 119,305.02 ㎡ 65.8 ％ 13.43 ㎡

令和元年度 119,156.72 ㎡ 67.1 ％ 13.83 ㎡

令和２年度 119,376.89 ㎡ 68.1 ％ 14.30 ㎡

1人当たり
公共施設保有量

有形固定資産
減価償却率

公共施設保有量

年度 施設名 建築年度 対策内容

半田中学校校舎 昭和54年 2,417.00 ㎡ 耐震改修工事

東久保集会所 昭和54年 178.71 ㎡ 大規模改修

駅栄団地 平成４年 514.74 ㎡ 外壁・屋根改修工事

消防第8分団格納庫 平成27年 69.49 ㎡ 解体・新築

本庁舎 昭和46年 1,632.04 ㎡ 耐震改修工事

太田第2団地 平成８年 611.91 ㎡ 屋根改修工事

シルバー学園（作業棟） 昭和60年 93.24 ㎡ 解体工事

中山集落多目的研修集会施設 昭和61年 59.94 ㎡ 解体工事

貞光中学校屋内運動場 昭和63年 4,688.87 ㎡ 天井耐震工事

地域拠点センター 平成29年 618.63 ㎡ 新築

防災備蓄倉庫 平成29年 59.62 ㎡ 新築

就業センター 昭和51年 1,529.05 ㎡ 耐震改修工事

給食センター 平成30年 793.50 ㎡ 新築工事

貞光ゆうゆう館 平成７年 1,883.45 ㎡ 施設修繕工事

旧永井家庄屋屋敷 不明 182.57 ㎡ 茅葺屋根改修工事

織本屋 不明 477.26 ㎡ 外壁改修工事

半田スポーツセンター 平成10年 2,206.00 ㎡ 天井耐震工事

半田支所 昭和53年 2,975.64 ㎡ 耐震診断

旧高清小学校教員住宅 平成３年 148.30 ㎡ 売却

旧端山診療所 昭和56年 273.82 ㎡ ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽに改修

貞光ゆうゆう館 平成７年 1,883.45 ㎡ 小規模昇降機設置

サテライトオフィス（旧武市知事邸） 昭和58年 220.17 ㎡ 購入

令和元年度

令和２年度

延床面積

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度
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Ⅲ．公共施設等の将来負担コスト 

  

図 1のグラフは、２．公共施設等の現状の築年別整備状況の施設を現状のまま、大規模改修及

び建て替え更新を実施すると仮定した場合の更新費用を推計したグラフです。 

本町の公共施設全体を更新するには、今後 40 年間で 402.4 億円の費用が必要となる試算とな

りました。これは年平均に換算すると10.1億円の費用が必要となる試算結果でした。 

また、仮に全ての施設において長寿命化工事を実施した場合の更新費用の試算は図2のグラフ

となり、従来型に比べ今後40年間で60.6億円の削減となる試算結果でした。 
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Ⅳ．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

１．計画対象施設 

 町が所有する全ての公共施設等を対象とします。 

 

２．計画期間 

 平成 29 年度を初年度とし、令和 18 年度までの 20 年間を計画期間とします。ただし、社会情

勢の変化や進捗状況等に応じて、計画期間中においても見直しを行うものとします。 

 

３．現状や課題に関する基本認識 

（１）計画の必要性 

 老朽化した施設を放置することは、町民の生命を危険にさらしかねません。今ある資源・資産

を最大限に活用して、適切かつ良質なサービスを維持し、将来にわたる財政面での持続可能性を

確保するため、今後の人口減少、人口構造の変化に応じた総合的かつ計画的な管理を行う必要が

あります。 

 

（２）点検・診断 

 公共施設等の維持管理・更新等に当たっては、各施設が有する機能や設置状況等に応じ、日常

的な巡視、定期的な点検及び不定期な点検等が行われています。これらは、相互が補完しあいな

がら施設の変状を適時適切に把握し、利用者の安全を確保するために必要な措置を講じるうえで

必要不可欠でありますが、施設によってはこれまで十分な取組がなされていないものもあります。 

 

（３）管理基準の設定 

 公共施設等の機能を維持するうえで必要となるメンテナンスは、施設の規模、設置環境、利用

状況等によって大きく異なり、過度な対応は行政コストの増大を招き、過小な対応は公共施設等

の機能の維持や利用者の安全確保に支障を来す可能性があります。このため、管理基準の体系的

整備に当たっては、安全の確保を最優先としつつ、予算や体制等の実態も踏まえた持続可能なも

のとしていく必要があります。 

 また、各施設の設置環境や利用状況を分析し、将来必要となる公共施設等の機能や、それを維

持し続けるため、メンテナンスサイクルを如何に構築していくかが課題となっています。 

 

（４）予算管理 

 厳しい財政状況下において、維持管理・更新等に係る計画的な投資を行うためには、あらゆる

角度からトータルコストの縮減を図り、予算の平準化に努めることが重要です。 

 予算の平準化を図るためには、点検・診断を通じて把握した劣化・損傷の状況を踏まえ、施設

毎に対策費用や対応の緊急性を検討のうえ、将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位

を検討し、投資を計画的に実施していく必要があります。 

 



 

15 
 

４．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 公共施設等の長寿命化対策では、修繕や改修等によって機能維持を図るだけでなく、住民のニ

ーズに応える付加価値を高めることができるかが重要となってきます。そのためには、既存施設

の在り方の抜本的見直しに継続的に取り組み、長寿命化対象施設の厳選を図る必要があります。

その上で、将来の人口推移や財源状況をしっかりと踏まえながら、公共施設の管理に当たっては、

既存ストックの積極的な有効活用を通じて、予防保全型の継ぎ目のないメンテナンスサイクルを

実施することとします。 

 

 

公共施設等について 

・既存施設を最大限に有効活用します。 

・現状を把握し、可能な施設から統廃合、機能転換等を推進します。 

・町民サービスの低下を招かない工夫を実施します。 

 

土木インフラについて 

・ライフサイクルコストを縮減します。 

・バランスを考えて、新設、改修を行います。 

・資産を安全に長期的に活用します。 
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５．公共施設等管理の取組と方向性 

（１）点検・診断等の実施方針 

 公共施設等の主要な全施設について、法定検査に加え、必要に応じて任意の点検を行い、施設

設備の劣化状況、安全性等を把握します。その診断結果をもとに、施設の利用率、効用等を考慮

したうえで各施設の保全対策の優先度を決定します。 

 土木インフラを構成する構造物や設備については、定期的な点検だけでなく通常時の状態と異

なる現象が生じていないか日常管理で常に留意を行います。橋梁については、５年に１回の定期

点検が義務化されています。橋梁定期点検要領（H26.6 国土交通省道路局国道・防災課）等に基

づき、近接目視点検を基本とし打音調査も併用し、橋梁の現状をできるだけ細部まで正確に把握

します。得られた点検結果については適正に保管し、将来の点検・補修計画の参考とします。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 公共施設等をできる限り長く使用することを基本認識として、利用率・効用・老朽度合等を総

合的に勘案し、維持管理、修繕、更新等を実施します。 

 大規模な修繕や更新をできるだけ回避するため、施設特性を考慮のうえ安全性や経済性を踏ま

えつつ、損傷等が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施することで、機能の保持・回復を

図ります。 

土木インフラについては、点検結果を踏まえて、老朽化が著しい区間・危険度の高い区間、施

設の利用度の高い区間に優先順位を決め、更新・維持修繕を実施します。 

 

