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公共施設一覧 

表 公共施設一覧（１） 

 

  

資料２－２① 

施設
番号

施設名称 施設大分類 施設中分類 施設小分類 所管課

001 韮山農村環境改善センター 市民文化系施設 集会施設 行政施設＋集会施設 社会教育課

002 長岡中央公民館（あやめ会館） 市民文化系施設 集会施設 行政施設＋集会施設 社会教育課

003 韮山生涯学習センター 市民文化系施設 集会施設 大規模集会施設 社会教育課

004 大仁公民館 市民文化系施設 集会施設 小規模集会施設 地域づくり推進課

005 三福公民館 市民文化系施設 集会施設 小規模集会施設 地域づくり推進課

006 田京公民館 市民文化系施設 集会施設 小規模集会施設 地域づくり推進課

007 吉田公民館 市民文化系施設 集会施設 小規模集会施設 管財営繕課

008 神島集会センター 市民文化系施設 集会施設 小規模集会施設 管財営繕課

009 田中山公民館 市民文化系施設 集会施設 小規模集会施設 管財営繕課

010 田原野公民館 市民文化系施設 集会施設 小規模集会施設 管財営繕課

011 長崎会館 市民文化系施設 集会施設 小規模集会施設 農業商工課

012 長岡総合会館（アクシスかつらぎ） 市民文化系施設 文化施設 文化施設 管財営繕課

013 韮山文化センター（韮山時代劇場） 市民文化系施設 文化施設 文化施設 管財営繕課

014 大仁市民会館 市民文化系施設 文化施設 文化施設 社会教育課

015 中央図書館 社会教育系施設 図書館 図書館 社会教育課

016 長岡図書館 社会教育系施設 図書館 図書館 社会教育課

017 韮山図書館 社会教育系施設 図書館 図書館 社会教育課

018 歴史民俗資料館 社会教育系施設 博物館等 博物館等 文化振興課

019 韮山郷土史料館 社会教育系施設 博物館等 博物館等 文化財課

020 大仁東体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 体育館 社会教育課

021 長岡体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 体育館 社会教育課

022 韮山体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 体育館 社会教育課

023 大仁体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 体育館 社会教育課

024 神島グラウンド ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 グラウンド 社会教育課

025 江間グラウンド ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 グラウンド 社会教育課

026 長岡温水プール ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 プール 社会教育課

027 大仁武道館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 武道館 社会教育課

028 観光情報センター（跡地） 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 観光案内等施設 観光課

029 歴史ガイド案内センター(トイレ含む) 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 観光案内等施設 観光課

030 野外活動センター 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 野外活動施設 社会教育課

031 長岡北浴場 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 温泉施設 観光課

032 韮山温泉館 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 温泉施設 観光課

033 長岡南浴場 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 温泉施設 観光課

034 姫のあし湯 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 温泉施設 観光課

035 順天堂バス停トイレ 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 トイレ 観光課

036 長岡いちご狩りセンタートイレ 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 トイレ 観光課

037 韮山いちご狩りセンタートイレ 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 トイレ 観光課

038 小坂みかん狩り園トイレ 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 トイレ 観光課

039 順天堂バス待合所 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 バス待合所 観光課

040 まごころ市場 産業系施設 産業系施設 産業系施設 農業商工課

041 長岡南小学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

042 長岡北小学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

043 長岡中学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

044 韮山南小学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

045 韮山小学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

046 韮山中学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

047 大仁小学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

048 大仁北小学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

049 大仁中学校 学校教育系施設 学校 学校 教育総務課

050 長岡学校給食センター 学校教育系施設 その他教育施設 その他教育施設 教育総務課

051 韮山南小学校給食施設 学校教育系施設 その他教育施設 その他教育施設 教育総務課

052 韮山中学校給食施設 学校教育系施設 その他教育施設 その他教育施設 教育総務課

053 大仁学校給食センター 学校教育系施設 その他教育施設 その他教育施設 教育総務課

054 韮山小学校学校給食施設 学校教育系施設 その他教育施設 その他教育施設 教育総務課
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表 公共施設一覧（２） 

 

  

