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御嵩町の公共施設位置図

公共施設数・・・・・・55
棟　　　数・・・・・・79
総延べ床面積・・・・61,857.4㎡
　

御嵩町人口・・・・・・18,834人

御嵩町面積・・・・・・56.61k㎡
人口密度・・・・・・・・329.5人/k㎡
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NO. 建物名 所在地 施設名 所管課 大分類 中分類
建築年
（西暦）

建築年
（和暦）

敷地面積（㎡）
建物総延床面

積（㎡）
施設（棟）延床
面積（㎡）

構造 耐震診断 耐震補強

1 1 御嵩町役場 御嵩 本庁舎 総務課 1 1 行政系施設 庁舎等 1979 昭和54年 10,459.26 3,239.24 3,239.24 鉄骨 未実施 未実施

2 2 御嵩町役場 御嵩 北庁舎 総務課 1 1 行政系施設 庁舎等 1992 平成4年 8,595.00 1,887.02 1,887.02 鉄筋ＲＣ 未実施 未実施

3 3 消防第1分団詰所 上之郷 消防第1分団詰所 総務課 1 1 行政系施設 消防施設 1981 昭和56年 0 113.48 113.48 鉄骨 不要 不要

4 4 消防第2分団詰所 御嵩 消防第2分団詰所 総務課 1 1 行政系施設 消防施設 1981 昭和56年 131.72 83.43 83.43 鉄骨 不要 不要

5 5 消防第3分団詰所 中 消防第3分団詰所 総務課 1 1 行政系施設 消防施設 1984 昭和59年 162 98.54 98.54 鉄骨 不要 不要

6 6 消防第4分団詰所 伏見 消防第4分団詰所 総務課 1 1 行政系施設 消防施設 1972 昭和47年 0 95.43 95.43 鉄骨 未実施 未実施

7 7 長岡防災倉庫 御嵩 長岡防災倉庫 総務課 1 1 行政系施設 消防施設 1987 昭和62年 156.58 130.83 130.83 鉄骨 不要 不要

8 8 消防常備車庫 御嵩 消防常備車庫 総務課 1 1 行政系施設 消防施設 1991 平成3年 61.68 61.68 61.68 鉄骨 不要 不要

9 9 第1分団倉庫 上之郷 第1分団倉庫 総務課 1 1 行政系施設 消防施設 1987 昭和62年 0 38.6 38.6 鉄骨 不要 不要

10 10 綱木自衛消防車庫 上之郷 綱木自衛消防車庫 総務課 1 1 行政系施設 消防施設 1984 昭和59年 151.59 38.14 38.14 鉄骨 不要 不要

11 希らり館 御嵩 総務課 1 行政系施設 その他行政系施設 839.34 580.64 鉄筋ＲＣ

11 希らり館 御嵩 希らり館 総務課 1 その他行政系施設 2003 平成15年 333.04 鉄筋ＲＣ 不要 不要

12 希らり館 御嵩 希らり館福祉バス車庫 総務課 1 その他行政系施設 2003 平成15年 247.6 鉄筋ＲＣ 不要 不要

13 12 宿住宅 上之郷 宿住宅 総務課 1 1 公営住宅 公営住宅 1967 昭和42年 5,454.00 502.96 502.96 木造 未実施 未実施

14 13 板良住宅 御嵩 板良住宅 総務課 1 1 公営住宅 公営住宅 1969 昭和44年 34,878.45 5,335.22 5,335.22 簡易耐火構造 未実施 未実施

15 14 白山住宅 中 白山住宅 総務課 1 1 公営住宅 公営住宅 1951 昭和26年 7,442.70 729.02 729.02 木造 未実施 未実施

16 15 顔戸住宅 中 顔戸住宅 総務課 1 1 公営住宅 公営住宅 1956 昭和31年 1,985.20 180.8 180.8 木造 未実施 未実施

17 16 高倉住宅 伏見 高倉住宅 総務課 1 1 公営住宅 公営住宅 1961 昭和36年 11,997.80 1,801.26 1,801.26 木造 未実施 未実施