（３）安全確保の実施方針 

 危険度が認められた施設については、原則として評価の内容に従って、速やかに安全確保の改

修及び長寿命化対策を実施します。 

 ただし、大規模な改修が必要でありながら、利用率及び効用等の低い施設については、今後も

その利用及び効用が向上する見込みがなければ、総合的な判断により施設の共用を廃止し、その

機能を安全性の確保された既存の施設に移転させることを検討します。 

 土木インフラについては、のり面崩壊・路肩決壊・舗装面の轍・陥没の早期発見に努め、速や

かに復元し適切な維持管理を実施することにより安全性を確保します。 

 

（４）耐震化の実施方針 

 ハコモノ施設の多くは、災害時には避難場所等として活用されます。また、被害情報の提供や

災害対策指示が行われるなど応急活動の拠点となります。このため、平常時の利用者の安全確保

だけでなく、災害時の拠点施設としての機能を確保するため、現時点で耐震面に懸念がある場合、

緊急度及び優先順位を判断し、計画に基づき、耐震性を備えた既存の建物に機能を移転させる方

法を基本として災害に備えます。 

 配水施設の耐震化を積極的に進めます。幹線管路や病院・学校・災害対応活動施設等の重要給

水施設管路については、優先的に耐震性の優れた管路へ順次更新します。 
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出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科学省） 

（５）長寿命化の実施方針 

 全ての施設の機能の不具合や設備の劣化などに対して、従来のように修繕改修していくことは、

大きな財政負担を強いることになり、少子高齢化や人口減少予測による、今後の厳しい財政状況

のもとでは現実的ではありません。そのため、点検・診断等の実施方針により早期に各施設の状

態を把握し、予防保全型の修繕等を実施することにより、事業費の大規模化及び高コスト化を回

避し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 下図は、改築中心の事後保全型のイメージと、長寿命化による予防保全型のイメージを表した

ものです。今後は、原則として改築に替えて、目標耐用年数を鉄筋コンクリート造及び鉄骨造は

80年、木造は50年と設定し、それまで使用することにより財政負担の抑制と平準化を図ります。 

  

改築中心から長寿命化への転換イメージ 
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Plan Do
・計画策定 ・計画の実施

人口、財政、施設の状況 ・個別計画の作成、実施
基本的な考え方

Action Check
・課題の検討 ・計画の現状把握
・計画の改善 ・課題の抽出
・次期方針の決定

ＰＤＣＡサイクル

つるぎ町公共施設等

総合管理計画

（６）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

 今後も維持していく公共施設等の修繕・更新時には、利用者の性別・年齢・国籍・障がいの有

無などに関わらず、誰もが利用しやすい施設となるよう、ユニバーサルデザイン化を図ります。 

 

（７）統合や廃止の推進方針 

 公共施設の維持費用を縮減するためには、余剰施設の統合や廃止による施設数縮減の推進が有

効ですが、当町においては保有施設が限られており、重複した施設の統廃合の実施が可能である

ケースはかなり限定されます。そのため、統合することが可能であり将来的に有益と判断される

施設については、議会や地元地域との調整を十分整えたうえで、統合を推進することとします。 

辺境にある土木インフラについては、通行頻度の極めて少ない道路は将来の集落のあり方や人

口動向などを見極め、できるだけ更新することなく効率の良い維持管理に努めていきます。橋梁

についても、交通量の減少や周辺土地利用の変化、近隣橋梁の有無や町民要望を踏まえ、管理橋

梁の総コストを抑制する観点から、廃止が選択肢となりうる場合において検討いたします。 

 

（８）総合的かつ計画的な管理を実施するための体制の構築方針 

 中長期的な視点での施設整備・管理運営計画には財政措置が不可欠であり、町総合振興計画や

財政計画との整合性を持たせることが必要となります。予算編成段階から関係部署間で連携をと

り、公共施設を経済的かつ効率的に運営していくというコスト意識を全ての職員が共有し、総合

的かつ計画的な管理を実施するための体制を構築します。 

橋梁については、法令義務化された定期点検を着実に実施し、コスト縮減を図りながら「点検」

→「計画」→「修繕」の橋梁長寿命化サイクルを持続可能なものとし、橋梁の適正な維持管理を

実現できるように取り組んでいきます。 

 

（９）ＰＤＣＡサイクルの推進方針 

 本計画は、ＰＤＣＡサイクルにより、Ｐｌａｎ（計画）・Ｄｏ（実行）・Ｃｈｅｃｋ（評価）・Ａ

ｃｔｉｏｎ（改善）を継続的に実施することで、効率的・効果的に推進します。 

 また、各個別計画も同様に、ＰＤＣＡサイクルを活用し推進します。 
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６．施設類型毎の管理に関する基本的な方針 

 将来の人口減少や少子高齢化の進展、施設の利用・コスト・老朽化の状況、すでに取り組んで

いる各分野の事務事業の見直しの経過といった様々な状況を踏まえ、目標を達成するため各分野

において内容を理解するとともに、横断的かつ積極的な取組によって成果を上げることができる

よう、全庁を拳げて取り組んでいきます。 

 

学校教育施設 

 長期的な視点による効率的な維持管理を行い、予防保全の考え方により計画的に修繕等を実施

し、施設の長寿命化を図るとともに学校規模の状況、児童・生徒数減少の動向、地元への影響等

諸条件を総合的に判断し、安全で快適な教育環境の整備を推進します。 

 

学校教育施設（休廃校舎） 

 老朽化が著しい廃校舎は計画的に取り壊しを検討していきます。地域・集落の核となっている

休廃校舎は、集落の集会や緊急避難場所として活用できるように維持管理を実施します。また、

条件等がそろえば民間業者への貸出し等を積極的に進めます。 

 

公営住宅施設 

 老朽化した町営住宅について、計画的な修繕や維持管理を実施し、長寿命化を図ります。老朽

化が著しい町営住宅の更新については、人口動向等を考慮し慎重に検討していきます。 

 

社会教育施設 

 施設の定期点検を適切に推進します。現況調査を行い施設の劣化状況を把握し、修繕方法や実

施時期を検討し、計画的に修繕・更新を実施することにより長寿命化を図ります。また利用者と

の連携を図り、施設整備の安全確保にも努めます。 

 

観光・レクリエーション施設 

 通常時の状態と異なる現象が生じていないか日常管理で常に留意し、点検結果を踏まえ、情報

を共有し、適時適切な補修・更新等を行っていくことを基本とし、徹底的な長寿命化を図ります。 

 また、公園遊具等の安全確保において、安全点検が果たす役割は非常に重要です。児童遊具等

の点検を実施し、事故につながるおそれがある場合は適切な措置を講じます。 

 

行政施設 

 施設の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた補修・更新等を実施し

ます。計画的に行うことにより、施設の長寿命化を推進し、ライフサイクルコストの低減を図る

戦略的保全管理に努めます。 
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保健・福祉施設 

 法定・日常点検の適切な実施により施設の劣化・故障を早期に発見し、構造躯体に与える影響

の度合いや、施設利用の安全性の観点により、適切な対応を図ります。 

 