施設
番号

施設名称 施設大分類 施設中分類 施設小分類 所管課

055 長岡幼稚園 子育て支援施設 幼保・こども園 幼稚園 幼児教育課

056 共和幼稚園 子育て支援施設 幼保・こども園 幼稚園 幼児教育課

057 富士美幼稚園 子育て支援施設 幼保・こども園 幼稚園 幼児教育課

058 田京幼稚園 子育て支援施設 幼保・こども園 幼稚園 幼児教育課

059 大仁東幼稚園 子育て支援施設 幼保・こども園 幼稚園 幼児教育課

060 のぞみ幼稚園 子育て支援施設 幼保・こども園 幼稚園 幼児教育課

061 長岡保育園 子育て支援施設 幼保・こども園 保育園 幼児教育課

062 ひまわり保育園 子育て支援施設 幼保・こども園 保育園 幼児教育課

063 ひまわり保育園大仁分園 子育て支援施設 幼保・こども園 保育園 幼児教育課

064 あゆみ保育園 子育て支援施設 幼保・こども園 保育園 幼児教育課

065 地域子育て支援センターすみれ 子育て支援施設 幼児・児童施設 子育て支援センター 社会福祉課

066 地域子育て支援センターたんぽぽ 子育て支援施設 幼児・児童施設 子育て支援センター 保健福祉・子供子育て相談センター

067 児童館（大仁武道館） 子育て支援施設 幼児・児童施設 児童館 社会福祉課

068 長岡南小学校放課後児童教室 子育て支援施設 幼児・児童施設 課後児童教室等 学校教育課

069 長岡北小学校放課後児童教室 子育て支援施設 幼児・児童施設 課後児童教室等 学校教育課

070 韮山南小学校放課後児童教室 子育て支援施設 幼児・児童施設 課後児童教室等 学校教育課

071 韮山小学校放課後児童教室 子育て支援施設 幼児・児童施設 課後児童教室等 学校教育課

072 子育て支援施設(すずかけ館) 子育て支援施設 幼児・児童施設 課後児童教室等 学校教育課

073 子育て支援施設(あすなろ館) 子育て支援施設 幼児・児童施設 課後児童教室等 学校教育課

074 高齢者健康会館(やすらぎの家） 保健・福祉施設 高齢福祉施設 温泉施設 長寿福祉課

075 老人憩の家水晶苑 保健・福祉施設 高齢福祉施設 温泉施設 長寿福祉課

076 高齢者温泉交流館 保健・福祉施設 高齢福祉施設 温泉施設 長寿福祉課

077 長岡シニアプラザ 保健・福祉施設 高齢福祉施設 高齢福祉施設 長寿福祉課

078 田京老人憩いの家 保健・福祉施設 高齢福祉施設 老人憩いの家 管財営繕課

079 韮山福祉センター　韮山保健センター 保健・福祉施設 保健施設 保健施設 社会福祉課

080 伊豆保健医療センター管理棟 医療施設 医療施設 医療施設 管財営繕課

081 伊豆長岡庁舎 行政系施設 庁舎等 庁舎等 管財営繕課

082 韮山庁舎 行政系施設 庁舎等 庁舎等 管財営繕課

083 大仁庁舎 行政系施設 庁舎等 庁舎等 市民課大仁支所

084 江間防災センター 行政系施設 その他行政系施設 その他行政系施設 危機管理課

085 中島防災センター 行政系施設 その他行政系施設 その他行政系施設 危機管理課

086 御門防災センター 行政系施設 その他行政系施設 その他行政系施設 危機管理課

087 岩戸 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

088 三福 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

089 田京 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

090 狩野川 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

091 新帝産台 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

092 桜木町 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

093 旭平 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

094 帝産台 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

095 新鍋沢 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

096 天野 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

097 河東 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課

098 神島 公営住宅 公営住宅 公営住宅 管財営繕課
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表 公共施設一覧（３） 

 

 

 

施設
番号

施設名称 施設大分類 施設中分類 施設小分類 所管課

099 狩野川リバーサイドパーク(天野公園) 公園 公園 公園 都市計画課

100 源氏山公園 公園 公園 公園 都市計画課

101 湯らっくす公園 公園 公園 公園 都市計画課

102 千歳橋堤外地公園 公園 公園 公園 都市計画課

103 古奈湯元公園 公園 公園 公園 都市計画課

104 蛭ヶ島公園 公園 公園 公園 都市計画課

105 守山西公園 公園 公園 公園 都市計画課

106 韮山運動公園 公園 公園 公園 社会教育課

107 城池親水公園 公園 公園 公園 都市計画課

108 市民の森浮橋 公園 公園 公園 都市計画課

109 さつきヶ丘公園 公園 公園 公園 社会教育課

110 広瀬公園 公園 公園 公園 都市計画課

111 鍋沢ふれあい公園 公園 公園 公園 都市計画課

112 女塚史跡公園 公園 公園 公園 都市計画課

113 江間公園 公園 公園 公園 都市計画課

114 反射炉自然公園 公園 公園 公園 都市計画課

115 浮橋ふれあいの泉公園 公園 公園 公園 都市計画課

116 中島公園 公園 公園 公園 都市計画課

117 長岡清掃センター 供給処理施設 供給処理施設 清掃センター等 廃棄物対策課

118 韮山ごみ焼却場 供給処理施設 供給処理施設 清掃センター等 廃棄物対策課

119 大仁清掃センター 供給処理施設 供給処理施設 清掃センター等 廃棄物対策課

120 韮山リサイクルプラザ 供給処理施設 供給処理施設 リサイクル施設 廃棄物対策課

121 大仁リサイクルセンター 供給処理施設 供給処理施設 リサイクル施設 廃棄物対策課

122 長岡し尿処理場 供給処理施設 供給処理施設 し尿処理場 廃棄物対策課

123 韮山し尿処理場 供給処理施設 供給処理施設 し尿処理場 廃棄物対策課

124 大仁し尿処理場 供給処理施設 供給処理施設 し尿処理場 廃棄物対策課

125 韮山一般廃棄物最終処分場 供給処理施設 供給処理施設 最終処分場 廃棄物対策課

126 大仁一般廃棄物最終処分場 供給処理施設 供給処理施設 最終処分場 廃棄物対策課

127 資源循環センター農土香 供給処理施設 供給処理施設 資源循環センター 廃棄物対策課

128 長岡斎場 その他 その他 斎場 環境政策課

129 市営１号源泉 その他 その他 源泉 観光課

130 中條湯の原ポンプ場 その他 その他 ポンプ場 建設課

131 南條旭台ポンプ場 その他 その他 ポンプ場 建設課

132 楠木揚水場施設 その他 その他 排水機場 農業商工課

133 毘沙門排水機場 その他 その他 排水機場 農業商工課

134 堂川排水機場 その他 その他 排水機場 農業商工課

135 浮名排水機場 その他 その他 排水機場 農業商工課

136 旧田中山分校 その他 その他 旧分校 管財営繕課

137 旧高原分校 その他 その他 旧分校 管財営繕課

138 文化財収蔵庫 その他 その他 収蔵庫 文化財課

139 マイクロバス車庫 その他 その他 車庫等 障がい福祉課