18 17 小和沢公民館 上之郷 小和沢公民館 総務課 1 1 市民文化系施設 集会施設 1982 昭和57年 0 62.94 62.94 木造 不要 不要

19 18 大久後公民館 上之郷 大久後公民館 総務課 1 1 市民文化系施設 集会施設 1987 昭和62年 1,414.65 91.09 91.09 木造 不要 不要

20 19 新町集会所 伏見 新町集会所 総務課 1 1 市民文化系施設 集会施設 1988 昭和63年 796 288.41 288.41 鉄骨 不要 不要

21 20 本郷公民館 伏見 本郷公民館 総務課 1 1 市民文化系施設 集会施設 2002 平成14年 495.87 268.46 268.46 鉄骨 不要 不要

22 21 若宮住宅 御嵩 若宮住宅 総務課 1 1 その他 その他 1923 大正12年 334.75 106.15 106.15 木造 未実施 未実施

23 22 旧長楽荘 中 旧長楽荘 総務課 1 1 その他 その他 1968 昭和43年 6,180.09 978.61 978.61 不明 未実施 未実施

24 23 旧楪の家 伏見 旧楪の家 総務課 1 1 その他 その他 1970 昭和45年 173.03 79.3 79.3 木造 未実施 未実施

25 24 御嶽宿わいわい館 御嵩 御嶽宿わいわい館 まちづくり課 1 1 ｽﾎﾟｰﾂ・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 2010 平成22年 357.46 130.83 130.83 木造 不要 不要

26 25 御嶽宿さんさん広場 中 御嶽宿さんさん広場 まちづくり課 1 1 ｽﾎﾟｰﾂ・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 2010 平成22年 110.15 110.15 鉄骨 不要 不要

27 26 ストックヤード 御嵩 ストックヤード 住民環境課 1 1 その他 その他 1988 昭和63年 112.26 141.51 141.51 鉄骨 不要 不要

28 27 ふらっとハウス 御嵩 ふらっとハウス 保険長寿課 1 1 保健・福祉施設 高齢福祉施設 1982 昭和57年 315.63 107.84 107.84 鉄骨 不要 不要

28 老人憩いの家 中 保険長寿課 1 保健・福祉施設 高齢福祉施設 1,348.24 407.69 鉄骨

参考資料：公共施設一覧御嵩町公共施設一覧
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29 老人憩いの家 中 本館 保険長寿課 1 高齢福祉施設 1974 昭和49年 306.23 鉄骨 実施済み 未実施

30 老人憩いの家 中 新館 保険長寿課 1 高齢福祉施設 2001 平成13年 101.46 鉄骨 不要 不要

29 あっと訪夢 伏見 保険長寿課 1 保健・福祉施設 高齢福祉施設 1,105.75 184.61 鉄骨

31 あっと訪夢 伏見 あっと訪夢　本館 保険長寿課 1 高齢福祉施設 2000 平成12年 144.18 鉄骨 不要 不要

32 あっと訪夢 伏見 あっと訪夢　別館 保険長寿課 1 高齢福祉施設 1996 平成8年 40.43 木造 不要 不要

33 30 みたけ健康館 御嵩 みたけ健康館 保険長寿課 1 1 保健・福祉施設 保健施設 2010 平成22年 232.85 105.73 105.73 木造 不要 不要

34 31 上之郷保育園 上之郷 上之郷保育園 福祉課 1 1 子育て支援施設 幼稚園・保育園・こども園 1978 昭和53年 3,168.00 686.16 686.16 鉄骨 実施済み 実施済み

35 32 中保育園 中 中保育園 福祉課 1 1 子育て支援施設 幼稚園・保育園・こども園 1971 昭和46年 2,944.32 795.53 795.53 鉄筋ＲＣ 不要 不要

36 33 伏見保育園 伏見 伏見保育園 福祉課 1 1 子育て支援施設 幼稚園・保育園・こども園 1982 昭和57年 3,873.28 645.12 645.12 鉄筋ＲＣ 不要 不要

37 34 中児童館 中 中児童館 福祉課 1 1 子育て支援施設 幼児・児童施設 1969 昭和44年 871.31 276.8 276.8 その他 実施済み 未実施