集会施設 

 予防保全的な維持管理に努め、計画的に修繕等を実施し長寿命化を図ります。特に老朽化が著

しく継続使用が困難な施設については、人口動向に留意し除却撤去を慎重に検討します。 

 

環境施設 

 法定・日常点検の適切な実施により施設の劣化・故障を早期に発見し、構造躯体に与える影響

の度合いや、施設利用の安全性の観点により、適切な対応を図ります。 

 

産業施設 

 通常時の状態と異なる現象が生じていないか日常管理で常に留意し、点検結果を踏まえ、情報

を共有し、適時適切な補修・更新等を行っていくことを基本とし、徹底的な長寿命化を図ります。 

 

消防施設 

 消防分団詰所については、地域の防災体制の中核的存在となっています。消防団員による日常

の点検を実施しています。できるだけ長期的に活用できるように維持管理に努めます。また、施

設数は地域の人口動向や公平性を考慮し再編の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

＜ 参 考 ＞ 

 

つるぎ町公共施設等総合管理計画 

 

対象施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設名 構造・階数 竣工年度 場所

1 貞光小学校　プール 鉄筋コンクリート 昭和47年 945.00 ㎡ 貞光字野口87

2 貞光小学校　校舎 鉄筋コンクリート・３階 昭和52年 2,837.15 ㎡ 貞光字野口87

3 半田中学校　校舎 鉄筋コンクリート4階建 昭和54年 2,417.00 ㎡ 半田字田井282

4 半田中学校　部室 鉄骨プレハブ　平屋建 昭和55年 59.60 ㎡ 半田字田井282

5 半田中学校　技術室 鉄骨 昭和55年 202.00 ㎡ 半田字田井282

6 貞光幼稚園　園舎 鉄筋コンクリート・平屋 昭和54年 358.30 ㎡ 貞光字野口66

7 貞光小学校　屋外ポンプ室 コンクリートブロック・平屋 昭和55年 9.56 ㎡ 貞光字野口87

8 太田小学校　屋外倉庫 軽量鉄骨・平屋 昭和54年 16.80 ㎡ 貞光字太田西107

9 貞光小学校　屋外倉庫 木造・平屋 昭和56年 48.00 ㎡ 貞光字野口87

10 太田小学校　校舎 鉄筋コンクリート・３階 昭和59年 864.00 ㎡ 貞光字太田西107

11 太田小学校　屋内運動場 鉄骨・平屋 昭和59年 344.96 ㎡ 貞光字太田西107

12 貞光中学校　屋外トイレ 鉄筋コンクリート・平屋 昭和61年 20.25 ㎡ 貞光字中須賀52-1

13 貞光中学校　クラブハウス 軽量鉄骨・平屋 昭和61年 81.67 ㎡ 貞光字中須賀52-1

14 貞光中学校　プール 鉄筋コンクリート・ステンレス張 昭和60年 818.38 ㎡ 貞光字中須賀52-1

15 太田小学校　屋外倉庫 軽量鉄骨・平屋 昭和62年 14.00 ㎡ 貞光字太田西107

16 貞光中学校　屋内運動場 鉄筋コンクリート・３階 昭和63年 4,688.87 ㎡ 貞光字中須賀52-1

17 太田小学校（増築部分） 鉄筋コンクリート・３階 平成6年 480.14 ㎡ 貞光字太田西107

18 太田小学校　プール 鉄筋コンクリート 平成7年 165.66 ㎡ 貞光字太田西125-1

19 貞光幼稚園　屋外倉庫 木造平屋 平成13年 27.08 ㎡ 貞光字野口66

20 太田げんきっこ 鉄骨２階 平成13年 106.65 ㎡ 貞光字太田西107-1

21 貞光小学校　屋外倉庫 プレハブ造 平成16年 17.68 ㎡ 貞光字野口87

22 半田小学校　校舎（耐震改修） 鉄筋コンクリート3階建 昭和45年 2,372.00 ㎡ 半田字田井289

23 貞光中学校　校舎 鉄筋コンクリート・３階 平成22年 2,732.58 ㎡ 貞光字中須賀52-1

24 半田小学校　屋内運動場（耐震改修） 鉄骨２階建 昭和47年 504.00 ㎡ 半田字田井289

25 貞光小学校　屋内運動場（耐震改修） 鉄筋コンクリート・上部鉄骨・平屋 昭和52年 603.95 ㎡ 貞光字野口87

26 半田中学校　屋外便所 木造平屋 平成24年 18.86 ㎡ 半田字田井282

27 半田幼稚園　園舎 鉄筋コンクリート平屋 平成26年 295.95 ㎡ 半田字田井80-1

28 学校給食センター 鉄骨・平屋 平成30年 793.50 ㎡ 貞光字馬出96

㎡ 18.3%

延床面積

学
校
教
育
施
設

小　　計 21,843.59



施設名 構造・階数 竣工年度 場所延床面積

1 日浦小学校　プール 25×10 不明 250.00 ㎡ 半田字蔭名1302

2 八千代中学校　屋外便所 鉄骨平屋 不明 19.40 ㎡ 半田字日開野206

3 八千代中学校　屋外倉庫 鉄骨平屋 不明 33.00 ㎡ 半田字日開野206

4 古見小学校　屋外便所 コンクリートブロック 不明 22.00 ㎡ 一宇字太刀之本1

5 錦谷小学校　倉庫 木造平屋トタン葺き 不明 17.18 ㎡ 一宇字川又955

6 白石小学校　プール 25×12 不明 300.00 ㎡ 半田字白石407-2

7 白石小学校　プール付属棟 鉄骨 昭和53年 32.50 ㎡ 半田字白石407-2

8 坂根小学校　屋外倉庫 鉄骨 不明 22.00 ㎡ 半田字坂根346

9 坂根小学校　プール付属棟 鉄骨 不明 35.10 ㎡ 半田字下尾尻136

10 紙屋小学校　プール 25×10 不明 250.00 ㎡ 半田字紙屋28-1

11 紙屋小学校　プール付属棟 鉄骨 不明 42.50 ㎡ 半田字紙屋28-1

12 白石幼稚園　園舎 木造スレート葺　平屋建 昭和29年 149.00 ㎡ 半田字白石422

13 端小猿飼分校　校舎･幼稚園 木造・瓦・平屋 昭和34年 179.07 ㎡ 貞光字猿飼134

14 皆瀬小学校　屋外倉庫 木造・平屋 昭和38年 36.43 ㎡ 貞光字皆瀬川向1-1

15 端小猿飼分校　教員宿舎 木造・瓦・２階 昭和39年 40.50 ㎡ 貞光字猿飼134

16 日浦小学校　プール更衣室 木造平屋建 昭和46年 40.00 ㎡ 半田字蔭名1302

17 一宇中学校　校舎1 鉄筋コンクリート・４階 昭和46年 1,611.00 ㎡ 一宇字太刀之本5-1

18 旧小野分園　園舎 鉄骨平屋建 昭和46年 186.00 ㎡ 半田字小野116

19 一宇中学校　校舎2 鉄筋コンクリート・３階 昭和47年 1,273.00 ㎡ 一宇字太刀之本5-1

20 白石小学校　校舎 鉄骨　２階建 昭和47年 586.00 ㎡ 半田字白石423-1

21 一宇中学校　寄宿舎 鉄筋コンクリート４階・一部5階建 昭和48年 1,173.00 ㎡ 一宇字赤松735

