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＜特記事項＞ 
・調査時点以降の施設の増減等を加味していないため、現時点の施設数や延床面積等の

数値と一致しない場合があります。 
・掲載されている表中の数値については、端数処理の関係上、内訳と合計が一致しな

い場合があります。 
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第１章 公共施設等総合管理計画について 

１．計画策定の趣旨 

安中市は、合併前の昭和40年代後半から60年代前半にかけて人口が緩やかに増加し、これに合わ

せて学校、市営住宅などの建築物や橋梁、上下水道などのインフラ資産を集中的に整備してきまし

た。現在これらの施設は、建設後30年以上を経過し老朽化が進んでおり、近い将来一斉に更新時期

を迎えるものと見込まれます。また、これまで保有してきた公共施設の余剰も懸念される状況とな

っています。 
財政面においては、将来の人口減少に伴う税収減や高齢化社会の進行に伴う社会保障関係費の増

大による歳出の増加も想定され、公共施設等の更新に必要となる予算配分は一層厳しさを増すもの

と予想されます。 
このような状況から、安全で持続的な市民サービスを確保・提供していくためには、社会情勢の

変化に対応しながら、効果的で効率的な公共施設等の整備や管理運営を行うことで財政負担を軽減、

平準化していくことが求められます。 
国においては、関係省庁連絡会議を設置し、平成25年11月に国や地方公共団体等が一丸となり、

インフラの戦略的な維持管理・更新等を推進する「インフラ長寿命化基本計画」を策定するととも

に、これを受け、国土交通省が平成26年5月に施設分野ごとに取組み内容を示した「インフラ長寿

命化行動計画」を策定しました。また、平成26年4月には、総務省が全国の地方公共団体に対して、

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための「公共施設等総合管理計画」の策定につい

て要請が出されたところです1。 
こうした背景を踏まえ、安中市における公共施設等の全体を把握するとともに、公共施設等を取

り巻く現状や将来に渡る課題などを客観的に整理し、長期的な視点を持って公共施設等の総合的か

つ計画的な管理を推進するための基本的な方針を示すことを目的として、安中市公共施設等総合管

理計画を策定しました。 
 
 
  

                                                   
1 「公共施設等総合管理計画」の策定要請： 「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」（平

成26年4月22日総務省自治財政局財務調査課長） 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、「豊かな自然と歴史に包まれて ひとが輝くやすらぎのまち」を将来像とする安中市総

合計画の着実な推進を下支えし、本市が保有する公共施設等を将来に渡って総合的かつ計画的に維

持管理していくための基本的な方針を定めるものです。また、安中市行政改革審議会において、安

中市市有財産利活用基本方針が定められ、今後取組むべき市有財産の更なる有効活用が示されるこ

とから、これらと連携を図るとともに、今後の各施設の個別計画2の指針となり、公共施設等におけ

る各施策や事業目的を踏まえた横断的な役割を果たすものとなります。 
 

 
 

３．計画期間 

本計画の計画期間は、公共施設等の計画的な管理運営においては中長期的な視点が不可欠である

ことや、今後40年前後までの間に既存の公共建築物の建替えが必要になると想定されることを踏ま

え、平成68年度（2056年度）までの40年間とします。また、本計画は、10年を単位に見直すこと

を基本としつつ、本市の財政状況や制度変更などに合わせて適宜見直しを行い、上位計画である安

中市総合計画との整合性の確保を図ります。 
 
 
 
 

  

                                                   
2 個別計画： 安中市では、平成27年度末現在、個別計画に相当する計画として、安中市耐震改修促進計画（平成20年

3月）、安中市地域水道ビジョン（平成21年10月）、安中市市営住宅等長寿命化計画（平成25年2月）、安中市橋梁長寿

命化修繕計画（平成25年3月）を定めている。 

計画期間   40 年（平成 29 年度～平成 68 年度） 
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４．対象施設について 

本計画で対象とする公共施設等は、本市が保有する市有財産のうち、公共建築物のほか、道路、

橋梁、上下水道施設等のインフラ資産を対象としています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
道 路 

・市道 

・林道 

橋 梁 

・橋梁 

上水道 

・上水道 

下水道 

・公共下水道 

・雨水管 

インフラ資産 

公共施設等 

その他（土地、物品、債券、基金等） 

 

市民文化系施設 

・文化センター 

・公民館 

・集会施設 

・生涯学習センター 

社会教育系施設 

・図書館 

・史跡等 

スポーツ・レクリ

エーション系施設 

・スポーツ施設 

・体育館 

・レクリエーション施設 

・観光施設 

産業系施設 

・勤労者会館 

・産業施設 

学校教育系施設 

・小学校 

・中学校 

・給食センター 

子育て支援施設 

・保育園 

・学童クラブ 

保健・福祉施設 

・高齢福祉施設 

・障害福祉施設 

・保健施設 

・その他福祉施設 

医療施設 

・医療施設 

行政系施設 

・庁舎 

・消防施設 

・その他行政系施設 

市営住宅 

・市営住宅 

公園 

・地区公園 

・近隣公園 

・街区公園 

・その他公園 

供給処理施設 

・供給処理施設 

水道施設 

・水道庁舎 

・浄水場 など 

その他施設 

・火葬場・斎場 

・旧小中学校 

・トイレ 

・倉庫・車庫 など 

公共建築物 

本

市

が

保

有

す

る

市

有

財

産 



 

4  
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

第２章 公共施設等の現状及び将来の見通し 

１．安中市の概要 

安中市は、平成18年（2006年）3月18日に旧安中市と旧松井田町が合併して誕生しました。群馬

県の西部に位置し、東京都心まで約120kmの距離にあり、周囲は高崎市・富岡市・下仁田町及び長

野県軽井沢町に接し、総面積は276.31km2となっています。群馬県内一の人口を擁する高崎市と、

全国有数の観光地である軽井沢町の間に位置する立地条件から、首都圏のベッドタウンとして発展

をみせ、昭和40年代後半から市営住宅や小中学校を多く整備してきました。 
江戸時代には板鼻・安中・松井田・坂本が中山道の宿場町として、また安中藩の城下町として栄

え、碓氷関所がおかれるなど交通の要衝としても重要な役割を果たしてきました。現在では当時の

面影を残す旧安中藩武家長屋、史跡五料茶屋本陣、碓氷峠鉄道施設など多くの文化遺産等を保存・

継承しながら、観光事業への展開も進められています。 
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２．公共建築物の保有状況 

（１）公共建築物の保有状況 

平成27年度末時点の公共建築物の保有状況を各施設所管課の調査をもとに整理すると、安中市が

保有する公共建築物は、297施設、延床面積の合計は約29.5万㎡になります。 
施設類型別にみると、施設数では、庁舎や消防施設などの行政系施設が49施設で最も多く、集会

施設などの市民文化系施設が47施設と続いています。延床面積では、学校教育系施設が9.4万㎡で全

体の31.8％を占め、次いで市営住宅が6.9万㎡で23.3％を占めており、両者で全体の半数以上を占め

ています。 

表 公共建築物の保有状況 

 

図 公共建築物の保有状況 

 

施設類型 施設種類 施設数
延床面積

（㎡）
比率

市民文化系施設 文化センター、公民館、集会施設、生涯学習センター 47 22,004 7.4%

社会教育系施設 図書館、史跡等 14 8,080 2.7%

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設、体育館、レクリエーション施設、観光施設 33 27,709 9.4%

産業系施設 勤労者会館、産業施設 5 2,638 0.9%

学校教育系施設 小学校、中学校、給食センター 18 93,737 31.8%

子育て支援施設 保育園、学童クラブ 16 4,340 1.5%

保健・福祉施設
高齢福祉施設、障害福祉施設、保健施設、その他福祉
施設

14 9,876 3.3%

医療施設 医療施設 1 12,527 4.2%

行政系施設 庁舎、消防施設、その他行政系施設 49 19,371 6.6%

市営住宅 市営住宅 32 68,710 23.3%

公園 地区公園、近隣公園、街区公園、その他公園 12 255 0.1%

供給処理施設 供給処理施設 4 10,074 3.4%

水道施設 水道庁舎、浄水場など 11 2,793 0.9%

その他施設 火葬場・斎場、旧小中学校、トイレ、倉庫・車庫など 41 13,262 4.5%

合計 297 295,375 100.0%

※平成27年度末時点
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（２）公共施設保有量の他市との比較 

公共施設の保有量を他市と比較するために、総務省の調査3をもとに住民一人あたり延床面積を

算出すると、県内12市のなかでは、本市の住民一人あたり延床面積は4.6㎡/人と3番目に高い保有

水準にあり、全国の市町村の平均（3.7㎡/人）と比較しても高い保有水準となっています。 

図表 公共施設の保有量（県内他市） 

 
 

  

                                                   
3 総務省の調査： 公共施設延床面積は、総務省「公共施設状況調査経年比較表」から、平成26年度（2014年度）末の

公有財産（建物）のうち、普通財産を除く行政財産の延床面積合計の数値とした。 

自治体名
公共施設
延床面積

（㎡）

人口
（人）

住民一人あたり
延床面積
（㎡/人）

桐生市 676,206 114,714 5.9
沼田市 242,199 48,676 5.0
安中市 270,770 58,531 4.6
みどり市 231,638 50,906 4.6
渋川市 346,312 78,391 4.4
富岡市 217,969 49,746 4.4
太田市 849,604 219,807 3.9
前橋市 1,279,087 336,154 3.8
高崎市 1,294,824 370,884 3.5
館林市 262,156 76,667 3.4
藤岡市 217,390 65,708 3.3
伊勢崎市 634,553 208,814 3.0
出典：延床面積/総務省 公共施設状況調経年比較表（平成26年度末）

        人口/国勢調査（平成27年）
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（３）築年数からみた公共施設の現状 

安中市が現在保有する公共建築物は、その大半が昭和45年度（1970年度）頃から平成17年度

（2005年度）頃にかけて整備されてきました。この間、全体の半数以上の面積割合を占める小中学

校と市営住宅の建設が進められたほか、松井田支所、安中市文化センター、松井田文化会館、公立

碓氷病院などの中核的施設の建設も行われています。 
これらの建物のうち、大規模改修が必要な時期の目安とされる建築後30年を経過した建物は17.0

万㎡と全体の58％を占めており、老朽化が進行しています。また、旧耐震基準4と考えられる昭和

56年度以前の建物は11.8万㎡と全体の40％を占めており、なかには耐震改修を実施しておらず耐震

性が低い建物もみられます。 

図 建築年度別整備状況 

 

  

                                                   
4 旧耐震基準： 旧耐震基準は、昭和56(1981)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準で、震度5強程度

の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されている。一方、

新耐震基準は、震度6強～7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されている。 
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施設類型別に建物の老朽化状況をみると、築50年以上の建物の割合が高いのは社会教育系施設や

その他施設となっていますが、これは史跡五料茶屋本陣・お西、お東などの文化遺産や、旧坂本小

学校や旧松井田西中学校を有していることによります。これを除くと、産業系施設、学校教育系施

設、医療施設、市営住宅、水道施設は築30年以上の建物の割合が半数以上を占めており、老朽化の

進行が伺えます。 

表 施設類型別の老朽化状況 

 

図 施設類型別の老朽化状況 

 

単位：㎡

施設類型 築9年以内 築10～19年 築20～29年 築30～39年 築40～49年 築50年以上 計

市民文化系施設 670 1,932 8,883 9,111 1,066 342 22,004

社会教育系施設 69 27 475 792 330 6,387 8,080

スポーツ・レクリエーション系施設 3,310 5,908 7,236 4,229 3,784 3,244 27,709

産業系施設 46 199 666 1,309 0 418 2,638

学校教育系施設 9,316 6,537 11,869 38,230 21,957 5,828 93,737

子育て支援施設 2,845 198 0 1,180 117 0 4,340

保健・福祉施設 1,184 4,559 18 3,701 401 15 9,876

医療施設 0 2,496 1,717 6,514 605 1,196 12,527

行政系施設 1,114 3,349 6,968 2,103 1,125 4,711 19,371

市営住宅 12 20,504 11,069 20,367 13,816 2,942 68,710

公園 34 24 180 0 17 0 255

供給処理施設 84 6,702 2,769 138 288 93 10,074

水道施設 0 277 0 1,875 641 0 2,793

その他施設 81 623 1,393 3,292 3,745 4,127 13,262

合計 18,765 53,334 53,241 92,841 47,892 29,302 295,375

平成27年度末時点
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３．インフラ資産の保有状況 

（１）道路 

安中市が管理している道路としては、市道と林道が主体となっています。 
市道は、一般道路と自転車歩行者道を合わせて8,228路線、実延長が約1,636km、道路部面積が約

619万㎡となっています。林道は、平成27年度末現在33路線、延長約58kmとなっています。 

表 市道の現況 

 

表 林道の現況 

 

 
（２）橋梁 

市道に架かる橋梁は、平成27年度末現在644橋が整備され、その橋長は約8.8kmとなっています。

このうち、架設年が明確な橋梁は291橋あり、昭和40年代前半から平成8年頃までに整備された橋梁

が多い状況です。整備後50年を経過した橋梁は23橋、橋長は797ｍであり、その橋長割合は12.0％
となっています。 
また、林道に架かる橋梁は、平成27年度末現在21橋、橋長は0.2kmとなっています。 

表 橋梁（市道）の現況 

 

表 橋梁（林道）の現況 

 

路線数 総延長 実延長 道路部面積
（ｍ） （ｍ） 道路 橋梁・トンネル （㎡） 道路 橋梁・トンネル

一般道路 １級路線 71 103,648 103,219 101,156 2,063 822,605 806,057 16,548
２級路線 53 70,312 69,631 68,973 658 402,990 399,000 3,990
３級路線 8,092 1,583,007 1,449,432 1,443,847 5,585 4,919,496 4,894,127 25,369

計 8,216 1,756,968 1,622,282 1,613,976 8,306 6,145,091 6,099,185 45,906
自転車歩行者道 独立専用自歩道 12 13,305 13,292 11,312 1,979 40,763 32,644 8,118

合計 8,228 1,770,273 1,635,574 1,625,288 10,285 6,185,854 6,131,829 54,024
出典：道路台帳調書（平成28年4月1日現在）

道路種別

旧市町名 路線数 延長（ｍ） 面積（㎡）

旧安中市 22 33,344 132,043

旧松井田町 11 24,374 104,923

合計 33 57,718 236,966

出典：林道台帳（平成27年度末時点）

※面積は延長に各路線の代表幅員を乗じて算出している

架設年
（経過年数）

～S31
（60年以上）

S32～S41
（50～59年）

S42～S51
（40～49年）

S52～S61
（30～39年）

S62～H8
（20～29年）

H9～H18
（10～19年）

H19～H27
（9年以下）

架設年不明 合計

橋梁数 4 19 79 101 63 18 7 353 644

橋長（ｍ） 214 583 1,854 1,721 1,589 399 302 2,120 8,782

出典；橋梁調書（平成27年度末時点）

旧市町名 橋梁数 橋長（ｍ）

旧安中市 13 111

旧松井田町 8 103

合計 21 213
出典：林道台帳（平成27年度末時点）
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図 橋梁（市道）の架設年別橋長 

 
 
（３）上水道 

安中市の水道管は平成27年度末現在、導水管、送水管及び配水管を合わせて約587㎞が整備され

ています。また地震等に弱い石綿セメント管の更新は概ね完了しています。 

表 上水道の管路延長 

 

  

単位：ｍ

管径 導水管 送水管 配水管 計
φ50未満 26,648 26,648

φ５０ 57,850 57,850
φ７５ 832 147,786 148,618

φ１００ 1,269 103,219 104,488
φ１２５ 4,249 4,249
φ１５０ 298 108,425 108,723
φ２００ 821 44,399 45,220
φ２５０ 1,550 38,505 40,055
φ３００ 1,583 1,478 24,680 27,741
φ３５０ 10,923 10,923
φ４００ 683 132 8,277 9,092
φ５００ 784 391 1,866 3,041
合計 7,820 2,001 576,827 586,648

※平成27年度末現在
※管路延長は、平成27年度までに整備された上水道と簡易水道の合計とした。
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（４）下水道 

安中市の下水道は、10市町村が加入する利根川上流流域下水道（県央処理区）に加入しており、

幹線管路や処理場は県が建設管理しています。計画処理区域は本市では碓東地区から磯部地区にか

けての国道18号線沿線の地域などとなっており、この区域内の幹線管路に接続する汚水管は、平成

27年度末現在で116.7kmを整備しています。汚水管は昭和61年度以降順次整備され、今後は整備後

30年を経過する管路が増加していきます。 
このほか、平成元年から平成3年にかけて雨水管0.8kmを整備しています。 

表 下水道（汚水）と雨水の管路延長 

 

図 下水道等の整備年度別管路延長 

 

 

  

単位：ｍ

区分 管径 S61～S63 H1～H10 H11～H20 H21～H27 計

汚水 250mm以下 3,260 28,005 44,259 28,977 104,502

251～500mm 0 2,810 2,676 1,146 6,633

501～1000mm 822 4,627 42 22 5,513

1001～2000mm 0 69 0 0 69

2001mm以上 0 0 0 0 0

小計 4,082 35,511 46,977 30,146 116,716

雨水 1001～2000mm 0 829 0 0 829

合計 4,082 36,339 46,977 30,146 117,545
※平成27年度末現在
※汚水の平成27年度分は未確定値を含む
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４．人口動向と見通し 

（１）人口の推移と見通し 

安中市の人口は、合併前の昭和45年（1970年）以降緩やかな増加を続けてきましたが、平成12年
（2000年）を境に減少に転じ、合併後の平成27年（2015年）では58,531人と減少傾向が続いてい

ます。 
この傾向は今後も続くものと想定され、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、現状の

まま推移した場合、平成72年（2060年）には29,954人まで減少すると見込まれます。 
また、平成27年度に策定した「安中市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく人口ビジョン

では、出生率や社会移動率の改善を見込み、平成72年（2060年）には35,408人と、35,000人を超す

ことを目標としています。 

表 総人口の推移 

 

表 総人口の見通し 

 

図 総人口の推移と見通し 

 
  

単位：人

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27
総人口 62,274 63,406 64,326 64,853 64,893 63,179 61,077 58,531

出典：国勢調査

※合併前の年度は、旧安中市と旧松井田町の人口を合計した。

単位：人

H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72
社人研 55,675 52,611 49,417 46,146 42,773 39,397 36,155 33,001 29,954
人口ビジョン 55,826 53,082 50,372 47,713 45,002 42,293 39,795 37,484 35,408
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年齢3区分別人口をみると、年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）は年々減少する一

方で、老年人口（65歳以上）は平成37年頃まで増加傾向をみせると想定され、少子高齢化の進行が

続くものと見込まれます。年齢3区分別人口の割合をみると、老年人口（65歳以上）の割合は平成

27年現在の32.7％から平成72年には40.7％に増加すると見込まれ、必要な公共施設の種類に変化が

生じることが想定されます。 

表 年齢３区分別人口の推移 

 

表 年齢３区分別人口の見通し 

 

図 年齢３区分別人口の割合 

 
  

年齢区分 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27
年少人口（15歳未満） 13,913 13,100 11,371 10,284 9,588 8,522 7,578 6,466

生産年齢人口（15～64歳） 40,900 41,764 42,842 42,385 41,392 39,124 36,556 32,834
老年人口（65歳以上） 7,461 8,542 10,111 12,184 13,910 15,533 16,859 18,934

総人口 62,274 63,406 64,326 64,853 64,893 63,179 61,077 58,531
出典：国勢調査

※総人口は年齢不詳分を含む。

年齢区分 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72
年少人口（15歳未満） 5,872 5,387 5,170 5,100 5,146 5,136 4,997 4,789 4,684

生産年齢人口（15～64歳） 29,580 27,289 24,902 22,580 19,975 18,265 17,229 16,677 16,317
老年人口（65歳以上） 20,375 20,407 20,300 20,034 19,881 18,892 17,569 16,018 14,408

総人口 55,826 53,082 50,372 47,713 45,002 42,293 39,795 37,484 35,408
出典：人口ビジョン
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５．財政状況と見通し 

（１）歳入の状況と見通し 

本市の歳入（普通会計）を市町村合併後の平成18年度（2006年度）以降でみると、歳入総額は

年々増加傾向をみせ、平成27年度（2015年度）では271億円となっています。増加の主な要因は地

方債の増加によるものであり、平成18年度から27年度にかけて約21億円の増加となっています。平

成27年度の内訳をみると、法人市民税や固定資産税を主な財源とする地方税が103億円と最も多く、

また、市町村合併に伴う普通交付税の合併算定替え措置5もあり、所要の財源を確保している状況で

す。 
しかし今後は、人口減少に伴う税収減や合併算定替え措置の縮減・廃止による普通交付税の減収

が見込まれ、厳しい財政状況が予想されます。 

表 歳入の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 合併算定替え措置の縮減・廃止の考え方 

 

                                                   
5 合併算定替え措置： 合併算定替えとは、旧合併特例法の「合併後10年間は、合併前の市町村ごとに算定した普通交

付税の総額を配分する」という定めに基づくもので、その配分額は合併11年目から段階的に減らされ、16年目には

純粋に一つの自治体として算定される。 

H18 H19 ・・・ ・・・ H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 ・・・

合併後の

標準額

10％30％50％70％90％

合
併
前
の
旧
自
治
体
の
合
計
額

合併算定替えによる普通交付税の増加分

合併前の旧自治体の合計額（10年間） 段階的な削減（5年間） 合併特例廃止後

単位：百万円

内訳 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
地方税 9,928 11,940 11,456 9,488 9,590 10,008 10,866 9,169 10,180 10,301
地方譲与税 904 424 410 388 381 370 349 331 316 331
交付金 1,306 1,067 1,008 977 913 859 816 852 913 1,405
地方交付税（普通） 2,590 1,880 697 2,258 3,331 3,573 2,861 2,274 3,163 3,003
地方交付税（特別） 804 733 747 705 740 707 713 699 731 750
地方交付税（震災復興特別） 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
交通安全対策特別交付金 11 11 10 10 10 10 10 10 8 9
分担金・負担金 209 215 202 212 187 202 204 211 214 183
使用料 416 395 395 388 371 372 381 378 378 378
手数料 149 136 128 125 123 125 128 131 130 127
国庫支出金 1,454 1,369 1,465 3,195 2,720 2,414 2,254 2,875 2,961 2,700
都道府県支出金 953 1,201 1,251 1,247 1,599 1,467 1,564 1,400 1,557 2,079
財産収入 18 33 199 23 24 23 22 23 100 172
寄付金 60 50 27 16 0 5 1 1 1 1
繰入金 420 250 1,752 1,453 342 285 300 1,633 436 1,107
繰越金 779 831 687 667 661 538 701 933 422 653
諸収入 566 592 456 603 547 528 857 569 1,012 611
地方債 1,171 1,042 1,110 1,893 3,106 3,037 2,938 4,218 4,335 3,278

合計 21,740 22,170 21,999 23,646 24,645 24,524 24,966 25,709 26,857 27,088
出典：決算統計
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図 歳入の状況 

 

 
（２）歳出の状況と見通し 

本市の歳出（普通会計）は、歳入の増加に伴い平成27年度（2015年度）には総額262億円まで増

加しています。歳出の内訳をみると、公共施設の建設等に充てられる普通建設事業費や、社会福祉

関係施策に充てられる扶助費の増加が顕著であり、これらの施策を推進する一方で人件費等の抑制

により収支の均衡を図っています。 
今後は、歳入が減少する一方で高齢化等に伴う扶助費の増加傾向は続くものと見込まれ、普通建

設事業費への予算配分は一層厳しさを増すことが予想されます。 

表 歳出の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.3%
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300億

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

地方債 地方譲与税 地方交付税 国県支出金 交付金 地方税 その他

自主財源依存財源

出典：決算統計

自主財源比率

依存財源比率

217 222 220 
236 246 245 250 257 

269 271 

単位：百万円

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
人件費 4,750 4,360 4,396 4,079 4,175 4,108 3,927 3,891 3,936 3,996
物件費 2,438 2,818 2,630 3,106 2,874 2,864 2,909 2,937 3,089 3,228
維持補修費 299 336 352 382 336 397 371 434 363 515
扶助費 3,117 3,291 3,328 3,416 4,251 4,568 4,612 4,627 4,874 5,002
補助費等 1,994 2,053 2,259 3,174 2,250 1,870 1,968 1,866 2,121 2,455
普通建設事業費 1,911 1,722 1,840 2,930 3,585 2,555 3,187 5,168 5,245 4,631
災害復旧事業費 14 202 119 3 2 37 4 2 3 3
公債費 3,344 3,252 3,192 2,921 2,733 2,570 2,344 2,340 2,675 2,849
積立金 281 466 261 206 188 1,032 830 815 580 585
投資及び出資金 70 58 66 67 66 39 15 15 16 16
貸付金 234 259 149 144 121 119 108 108 92 91
繰出金 1,787 2,075 2,231 2,148 2,526 2,463 2,558 2,775 2,709 2,868

合計 20,239 20,893 20,822 22,575 23,107 22,623 22,833 24,979 25,704 26,239
出典：決算統計
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図 歳出の状況 

 
 

図 扶助費の推移             図 普通建設事業費の推移 
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出典：決算統計
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（３）更新可能額の検討 

◆公共施設（普通会計の建築物）、道路・橋梁 

今後の厳しい財政状況を考慮すると、将来の普通建設事業費は年額約15億円程度と想定され、40
年間では約600億円と想定されます。 

また、過去10年間の普通建設事業費を施設（建築物）の更新にかかる費用、道路・橋梁といった

インフラ資産の更新にかかる費用、用地取得にかかる費用、その他の費用に概ね区分6すると、普通

建設事業費に占める施設関連経費の割合は年平均53.4％、インフラ関連経費の割合は年平均30.8％
であり、両者を合わせた公共施設等の更新にかかる費用の割合は約84％となります。 

これを踏まえると、将来、公共施設等の建設に充てられる40年間の経費は、約504億円と見込ま

れます。（600億円×84％＝504億円） 

表 普通建設事業費の推移 

 

図 施設関連経費とインフラ関連経費の割合 

 
                                                   
6 普通建設事業費の区分： 決算統計より、施設関連経費は「総務費、民生費、衛生費、労働費、商工費、土木費（住

宅）、消防費、教育費、その他」、インフラ関連経費は「農林水産業費、土木費（道路、橋梁、河川、砂防、都市計

画、その他）」の合計額として、それぞれ用地取得費及びその他（国直轄等、県営事業負担金等）を除いて算出して

いる。 

単位：百万円

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 10年間の平均

普通建設事業費 1,910.5 1,722.4 1,839.8 2,929.5 3,585.0 2,555.4 3,187.4 5,167.7 5,244.9 4,630.9 3,277.4
内訳 施設関連経費 540.4 197.7 450.4 1,293.4 2,220.4 1,593.1 2,080.2 4,352.3 4,309.3 3,226.2 2,026.3

インフラ関連経費 1,129.6 632.8 844.9 1,284.5 1,139.3 537.1 665.0 602.4 584.0 1,194.5 861.4
小計 1,670.0 830.5 1,295.3 2,577.8 3,359.7 2,130.3 2,745.1 4,954.7 4,893.3 4,420.7 2,887.7

用地取得費 157.2 760.7 390.2 202.4 72.5 357.8 356.6 78.3 280.0 135.3 279.1
その他経費 83.4 131.2 154.4 149.2 152.9 67.3 85.7 134.7 71.7 74.8 110.5

構成比 施設関連経費 28.3% 11.5% 24.5% 44.2% 61.9% 62.3% 65.3% 84.2% 82.2% 69.7% 53.4%
インフラ関連経費 59.1% 36.7% 45.9% 43.8% 31.8% 21.0% 20.9% 11.7% 11.1% 25.8% 30.8%