38 35 伏見児童館 伏見 伏見児童館 福祉課 1 1 子育て支援施設 幼児・児童施設 1971 昭和46年 3,163.33 318.62 318.62 その他 実施済み 未実施

39 36 ぽっぽかん 中 ぽっぽかん 福祉課 1 1 子育て支援施設 幼児・児童施設 2008 平成20年 3,618.16 649.88 649.88 鉄骨 不要 不要

37 あゆみ館 中 福祉課 1 保健・福祉施設 障害福祉施設 4,530.30 841.76 木造

40 あゆみ館 中 本館 福祉課 1 障害福祉施設 2005 平成17年 694.44 木造 不要 不要

41 あゆみ館 中 作業棟 福祉課 1 障害福祉施設 2011 平成23年 147.32 鉄骨 不要 不要

42 38 みたけ会館 御嵩 みたけ会館 福祉課 1 1 保健・福祉施設 その他社会福祉施設 1966 昭和41年 759.01 214.1 214.1 木造 未実施 未実施

43 39 農業担い手センター 中 農業担い手センター 農林課 1 1 産業系施設 産業系施設 1982 昭和57年 646.72 397.32 397.32 鉄筋ＲＣ 不要 不要

44 40 みたけの森管理棟 中 みたけの森管理棟 農林課 1 1 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 1983 昭和58年 551.7 44.04 44.04 鉄筋ＲＣ 不要 不要