22 一宇中学校　教員宿舎 鉄筋コンクリート・2階 昭和48年 278.00 ㎡ 一宇字太刀之本161-1

23 柴内小学校　プール 鉄筋コンクリート 昭和48年 60.00 ㎡ 貞光字柴内328-1

24 古見小学校　校舎・幼稚園 鉄筋コンクリート・4階 昭和50年 997.00 ㎡ 一宇字太刀之本1

25 錦谷小学校　教員宿舎 鉄筋コンクリート・2階 昭和49年 200.00 ㎡ 一宇字川又957-6

26 白石小学校　屋外倉庫 鉄骨平屋建 昭和50年 36.00 ㎡ 半田字白石422

27 坂根小学校　校舎 鉄骨２階建 昭和50年 718.00 ㎡ 半田字坂根346

28 坂根幼稚園　園舎 鉄骨平屋建 昭和50年 136.00 ㎡ 半田字坂根346

29 八千代中学校　プール 25×12 昭和50年 300.00 ㎡ 半田字日開野196-1

30 八千代中学校　プール付属棟 鉄骨 昭和50年 56.50 ㎡ 半田字日開野196-1

31 日浦小学校　倉庫 木造平屋建 昭和52年 33.60 ㎡ 半田字蔭名1302

32 紙屋小学校　校舎 鉄骨造　2階建 昭和50年 871.20 ㎡ 半田字紙屋256

33 日浦幼稚園　園舎 鉄骨平屋建 昭和53年 72.00 ㎡ 半田字蔭名1292

34 錦谷小学校　校舎･幼稚園 鉄筋コンクリート・３階 昭和53年 1,102.00 ㎡ 一宇字川又957-4

学
校
教
育
施
設

（
休
廃
校
舎

）



施設名 構造・階数 竣工年度 場所延床面積

35 錦谷小学校　プール コンクリートブッロク・平屋 昭和53年 482.00 ㎡ 一宇字川又955

36 坂根小学校　屋内運動場 鉄骨　地上１階　中２階 昭和52年 324.00 ㎡ 半田字坂根346

37 紙屋小学校　屋内運動場 鉄骨　2階建 昭和54年 395.00 ㎡ 半田字紙屋256

38 紙屋幼稚園　園舎 鉄骨 昭和54年 120.00 ㎡ 半田字紙屋256

39 応能小学校　校舎 鉄筋コンクリート・３階 昭和54年 832.00 ㎡ 一宇字伊良原7591-4

40 高清小学校　プール 25×12 昭和55年 300.00 ㎡ 半田字高清98

41 高清小学校　プール更衣室 鉄骨平屋建 昭和55年 37.00 ㎡ 半田字高清98

42 皆瀬小学校　校舎･幼稚園 鉄筋コンクリート・３階 昭和54年 910.15 ㎡ 貞光字皆瀬川向1-1

43 皆瀬小学校　ポンプ室 コンクリートブロック造・平屋 昭和54年 6.89 ㎡ 貞光字皆瀬川向1-1

44 皆瀬小学校　燃料庫 コンクリートブロック造・平屋 昭和54年 2.04 ㎡ 貞光字皆瀬川向1-1

45 柴内小学校　燃料庫 コンクリートブロック造・平屋 昭和54年 4.14 ㎡ 貞光字柴内328-1

46 日浦小学校　屋内運動場 鉄骨平屋建 昭和55年 394.00 ㎡ 半田字蔭名1292

47 古見小学校　プール コンクリートブロック 昭和56年 804.00 ㎡ 一宇字太刀之本199

48 八千代小学校　屋内運動場 鉄骨・カラーボード等 昭和57年 424.00 ㎡ 半田字下喜来1-1

49 八千代幼稚園　園舎 鉄骨コロニアル平屋建 昭和56年 140.00 ㎡ 半田字下喜来1-1

50 端山小学校　校舎･幼稚園 鉄筋コンクリート・３階 昭和57年 1,719.52 ㎡ 貞光字宮平39-1

51 端山小学校　屋内運動場 鉄筋コンクリート・平屋 昭和57年 417.00 ㎡ 貞光字宮平39-1

52 白石小学校　教員宿舎 鉄筋コンクリート 昭和57年 43.00 ㎡ 半田字白石418

53 白石小学校　教員宿舎 鉄筋コンクリート 昭和56年 35.00 ㎡ 半田字白石418

54 明谷小学校　校舎 鉄筋コンクリート・３階 昭和57年 630.00 ㎡ 一宇字大屋内4304

55 高清小学校　校舎 鉄筋コンクリート３階建 昭和58年 1,085.00 ㎡ 半田字高清1398

56 高清幼稚園　園舎 鉄骨平屋建 昭和58年 140.00 ㎡ 半田字高清1398

57 八千代小学校　校舎 鉄筋コンクリート　３階建 昭和60年 1,040.00 ㎡ 半田字下喜来1-1

58 日浦小学校　校舎 鉄筋コンクリート 昭和60年 759.00 ㎡ 半田字蔭名1292

59 八千代小学校　屋外倉庫 鉄骨平屋建 昭和61年 39.00 ㎡ 半田字下喜来1-1

60 高清小学校　屋内運動場 鉄筋コンクリート　 昭和62年 437.00 ㎡ 半田字高清1398

61 坂根小学校　プール 25×10 平成2年 250.00 ㎡ 半田字下尾尻136

62 端山小学校　プール ＦＲＰ構造 平成2年 435.75 ㎡ 貞光字宮平39-1

63 皆瀬小学校　屋内運動場 鉄筋コンクリート・一部鉄骨 平成3年 398.90 ㎡ 貞光字皆瀬川向1-1

64 八千代中学校　校舎 鉄筋コンクリート3階建 平成4年 1,989.00 ㎡ 半田字日開野122

65 一宇中学校　屋内運動場 鉄筋コンクリート2階、地下１階 平成13年 757.20 ㎡ 一宇字太刀之本7

66 古見小学校　多目的施設 鉄骨平屋建 平成15年 158.56 ㎡ 一宇字太刀之本1

67 学校給食センター 鉄骨平屋建 昭和48年 224.00 ㎡ 一宇字太刀之本1

㎡ 22.5%小　　計 26,891.13

学
校
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）



施設名 構造・階数 竣工年度 場所延床面積

1 中部運動公園屋内ゲートボール場 鉄骨 不明 546.00 ㎡ 半田字高清1938

2 町民プール　付属棟 コンクリート 昭和46年 110.55 ㎡ 半田字田井66-1

3 町民プール コンクリート 不明 1,412.00 ㎡ 半田字田井66-1

4 旧小野公民館 鉄骨 昭和46年 350.00 ㎡ 半田字小野116

5 八千代公民館 鉄骨2階建 昭和47年 400.00 ㎡ 半田字日開野119

6 就業センター 鉄筋コンクリート・２階 昭和51年 1,529.05 ㎡ 貞光字宮下61-1

7 端山住民福祉センター 鉄筋コンクリート・２階 昭和51年 402.44 ㎡ 貞光字東丸井5-1

8 一宇公民館 鉄筋コンクリート・3階 昭和55年 1,651.00 ㎡ 一宇字赤松6-2

9 貞光中央公民館 鉄筋コンクリート・２階 昭和54年 350.90 ㎡ 貞光字西山152-2

10 老人福祉センター 鉄筋コンクリート・２階 昭和55年 502.31 ㎡ 貞光字西山152-2

11 シルバー学園　作業棟 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・角波ｶﾗｰ鉄板・平屋 昭和55年 50.00 ㎡ 貞光字西山152-3