小計 87.4% 48.2% 70.4% 88.0% 93.7% 83.4% 86.1% 95.9% 93.3% 95.5% 84.2%
用地取得費 8.2% 44.2% 21.2% 6.9% 2.0% 14.0% 11.2% 1.5% 5.3% 2.9% 11.7%
その他経費 4.4% 7.6% 8.4% 5.1% 4.3% 2.6% 2.7% 2.6% 1.4% 1.6% 4.1%

出典：決算統計
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◆医療施設（病院事業会計） 

公立碓氷病院の会計である病院事業会計は、過去5年間の資本的支出は2.8億円から7.4億円であり、

このうち病院施設の更新に充てられる建設改良費のなかの建物については、過去5年間の間に施設

の設計や耐震補強工事を行っており、5年間の総額11.6億円の支出となっています。 

表 病院事業会計の状況 

 
 

◆水道施設（水道事業会計） 

水道施設の会計である水道事業会計は、過去5年間の資本的支出は8.8億円から10.6億円であり、

このうち水道施設の更新に充てられる改良工事費は3.5億円から6.6億円と、年平均で約5.1億円の支

出となっています。 

表 水道事業会計の状況 

 

 

◆下水道施設（下水道事業特別会計） 

下水道施設の会計である下水道事業特別会計は、過去5年間の歳出総額は8.4億円から11.0億円で

あり、このうち下水道施設の更新に充てられる工事請負費は1.5億円から4.4億円と、年平均で約3.0
億円の支出となっています。 

表 下水道事業特別会計の状況 

 

 
  

支出済額（百万円）
H22 H23 H24 H25 H26 H27

資本的支出 282 742 566 654 474 271
建設改良費 91 554 358 503 325 53

資産購入費 81 152 38 72 325 53
建物 建物 9 403 320 431 0 0

出典：安中市歳入歳出決算書

款項 目 節

支出済額（百万円）
H22 H23 H24 H25 H26 H27

資本的支出 1,057 910 995 906 875 749
建設改良費 742 597 672 585 548 424

拡張工事費 703 572 634 516 466 398
一般拡張工事費 45 27 29 117 118 183
改良工事費 657 544 603 397 346 214

出典：安中市歳入歳出決算書

款項 目 区分

支出済額（百万円）
H22 H23 H24 H25 H26 H27

歳出総額 920 844 877 1,076 1,101 1,170
施設整備費 492 398 421 608 626 690

維持管理費 86 110 83 95 94 112
施設整備費 406 288 337 513 532 579

工事請負費 267 150 240 407 440 498
出典：安中市歳入歳出決算書

款項 目 区分
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６．公共施設等の将来更新費 

ここでは、本市が保有する公共施設等について、将来も現在と同様に維持・更新した場合に必要

となる更新費用を試算します。 
 

（１）公共建築物の将来更新費 

◆将来更新費の試算条件（建築物） 

将来更新費の試算にあたっては、総務省の公共施設等更新費試算ソフトの考え方に基づき、次の

条件で試算します。 

表 将来更新費の試算条件（建築物） 
試算期間 40年間   平成29年度（2017年度）～平成68年度（2056年度） 

更新時期 築30年後に大規模改修、築60年後に建替えを行うものとする。 

 ※築50年以上の建築物は、60年後に建替えを行う。 

 ※築30年～50年の建築物は、向こう10年間の間に大規模改修を行う。 

 ※大規模改修は築30年後と31年後の２年に分けて実施し、建替えは築60年後から62年後

の３年に分けて実施する。 

更新単価 施設類型ごとに下記単価を適用する。 

 

施設類型 大規模改修 建替え 

市民文化系施設 

社会教育系施設 

産業系施設 

行政系施設 

医療施設 

25万円/㎡ 40万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設 

子育て支援施設 

保健・福祉施設 

供給処理施設 

水道施設 

その他施設 

20万円/㎡ 36万円/㎡ 

学校教育系施設 

公園 
17万円/㎡ 33万円/㎡ 

市営住宅 17万円/㎡ 28万円/㎡ 
 

※総務省の公共施設等更新費試算ソフトの定義に基づく 
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◆将来更新費（建築物） 

平成27年度（2015年度）末現在、保有している公共建築物について、平成29年度（2017年度）

から平成68年度（2056年度）までの40年間にかかる将来更新費を試算すると、全て定期的に大規模

改修や建替えを実施した場合は約1,270億円と試算されます。 
また、更新しないことが見込まれる施設は建替え費用や大規模改修費用を計上せず、小中学校等

の既に大規模改修を実施済の建築物や小規模な建築物の大規模改修費用を計上しないこととした場

合は、約833億円と試算されます。 
築30年以上経過した建築物が多いことから、今後10年程度でこれらの大規模改修費用が発生し、

一旦減少した後にその後は建替え費用が発生するものと考えられます。 

表 建築物の将来更新費 

 

図 建築物の年度別将来更新費 

 

 
 

  

単位：億円

更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均
大規模改修 295.4 7.4 150.7 15.1 95.0 9.5 31.1 3.1 18.7 1.9
建替え 537.3 13.4 52.4 5.2 90.5 9.0 266.3 26.6 128.2 12.8
合計 832.8 20.8 203.0 20.3 185.5 18.5 297.4 29.7 146.9 14.7

H49～H58 H59～H68H29～H38全期間 H39～H48
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安中市公共施設等総合管理計画 

 

施設類型別にみると、平成68年度（2056年度）までにかかる将来更新費（建替え及び大規模改修）

が最も高いのは学校教育系施設の277億円であり、次いで市営住宅が166億円、スポーツ・レクリエ

ーション系施設が95億円と続いています。 

表 建築物の施設類型別将来更新費 

 

図 建築物の施設類型別将来更新費 

 
  

単位：億円

更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均

普通会計 市民文化系施設 47 73.8 1.8 25.6 2.6 3.8 0.4 29.5 3.0 14.8 1.5

社会教育系施設 14 13.2 0.3 6.7 0.7 0.0 0.0 3.2 0.3 3.3 0.3

スポーツ・レクリエーション系施設 33 95.4 2.4 29.8 3.0 17.9 1.8 18.5 1.9 29.2 2.9

産業系施設 5 12.3 0.3 4.6 0.5 0.0 0.0 3.3 0.3 4.3 0.4

学校教育系施設 18 276.6 6.9 53.9 5.4 72.7 7.3 126.7 12.7 23.2 2.3

子育て支援施設 16 10.9 0.3 2.1 0.2 0.6 0.1 8.2 0.8 0.0 0.0

保健・福祉施設 14 26.9 0.7 2.8 0.3 10.6 1.1 11.7 1.2 1.8 0.2

行政系施設 49 52.7 1.3 21.4 2.1 11.8 1.2 3.5 0.3 16.1 1.6

市営住宅 32 165.5 4.1 36.7 3.7 44.1 4.4 55.8 5.6 28.9 2.9

公園 12 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1

供給処理施設 4 24.3 0.6 0.7 0.1 14.3 1.4 0.2 0.0 9.2 0.9

その他施設 41 22.2 0.6 8.6 0.9 2.5 0.3 4.2 0.4 6.9 0.7

普通会計　小計 285 774.3 19.4 192.9 19.3 178.4 17.8 264.9 26.5 138.2 13.8

病院事業会計 医療施設 1 51.1 1.3 9.5 0.9 7.0 0.7 25.9 2.6 8.7 0.9

水道事業会計 水道施設 11 7.4 0.2 0.6 0.1 0.1 0.0 6.6 0.7 0.0 0.0

合計 297 832.8 20.8 203.0 20.3 185.5 18.5 297.4 29.7 146.9 14.7

会計区分 用途大分類

全期間
H29～H68

H29～H38 H39～H48
施設数

H49～H58 H59～H68
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（２）インフラ資産の将来更新費 

◆将来更新費の試算条件（インフラ資産） 

インフラ資産の将来更新費の試算にあたっては、総務省の公共施設等更新費試算ソフトの考え方

に基づき、次の条件で試算します。 

表 将来更新費の試算条件（道路、橋梁） 
分類 資産期間 40年間   平成29年度（2017年度）～平成68年度（2056年度） 

道路 

更新時期 整備面積を15年で割った面積を1年間の舗装部分の更新量とする。 

更新単価 

区分ごとに下記単価を適用する。 

区分 更新単価 

一般道路 4,700円/㎡ 

自転車歩行者道 2,700円/㎡ 
 

橋梁 

更新時期 

整備した年度から60年を経た年度に更新する。 

※既に整備後60年を経過または整備年度が不明の橋梁は、更新の積み残

し処理として、5年の間に更新する。 

更新単価 

構造及び橋長ごとに下記単価を適用する。 

構造 橋長15ｍ未満 橋長15ｍ以上 

RC橋、PC橋、石

橋、木橋・その他 

400千円/㎡ 425千円/㎡ 

鋼橋 500千円/㎡ 500千円/㎡ 

構造不明 448千円/㎡ 448千円/㎡ 
 

※総務省の公共施設等更新費試算ソフトの定義に基づく 
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表 将来更新費の試算条件（上水道、下水道） 
分類 資産期間 40年間   平成29年度（2017年度）～平成68年度（2056年度） 

上水道 

更新時期 

整備した年度から40年を経た年度に更新する。 

※既に整備後40年を経過または整備年度が不明の管路は、更新の積み残

し処理として、5年の間に更新する。 

整備年度が不明の場合は、管径別の延長に更新単価を乗じる。 

更新単価 

管径ごとに下記単価を適用する。 

導水管及び送水管 

管径 更新単価 

300mm未満 100千円/ｍ 

300～500mm未満 114千円/ｍ 

500～1000mm未満 161千円/ｍ 

1000～1500mm未満 345千円/ｍ 

1500～2000mm未満 742千円/ｍ 

2000mm以上 923千円/ｍ 

配水管 

管径 更新単価 

150mm以下 97千円/ｍ 

151～200mm以下 100千円/ｍ 

201～250mm以下 103千円/ｍ 

251～300mm以下 106千円/ｍ 

301～350mm以下 111千円/ｍ 

351～400mm以下 116千円/ｍ 

401～450mm以下 121千円/ｍ 

451～550mm以下 128千円/ｍ 

551～600mm以下 142千円/ｍ 

601～700mm以下 158千円/ｍ 

701～800mm以下 178千円/ｍ 

801～900mm以下 199千円/ｍ 

901～1000mm以下 224千円/ｍ 

1001～1100mm以下 250千円/ｍ 

1101～1200mm以下 279千円/ｍ 

1201～1350mm以下 628千円/ｍ 

1351～1500mm以下 678千円/ｍ 

1501～1650mm以下 738千円/ｍ 

1651～1800mm以下 810千円/ｍ 

1801mm以上 923千円/ｍ 
 

下水道 

更新時期 

整備した年度から50年を経た年度に更新する。 

※既に整備後50年を経過または整備年度が不明の管路は、更新の積み残

し処理として、5年の間に更新する。 

整備年度が不明の場合は、管径別の延長に更新単価を乗じる。 

更新単価 

管径ごとに下記単価を適用する。 

管径 更新単価 

250mm以下 61千円/ｍ 

251～500mm以下 116千円/ｍ 

501～1000mm以下 295千円/ｍ 

1001～2000mm以下 749千円/ｍ 

2001～3000mm以下 1,690千円/ｍ 

3001mm以上 2,347千円/ｍ 
 

※総務省の公共施設等更新費試算ソフトの定義に基づく  
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◆将来更新費（インフラ資産） 

インフラ資産の将来更新費の試算を行うと、道路、橋梁、上下水道のインフラ資産における将来

更新費は、平成68年度（2056年度）までの40年間で合計約1,354億円となり、年平均で33.9億円が

必要になると見込まれます。 
道路については、耐用年数を考慮して毎年一定の整備量で舗装部分の更新を進めていくものとし

て試算しており、年平均の更新費は19.2億円となります。 
橋梁については、整備した年度から法定耐用年数の60年を経た年度に更新するものとして試算し

ており、年平均の更新費は4.0億円となります。 
上水道については、耐用年数を考慮して毎年一定の整備量で更新を進めていくものとして試算し

ており、年平均の更新費は8.9億円となります。 
下水道については、整備した年度から50年を経た年度に更新するものとして試算しており、年平

均の更新費は1.7億円となります。 

表 インフラ資産の将来更新費 

 

図 インフラ資産の将来更新費 

 
 

  

単位：億円

更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均

普通会計 道路 766.8 19.2 191.7 19.2 191.7 19.2 191.7 19.2 191.7 19.2

橋梁 161.9 4.0 23.5 2.3 45.9 4.6 40.8 4.1 51.8 5.2

水道事業会計 上水道 356.4 8.9 89.1 8.9 89.1 8.9 89.1 8.9 89.1 8.9

下水道事業特別会計 下水道 69.0 1.7 0.0 0.0 0.2 0.0 37.4 3.7 31.4 3.1

合計 1,354.2 33.9 304.3 30.4 326.9 32.7 359.0 35.9 364.1 36.4

会計区分 種類

全期間
H29～H68

H29～H38 H39～H48 H49～H58 H59～H68
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（３）将来更新費と更新可能額の比較 

ここでは、財政面からみて保有する公共施設等（普通会計の建築物、道路、橋梁）の更新が可能

かを検討しています。なお、医療施設、上水道及び下水道については個別計画に基づき施設の更新

が進められていることから、検討の対象外としています。 
「第２章 ５．財政状況と見通し （３）更新可能額の検討」で整理したとおり、将来、公共施

設等の建設に充てられる40年間の経費は、約504億円（年平均12.6億円）と見込まれます。 
一方、普通会計の建築物、道路、橋梁の更新等にかかる40年間の経費は約1,703億円（年平均

42.6億円）と見込まれます。 

表 普通会計の建築物、道路、橋梁の将来更新費 

 

 
これを踏まえると、今後新たな施設は整備せず既存施設の更新を行う場合、40年間で約1,199億

円の更新費が不足することになります。 
＜不足額＞普通会計の建築物、道路、橋梁：1,703億円 － 504億円 ＝ 1,199億円 

図 普通会計の建築物、道路、橋梁の将来更新費と更新可能額 

 
  

単位：億円

更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均 更新費 年平均

普通会計 建築物 774.3 19.4 192.9 19.3 178.4 17.8 264.9 26.5 138.2 13.8

道路 766.8 19.2 191.7 19.2 191.7 19.2 191.7 19.2 191.7 19.2

橋梁 161.9 4.0 23.5 2.3 45.9 4.6 40.8 4.1 51.8 5.2

合計 1,703.1 42.6 408.1 40.8 415.9 41.6 497.3 49.7 381.7 38.2

全期間
H29～H68

H29～H38 H39～H48 H49～H58 H59～H68
種類会計区分
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第３章 施設類型別の管理に関する方向性 

ここでは、安中市が保有する公共施設等について、施設類型別に現状と課題を整理し、施設更新

に関する基本的な考え方を定めています。 

１．本章の対象施設と一覧表の構成について 

（１）本章の対象施設 

施設類型は施設の利用用途から、公共建築物は14の類型に区分し、インフラ資産は4の類型に区

分しています。 
また、公共建築物に関して当該施設が複数の建物を有する場合、主たる用途のなかで最も建築年

度が古い建物を当該施設のなかの代表建物としています。 

表 施設類型の区分（建築物） 

 

表 施設類型の区分（インフラ資産） 

 

  

施設類型 施設種類 施設数
延床面積

（㎡）
比率

市民文化系施設 文化センター、公民館、集会施設、生涯学習センター 47 22,004 7.4%

社会教育系施設 図書館、史跡等 14 8,080 2.7%

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設、体育館、レクリエーション施設、観光施設 33 27,709 9.4%

産業系施設 勤労者会館、産業施設 5 2,638 0.9%

学校教育系施設 小学校、中学校、給食センター 18 93,737 31.8%

子育て支援施設 保育園、学童クラブ 16 4,340 1.5%

保健・福祉施設
高齢福祉施設、障害福祉施設、保健施設、その他福祉
施設

14 9,876 3.3%

医療施設 医療施設 1 12,527 4.2%

行政系施設 庁舎、消防施設、その他行政系施設 49 19,371 6.6%

市営住宅 市営住宅 32 68,710 23.3%

公園 地区公園、近隣公園、街区公園、その他公園 12 255 0.1%

供給処理施設 供給処理施設 4 10,074 3.4%

水道施設 水道庁舎、浄水場など 11 2,793 0.9%

その他施設 火葬場・斎場、旧小中学校、トイレ、倉庫・車庫など 41 13,262 4.5%

合計 297 295,375 100.0%

※平成27年度末時点

施設類型 施設種類 保有量

道路 市道、林道
市道）　路線数：8,228路線、実延長1,636km
林道）　路線数：33路線、延長58km

橋梁 橋梁（市道）、橋梁（林道）
橋梁（市道）　橋梁数：644橋、橋長8.8km
橋梁（林道）　橋梁数：21橋、橋長0.2km

上水道 上水道 上水道　管路延長：586.6km

下水道 公共下水道、雨水管
公共下水道　管路延長：116.7km
雨水管　管路延長：0.8km

平成27年度末時点
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（２）一覧表の構成 

次頁以降では、各施設類型ごとに、施設の規模や築年数、施設の運営方法や利用者数等の施設情

報を整理しています。表の各欄は、以下のとおり表示しています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
利用者

数
（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

文化センター 安中・秋間 安中市文化センター 文化センター 複合 行政 5,278.38 有 業務委託 60,772 S57 34 鉄筋コンクリート 新耐震
文化センター 松井田 松井田文化会館 文化センター 複合 行政 4,088.50 有 業務委託 23,915 H7 21 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 安中・秋間 安中公民館 文化センター 単独 行政 502.14 有 直営 21,380 H4 24 鉄筋コンクリート 新耐震

[地域] 

当該施設が立地する地

域を「安中・秋間地

域」「原市・磯部地

域」「松井田地域」の

３地域で表示していま

す。 

（地域の位置は第4章

を参照） 

[財産区分] 

当該施設の公有財産上の分類を「行

政財産」「普通財産」の２区分で表

示しています。 

「行政」：庁舎、学校、市営住宅な

ど、直接的に公の目的のため

に使用される財産 

「普通」：行政財産以外の公有財産

で、主に、建物や土地を貸し

付けたり売却して経済的価値

を高めている財産 

[施設形態] 

当該施設が単独で立地する施設か複数の施設の集合

施設かについて、「単独施設」「複合施設」「併設施

設」の３区分で表示しています。 

「単独」：単独で立地する施設 

「複合」：１棟が複数の用途（施設類型）で利用され

ている施設 

  例）文化センターの建物内を図書館として利用 

「併設」：敷地内に複数の用途（施設類型）の建物が

立地する施設 

  例）学校の敷地内に児童クラブ施設が立地 

[運営方法] 

当該施設の管理運営方法を「直営」「業務委託」「指定

管理」の３区分で表示しています。 

「直営」：安中市が直接管理運営している施設 

「業務委託」：施設の維持管理や運営の全てまたは一部

を民間等に委託している施設 

「指定管理」：施設の維持管理や運営を、指定管理者制

度により民間等が代行している施設 

[耐震基準] 

主要な建物の耐震基準

を「新耐震基準」「旧

耐震基準」の２区分で

表示しています。 

（詳細はP9を参照） 

[施設合計延床面積] 

当該施設のなかの建物

の延床面積の合計で

す。 



 

 29 
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

２．公共建築物 

（１）市民文化系施設 

◆施設の現状と課題 

市民文化系施設としては、教育文化、並びに市民の福祉の向上、市民の交流の場、生涯学習の場

の提供と確保などを目的に、大規模なホールを持つ文化センターを2施設、公民館9施設、集会施設

30施設、このほか生涯学習センターなど、計47施設を設置しています。 
2施設ある文化センターはそれぞれ複合施設となっており、安中市文化センターには図書館を設

置、また松井田文化会館には図書館と公民館を設置しています。 
集会施設は、市が保有する施設以外にも各地区で保有・管理する集会所等が多く存在し、これら

と併せて市民の集会等に利用されています。 
47施設中28施設が築30年を経過しており、この他にも築年数がだいぶ経過した施設もみられます。

老朽化が進む施設や利用が少ない施設については、複合化や統廃合を視野に入れた検討が必要です。 
文化センターや公民館は避難所に指定されています。これらは新耐震基準の建築物ではあるもの

の築20年から30年以上を経過しており、避難施設としての機能の拡充や耐震補強の必要性の検討が

必要です。 
規模の小さな集会施設は普通財産7としており、近接する集会施設への統合や地域への移管の可能

性を検討していく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                   
7 普通財産： 市が所有する財産は行政財産と普通財産に分類される。行政財産は、庁舎、学校、市営住宅など、直接

的に公の目的のために使用される財産。普通財産は、行政財産以外の公有財産で、主に、建物や土地を貸し付けた

り売却して経済的価値を高めている財産。 
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表 市民文化系施設の概要 

 

 
◆施設更新に関する基本的な考え方 

・小規模な集会施設は、近接する他の施設の利用とともに、地域の団体等への移管の可能性を検討

していきます。 
・規模の大きい施設については、予防保全の考えに基づく改修等を計画的に行いながら、長寿命化

を図るとともに、避難所としての利用に支障を来さないよう、施設の修繕や必要な機能の更新を

進めていきます。 
・市民の交流の場として、また集会等の機能について、近接する他の施設との統合化を検討します。 
・市民の利用が多くみられない施設については、施設利用の分散化を防ぐため随時廃止を進めてい

きます。 
  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
利用者

数
（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

文化センター 安中・秋間 安中市文化センター 文化センター 複合 行政 5,278.38 有 業務委託 60,772   S57 34 鉄筋コンクリート 新耐震
文化センター 松井田 松井田文化会館 文化センター 複合 行政 4,088.50 有 業務委託 23,915   H7 21 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 安中・秋間 安中公民館 文化センター 単独 行政 502.14 有 直営 21,380   H4 24 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 安中・秋間 岩野谷公民館 文化センター 単独 行政 373.00 有 直営 9,565     S59 32 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 安中・秋間 板鼻公民館 文化センター 単独 行政 518.98 有 直営 12,987   S62 29 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 安中・秋間 秋間公民館 文化センター 単独 行政 387.29 有 直営 11,151   H1 27 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 原市・磯部 原市公民館 文化センター 単独 行政 475.00 有 直営 20,495   S60 31 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 原市・磯部 磯部公民館 文化センター 単独 行政 435.80 有 直営 12,519   S59 32 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 原市・磯部 東横野公民館 文化センター 単独 行政 392.44 有 直営 9,134     S61 30 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 原市・磯部 後閑公民館 文化センター 単独 行政 453.28 有 直営 7,850     S62 29 鉄筋コンクリート 新耐震
公民館 松井田 松井田公民館（松井田文化会館） 文化センター 複合 行政 1,039.00 - 業務委託 53,179   H7 21 鉄筋コンクリート 新耐震
集会施設 安中・秋間 下高別当集会所 財政課 単独 普通 109.66 - 直営 60         H2 26 木造 新耐震
集会施設 安中・秋間 長坂集会所 財政課 単独 普通 132.80 - 直営 375       S47 44 木造 旧耐震
集会施設 安中・秋間 自性寺集会所 財政課 単独 普通 110.90 - 直営 893       S56 35 木造 旧耐震
集会施設 安中・秋間 相水谷津集会所 財政課 単独 普通 106.82 - 直営 95         S49 42 木造 旧耐震
集会施設 原市・磯部 郷原東部集会所 財政課 単独 普通 106.82 - 直営 387       S52 39 木造 旧耐震
集会施設 原市・磯部 嶺向集会所 財政課 単独 普通 118.00 - 直営 246       S60 31 木造 新耐震
集会施設 原市・磯部 寺の前集会所 財政課 単独 普通 109.66 - 直営 180       H1 27 木造 新耐震
集会施設 原市・磯部 共立集会所 財政課 単独 普通 99.37 - 直営 105       H14 14 木造 新耐震
集会施設 原市・磯部 松栄集会所 財政課 単独 普通 115.11 - 直営 89         S59 32 木造 新耐震
集会施設 原市・磯部 下後閑西集会所 財政課 単独 普通 105.55 - 直営 260       S53 38 木造 旧耐震
集会施設 原市・磯部 昭和集会所 財政課 単独 普通 106.82 - 直営 213       S52 39 木造 旧耐震
集会施設 原市・磯部 下後閑公会堂 財政課 単独 普通 114.04 - 直営 220       不明 不明 木造 旧耐震
集会施設 松井田 小日向ふれあいセンター 農林課 単独 行政 250.98 有 業務委託 3,927     H18 10 鉄骨造 新耐震
集会施設 松井田 仲町公会堂 総務管理課 単独 行政 228.00 - 直営 579       不明 不明 木造 旧耐震
集会施設 松井田 八城集会所 生涯学習課 単独 行政 267.47 - 直営 1,785     S48 43 木造 旧耐震
集会施設 松井田 下増田集会所 生涯学習課 単独 行政 290.66 - 直営 2,062     S49 42 木造 旧耐震
集会施設 松井田 原生活改善センター 農林課 単独 行政 143.38 有 業務委託 747       S54 37 木造 旧耐震
集会施設 松井田 下平生活改善センター 農林課 単独 行政 113.36 有 業務委託 139       S55 36 木造 旧耐震
集会施設 松井田 越泉地区多目的集会施設 総務管理課 単独 行政 92.74 - 直営 91         S60 31 木造 新耐震
集会施設 松井田 細野１１区多目的集会施設 総務管理課 単独 行政 134.98 - 直営  - S62 29 木造 新耐震
集会施設 松井田 土塩多目的集会施設 総務管理課 単独 行政 96.89 - 直営 70         S62 29 木造 新耐震
集会施設 松井田 基幹集落センター 総務管理課 単独 行政 508.85 - 直営 11,536   H3 25 鉄筋コンクリート 新耐震
集会施設 松井田 平地区多目的活動施設 農林課 単独 行政 105.74 - 業務委託 1,115     H8 20 木造 新耐震
集会施設 松井田 公会堂（九東） 総務管理課 単独 行政 93.96 - 直営  不明 S45 46 木造 旧耐震
集会施設 松井田 公会堂（行田） 総務管理課 単独 行政 93.96 - 直営  不明 S48 43 木造 旧耐震
集会施設 松井田 公会堂（源ヶ原） 総務管理課 単独 行政 80.19 - 直営  不明 S50 41 木造 旧耐震
集会施設 松井田 公会堂（上本町） 総務管理課 単独 行政 118.42 - 直営  不明 S54 37 木造 旧耐震
集会施設 松井田 公会堂（青木） 総務管理課 単独 行政 77.49 - 直営  不明 S54 37 軽量鉄骨造 旧耐震
集会施設 松井田 公会堂（高梨子） 総務管理課 単独 行政 86.01 - 直営  不明 S58 33 木造 新耐震
集会施設 松井田 恩賀住民センター 総務管理課 単独 普通 69.56 - 直営  不明 S61 30 木造 新耐震
生涯学習センター 原市・磯部 学習の森（ふるさと学習館） 文化財保護課 併設 行政 1,544.07 - 直営 9,810     H12 16 鉄筋コンクリート 新耐震
生涯学習センター 松井田 坂本・入牧地区生涯学習センター 文化センター 単独 行政 363.44 - 業務委託 5,035     S61 30 鉄骨造 新耐震
生涯学習センター 松井田 九十九地区生涯学習センター 文化センター 単独 行政 468.49 有 業務委託 7,829     H27 1 鉄骨造 新耐震
生涯学習センター 松井田 農業研修センター 文化センター 単独 行政 313.84 - 業務委託 1,155     S54 37 鉄骨造 旧耐震
生涯学習センター 松井田 細野ふるさとセンター 文化センター 単独 行政 792.06 有 業務委託 10,526   H7 21 鉄筋コンクリート 新耐震
生涯学習センター 松井田 西横野定住センター 文化センター 単独 行政 390.03 - 業務委託 8,474     S61 30 鉄骨造 新耐震
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（２）社会教育系施設 