41 上之郷小学校 上之郷 学校教育課 1 学校教育系施設 学校 21,578.00 3,525.00 -

45 上之郷小学校 上之郷 校舎東１ 学校教育課 1 学校 1975 昭和50年 1,146.00 鉄筋ＲＣ 不要 不要

46 上之郷小学校 上之郷 校舎東２ 学校教育課 1 学校 1975 昭和50年 934.00 鉄筋ＲＣ 不要 実施済み

47 上之郷小学校 上之郷 校舎西 学校教育課 1 学校 1991 平成3年 597.00 鉄筋ＲＣ 不要 不要

48 上之郷小学校 上之郷 体育館 学校教育課 1 学校 1978 昭和53年 650.00 鉄骨 不要 実施済み

49 上之郷小学校 上之郷 その他倉庫等 学校教育課 1 学校 1975 昭和50年 198.00 鉄骨 不要 実施済み

42 御嵩小学校 御嵩 学校教育課 1 学校教育系施設 学校 27,617.00 8,166.63 -

50 御嵩小学校 御嵩 校舎 学校教育課 1 学校 1989 昭和64年 7,051.00 鉄筋ＲＣ 不要 不要

51 御嵩小学校 御嵩 体育館 学校教育課 1 学校 1979 昭和54年 945.00 鉄骨 不要 実施済み

52 御嵩小学校 御嵩 放課後児童クラブ 学校教育課 1 その他教育施設 1979 昭和54年 170.63 鉄筋ＲＣ 不要 実施済み

43 伏見小学校 伏見 学校教育課 1 学校教育系施設 学校 17,450.00 4,630.30 -

53 伏見小学校 伏見 校舎南東 学校教育課 1 学校 1967 昭和42年 884.00 鉄筋ＲＣ 不要 実施済み



NO. 建物名 所在地 施設名 所管課 大分類 中分類
建築年
（西暦）

建築年
（和暦）

敷地面積（㎡）
建物総延床面

積（㎡）
施設（棟）延床
面積（㎡）

構造 耐震診断 耐震補強

参考資料：公共施設一覧御嵩町公共施設一覧

54 伏見小学校 伏見 校舎南西 学校教育課 1 学校 1968 昭和43年 1,409.00 鉄筋ＲＣ 不要 実施済み

55 伏見小学校 伏見 校舎北 学校教育課 1 学校 1980 昭和55年 1,243.00 鉄筋ＲＣ 不要 実施済み

56 伏見小学校 伏見 体育館 学校教育課 1 学校 1981 昭和56年 883.00 鉄骨 不要 不要

57 伏見小学校 伏見 その他倉庫等 学校教育課 1 学校 1965 昭和40年 113.00 鉄骨 不要 実施済み

58 伏見小学校 伏見 放課後児童クラブ 学校教育課 1 その他教育施設 1965 昭和40年 98.30 鉄筋ＲＣ 不要 実施済み

44 上之郷中学校 上之郷 学校教育課 1 学校教育系施設 学校 22,478.07 3,526.00 -

59 上之郷中学校 上之郷 校舎北 学校教育課 1 学校 1991 平成3年 980.00 鉄筋ＲＣ 不要 不要

60 上之郷中学校 上之郷 校舎南 学校教育課 1 学校 1991 平成3年 1,348.00 鉄筋ＲＣ 不要 不要

61 上之郷中学校 上之郷 体育館 学校教育課 1 学校 2003 平成15年 1,095.00 鉄骨 不要 不要

62 上之郷中学校 上之郷 スクールバス車庫 学校教育課 1 学校 1987 昭和62年 95.00 鉄骨 不要 不要

63 上之郷中学校 上之郷 その他倉庫等 学校教育課 1 1991 平成3年 8.00 鉄骨 不要 不要

45 向陽中学校 中 学校教育課 1 学校教育系施設 学校 24,777.44 6,260.00 -

64 向陽中学校 中 校舎 学校教育課 1 学校 1984 昭和59年 4,618.00 鉄筋ＲＣ 不要 不要

65 向陽中学校 中 校舎南東 学校教育課 1 学校 1994 平成6年 271.00 鉄筋ＲＣ 不要 不要

66 向陽中学校 中 体育館 学校教育課 1 学校 1993 平成5年 1,099.00 鉄骨 不要 不要

67 向陽中学校 中 その他倉庫等 学校教育課 1 学校 1993 平成5年 272.00 鉄骨 不要 不要

46 給食センター 中 学校教育課 1 学校教育系施設 その他教育施設 2,328.40 927.00 -

68 給食センター 中 給食センター 学校教育課 1 その他教育施設 1990 平成2年 881.00 鉄骨 不要 不要

69 給食センター 中 給食センター 学校教育課 1 その他教育施設 1989 昭和64年 19.00 鉄筋ＲＣ 不要 不要

70 給食センター 中 給食センター車庫 学校教育課 1 その他教育施設 1991 平成3年 27.00 鉄骨 不要 不要

71 47 古屋敷住宅 中 古屋敷住宅 学校教育課 1 1 公営住宅 公営住宅 1989 昭和64年 2,501.58 731.64 731.64 鉄骨 不要 不要

72 48 上之郷公民館 上之郷 上之郷公民館 生涯学習課 1 1 市民文化系施設 集会施設 1984 昭和59年 1,610.00 873.47 873.47 鉄筋ＲＣ 不要 不要

73 49 御嵩公民館 御嵩 御嵩公民館 生涯学習課 1 1 市民文化系施設 集会施設 1982 昭和57年 2,723.00 1,203.79 1,203.79 鉄骨 不要 不要

74 50 中公民館 中 中公民館 生涯学習課 1 1 市民文化系施設 集会施設 1979 昭和54年 3,535.58 1,751.90 1,751.90 鉄筋ＲＣ 実施済み 不要

75 51 伏見公民館 伏見 伏見公民館 生涯学習課 1 1 市民文化系施設 集会施設 1972 昭和47年 2,006.60 1,163.38 1,163.38 鉄筋ＲＣ 実施済み 実施済み

76 52 中山道みたけ館 御嵩 中山道みたけ館 生涯学習課 1 1 社会教育系施設 図書館 1995 平成7年 4,096.65 2,820.26 2,820.26 鉄筋ＲＣ 不要 不要

77 53 竹屋資料館 御嵩 竹屋資料館 生涯学習課 1 1 社会教育系施設 博物館等 1887 明治20年 856.01 484.87 484.87 木造 未実施 未実施

78 54 B&G海洋センター 御嵩 B&G海洋センター 生涯学習課 1 1 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 1985 昭和60年 2,549.28 2549.28 鉄筋ＲＣ 不要 不要

79 55 綱木グランド管理棟 上之郷 綱木グランド管理棟 生涯学習課 1 1 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 1986 昭和61年 5,148.83 394.94 394.94 鉄骨 不要 不要

61,857.40 61,857.40