12 心の宿 鉄筋コンクリート・平屋 昭和57年 70.00 ㎡ 貞光字宮下61-1

13 八幡コミュニティセンター 鉄筋コンクリート・２階 昭和60年 152.41 ㎡ 貞光字前田45-1

14 就業センター　永久保存庫 鉄筋コンクリート・銅板葺・平屋 昭和62年 8.54 ㎡ 貞光字宮下61-1

15 貞光中央公民館　倉庫 軽量鉄骨・平屋（プレハブ） 平成元年 21.04 ㎡ 貞光字西山152-2

16 端山住民福祉センター　屋外倉庫 軽鉄・平屋 平成2年 25.92 ㎡ 貞光字東丸井5-1

17 就業センター　コミュニティ倉庫 軽量鉄骨・平屋（プレハブ） 平成2年 38.88 ㎡ 貞光字宮下61-1

18 半田スポーツセンター 鉄筋コンクリート　２階建 平成10年 2,206.00 ㎡ 半田字田井202

19 太田公民館 木造・平屋 平成13年 358.12 ㎡ 貞光字太田西131-1

20 赤松ゲートボール場 鉄骨・平屋 平成13年 399.28 ㎡ 一宇字赤松877

21 小野コミュニティーセンター 鉄骨造1階 平成22年 219.44 ㎡ 半田字小野91-1

㎡ 9.1%

社
会
教
育
施
設

小　　計 10,803.88



施設名 構造・階数 竣工年度 場所延床面積

1 駅栄団地 鉄筋コンクリート・３階 平成4年 514.74 ㎡ 貞光字馬出37-3

2 馬出団地 コンクリートブッロク・平屋 昭和40年 254.48 ㎡ 貞光字馬出82-1

3 八幡南団地 鉄筋コンクリート・４階 昭和45年 771.45 ㎡ 貞光字前田42-2

4 八幡北団地 鉄筋コンクリート・４階 昭和46年 775.28 ㎡ 貞光字前田42-2

5 中須賀団地 コンクリートブッロク・平屋 昭和40年 381.72 ㎡ 貞光字中須賀60-1

6 野口団地 鉄筋コンクリート・４階 昭和51年 956.05 ㎡ 貞光字野口52-2

7 宮内団地 コンクリートブロック・２階 昭和45年 866.20 ㎡ 貞光字宮内187

8 宮内北団地 鉄筋コンクリート・４階 昭和51年 956.18 ㎡ 貞光字宮内187

9 太田団地 鉄筋コンクリート・４階 平成6年 1,087.24 ㎡ 貞光字太田西87-2

10 太田第2団地 鉄筋コンクリート３階 平成8年 611.91 ㎡ 貞光字太田西87-2

11 太田第3団地 鉄筋コンクリート・４階 平成12年 1,136.00 ㎡ 貞光字太田西88

12 丸井団地 木造・スレート・平屋 昭和33年 152.85 ㎡ 貞光字東丸井60-2

13 明治橋団地 鉄筋コンクリート4階（一部木造） 平成14年 ㎡ 貞光字町19-1

14 明治橋団地 鉄筋コンクリート2階（一部木造） 平成14年 ㎡ 貞光字町19-1

15 宮内北団地集会所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・平屋 昭和51年 66.33 ㎡ 貞光字宮内187

16 木ノ内団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和43年 159.00 ㎡ 半田字木ノ内154-1

17 木ノ内団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和43年 127.20 ㎡ 半田字木ノ内154-1

18 東久保団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和43年 159.00 ㎡ 半田字東久保937-1

19 東久保団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和43年 159.00 ㎡ 半田字東久保937-1

20 西久保団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和44年 159.00 ㎡ 半田字西久保148-2

21 西久保団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和44年 159.00 ㎡ 半田字西久保148-2

22 松生団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和44年 159.00 ㎡ 半田字松生59-6

23 松生団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和44年 159.00 ㎡ 半田字松生59-6

24 高橋団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和49年 150.80 ㎡ 半田字小野440-1

25 高橋団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和49年 150.80 ㎡ 半田字小野440-1

26 高橋団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和49年 113.10 ㎡ 半田字小野440-1

27 高橋団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和49年 150.80 ㎡ 半田字小野440-1

28 小野団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和50年 220.60 ㎡ 半田字小野426-1

29 小野団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和50年 220.60 ㎡ 半田字小野426-1

30 逢坂団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和51年 270.90 ㎡ 半田字逢坂31

31 逢坂団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和51年 270.90 ㎡ 半田字逢坂31

32 西山団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和52年 235.00 ㎡ 半田字西久保191

33 西山団地 木造・平屋建 平成14年 342.25 ㎡ 半田字西久保191

34 八千代団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和53年 212.84 ㎡ 半田字下喜来101-1

35 八千代団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和53年 159.63 ㎡ 半田字下喜来101-1

36 八千代団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和53年 159.63 ㎡ 半田字下喜来101-1