◆施設の現状と課題 

社会教育系施設としては、市民の文化的教養の向上を図り、郷土の文化財に関する理解を深め、

学術文化の発展に寄与することを目的とした史跡等12施設と、図書館2施設の計14施設を設置して

います。 
2施設ある図書館は安中市文化センター、松井田文化会館内にそれぞれ併設されています。この

うち安中市図書館を併設する安中市文化センターは築後34年が経過しており、老朽化対策の検討を

要する時期にきています。 
史跡等の施設の多くは、施設管理や来館者対応を安中市シルバー人材センターなどへの業務委託

で運営しています。 
安中市資料館は、昭和29年に小学校校舎として新築されたもので、現在は資料館として週3日開

館しています。築62年を経過し老朽化が著しく、今後の施設のあり方の検討が必要です。 
新島襄旧宅は、明治2年の建築とされる2軒長屋で、昭和38年に安中市が購入し、その後市指定史

跡として指定し公開しているものです。 
旧安中藩郡奉行役宅は、古くは1800年代半ば頃に安中藩の郡奉行が居住していたと伝えられ、古

図面などをもとに平成5・6年度に当時の姿に修理復元しています。 
旧安中藩武家長屋は、安中藩の藩士が居住していた武家長屋であり、現存していた３軒分に、取

り壊されていた１軒分を古図面などをもとに新築し、平成4年から公開しているものです。 
旧碓氷郡役所は、明治11年に安中市内に置かれた郡役所が移転・焼失を経て明治44年に再建され

たものです。その後平成8年度から9年度にかけて修復工事を実施しており、建築当初の状態が残さ

れています。 
簗瀬二子塚古墳は、6世紀初頭の築造といわれる前方後円墳の一帯を安中市が買取り公園化した

もので、平成27年度に公園東側に資料館を建設しています。 
史跡五料茶屋本陣・お西及びお東は、ともに、江戸時代に参勤交代などで中山道を通行する大名

や公家などが休息する場として建築されたもので、文化3年（1806年）の大火で焼失し、同年中に

再建されたと伝えられています。お西、お東いずれも、寄贈を受けた後保存修理工事を行っていま

すが、再建当初の姿を多く見ることができます。 
松井田文化財資料室は、昭和30年度に建築された旧松井田町役場を利用しているもので、築61年

が経過し、老朽化が進行しています。 
丸山変電所は、大正元年に建設され鉄道列車への電力供給を行っていた変電所を、老朽化に伴い

平成14年に保存修復工事をしたものです。国の重要文化財の指定を受けており、維持保全が必要で

す。また熊ノ平変電所は、昭和12年に建設された変電所であり、稼働していた当時の佇まいを残し

ています。 
史跡等は、いずれも建物自体に文化的価値がある施設であるため、経過年数に応じた適切な維持

管理及び老朽化対策が必要です。 
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表 社会教育系施設の概要 

 
 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・図書館は複合施設であるため、複合先施設の管理計画により、予防保全の考えに基づく改修等を

計画的に行いながら長寿命化を図ります。 
・史跡等については、適切な修繕により建築当初の状態保全を行うとともに、より運営維持管理の

効率化につながる方策を検討します。 
・図書館、史跡等ともに、多様なサービス提供による利用者増加を検討します。 
・歴史資料の保管・展示について、その場所や規模を統廃合を行うことにより最適化しながら、運

営維持管理の効率化と市民サービスの向上を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
利用者

数
（H27）

貸出冊
数

（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

図書館 安中・秋間 安中市図書館（文化センター） 文化センター 複合 行政 772.58 - 直営 53,956   121,507 S57 34 鉄筋コンクリート 新耐震
図書館 松井田 松井田図書館（松井田文化会館） 文化センター 複合 行政 400.00 - 業務委託 22,485   85,438   H7 21 鉄筋コンクリート 新耐震
史跡等 安中・秋間 新島襄旧宅 文化財保護課 単独 行政 169.48 - 業務委託 7,507      - M2 147 木造 旧耐震
史跡等 安中・秋間 安中市資料館 文化財保護課 単独 行政 820.00 - 業務委託 132        - S29 62 木造 旧耐震
史跡等 安中・秋間 旧安中藩郡奉行役宅 文化財保護課 単独 行政 187.77 - 業務委託 1,140      - 不明 不明 木造 旧耐震
史跡等 安中・秋間 旧安中藩武家長屋 文化財保護課 単独 行政 261.15 - 業務委託 1,645      - 不明 不明 木造 新耐震
史跡等 安中・秋間 板鼻本陣跡 文化センター 単独 行政 72.04 - 直営 741        - S62 29 木造 新耐震
史跡等 安中・秋間 旧碓氷郡役所 文化財保護課 単独 行政 404.71 - 業務委託 4,403      - M44 105 木造 旧耐震
史跡等 原市・磯部 簗瀬二子塚古墳 文化財保護課 単独 行政 69.12 - 直営 2,000      - H27 1 木造 新耐震
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お西 文化財保護課 併設 行政 683.99 - 業務委託 2,548      - 不明 不明 木造 旧耐震
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お東 文化財保護課 併設 行政 728.90 - 業務委託 2,547      - 不明 不明 木造 旧耐震
史跡等 松井田 松井田文化財資料室 文化財保護課 単独 行政 1,620.24 - 直営  -  - S30 61 鉄筋コンクリート 旧耐震
史跡等 松井田 丸山変電所 文化財保護課 単独 行政 779.40 - 直営 944        - M45 104 レンガ造 旧耐震
史跡等 松井田 熊ノ平変電所 観光課 単独 行政 1,110.79 - 直営  -  - 不明 不明 鉄筋コンクリート 旧耐震
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（３）スポーツ・レクリエーション系施設 

◆施設の現状と課題 

スポーツ・レクリエーション系施設としては、運動公園などのスポーツ施設が11施設、体育館が

9施設、レクリエーション施設が10施設、温泉施設などの観光施設が3施設あります。 
スポーツ施設のなかに設置された建築物では、五料運動場、細野スポーツ広場、西横野多目的広

場の管理棟がいずれも木造で築後30年を経過しており、老朽化が伺えます。また、指定管理者制度

を導入している施設はありません。 
単独で体育館として利用している9施設のなかでは、中央体育館、東横野体育館、坂本体育館、原

体育館の4施設は旧耐震基準で建築されており、このうち坂本体育館を除く3施設は耐震改修が未実

施です。また、9施設中4施設（米山・原市・上後閑・坂本体育館）が指定避難所となっています。 
レクリエーション施設は、コテージでの宿泊や創作活動を行える学習の森（生涯学習施設）、体験

型鉄道テーマパークである碓氷峠鉄道文化むら、観光名所となっている秋間梅林のなかに備えられ

た休憩舎やトイレなど、地域の特色に応じた施設を多く有しています。運営方法は、碓氷峠の森公

園「くつろぎの郷」と碓氷峠鉄道文化むらの2施設は、指定管理者制度を導入しています。建築年を

みると、秋間梅林内に建築された休憩舎は築46年を経過しており、老朽化が進行しています。利用

者数では、碓氷峠鉄道文化むらは年間15万人程、学習の森（生涯学習施設）は年間2万人以上の利

用者数がありますが、碓氷川熱帯植物園は年間5千人程、八風平キャンプ場は年間千人未満と見込ま

れ、少ない利用者となっている施設もみられます。また、小根山森林公園は、群馬県が国有林内に

野生鳥獣の学習施設を設置した公園で、安中市が指定管理者として管理運営を行っています。 
観光施設としては、温泉施設である碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」、温泉関連施設の磯部温泉会

館、物産館である峠の横丁「麻苧茶屋」の3施設があります。施設の運営は、碓氷峠の森公園交流館

「峠の湯」は指定管理者制度を導入し、磯部温泉会館は業務委託で運営しており、峠の横丁「麻苧

茶屋」は現在閉館中です。利用者数は、碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」は年間15万人程度と、多

くの利用があります。 
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表 スポーツ・レクリエーション系施設の概要 

 
 
 
◆施設更新に関する基本的な考え方 

・予防保全の考えに基づく改修等を計画的に行いながら長寿命化を図ります。 
・指定管理者制度が導入されていない施設については、指定管理者制度の導入など他の運営方法へ

の転換を検討し、施設運営コストの軽減を図ります。 
・廃止した施設については、施設の譲渡や売却、及び土地の貸付や売却の検討を進めるなど、維持

コストの軽減を図ります。 
・利用者の少ない施設については、施設の廃止や他の施設への機能統合、また、運営方法の見直し

など、多面的な検討により利用者の増加や施設運営コストの軽減に努めます。 
・施設利用料を徴収している施設については、維持コストを軽減する方法のひとつとして利用料見

直しの検討を行い、受益者負担の適正化を図ります。 
・スポーツ施設は、人口減少や少子高齢化に伴うスポーツ人口の多様化が予想されることから、需

要に見合った規模の適正化を検討していきます。 
・体育館は災害時の避難場所としての機能を考慮し、計画的な修繕や耐震改修を行い、防災機能の

強化を図ります。 
・レクリエーション施設については、指定管理者制度の導入や民営化、または地域団体等の管理を

視野に入れながら、適切な修繕を行い安全性の確保を図ります。 
・観光施設については、安中市観光機構（安中市DMO）と連携をとりながら、安全性の確保に配慮

した適切な修繕を行っていきます。  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
利用者

数
（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

スポーツ施設 安中・秋間 安中市スポーツセンター 体育課 単独 行政 5,840.42 有 業務委託 148,909 H6 22 鉄筋コンクリート 新耐震
スポーツ施設 安中・秋間 西毛総合運動公園 体育課 単独 行政 2,849.80 - 業務委託 34,814   S46 45 鉄筋コンクリート 旧耐震
スポーツ施設 原市・磯部 郷原緑地公園 体育課 単独 行政 10.00 - 直営 15,880   H12 16 鉄筋コンクリート 新耐震
スポーツ施設 原市・磯部 さとのはら公園 体育課 単独 行政 28.61 - 業務委託 1,810     H20 8 鉄骨造 新耐震
スポーツ施設 松井田 坂本スポーツ広場 体育課 単独 行政 43.06 - 業務委託 554       H5 23 木造 新耐震
スポーツ施設 松井田 五料運動場 体育課 単独 行政 120.45 - 業務委託 6,702     S57 34 木造 新耐震
スポーツ施設 松井田 琴平グラウンド・ゴルフ場 体育課 単独 行政 22.96 - 業務委託 2,293     H16 12 鉄骨造 新耐震
スポーツ施設 松井田 細野スポーツ広場 体育課 単独 行政 8.83 - 業務委託 3,222     S60 31 木造 新耐震
スポーツ施設 松井田 人見公園 体育課 単独 行政 8.75 - 業務委託 15,195   S63 28 コン クリートブロ ック 新耐震
スポーツ施設 松井田 西横野多目的広場 体育課 単独 行政 46.37 - 業務委託 10,487   S60 31 木造 新耐震
スポーツ施設 松井田 小日向スポーツ広場 体育課 単独 行政 39.75 - 業務委託 10,487   H1 27 コン クリートブロ ック 新耐震
体育館 安中・秋間 中央体育館 体育課 併設 行政 1,013.41 - 業務委託 12,636   S37 54 鉄骨造 旧耐震
体育館 安中・秋間 米山体育館 体育課 単独 行政 1,140.00 有 業務委託 18,459   S61 30 鉄骨造 新耐震
体育館 原市・磯部 原市体育館 体育課 併設 行政 777.00 有 業務委託 16,494   S56 35 鉄骨造 新耐震
体育館 原市・磯部 東横野体育館 体育課 単独 行政 774.00 - 業務委託 8,124     S36 55 鉄骨造 旧耐震
体育館 原市・磯部 原市卓球場 体育課 併設 行政 238.00 - 業務委託 5,979     S56 35 鉄骨造 新耐震
体育館 原市・磯部 上後閑体育館 体育課 単独 行政 571.00 有 業務委託 2,259     H16 12 鉄骨造 新耐震
体育館 松井田 松井田体育館 体育課 併設 行政 1,312.43 - 業務委託 13,885   S57 34 鉄骨造 新耐震
体育館 松井田 坂本体育館 体育課 併設 行政 560.00 有 業務委託 2,415     S53 38 鉄骨造 旧耐震
体育館 松井田 原体育館 体育課 併設 行政 777.00 - 業務委託 1,023     S50 41 鉄骨造 旧耐震
レクリエーショ ン 施設 安中・秋間 秋間梅林 観光課 併設 行政 250.56 - 業務委託  - S45 46 木造 旧耐震
レクリエーショ ン 施設 原市・磯部 碓氷川熱帯植物園 クリーンセンター 単独 行政 1,107.22 - 業務委託 5,288     H15 13 木造 新耐震
レクリエーショ ン 施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） 文化財保護課 併設 行政 670.48 有 業務委託 22,925   H14 14 木造 新耐震
レクリエーショ ン 施設 原市・磯部 中屋敷農村公園 農林課 単独 行政 7.40 - 業務委託  - H4 24 軽量鉄骨造 新耐震
レクリエーショ ン 施設 原市・磯部 観梅公園 観光課 単独 行政 4.00 - 業務委託  - 不明 不明 鉄骨造 新耐震
レクリエーショ ン 施設 松井田 八風平キャンプ場 観光課 単独 行政 743.44 - 業務委託 519       S57 34 木造 新耐震
レクリエーショ ン 施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 観光課 併設 行政 1,637.67 - 指定管理 7,706     H10 18 鉄骨造 新耐震
レクリエーショ ン 施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 観光課 単独 行政 2,929.10 - 指定管理 146,967 不明 不明 鉄筋コンクリート 新耐震
レクリエーショ ン 施設 松井田 小根山森林公園 観光課 単独 行政 82.52 - 業務委託  - 不明 不明 木造 新耐震
レクリエーショ ン 施設 松井田 仙が滝 観光課 単独 行政 8.00 - 直営  - 不明 不明 コン クリートブロ ック 新耐震
観光施設 原市・磯部 磯部温泉会館 観光課 併設 行政 625.82 有 業務委託 5,310     H7 21 鉄筋コンクリート 新耐震
観光施設 松井田 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 観光課 併設 行政 3,284.20 - 指定管理 55,928   H27 1 鉄骨鉄筋コンクリート 新耐震
観光施設 松井田 峠の横丁「麻苧茶屋」 観光課 併設 行政 177.06 有 直営（休止中）  - H12 16 木造 新耐震

※施設合計延床面積は、当該施設内の建物の延床面積の合計 

※碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」の利用者数は、12月から3月の4ヶ月間のものです。 
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（４）産業系施設 

◆施設の現状と課題 

産業系施設としては、農産物の直売所及び生産施設3施設と、勤労者会館2施設を設置しています。 
2施設ある勤労者会館は、勤労者の福祉の増進や地域住民の情報交換の場を提供することを目的に、

各種サークル活動や研修会等が行われています。施設の管理は業務委託にて行われており、年間5千
人から1万人程の利用がされています。 
農産物の直売所としては松井田地域の国道18号沿いに安中市農産物直売所を設置しています。施

設の管理運営は指定管理者制度を導入しており、年間5万人前後の利用と想定されます。 
農産物の生産施設としては、安中市舞茸等生産施設と蚕絲館があります。安中市舞茸等生産施設

は、きのこ栽培技術の向上・普及を目的として昭和60年より事業を実施しています。建築後30年以

上を経過しており、施設の修繕等の老朽化対策を検討する時期を迎えています。蚕絲館は、養蚕文

化の継承を目的に蚕糸の生産・加工・販売や見学の受け入れを行っているもので、施設を賃貸借契

約した一般市民が事業を実施しています。 

表 産業系施設の概要 

 
 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・農産物直売所及び生産施設は、必要な修繕等を実施しながら長寿命化に努めます。また、指定管

理者制度の導入や民営化など、施設運営コストの軽減につながる他の運営方法への転換を検討し

ます。 
・勤労者会館は、利用動向を踏まえながら近隣の他施設への利用転換を検討していくものとし、継

続利用していく間は必要な修繕等を実施しながら長寿命化を図ります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
利用者

数
（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

勤労者会館 安中・秋間 勤労者会館安中館 地域創造課 単独 行政 476.94 - 業務委託 10,096   H1 27 鉄筋コンクリート 新耐震
勤労者会館 松井田 勤労者会館松井田館 地域創造課 単独 行政 198.74 - 業務委託 5,293     H12 16 木造 新耐震
産業施設 原市・磯部 蚕絲館 農林課 単独 行政 424.75 - 直営 2          H21 7 木造 新耐震
産業施設 松井田 安中市農産物直売所 農林課 単独 行政 188.80 - 指定管理 46,593   H7 21 木造 新耐震
産業施設 松井田 安中市舞茸等生産施設 農林課 単独 行政 1,348.36 - 指定管理  - S60 31 鉄骨造 新耐震
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（５）学校教育系施設 

◆施設の現状と課題 

学校教育系施設としては、小学校12校、中学校5校のほか、学校給食センター1施設を設置してい

ます。平成18年の市町村合併後でみると、過去には児童数・生徒数の減少から、上後閑小学校（平

成23年3月末）、原市小学校郷原分校（平成23年3月末）、坂本小学校（平成25年3月末）、松井田西中

学校（平成24年3月末）が閉校となっています。 
全ての小中学校は指定避難所となっており、防災上の重要施設としての役割を有しています。 
小中学校17施設のうち14施設は築30年以上経過していますが、築40年前後を経過した施設を中心

に躯体補修、外壁補修、屋上防水などの大規模改修を実施済です。しかし、昭和45年から昭和62年
頃までに建築された校舎などが多く、建替え時期が集中することが予想されるため、建替え時期の

平準化に配慮する必要があります。また、旧耐震基準の施設は17施設中10施設となっていますが、

必要な耐震改修は実施済です。 
小中学校の児童数・生徒数は、過去3年間では極端な増減をみせている学校はありませんが、全体

的にはやや減少傾向をみせています。平成27年度に1学年1クラス以下の学校は小学校で7校、中学

校で1校となっており、今後の児童数・生徒数の減少傾向に注視する必要があります。 
松井田学校給食センターは、旧松井田町の小中学校への給食を調理しています。旧安中市の地域

の小中学校は、自校方式を採用しており、自校で給食を調理しています。 

表 学校教育系施設の概要 

 
 
 

  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
児童数
（H27）

クラス数
（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

小学校 安中・秋間 安中小学校 総務課 複合 行政 8,434.16 有 直営 625       23         S53 38 鉄筋コンクリート 旧耐震
小学校 安中・秋間 碓東小学校 総務課 単独 行政 4,610.00 有 直営 313       14         S54 37 鉄筋コンクリート 旧耐震
小学校 安中・秋間 秋間小学校 総務課 単独 行政 4,162.72 有 直営 131       7          S59 32 鉄筋コンクリート 新耐震
小学校 原市・磯部 原市小学校 総務課 単独 行政 8,187.20 有 直営 745       29         S50 41 鉄筋コンクリート 旧耐震
小学校 原市・磯部 磯部小学校 総務課 単独 行政 5,149.00 有 直営 226       11         S53 38 鉄筋コンクリート 旧耐震
小学校 原市・磯部 東横野小学校 総務課 単独 行政 4,280.00 有 直営 154       7          S53 38 鉄筋コンクリート 旧耐震
小学校 原市・磯部 後閑小学校 総務課 単独 行政 3,032.00 有 直営 83         7          S59 32 鉄筋コンクリート 新耐震
小学校 松井田 松井田小学校 総務課 複合 行政 4,958.00 有 直営 88         7          S50 41 鉄筋コンクリート 旧耐震
小学校 松井田 臼井小学校 総務課 単独 行政 3,197.00 有 直営 38         6          H5 23 鉄筋コンクリート 新耐震
小学校 松井田 西横野小学校 総務課 併設 行政 5,089.00 有 直営 285       13         S57 34 鉄筋コンクリート 新耐震
小学校 松井田 九十九小学校 総務課 単独 行政 3,237.00 有 直営 74         7          H17 11 木造 新耐震
小学校 松井田 細野小学校 総務課 併設 行政 3,562.00 有 直営 62         6          H8 20 鉄筋コンクリート 新耐震
中学校 安中・秋間 第一中学校 総務課 単独 行政 11,502.00 有 直営 562       18         S46 45 鉄筋コンクリート 旧耐震
中学校 原市・磯部 第二中学校 総務課 単独 行政 9,893.00 有 直営 524       18         S45 46 鉄筋コンクリート 旧耐震
中学校 松井田 松井田東中学校 総務課 単独 行政 5,485.00 有 直営 119       6          S40 51 鉄筋コンクリート 旧耐震
中学校 松井田 松井田南中学校 総務課 単独 行政 4,614.00 有 直営 155       7          S53 38 鉄筋コンクリート 旧耐震
中学校 松井田 松井田北中学校 総務課 単独 行政 3,182.00 有 直営 42         4          S60 31 鉄筋コンクリート 新耐震
給食センター 松井田 松井田学校給食センター 総務課 単独 行政 1,163.14 - 業務委託 1,003      - H13 15 鉄骨造 新耐震
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◆施設更新に関する基本的な考え方 

・予防保全の考えに基づく改修等を計画的に行いながら長寿命化を図ります。 
・小中学校は、今後の児童数・生徒数の減少に対応して、余裕教室においては複合化を促進するな

ど、可能な限り施設の存続を図ります。また、災害時の避難所になっていることを考慮し、防災

機能強化に努めます。 
・施設を廃止することとなった際は、学童クラブ、集会施設、福祉施設など他の用途での利用を検

討します。また、他の用途での利用が図れない場合は民間への貸付や売却、または駐車場等の用

地として利用促進するなど、施設及び土地の有効活用を図ります。 
・給食センターは、センター方式と自校方式の統一をすべきかどうかの検討を踏まえた上で、施設

の統廃合を検討していきます。現状のまま存続していく場合でも、安心・安全な給食の提供が継

続できるよう、設備も含め必要な改修等を進め、長寿命化を図ります。また、児童数・生徒数の

減少に伴い給食数の減少も予想されることを踏まえ、多機能化の検討も行っていきます。 
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（６）子育て支援施設 

◆施設の現状と課題 

子育て支援施設としては、保育園2施設と学童クラブ14施設の計16施設を設置しています。また、

民間の保育園が14施設、幼稚園が1施設、認定こども園が3施設、学童クラブが2施設あります。 
保育園は、平成28年度現在16施設あり、このうち市立保育園は2施設です。市立保育園は2施設と

も築年数が浅く、多目的トイレなどの福祉設備も備えられています。利用者数は、原市保育園はほ

ぼ定員に達しており、まついだ保育園は定員の8割弱程の状況です。 
学童クラブは、平成28年現在16施設あり、このうち本市が管理する施設は14施設です。小学校の

敷地内または近接地に建設しているほか、校舎の一部を利用する形態や他の公共施設を利用する形

態など、状況に応じた形態で運営しています。このうち、あんなか第二学童クラブ、ごうばら学童

クラブ、臼井・坂本児童クラブは、築年数が30年以上を経過し、旧耐震基準となっている校舎や他

の公共施設を利用しています。なお、あんなか第一学童クラブは耐震改修を実施済です。運営方法

としては、安中・秋間地域、原市・磯部地域に立地する9施設は指定管理者制度を導入しています

が、松井田地域に立地する5施設は直営で運営しています。利用者数は、概ね定員数の利用がされ

ていますが、定員を上回る利用者で運営している施設もみられます。 

表 子育て支援施設の概要 

 
 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・予防保全の取組みにより改修等を計画的に行いながら、長寿命化を図ります。 
・年少人口が減少する見通しを踏まえ、需要の変化を考慮した統廃合や民間施設の利用を推進し、

既存の施設を継続的に使用する場合は、安全性に配慮した施設の修繕、改修を行います。 
・指定管理者制度を導入している施設については民営化に向け、また、指定管理者制度が導入され

ていない施設については、指定管理者制度の導入や民営化など他の手段への転換を検討し、施設

運営コストの軽減を目指します。 
・保育園2施設は、避難所にも指定されていることから、避難所機能の更新を図ります。 
・学童クラブは、学校の余裕教室等、既存施設の転用利用をするなどの有効活用を図り、複合化も

視野に入れた検討を行います。  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
利用者
定員

利用者
数

（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

保育園 原市・磯部 原市保育園 子ども課 単独 行政 829.27 有 直営 110     103       H22 6 鉄骨造 新耐震
保育園 松井田 まついだ保育園 子ども課 単独 行政 985.07 有 直営 90       69         H27 1 鉄骨造 新耐震
学童クラブ 安中・秋間 あんなか第二学童クラブ（旧建設部分室） 子ども課 併設 行政 117.33 - 指定管理 40       39         S43 48 鉄筋コンクリート 旧耐震
学童クラブ 安中・秋間 秋間学童クラブ 子ども課 単独 行政 143.66 - 指定管理 40       51         H21 7 木造 新耐震
学童クラブ 安中・秋間 たいとう学童クラブ 子ども課 単独 行政 170.59 - 指定管理 40       37         H25 3 木造 新耐震
学童クラブ 安中・秋間 あんなか第一学童クラブ 子ども課 複合 行政 88.91 - 指定管理 40       39         S53 38 鉄筋コンクリート 旧耐震
学童クラブ 原市・磯部 ごうばら学童クラブ（旧郷原分校） 子ども課 単独 行政 755.00 有 指定管理 40       47         S54 37 鉄筋コンクリート 旧耐震
学童クラブ 原市・磯部 原市第二学童クラブ 子ども課 単独 行政 83.35 - 指定管理 40       39         H20 8 軽量鉄骨造 新耐震
学童クラブ 原市・磯部 磯部学童クラブ 子ども課 単独 行政 170.59 - 指定管理 40       41         H20 8 木造 新耐震
学童クラブ 原市・磯部 原市第一学童クラブ 子ども課 単独 行政 145.74 - 指定管理 40       41         H17 11 木造 新耐震
学童クラブ 原市・磯部 東横野学童クラブ 子ども課 複合 行政 144.91 - 指定管理 30       31         H27 1 木造 新耐震
学童クラブ 松井田 細野児童クラブ 住民福祉課 併設 行政 52.17 - 直営 25       18         H16 12 木造 新耐震
学童クラブ 松井田 西横野第一児童クラブ 住民福祉課 併設 行政 65.00 - 直営 40       33         H22 6 軽量鉄骨造 新耐震
学童クラブ 松井田 西横野第二児童クラブ 住民福祉課 併設 行政 161.74 - 直営 40       33         H24 4 軽量鉄骨造 新耐震
学童クラブ 松井田 松井田児童クラブ 住民福祉課 複合 行政 82.45 - 直営 30       26         H25 3 鉄骨造 新耐震
学童クラブ 松井田 臼井・坂本児童クラブ 住民福祉課 複合 行政 343.84 - 直営 20       13         S54 37 鉄骨造 旧耐震
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（７）保健・福祉施設 

◆施設の現状と課題 

保健・福祉施設としては、保健センター2施設、高齢福祉施設4施設、障害福祉施設4施設など、

計14施設を設置しています。14施設のうち3施設は指定管理者制度を導入しています。また、避難

所の指定がされている4施設のうち2施設は昭和50年代に建築されたものですが、耐震診断を実施済

です。 
高齢福祉施設4施設のうち3施設が築30年を経過していますが、老人福祉センター、いこいの家は、

耐震診断や外壁補修などの大規模改修を実施済です。 
障害福祉施設4施設のうちふくしの家は築30年を経過しています。 
保健センター2施設は、いずれも築30年を経過しています。 
なお、恵みの湯は、恵みの湯特別会計で直接運営しています。 

表 保健・福祉施設の概要 

 
 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・予防保全の取組みにより改修等を計画的に行いながら、長寿命化を図ります。 
・指定管理者制度の導入や民間事業者への貸付や譲渡など、管理運営方法の見直しを検討し、利用

者の増加や施設運営コストの軽減を図ります。 
・施設の複合化を図るなど、運営コストの軽減と利用の活性化につながる方策を検討していきます。 
・保健センターは、利用動向を踏まえながら、統合や他の施設との複合化を検討します。 
 

