
公共施設等総合管理計画【変更箇所】

施設名 建物名 建築年

（１）町民文化系施設

上高根沢ふれいあいセンター 上高根沢ふれあいセンター H11

農村環境改善センター 農村環境改善センター S58

宝積寺タウンセンター 宝積寺タウンセンター H1

仁井田地区コミュニティセンター 仁井田地区コミュニティセンター H6

（２）社会教育系施設

町民ホール 町民ホール S58

歴史民俗資料館 歴史民俗資料館 H8

歴史民俗資料館 本屋 H8

歴史民俗資料館 資料収納庫（長屋門） H8

図書館中央館 図書館中央館 H3

図書館仁井田分館 図書館仁井田分館 H6

図書館上高根沢分館 図書館上高根沢分館 H11

公民館 公民館 H3

（３）スポーツ・レクリエーション系施設

弓道場 弓道場 S62

農業者トレーニングセンター 農業者トレーニングセンター S56

仁井田体育館 仁井田体育館 H6

武道館 武道館 H6

キリン体育館 キリン体育館 S57

元気あっぷむら あやめ H9

元気あっぷむら バンガロー　A棟 H9

元気あっぷむら バンガロー　B棟 H9

元気あっぷむら バンガロー　C棟 H9

元気あっぷむら バンガロー　D棟 H9

元気あっぷむら 温室 H9

元気あっぷむら 加工施設 H11

R2改修 元気あっぷむら 管理事務所→多目的展望台 H9

元気あっぷむら 元気あっぷむら本館 H9

元気あっぷむら 実習施設 H11

元気あっぷむら 農産物直売所 H9

新築 元気あっぷむら トレーラーハウスミニレストラン R2

新築 元気あっぷむら グランピングパントリー棟 R2

新築 元気あっぷむら グランピングレンタル棟 R2

新築 元気あっぷむら トレーラーハウスグランピング棟（15台） R2

新築 元気あっぷむら 道路休憩施設（道の駅） R2

（４）産業系施設

農業技術センター 農業技術センター S63

びれっじセンター びれっじセンター H13

一部解体 土づくりセンター プラント棟（前処理室＋発酵棟）→前処理棟 H12

新築 土づくりセンター 発酵棟 R3

土づくりセンター 管理棟 H12

土づくりセンター 保管庫 H12



公共施設等総合管理計画【変更箇所】

施設名 建物名 建築年

土づくりセンター 保管庫 H15

新築 クリエイターズ・デパートメント 移住・定住・創業支援センター H29

新築 クリエイターズ・デパートメント 創業支援施設1号 H29

新築 クリエイターズ・デパートメント 創業支援施設2号 H29

新築 クリエイターズ・デパートメント 創業支援施設3号 H29

新築 クリエイターズ・デパートメント 創業支援施設4号 H29

新築 クリエイターズ・デパートメント 創業支援施設5号 H29

（５）学校・教育系施設

阿久津小学校 校舎 H26

阿久津小学校 体育館 S54

上高根沢小学校 校舎 S57

上高根沢小学校 体育館 S52

R2解体 東小学校 校舎

R2解体 東小学校 体育館

R2解体 東小学校 特別教室

新築 東小学校 校舎 H30

北小学校 校舎 H19

北小学校 体育館 S55

北小学校 特別教室 S55

中央小学校 校舎 S52

中央小学校 体育館 S53

西小学校 校舎 H6

西小学校 体育館 H6

北高根沢中学校 校舎 S55

北高根沢中学校 体育館 H1

北高根沢中学校 特別教室 H4

北高根沢中学校 特別教室 S55

阿久津中学校 校舎 H16

阿久津中学校 校舎 S59

阿久津中学校 校舎 S60

阿久津中学校 体育館 H2

阿久津中学校 体育館 S40

阿久津中学校 特別教室 S46

学校給食センター 学校給食センター H14

（６）子育て支援施設

みんなのひろば みんなのひろば H12

みんなのひろば みんなのひろば H15

きのこのもり きのこのもり S51

西小学童 西小学童 H11

にじいろ保育園 にじいろ保育園 H13

R2譲渡 ひまわり保育園 ひまわり保育園

R2譲渡 たから保育園 たから保育園

のびのび保育園 のびのび保育園 H11
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施設名 建物名 建築年

（７）保健・福祉施設

保健センター 保健センター S62

福祉センター 福祉センター S63

（８）行政系施設

本庁舎 第１庁舎 S38

本庁舎 第２庁舎 S52

本庁舎 第３庁舎 H11

第１分団詰所兼車庫 第１分団詰所兼車庫 S56

第２分団詰所兼車庫 第２分団詰所兼車庫 S56

第３分団詰所兼車庫 第３分団詰所兼車庫 S57

第３分団車庫（亀梨） 第３分団車庫（亀梨） H12

第３分団車庫（中柏崎） 第３分団車庫（中柏崎） H24

第４分団詰所兼車庫 第４分団詰所兼車庫 H2

第５分団詰所兼車庫 第５分団詰所兼車庫 S59

第６分団詰所兼車庫 第６分団詰所兼車庫 S59

第７分団詰所兼車庫 第７分団詰所兼車庫 S60

第８分団詰所兼車庫 第８分団詰所兼車庫 H1

（９）公営住宅

光陽台住宅 A棟 H10

光陽台住宅 B棟 H8

光陽台住宅 C棟 H7

光陽台住宅 D棟 H8

光陽台住宅 E棟 H6

光陽台住宅 光陽台住宅集会所 H8

宝積寺住宅 A棟　Aタイプ H14

宝積寺住宅 B棟　Aタイプ H14

宝積寺住宅 C棟　Aタイプ H14

宝積寺住宅 D棟　Bタイプ H14

宝積寺住宅 E棟　Aタイプ H14

宝積寺住宅 F棟　Cタイプ H14

H30解体 南住宅 南住宅（第１種）

H30解体 南住宅 南住宅（第２種）

（10）その他の施設

エコハウス エコハウス H15

宝積寺駅東西連絡通路 宝積寺駅東西連絡通路 H20

H30解体 区画整理仮設住宅 A棟

H30解体 区画整理仮設住宅 B棟

H30解体 区画整理仮設住宅 １号棟

H30解体 区画整理仮設住宅 ２号棟

H30解体 区画整理仮設住宅 ３号棟

ちょっ蔵ホール ちょっ蔵ホール H18

ちょっ蔵ホール 多目的展示場 H18

旧ひばり作業所 旧ひばり作業所 H4
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施設名 建物名 建築年

旧文挾焼却場 管理棟 S44

旧大谷小学校校舎 旧大谷小学校校舎 M35

旧大谷小学校校舎 旧大谷小学校校舎 S23

H28解体 旧太田地区コミュニティセンター体育館 旧太田地区コミュニティセンター体育館

H28解体 旧太田地区コミュニティセンター 旧太田地区コミュニティセンター

新築 宝積寺駅東第１駐輪場 宝積寺駅東第１駐輪場 R2

新築 宝積寺駅東第２駐輪場 宝積寺駅東第２駐輪場 R1

　上記は『高根沢町公共施設等総合管理計画』の18～28ページに掲げる施設について変更内容をまとめたものです。

　18ページの凡例に従い、倉庫やトイレ等の建物は除いています。