37 松生西団地 コンクリートブロック陸屋根平屋建 昭和49年 326.50 ㎡ 半田字松生88-1

38 丸戸団地 鉄筋コンクリート４階建 昭和53年 986.56 ㎡ 半田字小野500-1

39 天神団地 鉄筋コンクリート４階建 平成元年 1,093.06 ㎡ 半田字小野477

40 木ノ内第2団地 鉄筋コンクリート４階建 平成6年 1,599.08 ㎡ 半田字木ノ内112-4

41 赤松第1団地 鉄筋コンクリート２階建 昭和50年 596.00 ㎡ 一宇字赤松852

42 赤松第2団地 鉄筋コンクリート2階建 昭和53年 760.00 ㎡ 一宇字赤松764

43 赤松東団地 鉄筋コンクリート・３階 平成7年 910.15 ㎡ 一宇字赤松581

44 中央団地 鉄筋コンクリート・2階 昭和51年 867.00 ㎡ 一宇字伊良原403

45 広沢団地 鉄筋コンクリート・２階 昭和51年 271.00 ㎡ 一宇字広沢1814

46 内野第１団地 鉄筋コンクリート・３階 昭和54年 707.00 ㎡ 一宇字太刀之本28

47 内野第２団地 鉄筋コンクリート・4階 昭和56年 943.00 ㎡ 一宇字太刀之本303

48 河内団地 鉄筋コンクリート・２階・3棟 昭和53年 812.00 ㎡ 一宇字大佐古670-1

49 実平団地 鉄筋コンクリート・２階 昭和53年 379.00 ㎡ 一宇字実平1787

50 赤松木造住宅 木造・平屋 昭和27年 56.00 ㎡ 一宇字赤松609

51 内野第2団地集会所 木造・平屋建、トタン葺き 昭和56年 71.40 ㎡ 一宇字太刀之本303

㎡ 19.9%

961.32

公
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施設名 構造・階数 竣工年度 場所延床面積

1 中野公衆便所 コンクリートブロック平屋・陸屋根 不明 3.75 ㎡ 一宇字中野

2 葛籠公衆便所 コンクリートブロック平屋・陸屋根 不明 6.67 ㎡ 一宇字葛籠

3 スキー場　管理棟横公衆便所 鉄筋コンクリート地上１階・地下１階 平成6年 52.00 ㎡ 一宇字桑平6196-15

4 永井屋敷 木造・茅葺・平屋 不明 182.57 ㎡ 貞光字西浦37

5 永井屋敷　寝床外 木造・瓦・平屋 不明 302.68 ㎡ 貞光字西浦37

6 江ノ脇農村公園便所 鉄骨・平屋 平成5年 3.52 ㎡ 貞光字江ノ脇203･201

7 於安パーク　茶屋 木造平屋 平成7年 65.32 ㎡ 半田字西久保482

8 於安パーク　トイレ 木造平屋 平成7年 24.00 ㎡ 半田字西久保507

9 貞光ゆうゆう館 鉄筋コンクリート・３階 平成７年 1,883.45 ㎡ 貞光字大須賀11-1

10 ロータリー除雪車車庫 木造平屋建 平成7年 43.66 ㎡ 一宇字漆野瀬2572-1

11 スキー場　旧管理事務所 木造2階建・トタン葺き 平成6年 252.22 ㎡ 一宇字桑平6196-15

12 スキー場　プレハブ管理棟 鉄骨平屋建 平成6年 59.62 ㎡ 一宇字桑平6196-15

13 人口造雪システム機械棟 鉄筋コンクリート平屋 平成6年 189.00 ㎡ 一宇字桑平6196-15

14 スキー場　機械庫 鉄骨平屋建 平成7年 71.25 ㎡ 一宇字桑平6196-15

15 土々呂の滝親水公園展望台・トイレ 鉄骨２階建 不明 72.00 ㎡ 半田字猿飼474-2

16 土々呂の滝親水公園トイレ 鉄骨２階建 不明 41.04 ㎡ 半田字猿飼474-2

17 西山農村公園（三王公園ﾄｲﾚ） 木造・亜鉛鉄板・平葺 平成9年 11.34 ㎡ 貞光字西山76-1

18 河川敷公園整備機械格納庫 木造スレート・平屋 平成8年 63.00 ㎡ 貞光字大須賀101-8

19 スキー場　新管理事務所 木造一部鉄筋コンクリート2階建 平成9年 730.82 ㎡ 一宇字桑平6196-15

20 ラ・フォーレつるぎ山 鉄筋コンクリート2階 平成10年 1,335.11 ㎡ 一宇字葛籠6198-2

21 スキー場　除雪車車庫 鉄骨平屋建 平成10年 56.43 ㎡ 一宇字桑平6196-15

22 剣山木綿麻温泉 鉄筋コンクリート・平屋 平成10年 453.56 ㎡ 貞光字長瀬127-2

23 スキー場　駐車場公衆便所 鉄筋コンクリート 平成11年 43.66 ㎡ 一宇字桑平6196-15

24 スキー場　見張り小屋 プレハブ造 平成11年 7.48 ㎡ 一宇字桑平6196-15

25 林業用モノレール等保管小屋 木造平屋建トタン葺き 平成11年 34.44 ㎡ 一宇字奥大野6759

26 鳴滝山村広場ﾄｲﾚ 鉄骨・平屋・ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ屋根 平成11年 5.50 ㎡ 貞光字猿飼213

27 吉良エドヒガン公園ﾄｲﾚ 木造・亜鉛鉄板・平葺 平成12年 6.51 ㎡ 貞光字吉良386-2

28 まちなみ交流館 木造２階 平成12年 281.04 ㎡ 貞光字町68-1

29 貞光ゆうゆうスポーツ広場 木造平屋・鉄板瓦棒葺 平成16年 5.00 ㎡ 貞光字大須賀15-1

30 織本屋 木造瓦茸２階 不明 477.26 ㎡ 貞光字町83･84

31 久藪公衆便所 木造平屋 平成16年 4.86 ㎡ 一宇字久藪503-3

32 大エノキ公衆便所 鉄筋コンクリート平屋建 平成16年 18.63 ㎡ 一宇字蔭103

33 つるぎの宿岩戸 鉄筋コンクリート・地下1階地上2階建 平成19年 1,298.12 ㎡ 一宇字赤松6-9

34 ゆうゆうﾊﾟｰｸ移動式水洗便所 鉄骨造×６基 平成21年 32.40 ㎡ 貞光字大須賀地先

35 町並み屋内公園（主屋棟） 木造２階 不明 272.47 ㎡ 貞光字町86-1

36 町並み屋内公園（付属棟） 木造１階 不明 27.22 ㎡ 貞光字町86-1

37 友内神社敷地内公衆便所 鉄骨平屋 不明 5.44 ㎡ 貞光字三木栃

㎡ 7.1%

1 つるぎ町役場　一宇支所 鉄筋コンクリート3階 昭和44年 1,395.98 ㎡ 一宇字赤松541-2

2 つるぎ町役場　半田支所 鉄筋コンクリート3階、地下1階 昭和53年 2,975.64 ㎡ 半田字木ノ内136-1

3 一宇支所　建設課倉庫 木造平屋・石綿スレート葺き 昭和59年 49.00 ㎡ 一宇字赤松739-3

4 美馬農協一宇支所事務所 鉄骨４階建 平成2年 363.44 ㎡ 一宇字赤松1322-23

5 農業構造改善センター 鉄筋コンクリート・粘土瓦・３階 平成3年 1,004.40 ㎡ 貞光字東浦1-3

6 役場倉庫（南岸土地改良区） 鉄骨・デッキプレート・２階 平成3年 72.00 ㎡ 貞光字宮下63-1

7 建設課労務班倉庫 鉄骨・スレート・平屋 平成4年 38.44 ㎡ 貞光字宮下41-1

8 端山住民福祉センター障害者便所 鉄骨造・平屋 平成5年 5.01 ㎡ 貞光字東丸井5-1

9 就業センター（アルミ缶収集庫） アルミ・塩化ビニール・平屋 平成6年 9.60 ㎡ 貞光字宮下61-1

10 つるぎ町役場本庁　分館 鉄筋コンクリート・２階 平成18年 1,293.10 ㎡ 貞光字中須賀42-1

11 コミバス運転手休憩所 プレハブ平屋 平成25年 9.98 ㎡ 貞光字宮下101-1

12 コミバス関連倉庫 プレハブ平屋 平成25年 3.23 ㎡ 貞光字宮下101-1

13 つるぎ町役場　本庁 鉄筋コンクリート４階 昭和46年 1,632.04 ㎡ 貞光字東浦1-3

14 地域拠点センター 鉄筋コンクリート・２階 平成29年 618.63 ㎡ 貞光字江ノ脇230-16

㎡ 7.9%
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施設名 構造・階数 竣工年度 場所延床面積