 
 
 
 
 
 

  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
利用者

数
（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

高齢福祉施設 安中・秋間 老人福祉センター 介護高齢課 単独 行政 1,089.82 有 直営 25,341   S52 39 鉄筋コンクリート 旧耐震
高齢福祉施設 松井田 いこいの家 住民福祉課 単独 行政 400.52 - 直営 13         S49 42 鉄筋コンクリート 旧耐震
高齢福祉施設 松井田 坂本・原生きがいセンター 住民福祉課 単独 行政 324.71 - 業務委託 298       S54 37 鉄骨造 旧耐震
高齢福祉施設 松井田 入牧生きがいセンター 住民福祉課 複合 行政 131.14 有 業務委託 1,760     H26 2 鉄骨造 新耐震
障害福祉施設 原市・磯部 ふれあいの家 福祉課 単独 行政 165.62 - 指定管理 1,852     H17 11 木造 新耐震
障害福祉施設 原市・磯部 ふくしの家 福祉課 単独 行政 215.00 - 直営 600       S60 31 鉄骨造 新耐震
障害福祉施設 原市・磯部 障害児者生活サポートセンター 福祉課 単独 行政 399.68 - 指定管理 4,335     H23 5 鉄骨造 新耐震
障害福祉施設 松井田 障害者支援センター 福祉課 単独 行政 964.25 - 指定管理  - H27 1 木造 新耐震
保健施設 安中・秋間 保健センター 財政課 併設 行政 918.42 - 直営 2,660     S60 31 鉄筋コンクリート 新耐震
保健施設 松井田 松井田保健センター 総務管理課 併設 行政 625.25 - 直営 3,780     S61 30 鉄筋コンクリート 新耐震
その他福祉施設 安中・秋間 地域福祉支援センター 福祉課 単独 行政 1,215.00 - 直営 4,046     H14 14 鉄骨造 新耐震
その他福祉施設 安中・秋間 光陽館 市民生活課 単独 行政 276.68 有 直営 11,791   S56 35 鉄骨造 旧耐震
その他福祉施設 原市・磯部 恵みの湯 恵みの湯 単独 行政 2,866.61 有 直営 217,754 H13 15 鉄筋コンクリート 新耐震
その他福祉施設 松井田 ゆうあい館 市民生活課 併設 行政 283.74 - 直営 5,562     S60 31 鉄骨造 新耐震
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（８）医療施設 

◆施設の現状と課題 

医療施設としては、市民の健康保持に必要な医療を提供することを目的に、公立碓氷病院1施設

を設置しています。 
公立碓氷病院の建物のなかで最も古い建物は昭和36年度に建築され築55年を経過していますが、

他の棟を含め、平成25年度に必要な耐震改修や躯体、外壁等の大規模改修を実施済です。 

表 医療施設の概要 

 
 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・予防保全の考えに基づき、適切な補修や修繕を行い、長寿命化を図ります。 
・建替えを行う際には、市民への医療事業等に支障を来たさないよう、計画的な更新を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 総務企画課 単独 行政 12,527.04 - 直営 S57 34 鉄筋コンクリート 新耐震
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安中市公共施設等総合管理計画 

 

（９）行政系施設 

◆施設の現状と課題 

行政系施設としては、庁舎3施設、消防施設43施設、その他行政系施設3施設となっています。 
庁舎は、合併前の旧市町ごとに置かれていた庁舎2施設と、上下水道所管課等が移転し平成20年3

月31日より事務を行っている谷津庁舎があります。 
市役所庁舎は、昭和34年度に建築され築57を経過している本庁舎を有しており、老朽化や耐震性

が懸念される状況にあります。松井田支所庁舎は平成3年度の建築であり、今後電気設備やエレベ

ーターの改修を行う必要性があります。谷津庁舎は旧東京電力安中営業所の建物を購入したもので

あり、建築物の点検診断が望まれます。 
消防施設については、消防署は高崎市等広域消防局が管理運営しており、安中市では消防詰所等

を管理しています。消防詰所の建築年度は様々ですが、老朽化などに応じて随時、施設更新が図ら

れています。 
その他行政系施設としては、消費生活センターと野生動物監視センター2施設があります。消費

生活センターは安中市役所と同一敷地に平成22年度に建築されています。野生動物監視センターは

有害鳥獣捕獲隊の活動拠点として利用しており、築後15年未満です。 
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表 行政系施設の概要 

 

 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・庁舎については、予防保全に取組み計画的な修繕等を実施し、長寿命化を図ります。特に市役所

庁舎については、災害時の拠点施設となることも考慮し、建替えや移転の方策を検討していきま

す。 
・消防施設は、災害時の救助・復旧活動の拠点となることを踏まえ、普段からの点検、維持管理を

重視し、予防保全に取組み計画的な修繕等を実施し、長寿命化を図ります。また、組織編制の変

更に伴い適切な施設整備を図ります。 
・野生動物監視センターについては、必要な修繕等を実施し長寿命化を図るとともに、多機能化を

検討するなど施設の有効活用を検討していきます。  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 財政課 併設 行政 8,218.02 - 直営 S34 57 鉄筋コンクリート 旧耐震
庁舎 安中・秋間 谷津庁舎 財政課 単独 行政 1,687.95 - 直営 S58 33 鉄筋コンクリート 新耐震
庁舎 松井田 松井田支所庁舎 総務管理課 単独 行政 5,657.66 - 直営 H3 25 鉄筋コンクリート 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(1-1) 安中消防署 単独 行政 107.35 - 直営 H13 15 木造 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(1-2) 安中消防署 単独 行政 82.50 - 直営 H26 2 木造 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(5-1) 安中消防署 単独 行政 88.60 - 直営 H6 22 木造 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(5-2) 安中消防署 単独 行政 88.59 - 直営 H2 26 木造 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(5-3) 安中消防署 単独 行政 107.33 - 直営 H22 6 木造 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(6-1) 安中消防署 単独 行政 109.63 - 直営 S63 28 木造 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(7-1) 安中消防署 単独 行政 107.33 - 直営 H10 18 木造 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(7-2) 安中消防署 単独 行政 95.23 - 直営 H9 19 木造 新耐震
消防施設 安中・秋間 消防詰所(7-3) 安中消防署 単独 行政 46.37 - 直営 S52 39 木造 旧耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(2-1) 安中消防署 単独 行政 88.59 - 直営 S63 28 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(2-2) 安中消防署 単独 行政 88.59 - 直営 H2 26 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(2-3) 安中消防署 単独 行政 88.59 - 直営 S63 28 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(2-4) 安中消防署 単独 行政 46.37 - 直営 S54 37 木造 旧耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(3-1) 安中消防署 単独 行政 107.33 - 直営 H25 3 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(3-2) 安中消防署 単独 行政 107.35 - 直営 H14 14 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(4-1) 安中消防署 単独 行政 107.33 - 直営 H24 4 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(4-2) 安中消防署 単独 行政 88.59 - 直営 S63 28 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(4-3) 安中消防署 単独 行政 92.43 - 直営 H19 9 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(4-4) 安中消防署 単独 行政 88.59 - 直営 H2 26 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(8-1) 安中消防署 併設 行政 107.33 - 直営 H12 16 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(8-2) 安中消防署 単独 行政 88.59 - 直営 H7 21 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 消防詰所(8-3) 安中消防署 単独 行政 102.38 - 直営 H10 18 木造 新耐震
消防施設 原市・磯部 下後閑水防倉庫 安中消防署 併設 行政 34.01 - 直営 H13 15 コンクリートブロック 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(9-1) 安中消防署 単独 行政 92.43 - 直営 H27 1 木造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(9-2) 安中消防署 単独 行政 64.39 - 直営 S37 54 鉄骨造 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(10-1) 安中消防署 単独 行政 92.43 - 直営 H18 10 木造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(10-2) 安中消防署 単独 行政 53.00 - 直営 S53 38 コンクリートブロック 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(11-1) 安中消防署 単独 行政 107.33 - 直営 H20 8 木造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(11-2) 安中消防署 単独 行政 82.50 - 直営 H25 3 木造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(旧11-2) 安中消防署 単独 行政 54.76 - 直営 不明 不明 コンクリートブロック 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(12-1)上人見 安中消防署 単独 行政 43.81 - 直営 S53 38 木造 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(12-1)下人見 安中消防署 単独 行政 72.00 - 直営 S58 33 鉄骨造 新耐震
消防施設 松井田 消防器具置場(12-1)（下人見） 安中消防署 単独 行政 24.85 - 直営 不明 不明 鉄骨造 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(12-2) 安中消防署 単独 行政 51.84 - 直営 S50 41 鉄骨造 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(12-3) 安中消防署 単独 行政 107.33 - 直営 H23 5 木造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(13-1)（下増田） 安中消防署 単独 行政 54.23 - 直営 S63 28 木造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(13-1)（高梨子） 安中消防署 単独 行政 70.03 - 直営 H2 26 鉄骨造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(13-2)（小日向） 安中消防署 単独 行政 48.70 - 直営 S54 37 木造 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(13-2)（国衙） 安中消防署 単独 行政 102.68 - 直営 不明 不明 木造 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(14-1)（大和田） 安中消防署 単独 行政 74.42 - 直営 不明 不明 鉄骨造 旧耐震
消防施設 松井田 消防詰所(14-1)（室の木） 安中消防署 単独 行政 72.86 - 直営 H5 23 木造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(14-2)（土塩） 安中消防署 単独 行政 72.87 - 直営 H4 24 木造 新耐震
消防施設 松井田 消防詰所(14-2)（新井） 安中消防署 単独 行政 68.22 - 直営 S60 31 鉄骨造 新耐震
その他行政系施設 安中・秋間 消費生活センター 市民生活課 併設 行政 227.90 - 直営 H22 6 鉄骨造 新耐震
その他行政系施設 安中・秋間 野生動物監視センター 農林課 併設 行政 49.68 - 直営 H14 14 木造 新耐震
その他行政系施設 松井田 松井田野生動物監視センター 農林課 単独 行政 49.68 - 直営 H18 10 木造 新耐震
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（１０）市営住宅 

◆施設の現状と課題 

市営住宅としては、32施設を設置しています。 
現存する各施設のうち代表的なものについては、昭和28年度から平成8年度の間に建築されてい

ます。32施設中28施設が築30年以上を経過し、なかでも地尻団地、植松団地、下の堀団地、川原町

団地、上町南団地の5施設は築60年を経過した木造住宅となっています。これらの老朽化が著しい

施設は募集を停止しており、入居可能戸数は全て埋まっている状況です。市営住宅は、指定管理者

制度を導入している施設はありません。 
また、快適な住まいを長きにわたって確保するための中長期的な維持管理計画を定めた安中市市

営住宅等長寿命化計画を平成24年度に策定しています。 

表 市営住宅の代表的な建物の概要 

 

 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・予防保全に取組み計画的な修繕等を実施し、長寿命化を図ります。 
・木造構造で老朽化が進行している建物については、入居者の退去に併せて順次廃止し、取り壊し

を行います。 
・安中市市営住宅等長寿命化計画で定める個別施設については、今後人口減少に伴い住宅事情や経

済情勢の需要の変化を踏まえ、適切な施設規模を確保するとともに、他の手段への転換を検討し

ます。 
  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
入居可
能戸数
（H27）

入居戸
数

（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 建築住宅課 単独 行政 4,799.68 - 直営 87        87         S44 47 コンクリートブロック 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 米山団地 建築住宅課 単独 行政 5,667.32 - 直営 80        72         S61 30 鉄筋コンクリート 新耐震
市営住宅 安中・秋間 秋間団地 建築住宅課 単独 行政 5,766.56 - 直営 96        60         S50 41 鉄筋コンクリート 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 山崎団地 建築住宅課 単独 行政 506.76 - 直営 10        9          S49 42 鉄筋コンクリート 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 地尻団地 建築住宅課 単独 行政 177.35 - 直営 2         2          S28 63 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 植松団地 建築住宅課 単独 行政 155.09 - 直営 2         2          S28 63 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 芸の宮団地 建築住宅課 単独 行政 2,084.20 - 直営 28        26         H3 25 鉄筋コンクリート 新耐震
市営住宅 安中・秋間 下の堀団地 建築住宅課 単独 行政 226.03 - 直営 5         5          S30 61 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 川原町団地 建築住宅課 単独 行政 233.45 - 直営 4         4          S31 60 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 田尻団地 建築住宅課 単独 行政 213.65 - 直営 3         3          S34 57 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 内出団地 建築住宅課 単独 行政 126.00 - 直営 3         3          S37 54 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 内出住宅 建築住宅課 単独 行政 43.73 - 直営 1         1          S38 53 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 建築住宅課 単独 行政 282.95 - 直営 7         7          S33 58 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 藤山団地 建築住宅課 単独 行政 4,785.41 - 直営 64        53         S57 34 鉄筋コンクリート 新耐震
市営住宅 安中・秋間 東町住宅 建築住宅課 単独 行政 40.43 - 直営 0         0          S38 53 木造 旧耐震
市営住宅 安中・秋間 並木団地 建築住宅課 単独 行政 8,760.13 - 直営 132      117       S54 37 鉄筋コンクリート 旧耐震
市営住宅 原市・磯部 原市団地 建築住宅課 単独 行政 20,243.01 - 直営 234      220       H8 20 鉄筋コンクリート 新耐震
市営住宅 原市・磯部 上町南団地 建築住宅課 単独 行政 175.72 - 直営 4         4          S31 60 木造 旧耐震
市営住宅 原市・磯部 芝原西団地 建築住宅課 単独 行政 173.22 - 直営 2         2          S34 57 木造 旧耐震
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 建築住宅課 単独 行政 1,098.81 - 直営 20        20         S42 49 木造 旧耐震
市営住宅 原市・磯部 走落団地 建築住宅課 単独 行政 188.10 - 直営 4         4          S33 58 木造 旧耐震
市営住宅 松井田 西北谷戸団地 建築住宅課 単独 行政 224.00 - 直営 5         5          S34 57 木造 旧耐震
市営住宅 松井田 新田南団地 建築住宅課 単独 行政 285.00 - 直営 6         6          S34 57 木造 旧耐震
市営住宅 松井田 塚越団地 建築住宅課 単独 行政 3,649.10 - 直営 57        53         H8 20 鉄筋コンクリート 新耐震
市営住宅 松井田 渡戸団地 建築住宅課 単独 行政 518.40 - 直営 12        12         S43 48 木造 旧耐震
市営住宅 松井田 細野原住宅 建築住宅課 単独 行政 124.80 - 直営 1         1          S49 42 コンクリートブロック 旧耐震
市営住宅 松井田 東光寺団地 建築住宅課 単独 行政 956.00 - 直営 19        19         S49 42 コンクリートブロック 旧耐震
市営住宅 松井田 川久保団地 建築住宅課 単独 行政 497.60 - 直営 8         4          S56 35 プレキャストコンクリート 新耐震
市営住宅 松井田 朝日団地 建築住宅課 単独 行政 3,110.40 - 直営 48        41         S59 32 鉄筋コンクリート 新耐震
市営住宅 松井田 平第２団地 建築住宅課 単独 行政 250.80 - 直営 4         4          H1 27 木造 新耐震
市営住宅 松井田 諏訪前団地 建築住宅課 単独 行政 2,712.20 - 直営 44        44         S37 54 木造 旧耐震
市営住宅 松井田 平団地 建築住宅課 単独 行政 634.20 - 直営 8         8          S51 40 コンクリートブロック 旧耐震
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安中市公共施設等総合管理計画 

 

（１１）公園 

◆施設の現状と課題 

都市整備課が管理する都市公園等の施設は、平成27年度末現在54施設となっています。このうち、

公園内に建築物を有する施設は12施設となっています。 

表 都市公園等の整備状況 

 
 
12施設の公園は、それぞれトイレを設置しています。全ての公園は直営で運営されています。 
公園内のトイレのなかで築30年以上を経過した建築物は、下の尻児童公園、原市児童公園の2施

設となっています。 

表 公園の概要 

 

 
◆施設更新に関する基本的な考え方 

・予防保全に取組み計画的な修繕等を実施し、長寿命化を図ります。 
・公園の管理運営の効率化の観点から、市民等との協働による維持管理方策を検討します。 
・小規模な公園内のトイレについては今後の需要動向を踏まえた必要性の検討を行います。 
 

  

区分 箇所数 面積（㎡） 主な公園名称
地区公園 3 148,006 郷原緑地公園、すみれヶ丘公園、後閑城址公園
近隣公園 4 42,863 磯部公園、米山公園、星見の丘公園、天空の丘公園

街区公園 12 17,641
八本木児童公園、下の尻児童公園、磯部児童公園、原市児童公園、高別当児
童公園、谷津児童公園、板鼻公園など

児童遊園 6 3,885 正善児童遊園など
広場 2 3,257 下磯部ｺﾐｭﾆﾃｨｰ広場など
開発帰属 25 11,836 栃谷戸公園など
その他 2 25,570 みのりが丘パノラマパーク、うんどう遊園

合計 54 253,058
※面積は、公園台帳面積（実測面積）

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

地区公園 原市・磯部 すみれヶ丘公園 都市整備課 単独 行政 38.28 - 直営 H1 27 鉄筋コンクリート 新耐震
地区公園 原市・磯部 後閑城址公園 都市整備課 単独 行政 38.68 - 直営 H6 22 木造 新耐震
近隣公園 安中・秋間 米山公園 都市整備課 単独 行政 43.20 - 直営 H2 26 鉄筋コンクリート 新耐震
近隣公園 原市・磯部 磯部公園 都市整備課 単独 行政 26.04 - 直営 H6 22 コンクリートブロ ック 新耐震
街区公園 安中・秋間 板鼻公園 都市整備課 単独 行政 19.36 - 直営 H8 20 コンクリートブロ ック 新耐震
街区公園 安中・秋間 下の尻児童公園 都市整備課 単独 行政 8.16 - 直営 S46 45 鉄筋コンクリート 旧耐震
街区公園 安中・秋間 高別当児童公園 都市整備課 単独 行政 3.80 - 直営 H7 21 鉄筋コンクリート 旧耐震
街区公園 安中・秋間 谷津児童公園 都市整備課 単独 行政 10.92 - 直営 S63 28 鉄筋コンクリート 新耐震
街区公園 原市・磯部 八本木児童公園 都市整備課 単独 行政 7.36 - 直営 H11 17 鉄筋コンクリート 新耐震
街区公園 原市・磯部 磯部児童公園 都市整備課 単独 行政 16.28 - 直営 H10 18 鉄筋コンクリート 新耐震
街区公園 原市・磯部 原市児童公園 都市整備課 単独 行政 8.64 - 直営 S48 43 鉄筋コンクリート 旧耐震
その他公園 安中・秋間 みのりが丘パノラマパーク 都市整備課 単独 行政 34.22 - 直営 H22 6 鉄筋コンクリート 新耐震



 

 55 
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

 



 

56  
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

（１２）供給処理施設 

◆施設の現状と課題 

供給処理施設としては、し尿処理施設2施設、廃棄物処理施設2施設で、計4施設を設置していま

す。 
し尿処理施設2施設のうち古城団地浄化センターは、平成19年度に当該地域が公共下水道に接続

となったため、現在休止中です。安中榛名駅周辺浄化センターは、秋間みのりが丘分譲地の排水及

びし尿処理を行っており、浄化センターの運転管理は業務委託で実施しています。 
廃棄物処理施設2施設のうち碓氷川クリーンセンターは、廃棄物処理だけでなくし尿処理も行っ

ており、ごみ焼却場の関係施設は平成9年度、し尿処理の関係施設は平成3年度に建築されています。

また、施設の余熱を利用した熱帯植物園を隣接して設置し、一般公開も行っています。安中・松井

田一般廃棄物最終処分場は、昭和61年度に建築され築30年を経過していますが、最終処分した廃棄

物は平成14年度までに埋立完了し、現在は浸出水処理施設だけを稼働しています。 

表 供給処理施設の概要 

 

 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・予防保全の取組みにより改修等を計画的に行いながら、長寿命化を図ります。 
・稼働していない施設については、取壊して他の用途での利用を図るなど、施設や土地の有効活用

に努めます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

供給処理施設 安中・秋間 古城団地浄化センター 下水道課 単独 行政 315.00 - 直営（休止中） S62 29 鉄筋コンクリート 新耐震
供給処理施設 安中・秋間 安中榛名駅周辺浄化センター 下水道課 単独 行政 327.42 - 業務委託 H15 13 鉄筋コンクリート 新耐震
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター クリーンセンター 単独 行政 9,293.56 - 業務委託 H9 19 鉄筋コンクリート 新耐震
供給処理施設 松井田 安中・松井田一般廃棄物最終処分場 クリーンセンター 単独 行政 138.00 - 直営 S61 30 鉄骨鉄筋コンクリート 新耐震



 

 57 
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

 



 

58  
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

（１３）水道施設 

◆施設の現状と課題 

水道の管理棟施設としては、旧水道庁舎、浄水場、中木ダムなどの11施設を設置しています。 
旧水道庁舎は、昭和43年度に建築されていますが、平成19年度の庁舎移転に伴い現在は資材倉庫

となっています。 
市民へ安全な水道水の供給を図ることを目的に設置されている浄水場等は7施設あり、30年以上

を経過した管理棟施設は3施設となっています。このうち坂本浄水場・久保井戸浄水場の2施設は耐

震診断や外壁補修等の必要な改修を実施済ですが、入牧浄水場は耐震診断や大規模改修は未実施で

す。 
中木ダムは、給水量の大幅な増加に対応するために、昭和54年4月に遊休施設であったダムを群

馬県より取得した施設であり、久保井戸浄水場の取水量を確保しています。ダムの管理棟は築37年
を経過しており、老朽化の進行が伺えます。 

このほか、簡易水道事業で整備した2施設が残っていますが、いずれの施設も他の浄水場からの

供給に切り替えており、現在は休止中です。 

表 水道施設の概要 

 
 

◆施設更新に関する基本的な考え方 

・施設の計画的な点検、清掃、補修を進めるとともに、予防保全型の維持管理に努め、施設の長寿

命化とコスト縮減を図ります。 
・浄水場については耐震化を進めます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

水道庁舎 原市・磯部 旧水道庁舎 上水道事務課 単独 行政 608.10 - 直営（休止中） S43 48 鉄筋コンクリート 旧耐震
浄水場 松井田 坂本浄水場 浄水課 単独 行政 243.67 - 直営 S55 36 鉄筋コンクリート 旧耐震
浄水場 原市・磯部 久保井戸浄水場 浄水課 単独 行政 1,404.00 - 直営 S54 37 鉄筋コンクリート 旧耐震
浄水場 安中・秋間 滝ノ入浄水場 浄水課 単独 行政 90.00 - 直営 H10 18 鉄筋コンクリート 新耐震
浄水場 松井田 一ノ瀬浄水場 浄水課 単独 行政 95.00 - 直営 H11 17 鉄筋コンクリート 新耐震
浄水場 松井田 入牧浄水場 上水道工務課 単独 行政 74.70 - 直営 S53 38 鉄筋コンクリート 旧耐震
浄水場 松井田 西野牧第一水源圧力調整池 上水道工務課 単独 行政 1.20 - 直営 S53 38 鉄筋コンクリート 旧耐震
浄水場 松井田 西野牧浄水場 上水道工務課 単独 行政 37.50 - 直営 H16 12 鉄筋コンクリート 新耐震
その他水道施設 原市・磯部 旧上後閑簡易水道 上水道工務課 単独 行政 3.80 - 直営（休止中） S44 47 コンクリートブロック 旧耐震
その他水道施設 安中・秋間 旧秋間簡易水道 上水道工務課 単独 行政 31.55 - 直営（休止中） S46 45 コンクリートブロック 旧耐震
その他水道施設 松井田 中木ダム 上水道工務課 単独 行政 203.35 - 業務委託 S54 37 鉄筋コンクリート 旧耐震
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（１４）その他施設 

◆施設の現状と課題 

その他施設としては、火葬場・斎場1施設、旧小中学校4施設、トイレ14施設、倉庫・車庫13施設、

その他9施設で、計41施設があります。 
すみれケ丘聖苑は、築31年が経過しており、老朽化対策の検討が必要です。 
旧小中学校のなかで旧坂本小学校は、平成25年3月に閉校となりましたが、中山道坂本宿にあり、

郷土史の発表会等で時折利用されています。 
トイレ等は、駅前や観光地に設置されていますが、築30年以上経過したものもみられます。 
旧秋間みのりが丘コミュニティプラザは平成27年度にJR東日本から寄附受入を行った施設であり、

現在は利用用途を検討しています。 
旧国民宿舎裏妙義は、施設の老朽化や利用者減少により平成28年3月をもって閉館しています。 

表 その他施設の概要 

 
  