1 障害者地域共同作業所 鉄筋コンクリート２階 昭和40年 115.62 ㎡ 貞光字中須賀60-1

2 ハイツ和光（旧和光寮） 鉄筋コンクリート・３階 昭和50年 1,431.21 ㎡ 貞光字宮内189

3 半田保育所 鉄筋コンクリート平屋建 昭和54年 666.90 ㎡ 半田字田井487-2

4 平野デイ（平野小学校校舎） 鉄筋コンクリート・２階 昭和53年 877.34 ㎡ 貞光字平野278-3

5 平野デイ（平野小学校屋内運動場） 鉄骨・平屋 昭和53年 203.13 ㎡ 貞光字平野278-3

6 平野デイ（平野小学校屋外倉庫） 軽量鉄骨・平屋 昭和54年 25.01 ㎡ 貞光字平野278-3

7 平野デイ（平野小学校屋外トイレ） 軽量鉄骨・平屋 昭和54年 6.48 ㎡ 貞光字平野278-3

8 貞光保育所　保育棟 鉄筋コンクリート２階 昭和55年 630.13 ㎡ 貞光字西山148-1

9 地域福祉センター 鉄筋コンクリート２階建て 平成3年 1,608.00 ㎡ 半田字小野521

10 高齢者生活福祉センター 鉄筋コンクリート２階建 平成4年 896.18 ㎡ 一宇字赤松908-4

11 つるぎ町保健センター 鉄筋コンクリート・２階 平成8年 605.64 ㎡ 貞光字中須賀68-1

12 貞光保育所　乳児保育棟 鉄骨造1階 平成21年 59.50 ㎡ 貞光字西山148-1

㎡ 6.0%

1 東町集会所 鉄筋コンクリート２階 不明 115.62 ㎡ 貞光字中須賀60-1

2 岡北地区多目的集会所 木造・瓦・平屋 昭和32年 46.18 ㎡ 貞光字岡413-2

3 柴内小学校　給食庫 木造・平屋 昭和39年 15.96 ㎡ 貞光字柴内328-1

4 柴内小学校　校舎･幼稚園 木造・スレート・平屋 昭和44年 171.45 ㎡ 貞光字柴内328-1

5 東部老人憩いの家 木造スレート葺平屋建 昭和53年 113.72 ㎡ 半田字坂根355-3

6 松生公会堂 木造２階建て 昭和53年 117.07 ㎡ 半田字松生174-1

7 西部老人憩いの家 鉄骨瓦棒葺平屋建 昭和54年 125.86 ㎡ 半田字紙屋142-4

8 高清老人憩いの家 木造スレート葺平屋建 昭和55年 125.30 ㎡ 半田字高清98

9 老人肉用牛センター 木造平屋建　一部鉄筋造 昭和56年 103.36 ㎡ 半田字田井149-9

10 学童農園集会所 木造平屋建トタン葺き 昭和55年 39.75 ㎡ 一宇字蔭103

11 林業後継者集会所 木造・平屋・トタン葺き 昭和56年 50.00 ㎡ 一宇字川又975

12 大惣老人憩いの家 鉄骨スレート葺平屋建 昭和57年 112.80 ㎡ 半田字小谷300-4

13 家賀道下集落多目的研修会施設 木造・スレート・平屋 昭和57年 89.10 ㎡ 貞光字家賀道下407-2

14 下喜来老人憩いの家 鉄骨スレート葺平屋建 昭和58年 88.02 ㎡ 半田字下喜来81-6

15 家賀道上集落多目的研修会施設 木造・スレート・平屋 昭和58年 85.86 ㎡ 貞光字家賀道上266-5

16 中央老人憩いの家 鉄筋コンクリート2階建 昭和59年 253.60 ㎡ 半田字田井227-1

17 長木集落多目的研修会施設 木造・スレート・平屋 昭和59年 58.12 ㎡ 貞光字長木83-1

18 赤松地区集会施設 鉄骨・平屋建・スレート葺き 昭和59年 103.68 ㎡ 一宇字赤松764-1

19 一宇地区集会施設 鉄骨・平屋 昭和59年 48.00 ㎡ 一宇字一宇72

20 広谷集落多目的研修会施設 木造・スレート・平屋 昭和60年 87.48 ㎡ 貞光字広谷24

21 日浦地区多目的共同利用施設 木造・石綿セメント板・平屋 昭和60年 70.47 ㎡ 貞光字日浦151-1

22 河内地区多目的集会所 木造平屋建 昭和61年 77.01 ㎡ 一宇字大佐古670-1

23 伊良原地区多目的集会所 木造平屋建 昭和60年 67.07 ㎡ 一宇字伊良原123

24 葛籠地区多目的集会所 木造・平屋建 昭和61年 66.25 ㎡ 一宇字葛籠2211-3

25 明谷地区多目的集会所 木造・平屋建 昭和61年 67.07 ㎡ 一宇字明谷3133-2

保
健
・
福
祉
施
設

小　　計 7,125.14

集
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施
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施設名 構造・階数 竣工年度 場所延床面積

26 大宗地区集会所 木造・平屋 平成元年 77.00 ㎡ 一宇字赤松90-4

27 吉良集落多目的研修会施設 木造・瓦・平屋 平成元年 81.00 ㎡ 貞光字吉良318-4

28 太田中央集落多目的研修会施設 木造・長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒・平屋 平成2年 92.34 ㎡ 貞光字太田東382-1