施設情報 代表建物情報

施設種類 地域 施設名称 所管課
施設
形態

財産
区分

施設合計
延床面積

（㎡）

避難
所指
定

運営方法
利用者

数
（H27）

建築
年度

経過
年数

主体構造
耐震基

準

火葬場・斎場 原市・磯部 すみれケ丘聖苑 市民課 単独 行政 2,666.65 - 業務委託  - S60 31 鉄筋コンクリート 新耐震
旧小中学校 安中・秋間 旧秋間小学校西分校 財政課 単独 普通 142.20 - 直営  - 不明 不明 木造 旧耐震
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） 学校教育課 単独 行政 988.00 - 直営 5          S59 32 鉄筋コンクリート 新耐震
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 総務課 併設 行政 1,302.00 - 直営  - S35 56 木造 旧耐震
旧小中学校 松井田 旧松井田西中学校 総務課 併設 行政 2,606.00 有 直営  - S38 53 鉄筋コンクリート 旧耐震
トイレ 安中・秋間 安中駅前トイレ 観光課 単独 行政 26.35 - 業務委託  - H3 25 鉄筋コンクリート 新耐震
トイレ 安中・秋間 中央体育館トイレ 体育課 併設 行政 28.26 - 業務委託 14,714   H4 24 鉄筋コンクリート 新耐震
トイレ 安中・秋間 ログトイレ 観光課 単独 行政 5.67 - 業務委託  - H13 15 木造 新耐震
トイレ 安中・秋間 武家長屋公衆トイレ 観光課 単独 行政 26.49 - 業務委託  - H25 3 木造 新耐震
トイレ 原市・磯部 磯部駅前トイレ 観光課 単独 行政 27.09 - 業務委託  - H2 26 鉄筋コンクリート 新耐震
トイレ 松井田 ゆうあい館駐車場トイレ 観光課 併設 行政 7.92 - 業務委託  - H12 16 鉄筋コンクリート 新耐震
トイレ 松井田 裏妙義駐車場トイレ 観光課 併設 行政 18.00 - 業務委託  - H5 23 木造 新耐震
トイレ 松井田 麻苧の滝駐車場トイレ 観光課 単独 行政 2.26 - 業務委託  - S54 37 鉄筋コンクリート 旧耐震
トイレ 松井田 横川駅前トイレ 観光課 単独 行政 13.25 - 業務委託  - S59 32 木造 新耐震
トイレ 松井田 峠の湯駅前快適トイレ 観光課 併設 行政 22.50 - 指定管理  - H17 11 鉄筋コンクリート 新耐震
トイレ 松井田 坂本宿快適トイレ 観光課 単独 行政 13.98 - 業務委託  - H3 25 木造 新耐震
トイレ 松井田 麻苧茶屋駐車場トイレ 観光課 単独 行政 19.80 - 業務委託  - H18 10 木造 新耐震
トイレ 松井田 碓氷湖駐車場トイレ 観光課 単独 行政 35.19 - 業務委託  - H5 23 鉄筋コンクリート 新耐震
トイレ 松井田 めがね橋駐車場トイレ 観光課 単独 行政 54.90 - 業務委託  - H27 1 鉄筋コンクリート 新耐震
倉庫・車庫 安中・秋間 中宿公民館倉庫 財政課 単独 普通 79.48 - 直営  - S52 39 土蔵造 旧耐震
倉庫・車庫 安中・秋間 岩野谷保育園（旧トラクター置場） 財政課 単独 普通 81.00 - 直営  - 不明 不明 鉄骨造 旧耐震
倉庫・車庫 安中・秋間 下秋間農機具保管庫 市民生活課 単独 行政 32.00 - 直営  - S53 38 鉄骨造 旧耐震
倉庫・車庫 安中・秋間 寺山農機具保管庫 市民生活課 単独 行政 32.00 - 直営  - S55 36 鉄骨造 旧耐震
倉庫・車庫 安中・秋間 下秋間倉庫 財政課 単独 行政 158.71 - 直営  - H7 21 鉄骨造 新耐震
倉庫・車庫 安中・秋間 旧スクールバス車庫 財政課 単独 行政 133.44 - 直営  - S49 42 鉄骨造 旧耐震
倉庫・車庫 原市・磯部 原市四区住民センター倉庫 市民生活課 単独 行政 32.00 - 直営  - S48 43 鉄骨造 旧耐震
倉庫・車庫 原市・磯部 諏訪西農機具保管庫 市民生活課 単独 行政 32.00 - 直営  - S54 37 鉄骨造 旧耐震
倉庫・車庫 原市・磯部 土木課作業場 土木課 単独 行政 199.18 - 直営  - S61 30 鉄骨造 新耐震
倉庫・車庫 松井田 旧消防倉庫(12-3) 総務管理課 単独 普通 31.59 - 直営  - S55 36 鉄骨造 旧耐震
倉庫・車庫 松井田 文化財資料保管庫 文化財保護課 併設 行政 97.20 - 直営  - S61 30 軽量鉄骨造 新耐震
倉庫・車庫 松井田 文化財資料室 文化財保護課 単独 行政 32.00 - 直営  - S52 39 軽量鉄骨造 旧耐震
倉庫・車庫 松井田 車庫 耕地建設課 単独 行政 108.50 - 直営  - 不明 不明 鉄骨造 旧耐震
その他 安中・秋間 旧安中消防庁舎 財政課 単独 普通 1,004.44 - 直営  - S46 45 鉄筋コンクリート 旧耐震
その他 安中・秋間 旧秋間みのりが丘コミュニティプラザ 企画課 単独 普通 516.91 - 直営（休止中）  - H15 13 鉄骨造 新耐震
その他 原市・磯部 旧馬場集会所 財政課 単独 普通 107.00 - 直営（休止中）  - S51 40 木造 旧耐震
その他 原市・磯部 源泉管理棟 観光課 単独 行政 18.00 - 業務委託  - H8 20 コンクリートブロック 新耐震
その他 松井田 旧国民宿舎裏妙義 観光課 併設 行政 1,651.96 - 直営（休止中） 5,535     S48 43 鉄筋コンクリート 旧耐震
その他 松井田 旧松井田第一保育園 総務管理課 単独 普通 464.10 有 直営  - S48 43 鉄骨造 旧耐震
その他 松井田 旧細野診療所 総務管理課 単独 普通 42.47 - 直営  - S50 41 木造 旧耐震
その他 松井田 高速バス待合所 総務管理課 単独 行政 14.00 - 直営  - H5 23 鉄筋コンクリート 新耐震
その他 松井田 旧地域活動支援センターまついだ 福祉課 単独 行政 387.19 - 直営（休止中） 37         不明 不明 木造 旧耐震
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◆施設更新に関する基本的な考え方 

・現在稼働している施設については、計画的な修繕、改修等により長寿命化を図ります。 
・歴史的価値を有する施設については、維持保全に配慮しながら、施設の有効活用を検討します。 
・用途廃止あるいは現在稼働していない施設については、他の用途への転用、民間事業者への貸付

や売却等を検討します。 
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安中市公共施設等総合管理計画 

 

３．インフラ資産 

（１）道路 

■道路の概要 

本市が管理する市道は、平成27年度末現在、8,228路線、実延長約1,636kmとなっています。ま

た、林道は33路線、路線延長は約58kmを保有しています。 
 

■施設更新に関する基本的な考え方 

・道路は、市民生活の利便性や産業経済活動の活力を高めるために重要な都市基盤であることを踏

まえ、計画的に道路改良や路面改修を実施していきます。 
・維持管理・修繕・更新の際には、長寿命化につながる予防保全に取組むほか、新技術の採用を検

討し、コスト縮減を図ります。 
 

（２）橋梁 

■橋梁の概要 

本市が管理する橋梁は、市道分、林道分を合わせて665橋あり、橋梁延長は9.0kmとなっています。 
市道に架かる橋梁のうち、50年を経過した橋梁の橋長割合は、架設年が明確な橋梁の12％ほどで

すが、昭和42年以降に多くの橋梁を整備していることから、今後は整備後50年以上を経過する橋梁

が急速に増加していきます。 
 

■施設更新に関する基本的な考え方 

・安中市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な維持補修や架替えを進めていきます。 
・定期的な点検や健全度の診断を行うとともに、耐震性の確保も考慮しながら維持管理・修繕等の

優先度を評価し、利用者の安全性確保を図ります。 
・損傷が顕在化する前に対策を講じる予防保全型管理の修繕を基本としながら、事後保全型の修繕

も効果的に活用し、橋梁の長寿命化を図ります。 
・アプト式橋梁は、文化遺産としての延命化を目指し、予防保全的対策を実施します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

64  
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

（３）上水道 

■上水道の概要 

上水道の管路は、導送配水管合計で約587kmが整備されています。 
地震等に弱い石綿セメント管の更新事業は概ね完了していますが、高度経済成長期に集中的に整

備した施設が今後更新の時期を迎えることとなります。 
 

■施設更新に関する基本的な考え方 

・地域水道ビジョンに示す中期的な経営計画に沿って、計画的に事業を展開します。 
・予防保全に取組み計画的な点検、修繕等を実施し、長寿命化を図ります。 
・施設更新年度の集中を避けるため、計画的な更新時期の調整を行い、整備コストの平準化を図り

ます。 
・管路の新規整備、改築・更新事業と合わせて耐震機能の付加に努め、効率的な整備を進めます。 
 

（４）下水道 

■下水道の概要 

下水道の管路は、公共下水道（汚水管）と雨水管を合わせて、約118kmが整備されています。 
汚水管は昭和61年度以降順次整備され、今後は整備後30年を経過する管路が増加していきます。 
 

■施設更新に関する基本的な考え方 

・管路のテレビカメラ調査を行うなど、計画的な点検、修繕等を実施し、長寿命化を図ります。 
・管路の新規整備、改築・更新事業と合わせて耐震機能を付加に努め、効率的な整備を進めます。 
・下水道の整備当初から変化してきた住宅の立地状況や今後の人口減少などの見通しを踏まえ、下

水道事業の計画区域の見直しを行い、効率的な整備を推進します。 
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安中市公共施設等総合管理計画 

 

第４章 地域別にみた現状と課題 

１．地域区分 

ここでは、市域を3地域に区分し、地域ごとの人口動態や施設保有状況を整理して、施設の現状

と課題を示します。 
地域は、平成26年度に策定した安中市都市計画マスタープランの地域別構想で定める「安中・秋

間地域」「原市・磯部地域」「松井田地域」の3地域としています。 

表 地域区分 

 

図 地域区分 

 

 

  

地域 行政区
安中・秋間地域 安中、岩野谷、板鼻、秋間
原市・磯部地域 原市、磯部、東横野、後閑
松井田地域 松井田、臼井、坂本、西横野、九十九、細野
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安中市公共施設等総合管理計画 

 

２．地域別の現状と課題 

（１）安中・秋間地域 

◆人口動態 

安中・秋間地域の人口8は平成28年3月31日現在22,100人で、近年はわずかな減少傾向をみせてお

り、過去8年間の減少率は2.5％となっています。 
年齢区分別にみると、年少人口、生産年齢人口はやや減少傾向にある一方で、老年人口は増加傾

向にあり、老年人口の8年間の増加率は19.9％となっています。 
また、将来人口を試算9すると、平成72年（2060年）には12,810人まで減少すると見込まれ、増

加傾向にある老年人口は平成42年（2030年）頃をピークに減少に転ずるものと想定されます。 

表 人口動態 

 

図 人口動態 

 

 

  

                                                   
8 人口： 本章では住民基本台帳による人口を整理している。このため、各地域の人口を合計しても国勢調査による人

口とは一致しない。 
9 将来人口を試算： 本章では、「安中市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく人口ビジョンの推計方法に基づい

て、地域別の将来人口を推計している。ただし、平成22年4月1日現在の住民基本台帳人口を男女別・5歳階級別に集

計し、人口ビジョンにおける平成22年の安中市全体人口に合わせて地域別に按分調整した人口値を基礎データとし

て使用した。 

単位：人、％

区分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
人口 合計 22,675 22,633 22,581 22,556 22,578 22,356 22,213 22,100

0～14歳 2,816 2,795 2,759 2,729 2,642 2,579 2,548 2,475
15～64歳 14,094 13,978 13,959 13,793 13,650 13,284 12,947 12,713
65歳以上 5,765 5,860 5,863 6,034 6,286 6,493 6,718 6,912

割合 0～14歳 12.4% 12.3% 12.2% 12.1% 11.7% 11.5% 11.5% 11.2%
15～64歳 62.2% 61.8% 61.8% 61.2% 60.5% 59.4% 58.3% 57.5%
65歳以上 25.4% 25.9% 26.0% 26.8% 27.8% 29.0% 30.2% 31.3%

出典：住民基本台帳（各年3月31日現在）



 

 67 
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

表 人口の将来見通し 

 

 
◆施設保有状況 

安中・秋間地域に立地する施設は、市全体の施設数の29％を保有しています。このうち、社会教

育系施設、市営住宅、公園、供給処理施設はそれぞれ、半数が安中・秋間地域に立地しており、多

くの文化遺産を残すとともに、住宅供給の場としての役割を担っていることが伺えます。 
一方で、市民文化系施設やスポーツ・レクリエーション系施設は市全体の20％に満たない立地比

率であり、特に市民文化系施設の一人当たり延床面積は0.3㎡/人と、全市平均の0.4㎡/人よりもやや

少ない状況がみられます。 

表 施設保有状況 

 
 

◆地域の課題 

市営住宅の半数が地域に立地していますが、今後の人口の減少傾向に伴い、需要の変化が予想さ

れます。施設の更新時における規模の検討とともに、長期的な視点での需要動向に沿って入居者募

集の停止を行うなど、早期対策の実施が必要です。 
市民文化系施設については、他の地域と比べ供給量が低い地域となっていますが、集会施設と他

の施設との複合化を促進するなど、必要な機能の充実を図ることが期待されます。 
  

単位：人、％

区分 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72
人口 総人口（人） 20,193 19,242 18,280 17,316 16,322 15,333 14,428 13,576 12,810

0～14歳 2,127 1,966 1,874 1,836 1,850 1,851 1,804 1,732 1,694
15～64歳 10,737 9,930 9,046 8,192 7,178 6,541 6,197 5,984 5,894
65歳以上 7,329 7,345 7,359 7,288 7,294 6,941 6,427 5,860 5,223

割合 0～14歳 10.5% 10.2% 10.3% 10.6% 11.3% 12.1% 12.5% 12.8% 13.2%
15～64歳 53.2% 51.6% 49.5% 47.3% 44.0% 42.7% 43.0% 44.1% 46.0%
65歳以上 36.3% 38.2% 40.3% 42.1% 44.7% 45.3% 44.5% 43.2% 40.8%

安中市 安中・秋間地域

施設数
延床面積

（㎡）

一人当たり
延床面積

（㎡）
施設数

当地域
立地比率

延床面積
一人当たり
延床面積

（㎡）

市民文化系施設 47 22,004 0.4 9 19.1% 7,520 0.3
社会教育系施設 14 8,080 0.1 7 50.0% 2,688 0.1
スポーツ・レクリエーション系施設 33 27,709 0.5 5 15.2% 11,094 0.5
産業系施設 5 2,638 0.0 1 20.0% 477 0.0
学校教育系施設 18 93,737 1.6 4 22.2% 28,709 1.3
子育て支援施設 16 4,340 0.1 4 25.0% 520 0.0
保健・福祉施設 14 9,876 0.2 4 28.6% 3,500 0.2
医療施設 1 12,527 0.2 0.0% 0.0
行政系施設 49 19,371 0.3 13 26.5% 11,016 0.5
市営住宅 32 68,710 1.1 16 50.0% 33,869 1.5
公園 12 255 0.0 6 50.0% 120 0.0
供給処理施設 4 10,074 0.2 2 50.0% 642 0.0
水道施設 11 2,793 0.0 2 18.2% 122 0.0
その他施設 41 13,262 0.2 13 31.7% 2,267 0.1

合計 297 295,375 4.9 86 29.0% 102,544 4.6
※施設数、延床面積は施設所管課調査による。人口は住民基本台帳（平成28年3月31現在）。

施設類型
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（２）原市・磯部地域 

◆人口動態 

原市・磯部地域の人口は平成28年3月31日現在23,892人で、近年はわずかな減少傾向をみせてお

り、過去8年間の減少率は4.2％となっています。 
年齢区分別にみると、年少人口、生産年齢人口はやや減少傾向にある一方で、老年人口は増加傾

向にあり、老年人口の8年間の増加率は17.5％となっています。 
また、将来人口を試算すると、平成72年（2060年）には14,913人まで減少すると見込まれ、増加

傾向にある老年人口は平成52年（2040年）頃をピークに減少に転ずるものと想定されます。 

表 人口動態 

 

図 人口動態 

 

表 人口の将来見通し 

 

  

単位：人、％

区分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
人口 合計 24,950 24,836 24,682 24,539 24,468 24,369 24,153 23,892

0～14歳 3,471 3,378 3,235 3,135 3,046 2,977 2,872 2,806
15～64歳 15,576 15,423 15,389 15,248 15,068 14,845 14,495 14,148
65歳以上 5,903 6,035 6,058 6,156 6,354 6,547 6,786 6,938

割合 0～14歳 13.9% 13.6% 13.1% 12.8% 12.4% 12.2% 11.9% 11.7%
15～64歳 62.4% 62.1% 62.3% 62.1% 61.6% 60.9% 60.0% 59.2%
65歳以上 23.7% 24.3% 24.5% 25.1% 26.0% 26.9% 28.1% 29.0%

出典：住民基本台帳（各年3月31日現在）

単位：人、％

区分 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72
人口 総人口（人） 22,189 21,267 20,336 19,429 18,492 17,531 16,606 15,732 14,913

0～14歳 2,533 2,257 2,178 2,159 2,180 2,183 2,130 2,042 1,988
15～64歳 12,215 11,409 10,493 9,512 8,467 7,764 7,298 7,106 6,963
65歳以上 7,441 7,600 7,664 7,758 7,844 7,585 7,178 6,584 5,961

割合 0～14歳 11.4% 10.6% 10.7% 11.1% 11.8% 12.5% 12.8% 13.0% 13.3%
15～64歳 55.0% 53.6% 51.6% 49.0% 45.8% 44.3% 43.9% 45.2% 46.7%
65歳以上 33.5% 35.7% 37.7% 39.9% 42.4% 43.3% 43.2% 41.9% 40.0%
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◆施設保有状況 

原市・磯部地域に立地する施設は、市全体の施設数の27％を保有しています。施設類型別にみる

と、医療施設や公園のほか、子育て支援施設やスポーツ・レクリエーション系施設の立地が比較的

多い地域となっています。 
一方で、社会教育系施設や市営住宅は市全体の20％に満たない立地比率であり、市営住宅の一人

当たり延床面積は0.9㎡/人と、全市平均の1.1㎡/人よりもやや少ない状況がみられます。 

表 施設保有状況 

 
 

◆地域の課題 

子育て支援施設が比較的多く立地する地域となっていますが、施設の更新にあたっては、今後の

少子化傾向を考慮した施設規模の検討が必要です。 
増加傾向にある老年人口が減少傾向に転ずる時期が、他の地域よりも最も遅い時期に到来すると

予想されることから、高齢者の利用に配慮した施設・サービスの充実に努める必要があります。 
  

安中市 原市・磯部地域

施設数
延床面積

（㎡）

一人当たり
延床面積

（㎡）
施設数

当地域
立地比率

延床面積
一人当たり
延床面積

（㎡）

市民文化系施設 47 22,004 0.4 13 27.7% 4,176 0.2
社会教育系施設 14 8,080 0.1 1 7.1% 69 0.0
スポーツ・レクリエーション系施設 33 27,709 0.5 11 33.3% 4,814 0.2
産業系施設 5 2,638 0.0 1 20.0% 425 0.0
学校教育系施設 18 93,737 1.6 5 27.8% 30,541 1.3
子育て支援施設 16 4,340 0.1 6 37.5% 2,129 0.1
保健・福祉施設 14 9,876 0.2 4 28.6% 3,647 0.2
医療施設 1 12,527 0.2 1 100.0% 12,527 0.5
行政系施設 49 19,371 0.3 14 28.6% 1,236 0.1
市営住宅 32 68,710 1.1 5 15.6% 21,879 0.9
公園 12 255 0.0 6 50.0% 135 0.0
供給処理施設 4 10,074 0.2 1 25.0% 9,294 0.4
水道施設 11 2,793 0.0 3 27.3% 2,016 0.1
その他施設 41 13,262 0.2 8 19.5% 4,070 0.2

合計 297 295,375 4.9 79 26.6% 96,957 4.1
※施設数、延床面積は施設所管課調査による。人口は住民基本台帳（平成28年3月31現在）。

施設類型
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（３）松井田地域 

◆人口動態 

松井田地域の人口は平成28年3月31日現在14,107人で、他の地域に比べ減少傾向がやや大きく、

過去8年間の減少率は11.3％となっています。 
年齢区分別にみると、年少人口は8年間で26.4％、生産年齢人口は19.1％の減少をみせており、老

年人口の増加傾向よりも年少人口、生産年齢人口の減少が著しい状況にあります。 
また、将来人口を試算すると、平成72年（2060年）には7,685人まで減少すると見込まれ、増加

傾向にある老年人口は平成32年（2020年）頃をピークに減少に転ずるものと想定されます。 

表 人口動態 

 

図 人口動態 

 

表 人口の将来見通し 

 

  

単位：人、％

区分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
人口 合計 15,913 15,709 15,400 15,174 15,010 14,748 14,437 14,107

0～14歳 1,667 1,597 1,528 1,470 1,400 1,350 1,289 1,227
15～64歳 9,230 9,079 8,886 8,630 8,415 8,119 7,783 7,463
65歳以上 5,016 5,033 4,986 5,074 5,195 5,279 5,365 5,417

割合 0～14歳 10.5% 10.2% 9.9% 9.7% 9.3% 9.2% 8.9% 8.7%
15～64歳 58.0% 57.8% 57.7% 56.9% 56.1% 55.1% 53.9% 52.9%
65歳以上 31.5% 32.0% 32.4% 33.4% 34.6% 35.8% 37.2% 38.4%

出典：住民基本台帳（各年3月31日現在）

単位：人、％

区分 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72
人口 総人口（人） 13,444 12,574 11,756 10,968 10,188 9,429 8,761 8,176 7,685

0～14歳 1,212 1,164 1,117 1,104 1,116 1,102 1,063 1,015 1,002
15～64歳 6,629 5,949 5,362 4,876 4,330 3,961 3,734 3,587 3,459
65歳以上 5,604 5,462 5,276 4,988 4,742 4,367 3,964 3,574 3,224

割合 0～14歳 9.0% 9.3% 9.5% 10.1% 11.0% 11.7% 12.1% 12.4% 13.0%
15～64歳 49.3% 47.3% 45.6% 44.5% 42.5% 42.0% 42.6% 43.9% 45.0%
65歳以上 41.7% 43.4% 44.9% 45.5% 46.5% 46.3% 45.2% 43.7% 42.0%
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◆施設保有状況 

松井田地域に立地する施設は、市全体の施設数の44％を保有しており、施設数では最も多くの施

設を保有する地域となっています。一人当たり延床面積でみても、6.8㎡/人は安中市の平均4.9㎡/人
よりも高い水準にあります。 
施設類型別でみると、市民文化系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、産業系施設、学校

教育系施設、水道施設は、市全体の半数以上が立地しており、なかでも学校教育系施設は一人当た

り延床面積が2.4㎡/人と、安中市の平均1.6㎡/人と比べ1.5倍ほどの面積保有水準にあります。 

表 松井田地域の施設保有状況 

 
 

◆地域の課題 

施設保有量が他の地域よりも多く、今後は人口の減少も見込まれることから、公共施設の需要に

大きな変化が生じることが予想されます。施設の更新にあたっては、需要の変化に配慮し、統廃合

や複合化、または施設規模を縮小するなどの可能性を検討することが必要です。 
学校教育系施設は今後、生徒数・児童数の減少が見込まれ、学級数の減少も想定されることから、

空き教室の他の用途への転用利用など、有効活用することが求められます。 
  

安中市 松井田地域

施設数
延床面積

（㎡）

一人当たり
延床面積

（㎡）
施設数

当地域
立地比率

延床面積
一人当たり
延床面積

（㎡）

市民文化系施設 47 22,004 0.4 25 53.2% 10,308 0.7
社会教育系施設 14 8,080 0.1 6 42.9% 5,323 0.4
スポーツ・レクリエーション系施設 33 27,709 0.5 17 51.5% 11,802 0.8
産業系施設 5 2,638 0.0 3 60.0% 1,736 0.1
学校教育系施設 18 93,737 1.6 9 50.0% 34,487 2.4
子育て支援施設 16 4,340 0.1 6 37.5% 1,690 0.1
保健・福祉施設 14 9,876 0.2 6 42.9% 2,730 0.2
医療施設 1 12,527 0.2 0.0% 0.0
行政系施設 49 19,371 0.3 22 44.9% 7,118 0.5
市営住宅 32 68,710 1.1 11 34.4% 12,963 0.9
公園 12 255 0.0 0.0% 0.0
供給処理施設 4 10,074 0.2 1 25.0% 138 0.0
水道施設 11 2,793 0.0 6 54.5% 655 0.0
その他施設 41 13,262 0.2 20 48.8% 6,925 0.5

合計 297 295,375 4.9 132 44.4% 95,875 6.8
※施設数、延床面積は施設所管課調査による。人口は住民基本台帳（平成28年3月31現在）。

施設類型
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第５章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 

１．現状や課題に関する基本認識 

安中市が保有する公共施設等を取り巻く現状や将来に渡る課題を踏まえ、以下のとおり、課題解

決に向けた取組みの考え方を示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 ライフサイクルコスト： 公共施設等の企画・設計から維持管理、廃棄に至る過程（ライフサイクル）で必要な経費

の総額。 

施設） ・施設の老朽化が進んでおり、近い将来一斉に更新時期を迎えるおそれがあります。 
・市町村合併前に多くの施設が建設されてきた背景や利用者ニーズの変化から、公共施設

の過不足が懸念される状況です。 
・耐震性が低い建物が残っています。 
 

財政） ・今後は、税収減や社会保障関係費の増大に加え、合併算定替え措置の縮減・廃止が見込

まれ、厳しい財政状況が予想されます。 
・普通建設事業費への予算配分は一層厳しさを増すことが予想されます 
・現在保有する公共施設等を保有し続け、更新していくことは非常に困難であり、試算で

は約7割の施設の更新ができなくなる可能性があります。 
 

人口） ・本市の人口は、平成27年（2015年）から平成72年（2060年）に6割程度まで減少すると

見込まれ、施設利用者の需要量の減少が予想されます。 
・少子高齢化が進行し、必要な公共施設の種類に変化が生じることが想定されます。 

現状と課題 

●行政サービスの維持向上に取組む 
・多様化する市民ニーズに対応しながら、行政サービス水準を維持向上させることを重視

した取組みが必要です。 
・将来の人口減少の見込みを踏まえて、施設規模の適正化に取組む必要があります。 
・人口動態の変化や市民ニーズの変化に合わせて、必要な施設の種類を見極めていく必要

があります。 
・安全性に配慮した施設更新を行うことが必要です。 
 

●財政負担の軽減、平準化に取組む 
・公共施設等の総量縮減により更新費用を抑制し、財政負担を軽減、平準化していくこと

が求められます。 
・施設運営の効率化を図ることで維持管理経費を削減し、ライフサイクルコストの縮減に

つなげていくことが必要です。 
 

●計画的な施設更新に取組む 
・効率的な施設整備のためには、市全体の公共施設等の最適化に取組むことが必要です。 
・実効性のある施設更新を進めるための実行計画の立案が望まれます。 
・建替えや大規模改修だけでなく、統廃合や複合化、売却、長寿命化など、様々な方策を

検討していくことが必要です。 
・着実な施設更新を推進する全庁的な取組み体制の構築が必要です。 

取組みの基本的な考え方 
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２．公共施設等の管理に関する基本方針 

ここでは、安中市における公共施設等の在り方について、中長期的な視点から、総合的かつ計画

的な管理を推進するための基本的な考え方を定めるものとし、「施設保有量の適正化」「維持管理の

適正化」「施設運営の適正化」の３つの基本方針を設定します。 
 

 



 

74  
 

 

 

安中市公共施設等総合管理計画 

 

基本方針１【施設保有量の適正化】 

人口動態や市民ニーズの変化などを踏まえ、公共施設等の規模の適正化を推進し、特に更新時に

あたっては統廃合・複合化の検討に取組みます。 
 

（１）施設保有量の縮減方針 

公共施設等の更新に投資可能な財源見込みを考慮すると、今ある公共建築物を現状の規模のまま

建替え更新等を行って利用し続けていくことは困難な状況です。 
安中市まち・ひと・しごと創生総合戦略「人口ビジョン」で目標とする人口推計を踏まえ、将来

の人口規模や需要に見合った公共施設整備を進めるものとし、公共建築物の保有量を平成68年度ま

でに30％削減することを目標とします。 
また、保有量の削減だけでなく、予防保全の考え方に基づき施設の長寿命化を推進するなど、各

種施策に取り組み、財政規模に基づき持続可能な水準まで施設更新費の縮減を図ります。 
なお、道路、橋梁、上下水道等のインフラ資産については、市民の生活を支える生活基盤として

総量の削減は現実的ではないことから、計画的かつ予防的な修繕へと転換し、長寿命化による維持

更新費用の縮減を図り、持続可能な施設保有を目指します。 
 

（２）統合や廃止の推進方針 

公共建築物の更新にあたっては、必要な施設のみを更新することを基本とし、市民ニーズや周辺

の類似施設（民間施設も含む）の状況などを踏まえた分析を行い、施設規模の適正化を図ります。 
同じ用途の施設が近隣に重複している場合や利用率の低い施設などは、利用実態を考慮したうえ

で施設の統廃合、再配置、転用などを検討します。 
施設の更新にあたっては、多目的な施設内容や民間施設の利用などを視野に入れた複合化を検討

します。 
用途廃止や統廃合などにより余剰となる施設が生じる際は、他の用途への転用や民間等への売却

等を検討します。 
公共建築物の除却にあたっては、国の財政措置の活用を図ります。 
インフラ資産については、施設の長寿命化と耐震補強を基本とし、社会・経済情勢や市民ニーズ

を踏まえ適正な供給を図るとともに、不要な施設が生じた際は、市民の安全性等を考慮して廃止を

検討します。 

図 統廃合・複合化のイメージ 
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基本方針２【維持管理の適正化】 

点検・診断の実施により予防保全を推進し、公共施設等の安全確保を図るとともに長寿命化に取

組みます。また、長期的視点からライフサイクルコストの縮減を検討することとし、特に大規模改

修の際には、長寿命化に必要な構造や機能設備を備えた改修を実施し、ライフサイクルコストの縮

減を図ります。 
 

（１）点検・診断等の実施方針 

公共建築物については、不具合等の情報を常に把握するため、施設管理者による定期的な目視点

検や劣化状況の把握等、日常的、定期的な公共施設の点検管理を行います。 
インフラ資産は、日々の点検やパトロール等に加え、既存の長寿命化計画や国の技術基準等に準

拠して、適正に調査及び点検・診断を実施します。 
施設の調査及び点検の結果は、データを集約、蓄積、一元管理する仕組みの構築を検討するとと

もに、施設利用者などからの施設の劣化や損傷の情報がくみ上げられ、早期の修繕に生かせる仕組

みを目指します。また、点検結果をもとにした修繕等の実施方針は安中市総合計画の見直しに反映

させ、実施の確保を図ります。 
 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

維持管理、修繕・更新などを実施するにあたっては、不具合が発生してから修繕を行う事後保全

から、不具合を未然に防止するために計画を立てて保全を行う予防保全への転換を進め、建物や設

備の長寿命化を図るとともに、トータルコストの縮減・平準化を目指します。 
予防保全では、推奨された周期で更新及び修繕を行う「計画的保全」とともに、劣化状態に着目

して早急な対応が必要な部分から更新及び修繕を行う「状態監視保全」を検討していきます。 
政策的な判断などにより新規投資を行う際には、ライフサイクルコストや適正な利用者負担など、

関連して必要となるすべての費用を総合的に比較、検討します。 

図 予防保全による長寿命化イメージ 

 
 

施設の故障が致命的になる前に適切な措置を実施

施設の故障が致命的になってから整備事業を実施

予防保全

予防保全

予防保全

更新

事後保全 事後保全

更新

健
全
度

時間経過

使用限界

長寿命化
予防保全

事後保全
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（３）安全確保の実施方針 

施設利用者の安全確保を最優先として各種対策に取組みます。 
点検診断等の結果から異常が認められる施設については、早期に修繕、改修などの対策を講じる

ものとします。 
災害時の安全性確保の観点から、インフラ資産の点検診断を進め予防保全に努めます。 
高度の危険が認められた公共施設等や、老朽化し今後とも利用見込みのない公共施設等について

は速やかに除却の検討を行います。 
諸事情により除却等に時間を要する場合、その間の安全確保対策について検討することとします。 
 

（４）耐震化の実施方針 

災害時のライフラインの確保及び避難場所としての機能確保を最優先として、各施設の耐震化に

取組みます。耐震改修の実施の際には、ライフサイクルコストを考慮した経済的有益性の検討を行

い、長寿命化につながる改修を併せて実施します。 
インフラ資産については、点検・診断等に基づく優先順位を定め、橋梁、管路、設備等の耐震化

を推進します。なお、耐震改修とあわせて長寿命化を考慮した工法や素材等の採用に努めます。 
 

（５）長寿命化の実施方針 

公共建築物やインフラ資産の維持管理にあたり、事後保全型管理から予防保全型管理への転換を

進め、性能・機能の維持を図り、長寿命化につなげます。 
施設の長寿命化の実施にあたっては、事業の実施によりライフサイクルコストの縮減が見込める

かを検討します。 
既に長寿命化計画が策定されている施設については、当該計画の内容を踏まえ、計画に準じて長

寿命化を推進していきます。 
今後、大規模改修の時期を迎える施設は、長寿命化を併せて実施することを検討し、ライフサイ

クルコストの縮減を図ります。 
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基本方針３【施設運営の適正化】 

民間活力の活用や広域的な連携を進めるなど、公共施設等の効率的な管理運営を進めるとともに、

管理運営の適正化に必要な庁内の体制整備を図ります。 
 

（１）民間活力の活用方針 

指定管理者制度やＰＰＰ／ＰＦＩ11の導入、民間事業者や地域住民との連携など、民間活力の活

用を視野に入れながら、公共施設等の情報の積極的な公開を行い、効率的な施設運営や行政サービ

スの維持・向上を図ります。 
 

（２）効果的な資産運用 

第２次安中市行政改革大綱の打ち出された市有財産利活用方針にのっとり、用途廃止や統合など

により余剰となる施設及び土地などが生じる際は、民間などへの売却の可能性を検討します。 
 

（３）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

職員が公共施設等の現状や経営的視点に立った総量適正化、維持管理への理解を深めることを目

的として、研修会の開催等により庁内の公共施設マネジメント意識の共有を図ります。また、公共

施設等の更新や統廃合の事業化の際には、その利活用方針や優先順位の決定について、部門横断的

な組織体制において協議、決定する仕組みを構築します。 
 

（４）広域的連携の方針 

近隣市町村や群馬県が保有する施設と相互に連携する方策などを検討し、公共建築物の有効活用

と市民サービスの維持向上を図ります。 
 

（５）市民との情報共有 

効率的な管理運営を進めるとともに、積極的な情報発信と市民の意見の反映に努め、市民との情

報共有を進めていきます。市民の理解と協力を得ながら、公共施設マネジメントに取組んでいきま

す。 
 

  

                                                   
11 ＰＰＰ/ＰＦＩ： ＰＰＰは、パブリック・プライベート・パートナーシップ（公民連携）の略で、公民が連携して

公共サービスの提供を行うスキームのこと。このなかには、ＰＦＩ、指定管理者制度、包括的民間委託なども含ま

れる。ＰＦＩは、プライベート・ファイナンス・イニシアチブの略で、公共施設等の建設・維持管理・運営等を民

間部門（プライベート）の持つ経営ノウハウや資金（ファイナンス）を活用することで、低廉かつ良質な公共サー

ビスを提供することを目的とした新しい公共事業の手法 
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３．施設類型別の基本的な方針 

第３章で示す施設類型別の管理に関する方向性を踏まえ、次のとおり管理に関する基本的な方針

を設定します。 

表 施設類型別の基本的な方針（公共建築物） 

 

 

 

 

 

 

施設類型 管理に関する基本的な方針 

【市民文化系施設】 

文化センター 

公民館 

集会施設 

生涯学習センター 

・他の施設への統合や地域団体等への移管の可能性の検討 

・予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化 

・避難所機能の更新 

・利用状況等を勘案した廃止の検討 

【社会教育系施設】 

図書館 

史跡等 

・予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化 

・史跡等における状態保全と運営維持管理の効率化 

・多様なサービス提供による利用者増加方策の検討 

・歴史資料の保管場所や展示方法の最適化 

【スポーツ・レクリエーション系施設】 

スポーツ施設 

体育館 

レクリエーション施設 

観光施設 

・予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化 

・指定管理者制度の導入など他の運営方法への転換の検討による施設

運営コストの軽減 

・廃止した施設の譲渡や売却等による維持コストの軽減 

・利用状況等を勘案した廃止や機能統合、運営方法見直しなどの多面

的な検討 

・利用料見直しの検討による受益者負担の適正化 

・スポーツ人口の多様化に見合った施設規模の適正化 

・体育館における耐震改修等による防災機能の強化 

・レクリエーション施設における指定管理者制度導入や民営化、また

は地域団体等の管理の検討 

・観光施設における安全性に配慮した適切な修繕 

【産業系施設】 

勤労者会館 

産業施設 

・勤労者会館における修繕等による長寿命化、及び他施設への利用転

換の検討 

・産業施設における修繕等による長寿命化、及び指定管理者制度導入

や民営化などの他の運営方法への転換の検討 
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施設類型 基本的な方針 

【学校教育系施設】 

小学校 

中学校 

給食センター 

・予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化 

・小中学校における余裕教室の複合化、及び防災機能の強化 

・廃止する際の他の用途での利用や民間への貸付、売却、または土地

の有効活用 

・給食センターにおける設備を含めた必要な改修等、及び施設の統廃

合や多機能化の検討 

【子育て支援施設】 

保育園 

学童クラブ 

・予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化 

・需要の変化を考慮した統廃合や民間施設の利用の推進 

・安全性に配慮した施設の修繕、改修の実施 

・指定管理者制度導入や民営化など他の手段への転換の検討による施

設運営コストの軽減 

・保育園における避難所機能の更新 

・学童クラブにおける学校の余裕教室の利用など、複合化を視野に入

れた検討 

【保健・福祉施設】 

高齢福祉施設 

障害福祉施設 

保健施設 

その他福祉施設 

・予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化 

・指定管理者制度の導入や民間への貸付、譲渡など、管理運営方法の

見直しの検討による施設運営コストの軽減 

・学校の余裕教室を利用した複合化など、施設運営コストの軽減と施

設利用者の活性化につながる方策の検討 

・保健センターにおける統合や他の施設との複合化の検討 

【医療施設】 

医療施設 ・予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化 

・建替えを行う際の医療事業に支障を来たさないための計画的な更新 

【行政系施設】 

庁舎 

消防施設 

その他行政系施設 

・庁舎における予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化と、建替え

及び移転の方策検討 

・消防施設における点検、維持管理を重視した計画黄な修繕、及び組

織編制の変更に伴う適切な施設整備 

・野生動物監視センターにおける必要な修繕等の実施による長寿命化

と多機能化の検討 

【市営住宅】 

市営住宅 ・予防保全に基づく計画的な改修と長寿命化 

・老朽化施設の取壊しの推進 

・建替えを行う際の適切な施設規模の確保と、他の手段への転換の検

討 
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表 施設類型別の基本的な方針（インフラ資産） 

 
 

施設類型 基本的な方針 

【公園】 

地区公園 

近隣公園 

街区公園 

その他公園 

・予防保全の考えに基づく計画的な改修と長寿命化 

・市民等との協働による維持管理方策の検討 

・小規模な公園内のトイレにおける需要動向を踏まえた必要性の検討 

【供給処理施設】 

供給処理施設 ・予防保全の考えに基づく計画的な改修と長寿命化 

・稼働していない施設における施設や土地の有効活用 

【水道施設】 

水道庁舎 

浄水場 

その他水道施設 

・施設の計画的な点検、清掃、補修と、予防保全型の維持管理による

長寿命化とコスト縮減 

・浄水場における耐震化の推進 

【その他施設】 

火葬場・斎場 

旧小中学校 

トイレ 

倉庫・車庫 

その他 

・計画的な修繕、改修等による長寿命化 

・歴史的価値を有する施設における維持保全と、施設の有効活用 

・稼働していない施設における他の用途への転用や民間事業者への貸

付、売却等の検討 

施設類型 基本的な方針 

【道路】 

市道 

林道 

・計画的な道路改良や路面改修の実施 

・長寿命化につながる予防保全への取組みと、新技術の採用の検討に

よるコスト縮減 

【橋梁】 

橋梁 ・安中市橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な維持補修や架替え 

・定期的な点検や健全度の診断と、耐震性を考慮した維持管理、修繕

等の実施 

・予防保全型管理の修繕と事後保全型の修繕を効果的に活用した長寿

命化の推進 

・アプト式橋梁における文化遺産としての延命化 

【上水道】 

上水道 ・地域水道ビジョンに基づく計画的な事業の展開 

・予防保全に基づく計画的な点検、修繕等による長寿命化 

・計画的な更新時期の調整による整備コストの平準化 

・耐震機能の付加による効率的な整備 
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施設類型 基本的な方針 

【下水道】 

公共下水道 

雨水管 

・計画的な点検、修繕等による長寿命化 

・耐震機能の付加による効率的な整備 

・下水道事業の計画区域の見直しによる効率的な整備 
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４．公共施設等総合管理計画の推進に向けて 

（１）全庁的な体制の構築方針 

将来にわたる行政サービスの持続可能な公共施設マネジメントの確実な実行に向けて、行財政改

革・政策立案・財産管理の各所管課と公共施設等の各所管課が連携するとともに、全庁的な推進体

制を構築します。 
公共施設等の更新や統廃合の事業化にあたっては、その利活用方針や優先順位の決定について、

部門横断的な組織体において協議、決定する仕組みを構築します。そのため、公共施設等のマネジ

メントを推進する部署の組織強化を図るとともに、個々の施設の長寿命化や適切な維持保全の推進

に関する施設責任者の意見・提案を的確に把握し、反映する方策を検討します。 
 

（２）情報管理・共有の推進方針 

公共施設等に関する情報はデータ化して継続的に集約し、維持管理費用や利用状況などの情報の

更新を図ります。集約・一元化した情報は、定期的に庁内での情報共有を行うほか、随時参照可能

な仕組みを検討します。 
 

（３）フォローアップの実施方針 

本計画は、10年を単位に見直すことを基本とし、安中市の財政状況や制度変更等に合わせて適宜

見直しを行い、上位計画である安中市総合計画等への反映を行うことします。この流れを確実なも

のとするためには、いわゆるPDCAサイクルの実施が必要不可欠です。 
今後は、本計画の見直しやこれに基づく個別計画・長寿命化計画の策定・見直しを進め（PLAN）、

計画に基づいた各種更新事業を実施していきます（DO）。また、庁内委員会等における計画の検証

や進捗管理を行い（CHECK）、人口動態や財政状況等の社会経済情勢に応じて本計画等で定めた方

針等を適宜見直します（ACTION）。 
このPDCAサイクルの考え方に基づき計画のフォローアップを実施していくものとし、本計画に

基づく施設更新の取組みの考え方や進捗状況については、広報やホームページ等を通じて市民との

共通理解と情報共有を図ります。 
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巻末資料 

１．建物一覧 

（１）市民文化系施設 

 
 

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

文化センター 安中・秋間 安中市文化センター 文化センター 文化センター 一般会計 行政 S57 5,228.83     50 ○
文化センター 安中・秋間 安中市文化センター 市民談話室 文化センター 一般会計 行政 H3 49.55        31
文化センター 松井田 松井田文化会館 文化会館 文化センター 一般会計 行政 H7 4,013.53     50 ○
文化センター 松井田 松井田文化会館 倉庫 文化センター 一般会計 行政 H7 35.00        34
文化センター 松井田 松井田文化会館 トイレ 文化センター 一般会計 行政 H7 9.72          15
文化センター 松井田 松井田文化会館 自転車置場 文化センター 一般会計 行政 H7 30.25        38
公民館 安中・秋間 安中公民館 公民館 文化センター 一般会計 行政 H4 502.14       50 ○
公民館 安中・秋間 岩野谷公民館 公民館 文化センター 一般会計 行政 S59 373.00       50 ○
公民館 安中・秋間 板鼻公民館 公民館 文化センター 一般会計 行政 S62 373.28       50 ○
公民館 安中・秋間 板鼻公民館 倉庫 文化センター 一般会計 行政 S62 145.70       24
公民館 安中・秋間 秋間公民館 公民館 文化センター 一般会計 行政 H1 373.28       50 ○
公民館 安中・秋間 秋間公民館 物置 文化センター 一般会計 行政 H24 14.01        31
公民館 安中・秋間 秋間公民館 公衆用トイレ 文化センター 一般会計 行政 H1  38
公民館 原市・磯部 原市公民館 公民館 文化センター 一般会計 行政 S60 467.00       50 ○
公民館 原市・磯部 原市公民館 倉庫 文化センター 一般会計 行政 S60 8.00          24
公民館 原市・磯部 磯部公民館 公民館 文化センター 一般会計 行政 S59 414.30       50 ○
公民館 原市・磯部 磯部公民館 倉庫 文化センター 一般会計 行政 S59 21.50        24
公民館 原市・磯部 東横野公民館 公民館 文化センター 一般会計 行政 S61 373.00       50 ○
公民館 原市・磯部 東横野公民館 倉庫 文化センター 一般会計 行政 S61 19.44        31
公民館 原市・磯部 東横野公民館 公衆用トイレ 文化センター 一般会計 行政 S61  38
公民館 原市・磯部 後閑公民館 公民館 文化センター 一般会計 行政 S62 373.28       50 ○
公民館 原市・磯部 後閑公民館 倉庫 文化センター 一般会計 行政 S62 40.00        14
公民館 原市・磯部 後閑公民館 物置1 文化センター 一般会計 行政 S62 10.00        15
公民館 原市・磯部 後閑公民館 物置2 文化センター 一般会計 行政 S62 30.00        15
公民館 松井田 松井田公民館（松井田文化会館） 公民館 文化センター 一般会計 行政 H7 1,039.00     50 ○
集会施設 安中・秋間 下高別当集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 H2 109.66       22 ○
集会施設 安中・秋間 長坂集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S47 132.80       22 ○
集会施設 安中・秋間 自性寺集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S56 110.90       22 ○
集会施設 安中・秋間 相水谷津集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S49 106.82       22 ○
集会施設 原市・磯部 郷原東部集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S52 106.82       22 ○
集会施設 原市・磯部 嶺向集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S60 118.00       22 ○
集会施設 原市・磯部 寺の前集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 H1 109.66       22 ○
集会施設 原市・磯部 共立集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 H14 99.37        22 ○
集会施設 原市・磯部 松栄集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S59 115.11       22 ○
集会施設 原市・磯部 下後閑西集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S53 105.55       22 ○
集会施設 原市・磯部 昭和集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S52 106.82       22 ○
集会施設 原市・磯部 下後閑公会堂 公会堂 財政課 一般会計 普通 不明 114.04       22 ○
集会施設 松井田 小日向ふれあいセンター ふれあいセンター 農林課 一般会計 行政 H18 250.98       34 ○
集会施設 松井田 仲町公会堂 公会堂 総務管理課 一般会計 行政 不明 171.00       22 ○
集会施設 松井田 仲町公会堂 住宅 総務管理課 一般会計 行政 不明 57.00        22
集会施設 松井田 八城集会所 集会所 生涯学習課 一般会計 行政 S48 267.47       22 ○
集会施設 松井田 下増田集会所 集会所 生涯学習課 一般会計 行政 S49 290.66       22 ○
集会施設 松井田 原生活改善センター 集会所 農林課 一般会計 行政 S54 123.38       22 ○
集会施設 松井田 原生活改善センター 倉庫 農林課 一般会計 行政 S54 20.00        34
集会施設 松井田 下平生活改善センター 集会所 農林課 一般会計 行政 S55 113.36       22 ○
集会施設 松井田 越泉地区多目的集会施設 集会施設 総務管理課 一般会計 行政 S60 92.74        22 ○
集会施設 松井田 細野１１区多目的集会施設 集会施設 総務管理課 一般会計 行政 S62 134.98       22 ○
集会施設 松井田 土塩多目的集会施設 集会施設 総務管理課 一般会計 行政 S62 96.89        22 ○
集会施設 松井田 基幹集落センター 研修室 総務管理課 一般会計 行政 H3 508.85       38 ○
集会施設 松井田 平地区多目的活動施設 多目的活動施設 農林課 一般会計 行政 H8 105.74       22 ○
集会施設 松井田 公会堂（九東） 公会堂 総務管理課 一般会計 行政 S45 74.52        22 ○
集会施設 松井田 公会堂（九東） 倉庫 総務管理課 一般会計 行政 S45 19.44        31
集会施設 松井田 公会堂（行田） 公会堂 総務管理課 一般会計 行政 S48 93.96        22 ○
集会施設 松井田 公会堂（源ヶ原） 公会堂 総務管理課 一般会計 行政 S50 80.19        22 ○
集会施設 松井田 公会堂（上本町） 公会堂 総務管理課 一般会計 行政 S54 118.42       22 ○
集会施設 松井田 公会堂（青木） 公会堂 総務管理課 一般会計 行政 S54 77.49        27 ○
集会施設 松井田 公会堂（高梨子） 公会堂 総務管理課 一般会計 行政 S58 86.01        22 ○
集会施設 松井田 恩賀住民センター 住民センター 総務管理課 一般会計 普通 S61 69.56        22 ○
生涯学習センター 原市・磯部 学習の森（ふるさと学習館） 歴史博物館類似施設 文化財保護課 一般会計 行政 H12 1,526.92     50 ○
生涯学習センター 原市・磯部 学習の森（ふるさと学習館） 屋外トイレ 文化財保護課 一般会計 行政 H12 17.15        38
生涯学習センター 松井田 坂本・入牧地区生涯学習センター 公民館 文化センター 一般会計 行政 S61 175.84       38 ○
生涯学習センター 松井田 坂本・入牧地区生涯学習センター 生涯学習センター 文化センター 一般会計 行政 H27 187.60       38
生涯学習センター 松井田 九十九地区生涯学習センター 生涯学習センター 文化センター 一般会計 行政 H27 455.09       38 ○
生涯学習センター 松井田 九十九地区生涯学習センター 倉庫 文化センター 一般会計 行政 H27 13.40        24
生涯学習センター 松井田 農業研修センター 農業研修センター 文化センター 一般会計 行政 S54 313.84       38 ○
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施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

生涯学習センター 松井田 細野ふるさとセンター ふるさとセンター 文化センター 一般会計 行政 H7 780.06       50 ○
生涯学習センター 松井田 細野ふるさとセンター トイレ 文化センター 一般会計 行政 H7 12.00        38
生涯学習センター 松井田 西横野定住センター 生涯学習センター 文化センター 一般会計 行政 S61 352.08       38 ○
生涯学習センター 松井田 西横野定住センター 事務室 文化センター 一般会計 行政 H10 37.95        38

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

図書館 安中・秋間 安中市図書館（文化センター） 図書館 文化センター 一般会計 行政 S57 772.58       50 ○
図書館 松井田 松井田図書館（松井田文化会館） 図書館 文化センター 一般会計 行政 H7 400.00       50 ○
史跡等 安中・秋間 新島襄旧宅 新島襄旧宅 文化財保護課 一般会計 行政 M2 142.98       24 ○
史跡等 安中・秋間 新島襄旧宅 公衆用トイレ 文化財保護課 一般会計 行政 H18 26.50        15
史跡等 安中・秋間 安中市資料館 資料館 文化財保護課 一般会計 行政 S29 820.00       24 ○
史跡等 安中・秋間 旧安中藩郡奉行役宅 母屋 文化財保護課 一般会計 行政 不明 140.71       24 ○
史跡等 安中・秋間 旧安中藩郡奉行役宅 長屋 文化財保護課 一般会計 行政 不明 47.06        24
史跡等 安中・秋間 旧安中藩武家長屋 武家長屋 文化財保護課 一般会計 行政 不明 261.15       24 ○
史跡等 安中・秋間 板鼻本陣跡 書院 文化センター 一般会計 行政 S62 34.78        24 ○
史跡等 安中・秋間 板鼻本陣跡 物置 文化センター 一般会計 行政 不明 37.26        15
史跡等 安中・秋間 旧碓氷郡役所 旧地方事務所 文化財保護課 一般会計 行政 M44 281.54       24 ○
史跡等 安中・秋間 旧碓氷郡役所 倉庫1 文化財保護課 一般会計 行政 H4 39.74        15
史跡等 安中・秋間 旧碓氷郡役所 倉庫2 文化財保護課 一般会計 行政 不明 20.43        34
史跡等 安中・秋間 旧碓氷郡役所 倉庫3 文化財保護課 一般会計 行政 S63  不明 24
史跡等 安中・秋間 旧碓氷郡役所 倉庫4 文化財保護課 一般会計 行政 H2  不明 24
史跡等 安中・秋間 旧碓氷郡役所 倉庫5 文化財保護課 一般会計 行政 不明 63.00        34
史跡等 原市・磯部 簗瀬二子塚古墳 ガイダンス棟 文化財保護課 一般会計 行政 H27 69.12        24 ○
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お西 居宅 文化財保護課 一般会計 行政 不明 557.23       24 ○
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お西 トイレ（増築） 文化財保護課 一般会計 行政 S60 5.48          34
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お西 トイレ 文化財保護課 一般会計 行政 S59 4.46          34
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お西 管理事務所 文化財保護課 一般会計 行政 S59 9.92          24
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お西 倉庫1 文化財保護課 一般会計 行政 不明 65.92        15
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お西 倉庫2 文化財保護課 一般会計 行政 不明 40.98        15
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お東 居宅 文化財保護課 一般会計 行政 不明 585.11       24 ○
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お東 倉庫1 文化財保護課 一般会計 行政 不明 85.94        14
史跡等 松井田 史跡五料茶屋本陣・お東 倉庫2 文化財保護課 一般会計 行政 不明 57.85        14
史跡等 松井田 松井田文化財資料室 文化財資料室１ 文化財保護課 一般会計 行政 S30 1,289.79     50 ○
史跡等 松井田 松井田文化財資料室 文化財資料室2 文化財保護課 一般会計 行政 S48 162.45       38
史跡等 松井田 松井田文化財資料室 文化財資料室3 文化財保護課 一般会計 行政 S44 168.00       38
史跡等 松井田 丸山変電所 蓄電池室 文化財保護課 一般会計 行政 M45 435.90       34 ○
史跡等 松井田 丸山変電所 機械室 文化財保護課 一般会計 行政 M45 343.50       34
史跡等 松井田 熊ノ平変電所 変電室 観光課 一般会計 行政 不明 1,110.79     38 ○