29 引地集落多目的研修会施設 木造・スレート・平屋 平成2年 72.09 ㎡ 貞光字引地151

30 大野地区集会所 鉄骨平屋建　瓦棒葺き　断熱サイディング張り 平成2年 138.00 ㎡ 一宇字大野220

31 逢坂老人憩いの家 木造スレート葺平屋建 平成4年 137.18 ㎡ 半田字逢坂14-1

32 東毛田老人憩いの家 木造スレート葺平屋建 平成4年 45.68 ㎡ 半田字東毛田76-2

33 東浦集落多目的研修会施設 木造・瓦・平屋 平成3年 101.25 ㎡ 貞光字東浦57

34 ふれあいグラウンド赤松憩いの家 木造平屋建 平成4年 44.71 ㎡ 一宇字赤松877-1

35 北新町多目的集会施設 木造・瓦・平屋 平成4年 146.98 ㎡ 貞光字宮下41-1

36 川東地区農村多目的研修会施設 木造・瓦・平屋 平成4年 105.30 ㎡ 貞光字岡425-3

37 浦山地区多目的研修会施設 木造・瓦・平屋 平成4年 84.46 ㎡ 貞光字浦山424-3

38 井戸端ふれあい館 木造平屋建 平成4年 96.47 ㎡ 一宇字赤松877-1

39 剪宇休憩所（谷貞之蒸横休憩所） 木造平屋・銅板平葺 平成4年 12.00 ㎡ 一宇字剪宇

40 中薮老人憩いの家 木造スレート葺平屋建 平成6年 80.57 ㎡ 半田字中薮397-6

41 小野老人憩いの家 木造スレート葺平屋建 平成6年 107.50 ㎡ 半田字小野226-2

42 江ノ脇地区多目的研修集会施設 木造・瓦・平屋 平成5年 72.66 ㎡ 貞光字江ノ脇204-1

43 井折地区多目的研修会施設 木造・瓦・平屋 平成5年 72.09 ㎡ 貞光字捨子谷南164-2

44 ふれあいグラウンド河内クラブハウス 木造平屋建 平成5年 26.49 ㎡ 一宇字中野876-4

45 久藪地区集会所 木造平屋建 平成6年 67.07 ㎡ 一宇字久藪205-8

46 平地区集会所 木造平屋建 平成8年 59.62 ㎡ 一宇字平3691-1

47 白村地区多目的研修集会施設 木造・瓦・平屋 平成11年 76.95 ㎡ 貞光字白村245-3

48 須貝瀬地区集会所 木造平屋建 平成10年 59.62 ㎡ 一宇字久藪288-1

49 上の原老人憩いの家 木造スレート葺平屋建 平成11年 76.48 ㎡ 半田字東久保780-3

50 日開野活性化センター 木造平屋 平成11年 158.65 ㎡ 半田字日開野197-2

51 小野上、小野上西老人憩いの家 木造平屋 平成12年 103.09 ㎡ 半田字小野547

52 広瀬地区多目的研修集会施設 木造・瓦・平屋 平成12年 69.56 ㎡ 貞光字長瀬50-2

53 太田団地集会所 木造・平屋 平成12年 72.00 ㎡ 貞光字太田西88

54 剪宇ふれあいサロン 木造平屋建　銅板葺き 平成13年 55.95 ㎡ 一宇字剪宇128

55 敷地老人憩いの家 木造平屋 平成13年 101.02 ㎡ 半田字小野203-1

56 西崎住民憩いの家 木造平屋 平成14年 103.52 ㎡ 半田字中薮91-5

57 大坊地区多目的研修集会施設 木造・瓦・平屋 平成15年 89.43 ㎡ 貞光字大坊114-1

58 東久保老人憩いの家 木造ガルバニウム葺平屋建 昭和54年 178.71 ㎡ 半田字東久保419-1

59 僻地集会所 木造平屋 昭和37年 178.00 ㎡ 一宇字伊良原7591-4

㎡ 4.5%小　　計 5,342.24
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施設名 構造・階数 竣工年度 場所延床面積

1 太田地区農業集落排水処理施設 鉄筋コンクリート・１階 平成16年 327.94 ㎡ 貞光字太田西40･41

2 大須賀ポンプ場（本棟） 鉄筋コンクリート・３階 平成17年 393.20 ㎡ 貞光字大須賀77

3 貞光浄化ｾﾝﾀｰ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地下1階地上2階 平成20年 1,215.95 ㎡ 貞光字大須賀80

4 大須賀ポンプ場（増築棟） 鉄筋コンクリート・３階 平成23年 381.93 ㎡ 貞光字大須賀77

5 ごみ分別作業所 木造平屋トタン葺き 平成12年 204.80 ㎡ 一宇字大屋内4304

6 塵芥処理収集員休憩所 木造平屋トタン葺き 平成12年 29.80 ㎡ 一宇字大屋内4304

㎡ 2.1%

1 旧稚蚕飼育所（菌床栽培施設） 鉄骨平屋建 昭和47年 707.40 ㎡ 半田字松生32-2

2 旧稚蚕飼育所（倉庫） 鉄骨２階建 昭和50年 72.00 ㎡ 半田字松生32-2

3 生活改善センター 鉄骨・平屋 昭和55年 169.20 ㎡ 貞光字東丸井5-1

4 旧農産物直売所 鉄骨・２階 昭和56年 75.00 ㎡ 一宇字切越183-1

5 特産物加工施設 木造・スレート・平屋 昭和63年 73.71 ㎡ 貞光字宮下61-1

6 生産物直売施設 鉄骨平屋 平成9年 90.00 ㎡ 貞光字大須賀11-1

7 地域食材加工施設 鉄筋コンクリート・平屋 平成16年 99.71 ㎡ 貞光字大須賀11-1

8 地場産農産物流通貯蔵施設 木造1階 平成21年 69.85 ㎡ 貞光字大須賀101-14

9 赤松地区農産物加工施設 木造平屋一部鉄骨、カラー鉄板葺き 平成8年 100.00 ㎡ 一宇字赤松760-3

10 川又コインランドリー 木造平屋建 平成10年 19.86 ㎡ 一宇字川又939-6

11 須貝瀬コインランドリー 木造平屋建 平成12年 13.53 ㎡ 一宇字久藪288

12 精米所 鉄骨平屋トタン葺き 平成13年 6.84 ㎡ 一宇字赤松541-2

㎡ 1.3%

1 消防第７分団格納庫 鉄筋コンクリート壁・平屋 不明 39.00 ㎡ 半田字小野154-1

2 消防第１０分団格納庫 鉄骨スレート壁　２階建 不明 42.00 ㎡ 半田字高清1392-4

3 消防第１２分団格納庫 鉄骨スレート壁　２階建 不明 22.00 ㎡ 半田字下喜来81-6

4 消防第１４分団格納庫 鉄骨２階建て 不明 44.00 ㎡ 半田字上蓮398-4

5 消防第１３分団格納庫 木造・２階建 不明 44.00 ㎡ 半田字紙屋396-11

6 消防第２１分団格納庫 鉄骨・平屋・スレート葺き 不明 26.11 ㎡ 一宇字切越323-1

7 消防第２３分団格納庫 鉄骨・2階建 昭和48年 55.50 ㎡ 一宇字明谷3109-6

8 消防第２２分団格納庫 鉄骨・平屋 昭和49年 38.33 ㎡ 一宇字久藪758-2

9 消防第２４分団格納庫 木造・平屋 昭和50年 47.72 ㎡ 一宇字川又926

10 小山北工業団地防災設備（ポンプ室） 鉄筋コンクリート平屋 平成9年 9.00 ㎡ 貞光字小山北115-7

11 消防第１６分団格納庫 鉄骨・スレート・平屋 平成11年 27.00 ㎡ 貞光字白村245-3

12 消防第１１分団格納庫 木造・平屋建 平成14年 50.00 ㎡ 半田字白石422

13 消防第１７分団格納庫 軽量鉄骨・平屋 平成16年 40.00 ㎡ 貞光字太田西130-1

14 消防第１７分団用具倉庫 軽量鉄骨・平屋 平成16年 24.00 ㎡ 貞光字太田西130-1

15 消防第９分団格納庫 鉄骨平屋建 平成21年 38.31 ㎡ 半田字蔭名1292

16 消防第８分団格納庫 木造・平屋建 平成27年 69.49 ㎡ 半田字田井249-3

17 防災備蓄倉庫 木造・平屋 平成29年 59.62 ㎡ 貞光字東浦3-6

㎡ 0.6%

1 旧八千代診療所 コンクリートブロック造２階建 昭和47年 320.90 ㎡ 半田字日開野198-1

2 旧端山診療所 鉄筋コンクリート２階 昭和56年 273.82 ㎡ 貞光字森ノ本8

3 旧八千代診療所医師住宅 木造２階建 平成5年 130.39 ㎡ 半田字日開野198-3

4 マイクロバス車庫（建設倉庫） 鉄骨・平屋 平成10年 37.75 ㎡ 一宇字太刀之本199

5 サテライトオフィス（旧武市宅） 木造平屋 昭和58年 220.17 ㎡ 貞光字野口47-1

㎡ 0.8%

㎡合　　計

小　　計

小　　計
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