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

スポーツ施設 安中・秋間 安中市スポーツセンター 体育館 体育課 一般会計 行政 H6 5,672.17     47 ○
スポーツ施設 安中・秋間 安中市スポーツセンター 更衣器具棟 体育課 一般会計 行政 H7 144.00       47
スポーツ施設 安中・秋間 安中市スポーツセンター 中央トイレ 体育課 一般会計 行政 H7 13.23        31
スポーツ施設 安中・秋間 安中市スポーツセンター 西トイレ 体育課 一般会計 行政 H7 11.02        31
スポーツ施設 安中・秋間 西毛総合運動公園 野球場 体育課 一般会計 行政 S46 2,324.87     47 ○
スポーツ施設 安中・秋間 西毛総合運動公園 プール管理棟 体育課 一般会計 行政 S47 225.03       38
スポーツ施設 安中・秋間 西毛総合運動公園 プール監視室 体育課 一般会計 行政 S47 21.84        38
スポーツ施設 安中・秋間 西毛総合運動公園 テニスコート更衣室 体育課 一般会計 行政 S46 110.00       22
スポーツ施設 安中・秋間 西毛総合運動公園 陸上競技場器具庫 体育課 一般会計 行政 S46 145.80       15
スポーツ施設 安中・秋間 西毛総合運動公園 多目的トイレ 体育課 一般会計 行政 S46 22.26        15
スポーツ施設 原市・磯部 郷原緑地公園 トイレ 体育課 一般会計 行政 H12 10.00        38 ○
スポーツ施設 原市・磯部 さとのはら公園 トイレ 体育課 一般会計 行政 H20 22.00        31 ○
スポーツ施設 原市・磯部 さとのはら公園 用具入れ 体育課 一般会計 行政 H20 6.61          31
スポーツ施設 松井田 坂本スポーツ広場 管理事務所 体育課 一般会計 行政 H5 43.06        24 ○
スポーツ施設 松井田 五料運動場 管理事務所 体育課 一般会計 行政 S57 33.75        24 ○
スポーツ施設 松井田 五料運動場 倉庫 体育課 一般会計 行政 S57 12.00        15
スポーツ施設 松井田 五料運動場 公衆用トイレ 体育課 一般会計 行政 H25 22.26        31
スポーツ施設 松井田 五料運動場 公衆用トイレ2 体育課 一般会計 行政 S57 26.22        34
スポーツ施設 松井田 五料運動場 公衆用トイレ3 体育課 一般会計 行政 S57 26.22        34
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スポーツ施設 松井田 琴平グラウンド・ゴルフ場 芝刈り機格納庫 体育課 一般会計 行政 H16 13.22        31 ○
スポーツ施設 松井田 琴平グラウンド・ゴルフ場 管理棟 体育課 一般会計 行政 H16 9.74          38
スポーツ施設 松井田 細野スポーツ広場 管理棟 体育課 一般会計 行政 S60 8.83          15 ○
スポーツ施設 松井田 人見公園 トイレ 体育課 一般会計 行政 S63 8.75          34 ○
スポーツ施設 松井田 西横野多目的広場 管理棟 体育課 一般会計 行政 S60 29.81        24 ○
スポーツ施設 松井田 西横野多目的広場 公衆用トイレ 体育課 一般会計 行政 S60 16.56        34
スポーツ施設 松井田 小日向スポーツ広場 管理棟 体育課 一般会計 行政 H1 39.75        41 ○
体育館 安中・秋間 中央体育館 体育館 体育課 一般会計 行政 S37 995.00       34 ○
体育館 安中・秋間 中央体育館 風除け室 体育課 一般会計 行政 S62 18.41        34
体育館 安中・秋間 米山体育館 体育館 体育課 一般会計 行政 S61 1,140.00     34 ○
体育館 原市・磯部 原市体育館 体育館 体育課 一般会計 行政 S56 777.00       34 ○
体育館 原市・磯部 東横野体育館 体育館 体育課 一般会計 行政 S36 774.00       34 ○
体育館 原市・磯部 東横野体育館 トイレ 体育課 一般会計 行政 S62  31
体育館 原市・磯部 原市卓球場 卓球場 体育課 一般会計 行政 S56 238.00       34 ○
体育館 原市・磯部 上後閑体育館 屋内運動場 体育課 一般会計 行政 H16 571.00       34 ○
体育館 松井田 松井田体育館 体育館 体育課 一般会計 行政 S57 1,280.03     34 ○
体育館 松井田 松井田体育館 倉庫1 体育課 一般会計 行政 H14 32.40        15
体育館 松井田 松井田体育館 倉庫2 体育課 一般会計 行政 S57  24
体育館 松井田 坂本体育館 屋内運動場 体育課 一般会計 行政 S53 560.00       34 ○
体育館 松井田 原体育館 屋内運動場 体育課 一般会計 行政 S50 777.00       34 ○
レクリエーショ ン施設 安中・秋間 秋間梅林 休憩舎 観光課 一般会計 行政 S45 156.71       17 ○
レクリエーショ ン施設 安中・秋間 秋間梅林 公衆用トイレ（堀ノ内） 観光課 一般会計 行政 S52 8.00          34
レクリエーショ ン施設 安中・秋間 秋間梅林 公衆用トイレ（西大平） 観光課 一般会計 行政 H2 10.64        34
レクリエーショ ン施設 安中・秋間 秋間梅林 公衆用トイレ（恵宝沢）2 観光課 一般会計 行政 H3 4.80          24
レクリエーショ ン施設 安中・秋間 秋間梅林 公衆用トイレ（丑伏貝） 観光課 一般会計 行政 H3 4.80          24
レクリエーショ ン施設 安中・秋間 秋間梅林 公衆用トイレ（大吹） 観光課 一般会計 行政 H19 28.56        15
レクリエーショ ン施設 安中・秋間 秋間梅林 公衆用トイレ（菖蒲沢） 観光課 一般会計 行政 H23 37.05        15
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 碓氷川熱帯植物園 植物園 クリーンセンター 一般会計 行政 H15 387.00       24 ○
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 碓氷川熱帯植物園 植物温室設備 クリーンセンター 一般会計 行政 H15 594.22       34
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 碓氷川熱帯植物園 補助温室 クリーンセンター 一般会計 行政 H15 126.00       31
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） 管理棟 文化財保護課 一般会計 行政 H14 347.80       24 ○
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） トイレ 文化財保護課 一般会計 行政 H14  15
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） 創作工房1 文化財保護課 一般会計 行政 H14 59.62        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） 創作工房2 文化財保護課 一般会計 行政 H14 44.71        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） 創作工房3 文化財保護課 一般会計 行政 H14 42.83        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） 創作工房4 文化財保護課 一般会計 行政 H14 59.62        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） バンガロー1 文化財保護課 一般会計 行政 H14 23.18        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） バンガロー2 文化財保護課 一般会計 行政 H14 23.18        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） バンガロー3 文化財保護課 一般会計 行政 H14 23.18        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） バンガロー4 文化財保護課 一般会計 行政 H14 23.18        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 学習の森（生涯学習施設） バンガロー5 文化財保護課 一般会計 行政 H14 23.18        22
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 中屋敷農村公園 器具置場 農林課 一般会計 行政 H4 7.40          24 ○
レクリエーショ ン施設 原市・磯部 観梅公園 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 不明 4.00          31 ○
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 管理棟 観光課 一般会計 行政 S57 72.80        24 ○
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 バンガローA 観光課 一般会計 行政 S62 78.97        22
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 バンガローB 観光課 一般会計 行政 S62 78.97        22
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 バンガローC 観光課 一般会計 行政 S62 78.97        22
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 バンガローD 観光課 一般会計 行政 S62 78.97        22
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 バンガローE 観光課 一般会計 行政 S62 78.97        22
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 バンガローF 観光課 一般会計 行政 S62 78.97        22
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 バンガローI 観光課 一般会計 行政 S62 78.97        22
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 バンガローJ 観光課 一般会計 行政 S62 78.97        22
レクリエーショ ン施設 松井田 八風平キャンプ場 倉庫 観光課 一般会計 行政 H12 38.88        24
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 屋内交流広場 観光課 一般会計 行政 H10 904.18       34 ○
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 コテージA 観光課 一般会計 行政 H10 59.55        22
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 コテージB 観光課 一般会計 行政 H10 67.23        22
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 コテージC 観光課 一般会計 行政 H10 44.16        22
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 コテージD 観光課 一般会計 行政 H10 73.26        22
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 コテージE 観光課 一般会計 行政 H10 73.26        22
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 コテージF 観光課 一般会計 行政 H10 57.57        22
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 コテージG 観光課 一般会計 行政 H10 76.00        22
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 体験実習室（管理棟） 観光課 一般会計 行政 H10 265.90       24
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠の森公園「くつろぎの郷」 農園倉庫 観光課 一般会計 行政 H10 16.56        15
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 鉄道資料館 観光課 一般会計 行政 不明 1,139.58     50 ○
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 事務所（ゲート） 観光課 一般会計 行政 H10 23.38        50
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら トイレA 観光課 一般会計 行政 H10 35.35        31
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら トイレB 観光課 一般会計 行政 H10 35.35        31
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 機関車庫（2ｆｔゲージ保管庫） 観光課 一般会計 行政 H10 168.50       31
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 機関車保管庫（ミニSL保管庫） 観光課 一般会計 行政 H10 31.00        31
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 倉庫 観光課 一般会計 行政 H10 27.24        31
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 待合室1 観光課 一般会計 行政 H10 20.00        38
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 鉄道展示館 観光課 一般会計 行政 H10 1,139.58     38
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 仮設売店 観光課 一般会計 行政 H11 59.40        38
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 待合室2 観光課 一般会計 行政 H14 9.03          38
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 事務所1 観光課 一般会計 行政 不明 37.26        24
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 事務所2 観光課 一般会計 行政 不明 38.07        38
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レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 作業所 観光課 一般会計 行政 不明 45.36        34
レクリエーショ ン施設 松井田 碓氷峠鉄道文化むら 展示室 観光課 一般会計 行政 不明 120.00       41
レクリエーショ ン施設 松井田 小根山森林公園 展望台トイレ 観光課 一般会計 行政 不明 45.56        15 ○
レクリエーショ ン施設 松井田 小根山森林公園 トイレ（横川1334-12） 観光課 一般会計 行政 不明 12.50        34
レクリエーショ ン施設 松井田 小根山森林公園 トイレ（横川1098-1） 観光課 一般会計 行政 不明 12.50        34
レクリエーショ ン施設 松井田 小根山森林公園 トイレ（横川470-1） 観光課 一般会計 行政 不明 11.96        34
レクリエーショ ン施設 松井田 仙が滝 トイレ 観光課 一般会計 行政 不明 8.00          34 ○
観光施設 原市・磯部 磯部温泉会館 磯部温泉会館 観光課 一般会計 行政 H7 625.82       47 ○
観光施設 松井田 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 A棟 観光課 一般会計 行政 H27 885.62       41 ○
観光施設 松井田 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 B棟 観光課 一般会計 行政 H27 1,403.08     50
観光施設 松井田 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 C棟 観光課 一般会計 行政 H27 904.38       47
観光施設 松井田 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H12 37.54        38
観光施設 松井田 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 車庫 観光課 一般会計 行政 H12 53.58        31
観光施設 松井田 峠の横丁「麻苧茶屋」 物産館 観光課 一般会計 行政 H12 177.06       24 ○

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

勤労者会館 安中・秋間 勤労者会館安中館 勤労者会館 地域創造課 一般会計 行政 H1 476.94       47 ○
勤労者会館 松井田 勤労者会館松井田館 勤労者会館 地域創造課 一般会計 行政 H12 198.74       22 ○
産業施設 原市・磯部 蚕絲館 養蚕用蚕室 農林課 一般会計 行政 H21 46.37        22 ○
産業施設 原市・磯部 蚕絲館 住宅 財産課 一般会計 普通 不明 378.38       22
産業施設 松井田 安中市農産物直売所 農産物直売所 農林課 一般会計 行政 H7 188.80       24 ○
産業施設 松井田 安中市舞茸等生産施設 栽培場 農林課 一般会計 行政 S60 1,190.60     34 ○
産業施設 松井田 安中市舞茸等生産施設 事務所 農林課 一般会計 行政 S61 50.51        38
産業施設 松井田 安中市舞茸等生産施設 倉庫 農林課 一般会計 行政 不明 39.75        31
産業施設 松井田 安中市舞茸等生産施設 ボイラー室 農林課 一般会計 行政 S61 67.50        31

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
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小学校 安中・秋間 安中小学校 教室棟 総務課 一般会計 行政 S53 2,294.00     47 ○
小学校 安中・秋間 安中小学校 プール附属室1 総務課 一般会計 行政 S50 40.00        34
小学校 安中・秋間 安中小学校 言語教室棟 総務課 一般会計 行政 S54 198.00       47
小学校 安中・秋間 安中小学校 管理教室棟 総務課 一般会計 行政 S54 2,455.00     47
小学校 安中・秋間 安中小学校 物置 総務課 一般会計 行政 S58 41.00        34
小学校 安中・秋間 安中小学校 給食室 総務課 一般会計 行政 S60 163.00       31
小学校 安中・秋間 安中小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S61 950.00       34
小学校 安中・秋間 安中小学校 ゴミ置き場 総務課 一般会計 行政 S62 4.00          38
小学校 安中・秋間 安中小学校 トイレ 総務課 一般会計 行政 H5 20.00        38
小学校 安中・秋間 安中小学校 プール附属室2 総務課 一般会計 行政 S63 45.00        38
小学校 安中・秋間 安中小学校 プールトイレ 総務課 一般会計 行政 H13 24.00        34
小学校 安中・秋間 安中小学校 東校舎 総務課 一般会計 行政 H21 1,920.00     47
小学校 安中・秋間 安中小学校 連絡通路棟 総務課 一般会計 行政 H21 183.00       31
小学校 安中・秋間 安中小学校 倉庫 総務課 一般会計 行政 H21 60.00        38
小学校 安中・秋間 安中小学校 渡り廊下 総務課 一般会計 行政 H21 27.16        31
小学校 安中・秋間 安中小学校 灯油貯蔵庫 総務課 一般会計 行政 S57 10.00        34
小学校 安中・秋間 碓東小学校 教室棟1 総務課 一般会計 行政 S54 251.00       47 ○
小学校 安中・秋間 碓東小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S42 606.00       34
小学校 安中・秋間 碓東小学校 給食室1 総務課 一般会計 行政 S62 136.00       31
小学校 安中・秋間 碓東小学校 給食室2 総務課 一般会計 行政 H5 12.00        31
小学校 安中・秋間 碓東小学校 物置 総務課 一般会計 行政 S63 65.00        34
小学校 安中・秋間 碓東小学校 プール付属室（更衣室） 総務課 一般会計 行政 S57 27.00        38
小学校 安中・秋間 碓東小学校 体育器具庫 総務課 一般会計 行政 H23 34.00        31
小学校 安中・秋間 碓東小学校 校舎西トイレ・西昇降口1 総務課 一般会計 行政 H26 193.00       31
小学校 安中・秋間 碓東小学校 校舎東トイレ・東昇降口 総務課 一般会計 行政 H26 149.00       31
小学校 安中・秋間 碓東小学校 職員トイレ・更衣室 総務課 一般会計 行政 H26 64.00        31
小学校 安中・秋間 碓東小学校 プール付属室（機械室） 総務課 一般会計 行政 S47 21.00        34
小学校 安中・秋間 碓東小学校 プール付属室（トイレ） 総務課 一般会計 行政 H9 26.00        38
小学校 安中・秋間 碓東小学校 屋内運動場（体育器具庫） 総務課 一般会計 行政 S56 60.00        31
小学校 安中・秋間 碓東小学校 屋内運動場（トイレ） 総務課 一般会計 行政 H2 27.00        31
小学校 安中・秋間 碓東小学校 教室棟2 総務課 一般会計 行政 S35 904.00       47
小学校 安中・秋間 碓東小学校 教室棟3 総務課 一般会計 行政 S36 1,411.00     47
小学校 安中・秋間 碓東小学校 教室棟4 総務課 一般会計 行政 S51 624.00       47
小学校 安中・秋間 秋間小学校 管理教室棟 総務課 一般会計 行政 S59 1,967.00     47 ○
小学校 安中・秋間 秋間小学校 プール更衣室 総務課 一般会計 行政 S59 28.00        38
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小学校 安中・秋間 秋間小学校 特別教室棟及び渡り廊下 総務課 一般会計 行政 S60 736.00       47
小学校 安中・秋間 秋間小学校 共同事務室 総務課 一般会計 行政 H1 164.00       34
小学校 安中・秋間 秋間小学校 体育器具庫 総務課 一般会計 行政 S61 32.00        34
小学校 安中・秋間 秋間小学校 物置1 総務課 一般会計 行政 H2 25.00        34
小学校 安中・秋間 秋間小学校 焼窯室 総務課 一般会計 行政 H4 7.00          38
小学校 安中・秋間 秋間小学校 給食室 総務課 一般会計 行政 S60 90.00        31
小学校 安中・秋間 秋間小学校 物置2 総務課 一般会計 行政 H15 14.00        34
小学校 安中・秋間 秋間小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 H22 978.00       34
小学校 安中・秋間 秋間小学校 渡り廊下 総務課 一般会計 行政 H22 45.72        31
小学校 安中・秋間 秋間小学校 プール付属室1 総務課 一般会計 行政 S49 21.00        34
小学校 安中・秋間 秋間小学校 プール付属室2 総務課 一般会計 行政 H11 29.00        38
小学校 安中・秋間 秋間小学校 給食室（増築） 総務課 一般会計 行政 H6 8.00          31
小学校 安中・秋間 秋間小学校 屋外トイレ 総務課 一般会計 行政 H23 18.00        38
小学校 原市・磯部 原市小学校 教室棟1 総務課 一般会計 行政 S50 1,362.00     47 ○
小学校 原市・磯部 原市小学校 教室棟2 総務課 一般会計 行政 S51 496.00       47
小学校 原市・磯部 原市小学校 管理教室棟 総務課 一般会計 行政 S52 2,145.00     47
小学校 原市・磯部 原市小学校 プール付属室（更衣室） 総務課 一般会計 行政 S53 22.00        38
小学校 原市・磯部 原市小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S60 950.00       34
小学校 原市・磯部 原市小学校 特別教室棟 総務課 一般会計 行政 S62 1,545.00     47
小学校 原市・磯部 原市小学校 給食室 総務課 一般会計 行政 S62 170.00       31
小学校 原市・磯部 原市小学校 屋外トイレ 総務課 一般会計 行政 S63 4.00          24
小学校 原市・磯部 原市小学校 倉庫（燃料） 総務課 一般会計 行政 S52 7.00          31
小学校 原市・磯部 原市小学校 倉庫1 総務課 一般会計 行政 S45 10.00        34
小学校 原市・磯部 原市小学校 体育器具庫 総務課 一般会計 行政 H2 54.00        34
小学校 原市・磯部 原市小学校 物置 総務課 一般会計 行政 H12 48.00        31
小学校 原市・磯部 原市小学校 陶芸窯室 総務課 一般会計 行政 H13 17.00        38
小学校 原市・磯部 原市小学校 多目的教室 総務課 一般会計 行政 H14 162.00       27
小学校 原市・磯部 原市小学校 渡り廊下1 総務課 一般会計 行政 H14 39.00        24
小学校 原市・磯部 原市小学校 渡り廊下2 総務課 一般会計 行政 H18 35.00        31
小学校 原市・磯部 原市小学校 教室棟（東校舎） 総務課 一般会計 行政 H18 714.00       47
小学校 原市・磯部 原市小学校 渡り廊下（南～東） 総務課 一般会計 行政 H18 25.00        31
小学校 原市・磯部 原市小学校 南校舎増築廊下 総務課 一般会計 行政 H18 50.00        31
小学校 原市・磯部 原市小学校 倉庫2 総務課 一般会計 行政 H18 10.20        24
小学校 原市・磯部 原市小学校 プール付属室（機械室） 総務課 一般会計 行政 S47 21.00        31
小学校 原市・磯部 原市小学校 プール付属室（トイレ） 総務課 一般会計 行政 H9 26.00        38
小学校 原市・磯部 原市小学校 教室棟3 総務課 一般会計 行政 H16 248.00       27
小学校 原市・磯部 原市小学校 エレベーター棟 総務課 一般会計 行政 H18 27.00        34
小学校 原市・磯部 磯部小学校 管理教室棟 総務課 一般会計 行政 S53 1,985.00     47 ○
小学校 原市・磯部 磯部小学校 器具置場 総務課 一般会計 行政 S39 33.00        34
小学校 原市・磯部 磯部小学校 プール付属室1 総務課 一般会計 行政 S56 21.00        38
小学校 原市・磯部 磯部小学校 教室棟 総務課 一般会計 行政 S58 1,927.00     47
小学校 原市・磯部 磯部小学校 給食室 総務課 一般会計 行政 S61 125.00       31
小学校 原市・磯部 磯部小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 H23 984.00       34
小学校 原市・磯部 磯部小学校 プール付属室2 総務課 一般会計 行政 S48 20.00        34
小学校 原市・磯部 磯部小学校 プール付属室3 総務課 一般会計 行政 H10 20.00        38
小学校 原市・磯部 磯部小学校 倉庫 総務課 一般会計 行政 H23 17.00        31
小学校 原市・磯部 磯部小学校 トイレ 総務課 一般会計 行政 H23 17.00        38
小学校 原市・磯部 東横野小学校 管理教室棟 総務課 一般会計 行政 S53 1,166.00     47 ○
小学校 原市・磯部 東横野小学校 特別教室棟 総務課 一般会計 行政 S56 363.00       47
小学校 原市・磯部 東横野小学校 教室棟 総務課 一般会計 行政 S58 1,531.00     47
小学校 原市・磯部 東横野小学校 給食室 総務課 一般会計 行政 S61 101.00       31
小学校 原市・磯部 東横野小学校 器具置場 総務課 一般会計 行政 S44 26.00        34
小学校 原市・磯部 東横野小学校 体育器具庫1 総務課 一般会計 行政 S57 13.00        34
小学校 原市・磯部 東横野小学校 体育器具庫2 総務課 一般会計 行政 S63 8.00          34
小学校 原市・磯部 東横野小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S62 840.00       34
小学校 原市・磯部 東横野小学校 図工室 総務課 一般会計 行政 H11 153.00       34
小学校 原市・磯部 東横野小学校 プール付属室（更衣室） 総務課 一般会計 行政 S52 32.00        38
小学校 原市・磯部 東横野小学校 プール付属室（機械室） 総務課 一般会計 行政 S52 21.00        34
小学校 原市・磯部 東横野小学校 プール付属室（トイレ） 総務課 一般会計 行政 H9 26.00        38
小学校 原市・磯部 後閑小学校 教室棟 総務課 一般会計 行政 S59 2,102.00     47 ○
小学校 原市・磯部 後閑小学校 プール更衣室 総務課 一般会計 行政 S60 28.00        38
小学校 原市・磯部 後閑小学校 給食室 総務課 一般会計 行政 S61 90.00        31
小学校 原市・磯部 後閑小学校 体育館 総務課 一般会計 行政 S42 502.00       34
小学校 原市・磯部 後閑小学校 焼窒室 総務課 一般会計 行政 H4 7.00          38
小学校 原市・磯部 後閑小学校 体育器具庫 総務課 一般会計 行政 S63 41.00        34
小学校 原市・磯部 後閑小学校 物置 総務課 一般会計 行政 H12 28.00        38
小学校 原市・磯部 後閑小学校 プール専用付属室1 総務課 一般会計 行政 S49 21.00        34
小学校 原市・磯部 後閑小学校 プール専用付属室2 総務課 一般会計 行政 H10 26.00        38
小学校 原市・磯部 後閑小学校 器具室 総務課 一般会計 行政 S43 20.00        34
小学校 原市・磯部 後閑小学校 トイレ 総務課 一般会計 行政 H2 19.00        31
小学校 原市・磯部 後閑小学校 視聴覚棟 総務課 一般会計 行政 H8 148.00       34
小学校 松井田 松井田小学校 教室棟2 総務課 一般会計 行政 S50 1,475.00     47 ○
小学校 松井田 松井田小学校 教室棟1 総務課 一般会計 行政 S52 1,162.00     47
小学校 松井田 松井田小学校 プール機械室 総務課 一般会計 行政 S43 5.00          34
小学校 松井田 松井田小学校 プール付属室 総務課 一般会計 行政 S43 61.00        38
小学校 松井田 松井田小学校 倉庫 総務課 一般会計 行政 H13 27.00        31
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小学校 松井田 松井田小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 H2 890.00       34
小学校 松井田 松井田小学校 物置 総務課 一般会計 行政 S50 23.00        31
小学校 松井田 松井田小学校 エレベーター棟 総務課 一般会計 行政 H25 24.00        34
小学校 松井田 松井田小学校 屋外トイレ 総務課 一般会計 行政 H25 16.00        38
小学校 松井田 松井田小学校 教室棟3 総務課 一般会計 行政 S51 1,104.00     47
小学校 松井田 松井田小学校 クラブハウス 総務課 一般会計 行政 H2 129.00       34
小学校 松井田 松井田小学校 教室棟（渡り廊下） 総務課 一般会計 行政 H7 42.00        31
小学校 松井田 臼井小学校 管理教室棟 総務課 一般会計 行政 H5 2,422.00     47 ○
小学校 松井田 臼井小学校 倉庫・トイレ 総務課 一般会計 行政 H6 44.00        38
小学校 松井田 臼井小学校 プール付属室1 総務課 一般会計 行政 S45 15.00        34
小学校 松井田 臼井小学校 プール付属室2 総務課 一般会計 行政 S45 5.00          34
小学校 松井田 臼井小学校 プール更衣室 総務課 一般会計 行政 S49 14.00        34
小学校 松井田 臼井小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S54 697.00       34
小学校 松井田 西横野小学校 管理及び教室棟 総務課 一般会計 行政 S57 2,267.00     47 ○
小学校 松井田 西横野小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 H11 947.00       34
小学校 松井田 西横野小学校 プール機械室 総務課 一般会計 行政 S46 5.00          34
小学校 松井田 西横野小学校 プール付属室 総務課 一般会計 行政 S46 15.00        34
小学校 松井田 西横野小学校 倉庫1 総務課 一般会計 行政 S57 32.00        34
小学校 松井田 西横野小学校 プール更衣室 総務課 一般会計 行政 S52 19.00        34
小学校 松井田 西横野小学校 倉庫2 総務課 一般会計 行政 S59 27.00        34
小学校 松井田 西横野小学校 コンテナ室 総務課 一般会計 行政 S61 33.00        31
小学校 松井田 西横野小学校 屋外トイレ 総務課 一般会計 行政 H16 16.00        38
小学校 松井田 西横野小学校 連絡通路 総務課 一般会計 行政 S57 111.00       38
小学校 松井田 西横野小学校 特別教室棟 総務課 一般会計 行政 S57 1,445.00     47
小学校 松井田 西横野小学校 屋内運動場付属施設 総務課 一般会計 行政 H11 172.00       47
小学校 松井田 九十九小学校 教室棟 総務課 一般会計 行政 H17 1,841.00     22 ○
小学校 松井田 九十九小学校 多目的教室棟 総務課 一般会計 行政 H17 458.00       47
小学校 松井田 九十九小学校 給食コンテナ搬入口棟 総務課 一般会計 行政 H18 25.00        47
小学校 松井田 九十九小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S55 785.00       34
小学校 松井田 九十九小学校 プール機械室 総務課 一般会計 行政 S46 5.00          31
小学校 松井田 九十九小学校 集いの広場棟 総務課 一般会計 行政 H17 86.00        34
小学校 松井田 九十九小学校 倉庫 総務課 一般会計 行政 H18 37.00        15
小学校 松井田 細野小学校 管理教室棟 総務課 一般会計 行政 H8 2,513.00     47 ○
小学校 松井田 細野小学校 倉庫1 総務課 一般会計 行政 S60 33.00        15
小学校 松井田 細野小学校 機械室 総務課 一般会計 行政 S45 5.00          34
小学校 松井田 細野小学校 付属室 総務課 一般会計 行政 S45 15.00        34
小学校 松井田 細野小学校 プール更衣室 総務課 一般会計 行政 S59 14.00        34
小学校 松井田 細野小学校 倉庫2 総務課 一般会計 行政 H8 42.00        34
小学校 松井田 細野小学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S62 940.00       34
中学校 安中・秋間 第一中学校 教室棟2 総務課 一般会計 行政 S46 2,008.00     47 ○
中学校 安中・秋間 第一中学校 教室棟1 総務課 一般会計 行政 S46 1,170.00     47
中学校 安中・秋間 第一中学校 管理教室棟1 総務課 一般会計 行政 S48 2,867.00     47
中学校 安中・秋間 第一中学校 技術棟(1F) 総務課 一般会計 行政 S48 470.00       47
中学校 安中・秋間 第一中学校 特別支援学級棟 総務課 一般会計 行政 S48 412.00       47
中学校 安中・秋間 第一中学校 部室1 総務課 一般会計 行政 S48 97.00        38
中学校 安中・秋間 第一中学校 物置1 総務課 一般会計 行政 S48 20.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 体育室（渡り廊下） 総務課 一般会計 行政 S49 11.00        31
中学校 安中・秋間 第一中学校 体育館 総務課 一般会計 行政 S49 1,532.00     47
中学校 安中・秋間 第一中学校 物置2 総務課 一般会計 行政 S52 21.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 特別支援学級棟（増築） 総務課 一般会計 行政 S52 18.00        47
中学校 安中・秋間 第一中学校 管理教室棟2 総務課 一般会計 行政 H26 234.00       34
中学校 安中・秋間 第一中学校 技術棟（渡り廊下） 総務課 一般会計 行政 S48 55.00        31
中学校 安中・秋間 第一中学校 物置3 総務課 一般会計 行政 S58 25.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 給食室 総務課 一般会計 行政 S63 193.00       31
中学校 安中・秋間 第一中学校 武道場（玄関） 総務課 一般会計 行政 H3 11.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 プール管理棟 総務課 一般会計 行政 H3 180.00       47
中学校 安中・秋間 第一中学校 トイレ 総務課 一般会計 行政 H4 16.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 物置4 総務課 一般会計 行政 H12 18.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 エレベーター棟 総務課 一般会計 行政 H26 72.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 教室棟（保健室・ピロティー） 総務課 一般会計 行政 H26 259.00       50
中学校 安中・秋間 第一中学校 教室棟（増築）1 総務課 一般会計 行政 H26 29.00        47
中学校 安中・秋間 第一中学校 教室棟（増築倉庫）1 総務課 一般会計 行政 H26 36.00        38
中学校 安中・秋間 第一中学校 教室棟（増築）2 総務課 一般会計 行政 H26 29.00        47
中学校 安中・秋間 第一中学校 教室棟（増築倉庫）2 総務課 一般会計 行政 H26 36.00        38
中学校 安中・秋間 第一中学校 管理教室棟3 総務課 一般会計 行政 H26 30.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 管理教室棟4 総務課 一般会計 行政 H26 30.00        34
中学校 安中・秋間 第一中学校 技術棟(2F) 総務課 一般会計 行政 S52 120.00       47
中学校 安中・秋間 第一中学校 武道場 総務課 一般会計 行政 S54 1,316.00     47
中学校 安中・秋間 第一中学校 部室2 総務課 一般会計 行政 S49 107.00       47
中学校 安中・秋間 第一中学校 部室3 総務課 一般会計 行政 S54 80.00        47
中学校 原市・磯部 第二中学校 教室棟1 総務課 一般会計 行政 S45 1,136.00     47 ○
中学校 原市・磯部 第二中学校 倉庫 総務課 一般会計 行政 S50 25.00        24
中学校 原市・磯部 第二中学校 教室棟2 総務課 一般会計 行政 S47 1,870.00     47
中学校 原市・磯部 第二中学校 管理教室棟1 総務課 一般会計 行政 S48 2,027.00     47
中学校 原市・磯部 第二中学校 教室棟3 総務課 一般会計 行政 S48 773.00       47
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中学校 原市・磯部 第二中学校 器具庫1 総務課 一般会計 行政 S50 20.00        34
中学校 原市・磯部 第二中学校 柔剣道室 総務課 一般会計 行政 S53 811.00       47
中学校 原市・磯部 第二中学校 教室棟4 総務課 一般会計 行政 S56 517.00       47
中学校 原市・磯部 第二中学校 体育部室 総務課 一般会計 行政 S56 107.00       38
中学校 原市・磯部 第二中学校 教室棟（昇降口） 総務課 一般会計 行政 S57 20.00        34
中学校 原市・磯部 第二中学校 トイレ2 総務課 一般会計 行政 S59 8.00          34
中学校 原市・磯部 第二中学校 給食室 総務課 一般会計 行政 S63 228.00       31
中学校 原市・磯部 第二中学校 オイルタンク置場 総務課 一般会計 行政 H25 10.00        24
中学校 原市・磯部 第二中学校 屋外トイレ 総務課 一般会計 行政 H1 10.00        34
中学校 原市・磯部 第二中学校 プール管理棟 総務課 一般会計 行政 H3 180.00       34
中学校 原市・磯部 第二中学校 エレベーター室 総務課 一般会計 行政 H6 119.00       34
中学校 原市・磯部 第二中学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 H22 1,529.00     34
中学校 原市・磯部 第二中学校 渡り廊下2 総務課 一般会計 行政 S56 53.00        31
中学校 原市・磯部 第二中学校 渡り廊下3 総務課 一般会計 行政 H25 42.00        31
中学校 原市・磯部 第二中学校 部室棟 総務課 一般会計 行政 H22 71.00        34
中学校 原市・磯部 第二中学校 管理教室棟2 総務課 一般会計 行政 H24 282.00       34
中学校 原市・磯部 第二中学校 器具庫2 総務課 一般会計 行政 H24 55.00        31
中学校 松井田 松井田東中学校 管理教室棟1 総務課 一般会計 行政 S40 1,068.00     47 ○
中学校 松井田 松井田東中学校 管理教室棟2 総務課 一般会計 行政 S40 2,386.00     47
中学校 松井田 松井田東中学校 倉庫1 総務課 一般会計 行政 S40 26.00        15
中学校 松井田 松井田東中学校 特別教室棟 総務課 一般会計 行政 H27 324.00       34
中学校 松井田 松井田東中学校 倉庫2 総務課 一般会計 行政 H5 42.00        38
中学校 松井田 松井田東中学校 柔剣道場 総務課 一般会計 行政 S55 388.00       34
中学校 松井田 松井田東中学校 部室 総務課 一般会計 行政 S59 50.00        38
中学校 松井田 松井田東中学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 H23 1,137.00     34
中学校 松井田 松井田東中学校 管理教室棟（エレベーター棟） 総務課 一般会計 行政 H25 56.00        34
中学校 松井田 松井田東中学校 灯油庫 総務課 一般会計 行政 H25 8.00          38
中学校 松井田 松井田南中学校 管理教室棟 総務課 一般会計 行政 S53 1,291.00     47 ○
中学校 松井田 松井田南中学校 普通及び特別教室棟（大会議室） 総務課 一般会計 行政 S63 372.00       47
中学校 松井田 松井田南中学校 ボイラー室 総務課 一般会計 行政 S53 68.00        31
中学校 松井田 松井田南中学校 プロパン庫 総務課 一般会計 行政 S53 9.00          34
中学校 松井田 松井田南中学校 倉庫 総務課 一般会計 行政 S54 24.00        34
中学校 松井田 松井田南中学校 部室 総務課 一般会計 行政 S54 50.00        38
中学校 松井田 松井田南中学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S52 820.00       34
中学校 松井田 松井田南中学校 普通及び特別教室棟（エレベーター棟） 総務課 一般会計 行政 H25 70.00        34
中学校 松井田 松井田南中学校 管理教室棟（増築） 総務課 一般会計 行政 H25 47.00        34
中学校 松井田 松井田南中学校 普通及び特別教室棟 総務課 一般会計 行政 S53 1,628.00     47
中学校 松井田 松井田南中学校 普通及び特別教室棟（倉庫） 総務課 一般会計 行政 H25 184.00       38
中学校 松井田 松井田南中学校 コンテナ室 総務課 一般会計 行政 S63 35.00        31
中学校 松井田 松井田南中学校 屋外トイレ 総務課 一般会計 行政 H23 16.00        38
中学校 松井田 松井田北中学校 管理教室棟・特別教室棟 総務課 一般会計 行政 S60 1,963.00     47 ○
中学校 松井田 松井田北中学校 技術棟 総務課 一般会計 行政 S60 120.00       34
中学校 松井田 松井田北中学校 屋内運動場 総務課 一般会計 行政 S51 820.00       34
中学校 松井田 松井田北中学校 教材室 総務課 一般会計 行政 H1 79.00        31
中学校 松井田 松井田北中学校 体育器具庫 総務課 一般会計 行政 S63 33.00        31
中学校 松井田 松井田北中学校 食堂 総務課 一般会計 行政 S60 167.00       41
給食センター 松井田 松井田学校給食センター 調理場 総務課 一般会計 行政 H13 1,114.77     31 ○
給食センター 松井田 松井田学校給食センター ガスボンベ庫 総務課 一般会計 行政 H13 3.00          31
給食センター 松井田 松井田学校給食センター 倉庫 総務課 一般会計 行政 H13 33.16        31
給食センター 松井田 松井田学校給食センター 受水槽機械室 総務課 一般会計 行政 H13 6.00          27
給食センター 松井田 松井田学校給食センター ブロアー機械室 総務課 一般会計 行政 H13 6.21          24

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

保育園 原市・磯部 原市保育園 園舎 子ども課 一般会計 行政 H22 829.27       34 ○
保育園 松井田 まついだ保育園 園舎 子ども課 一般会計 行政 H27 927.01       34 ○
保育園 松井田 まついだ保育園 渡り廊下 子ども課 一般会計 行政 H27 37.44        31
保育園 松井田 まついだ保育園 物置1 子ども課 一般会計 行政 H27 15.10        31
保育園 松井田 まついだ保育園 物置2 子ども課 一般会計 行政 H27 5.52          31
学童クラブ 安中・秋間 あんなか第二学童クラブ（旧建設部分室） 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 S43 117.33       47 ○
学童クラブ 安中・秋間 秋間学童クラブ 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 H21 143.66       22 ○
学童クラブ 安中・秋間 たいとう学童クラブ 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 H25 170.59       22 ○
学童クラブ 安中・秋間 あんなか第一学童クラブ 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 S53 80.75        47 ○
学童クラブ 安中・秋間 あんなか第一学童クラブ トイレ棟 子ども課 一般会計 行政 H25 8.16          31
学童クラブ 原市・磯部 ごうばら学童クラブ（旧郷原分校） 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 S54 755.00       47 ○
学童クラブ 原市・磯部 原市第二学童クラブ 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 H20 83.35        27 ○
学童クラブ 原市・磯部 磯部学童クラブ 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 H20 170.59       22 ○
学童クラブ 原市・磯部 原市第一学童クラブ 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 H17 145.74       22 ○
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（７）保健・福祉施設 

 

 
（８）医療施設 

 
 
（９）行政系施設 

 

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

学童クラブ 原市・磯部 東横野学童クラブ 学童クラブ 子ども課 一般会計 行政 H27 144.91       22 ○
学童クラブ 松井田 細野児童クラブ 学童クラブ 住民福祉課 一般会計 行政 H16 52.17        22 ○
学童クラブ 松井田 西横野第一児童クラブ 学童クラブ 住民福祉課 一般会計 行政 H22 65.00        27 ○
学童クラブ 松井田 西横野第二児童クラブ 学童クラブ 住民福祉課 一般会計 行政 H24 161.74       27 ○
学童クラブ 松井田 松井田児童クラブ 学童クラブ 住民福祉課 一般会計 行政 H25 82.45        34 ○
学童クラブ 松井田 臼井・坂本児童クラブ 学童クラブ 住民福祉課 一般会計 行政 S54 343.84       34 ○

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

高齢福祉施設 安中・秋間 老人福祉センター 老人福祉センター 介護高齢課 一般会計 行政 S52 1,029.12     47 ○
高齢福祉施設 安中・秋間 老人福祉センター 車庫 介護高齢課 一般会計 行政 S52 43.20        31
高齢福祉施設 安中・秋間 老人福祉センター 公衆用トイレ 介護高齢課 一般会計 行政 H2 17.50        38
高齢福祉施設 松井田 いこいの家 いこいの家 住民福祉課 一般会計 行政 S49 370.56       47 ○
高齢福祉施設 松井田 いこいの家 物置 住民福祉課 一般会計 行政 S49 25.96        24
高齢福祉施設 松井田 いこいの家 プロパン庫 住民福祉課 一般会計 行政 S49 4.00          34
高齢福祉施設 松井田 坂本・原生きがいセンター 研修棟1 住民福祉課 一般会計 行政 S54 265.00       31 ○
高齢福祉施設 松井田 坂本・原生きがいセンター 倉庫 住民福祉課 一般会計 行政 不明 15.00        15
高齢福祉施設 松井田 坂本・原生きがいセンター 研修棟2 住民福祉課 一般会計 行政 S56 44.71        15
高齢福祉施設 松井田 入牧生きがいセンター 生きがいセンター 住民福祉課 一般会計 行政 H26 131.14       31 ○
障害福祉施設 原市・磯部 ふれあいの家 ふれあいの家 福祉課 一般会計 行政 H17 165.62       15 ○
障害福祉施設 原市・磯部 ふくしの家 ふくしの家 福祉課 一般会計 行政 S60 215.00       31 ○
障害福祉施設 原市・磯部 障害児者生活サポートセンター 障害児者生活サポートセンター 福祉課 一般会計 行政 H23 399.68       31 ○
障害福祉施設 松井田 障害者支援センター 障害者支援センター 福祉課 一般会計 行政 H27 652.80       15 ○
障害福祉施設 松井田 障害者支援センター 障害者支援センター別館 福祉課 一般会計 行政 H16 311.45       15
保健施設 安中・秋間 保健センター 保健センター 財政課 一般会計 行政 S60 918.42       50 ○
保健施設 松井田 松井田保健センター 保健センター 総務管理課 一般会計 行政 S61 625.25       50 ○
その他福祉施設 安中・秋間 地域福祉支援センター 地域福祉支援センター 福祉課 一般会計 行政 H14 1,215.00     31 ○
その他福祉施設 安中・秋間 光陽館 光陽館 市民生活課 一般会計 行政 S56 276.68       31 ○
その他福祉施設 原市・磯部 恵みの湯 公衆浴場 恵みの湯 恵みの湯事業特別会計 行政 H13 2,866.61     47 ○
その他福祉施設 松井田 ゆうあい館 ゆうあい館 市民生活課 一般会計 行政 S60 283.74       31 ○

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 A棟 総務企画課 病院事業会計 行政 S57 5,651.07     50 ○
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 B棟 総務企画課 病院事業会計 行政 S36 1,195.50     50
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 C棟 総務企画課 病院事業会計 行政 S51 604.74       50
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 D棟 総務企画課 病院事業会計 行政 H3 408.61       50
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 E棟 総務企画課 病院事業会計 行政 S60 380.20       50
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 F棟 総務企画課 病院事業会計 行政 S61 483.07       50
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 G棟 総務企画課 病院事業会計 行政 H3 1,308.00     50
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 H棟 総務企画課 病院事業会計 行政 H10 230.05       50
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 Ｉ棟（当直棟） 総務企画課 病院事業会計 行政 H14 222.89       47
医療施設 原市・磯部 公立碓氷病院 Ｊ棟（療養病棟） 総務企画課 病院事業会計 行政 H16 2,042.91     38

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 本庁舎 財政課 一般会計 行政 S34 3,438.00     50 ○
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 市役所構内トイレ 財政課 一般会計 行政 S61 36.00        31
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 中庁舎 財政課 一般会計 行政 S44 1,073.20     50
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 市役所庁舎（監視室５階） 財政課 一般会計 行政 S34 89.43        50
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 本庁舎レセプト室 財政課 一般会計 行政 S34 332.83       50
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 空冷室 財政課 一般会計 行政 S54 24.84        38
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 西庁舎1 財政課 一般会計 行政 S35 247.00       50
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 西庁舎2 財政課 一般会計 行政 S35 290.93       41
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 市役所新庁舎 財政課 一般会計 行政 H12 2,410.91     50
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 市役所北車庫 財政課 一般会計 行政 S62 246.56       31
庁舎 安中・秋間 市役所庁舎 旧消費者生活センター 財政課 一般会計 行政 H10 28.32        30
庁舎 安中・秋間 谷津庁舎 庁舎 財政課 一般会計 行政 S58 1,511.99     50 ○
庁舎 安中・秋間 谷津庁舎 倉庫 財政課 一般会計 行政 S58 175.96       31
庁舎 松井田 松井田支所庁舎 支所庁舎 総務管理課 一般会計 行政 H3 5,657.66     50 ○
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（㎡）

法定耐
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消防施設 安中・秋間 消防詰所(1-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H13 107.35       24 ○
消防施設 安中・秋間 消防詰所(1-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H26 82.50        24 ○
消防施設 安中・秋間 消防詰所(5-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H6 88.60        24 ○
消防施設 安中・秋間 消防詰所(5-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H2 88.59        24 ○
消防施設 安中・秋間 消防詰所(5-3) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H22 107.33       24 ○
消防施設 安中・秋間 消防詰所(6-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S63 109.63       24 ○
消防施設 安中・秋間 消防詰所(7-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H10 107.33       24 ○
消防施設 安中・秋間 消防詰所(7-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H9 95.23        24 ○
消防施設 安中・秋間 消防詰所(7-3) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S52 46.37        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(2-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S63 88.59        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(2-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H2 88.59        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(2-3) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S63 88.59        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(2-4) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S54 46.37        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(3-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H25 107.33       24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(3-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H14 107.35       24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(4-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H24 107.33       24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(4-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S63 88.59        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(4-3) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H19 92.43        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(4-4) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H2 88.59        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(8-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H12 107.33       24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(8-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H7 88.59        24 ○
消防施設 原市・磯部 消防詰所(8-3) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H10 102.38       24 ○
消防施設 原市・磯部 下後閑水防倉庫 水防倉庫 安中消防署 一般会計 行政 H13 34.01        34 ○
消防施設 松井田 消防詰所(9-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H27 92.43        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(9-2) 消防詰所車庫 安中消防署 一般会計 行政 S37 64.39        31 ○
消防施設 松井田 消防詰所(10-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H18 92.43        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(10-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S53 53.00        41 ○
消防施設 松井田 消防詰所(11-1) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H20 107.33       24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(11-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H25 82.50        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(旧11-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 不明 54.76        41 ○
消防施設 松井田 消防詰所(12-1)上人見 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S53 19.87        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(12-1)上人見 消防詰所車庫 安中消防署 一般会計 行政 H10 23.94        17
消防施設 松井田 消防詰所(12-1)下人見 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S58 72.00        38 ○
消防施設 松井田 消防器具置場(12-1)（下人見） 消防詰所車庫 安中消防署 一般会計 行政 不明 24.85        31 ○
消防施設 松井田 消防詰所(12-2) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S50 51.84        38 ○
消防施設 松井田 消防詰所(12-3) 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H23 107.33       24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(13-1)（下増田） 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S63 29.81        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(13-1)（下増田） 消防詰所車庫 安中消防署 一般会計 行政 不明 24.42        31
消防施設 松井田 消防詰所(13-1)（高梨子） 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H2 70.03        38 ○
消防施設 松井田 消防詰所(13-2)（小日向） 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S54 48.70        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(13-2)（国衙） 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 不明 69.56        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(13-2)（国衙） 消防詰所車庫 安中消防署 一般会計 行政 H16 33.12        38
消防施設 松井田 消防詰所(14-1)（大和田） 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 不明 74.42        38 ○
消防施設 松井田 消防詰所(14-1)（室の木） 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H5 72.86        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(14-2)（土塩） 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 H4 72.87        24 ○
消防施設 松井田 消防詰所(14-2)（新井） 消防詰所 安中消防署 一般会計 行政 S60 68.22        38 ○
その他行政系施設 安中・秋間 消費生活センター 消費生活センター 市民生活課 一般会計 行政 H22 227.90       38 ○
その他行政系施設 安中・秋間 野生動物監視センター 監視センター 農林課 一般会計 行政 H14 49.68        24 ○
その他行政系施設 松井田 松井田野生動物監視センター 監視センター 農林課 一般会計 行政 H18 49.68        24 ○

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
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建築
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（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 44C-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S44 291.04       38 ○
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 44B-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S44 128.68       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 44D-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S44 291.04       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 45A-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S45 201.96       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 45B-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S45 201.96       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 46A-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S46 201.96       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 46C-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S46 145.60       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 46E-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S46 145.60       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 46F-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S46 145.60       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 47A-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S47 183.15       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 47A-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S47 133.64       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 47B-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S47 183.15       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 47B-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S47 133.64       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 47C-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S47 258.00       47
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 48A-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S48 244.74       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 48A-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S48 146.52       38
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市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 48B-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S48 163.16       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 48B-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S48 146.52       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 48C-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S48 163.16       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 48D-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S48 281.04       47
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 49A-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S49 180.00       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 49A-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S49 166.52       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 49B-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S49 306.00       47
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 49D-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S49 270.00       38
市営住宅 安中・秋間 遠丸団地 集会所 建築住宅課 一般会計 行政 S49 87.00        38
市営住宅 安中・秋間 米山団地 60A-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S61 1,086.56     47 ○
市営住宅 安中・秋間 米山団地 61B-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S62 1,171.20     47
市営住宅 安中・秋間 米山団地 62C-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S63 1,086.56     47
市営住宅 安中・秋間 米山団地 63D-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 H1 1,171.20     47
市営住宅 安中・秋間 米山団地 １Ｅ－２棟 建築住宅課 一般会計 行政 H1 1,086.56     47
市営住宅 安中・秋間 米山団地 集会所 建築住宅課 一般会計 行政 H1 65.24        47
市営住宅 安中・秋間 秋間団地 50A-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S50 945.60       47 ○
市営住宅 安中・秋間 秋間団地 50A-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S50 897.60       47
市営住宅 安中・秋間 秋間団地 51B-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S51 1,002.72     47
市営住宅 安中・秋間 秋間団地 51B-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S51 945.60       47
市営住宅 安中・秋間 秋間団地 52C-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S52 1,016.16     47
市営住宅 安中・秋間 秋間団地 52C-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S52 958.88       47
市営住宅 安中・秋間 山崎団地 49A-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S49 301.26       47 ○
市営住宅 安中・秋間 山崎団地 50B-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S50 205.50       47
市営住宅 安中・秋間 地尻団地 28-1棟_3 建築住宅課 一般会計 行政 S28 35.47        22 ○
市営住宅 安中・秋間 地尻団地 28-1棟_4 建築住宅課 一般会計 行政 S28 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 地尻団地 28-1棟_5 建築住宅課 一般会計 行政 S28 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 地尻団地 28-1棟_9 建築住宅課 一般会計 行政 S28 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 地尻団地 28-1棟_10 建築住宅課 一般会計 行政 S28 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 植松団地 28-2棟_５,６ 建築住宅課 一般会計 行政 S28 56.10        22 ○
市営住宅 安中・秋間 植松団地 28-2棟_２ 建築住宅課 一般会計 行政 S28 28.05        22
市営住宅 安中・秋間 植松団地 28-1棟_７ 建築住宅課 一般会計 行政 S28 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 植松団地 28-1棟_８ 建築住宅課 一般会計 行政 S28 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 芸の宮団地 3-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 H3 1,212.64     47 ○
市営住宅 安中・秋間 芸の宮団地 3-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 H3 871.56       47
市営住宅 安中・秋間 下の堀団地 3０-１棟_４ 建築住宅課 一般会計 行政 S30 35.47        22 ○
市営住宅 安中・秋間 下の堀団地 ３0-１棟_５ 建築住宅課 一般会計 行政 S30 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 下の堀団地 ３０-１棟_６ 建築住宅課 一般会計 行政 S30 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 下の堀団地 ３０-１棟_７ 建築住宅課 一般会計 行政 S30 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 下の堀団地 3０-２棟_１ 建築住宅課 一般会計 行政 S30 28.05        22
市営住宅 安中・秋間 下の堀団地 ３０-２棟_２,３ 建築住宅課 一般会計 行政 S30 56.10        22
市営住宅 安中・秋間 川原町団地 31-1棟_１ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 35.47        22 ○
市営住宅 安中・秋間 川原町団地 31-1棟_２ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 川原町団地 31-1棟_６ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 川原町団地 31-1棟_７ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 川原町団地 31-1棟_８ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 35.47        22
市営住宅 安中・秋間 川原町団地 31-2棟_4,５ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 56.10        22
市営住宅 安中・秋間 田尻団地 34-1棟_６ 建築住宅課 一般会計 行政 S34 34.65        22 ○
市営住宅 安中・秋間 田尻団地 34-2棟_２ 建築住宅課 一般会計 行政 S34 28.87        22
市営住宅 安中・秋間 田尻団地 34-2棟_４,５ 建築住宅課 一般会計 行政 S34 57.74        22
市営住宅 安中・秋間 田尻団地 34-2棟_７,8 建築住宅課 一般会計 行政 S34 57.74        22
市営住宅 安中・秋間 田尻団地 34-1棟_１１ 建築住宅課 一般会計 行政 S34 34.65        22
市営住宅 安中・秋間 内出団地 37-2棟_1 建築住宅課 一般会計 行政 S37 31.50        22 ○
市営住宅 安中・秋間 内出団地 37-2棟_３ 建築住宅課 一般会計 行政 S37 31.50        22
市営住宅 安中・秋間 内出団地 37-2棟_４ 建築住宅課 一般会計 行政 S37 31.50        22
市営住宅 安中・秋間 内出団地 37-2棟_５ 建築住宅課 一般会計 行政 S37 31.50        22
市営住宅 安中・秋間 内出住宅 38-1棟_2 建築住宅課 一般会計 行政 S38 43.73        22 ○
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 33-2棟_１ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 34.65        22 ○
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 ３３-２棟_２ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 34.65        22
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 33-2棟_３ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 34.65        22
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 33-2棟_４ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 34.65        22
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 33-2棟_6 建築住宅課 一般会計 行政 S33 28.87        22
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 33-1棟_7 建築住宅課 一般会計 行政 S33 28.87        22
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 33-1棟_8 建築住宅課 一般会計 行政 S33 28.87        22
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 33-1棟_9 建築住宅課 一般会計 行政 S33 28.87        22
市営住宅 安中・秋間 小丸田団地 33-1棟_10 建築住宅課 一般会計 行政 S33 28.87        22
市営住宅 安中・秋間 藤山団地 57-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S57 1,200.16     47 ○
市営住宅 安中・秋間 藤山団地 57-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S57 1,160.00     47
市営住宅 安中・秋間 藤山団地 58-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S58 1,200.16     47
市営住宅 安中・秋間 藤山団地 58-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S58 1,160.00     47
市営住宅 安中・秋間 藤山団地 集会所 建築住宅課 一般会計 行政 S57 65.09        38
市営住宅 安中・秋間 東町住宅 38-1棟_1 建築住宅課 一般会計 行政 S38 40.43        22 ○
市営住宅 安中・秋間 並木団地 53-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S54 1,016.16     47 ○
市営住宅 安中・秋間 並木団地 53-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S54 958.88       47
市営住宅 安中・秋間 並木団地 54-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S54 1,073.12     47
市営住宅 安中・秋間 並木団地 54-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S54 1,016.16     47
市営住宅 安中・秋間 並木団地 55-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S55 1,089.76     47
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市営住宅 安中・秋間 並木団地 55-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S55 1,025.76     47
市営住宅 安中・秋間 並木団地 56-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 S56 1,160.00     47
市営住宅 安中・秋間 並木団地 56-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S56 1,089.76     47
市営住宅 安中・秋間 並木団地 57-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S57 132.72       38
市営住宅 安中・秋間 並木団地 58-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 S58 132.72       38
市営住宅 安中・秋間 並木団地 集会所 建築住宅課 一般会計 行政 S57 65.09        38
市営住宅 原市・磯部 原市団地 7-1棟 建築住宅課 一般会計 行政 H8 1,375.20     47 ○
市営住宅 原市・磯部 原市団地 7-2棟 建築住宅課 一般会計 行政 H8 1,335.52     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 8-3棟 建築住宅課 一般会計 行政 H9 1,375.20     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 8-4棟 建築住宅課 一般会計 行政 H9 1,375.20     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 9-5棟 建築住宅課 一般会計 行政 H10 2,020.08     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 10-6棟 建築住宅課 一般会計 行政 H10 2,400.40     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 11-7棟 建築住宅課 一般会計 行政 H12 2,020.08     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 11-8棟 建築住宅課 一般会計 行政 H12 2,020.08     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 14-9棟 建築住宅課 一般会計 行政 H15 2,608.35     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 15-10棟 建築住宅課 一般会計 行政 H16 3,536.00     47
市営住宅 原市・磯部 原市団地 集会所 建築住宅課 一般会計 行政 H11 145.00       34
市営住宅 原市・磯部 原市団地 倉庫1 建築住宅課 一般会計 行政 H12 9.72          34
市営住宅 原市・磯部 原市団地 倉庫2 建築住宅課 一般会計 行政 H15 9.72          34
市営住宅 原市・磯部 原市団地 自由広場屋外トイレ 建築住宅課 一般会計 行政 H24 12.46        38
市営住宅 原市・磯部 上町南団地 31-1棟_5 建築住宅課 一般会計 行政 S31 35.47        22 ○
市営住宅 原市・磯部 上町南団地 31-2棟_２ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 28.05        22
市営住宅 原市・磯部 上町南団地 31-2棟_３ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 28.05        22
市営住宅 原市・磯部 上町南団地 31-2棟_９ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 28.05        22
市営住宅 原市・磯部 上町南団地 31-2棟_１０ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 28.05        22
市営住宅 原市・磯部 上町南団地 31-2棟_１１ 建築住宅課 一般会計 行政 S31 28.05        22
市営住宅 原市・磯部 芝原西団地 34-2棟_６,７ 建築住宅課 一般会計 行政 S34 57.74        22 ○
市営住宅 原市・磯部 芝原西団地 34-2棟_１,２ 建築住宅課 一般会計 行政 S34 57.74        22
市営住宅 原市・磯部 芝原西団地 34-2棟_３,４ 建築住宅課 一般会計 行政 S34 57.74        22
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 42-2棟_３ 建築住宅課 一般会計 行政 S42 32.40        22 ○
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 42-2棟_１ 建築住宅課 一般会計 行政 S42 32.40        22
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 42-2棟_４ 建築住宅課 一般会計 行政 S42 32.40        22
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 43-2棟_１ 建築住宅課 一般会計 行政 S43 32.40        22
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 43-2棟_２ 建築住宅課 一般会計 行政 S43 32.40        22
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 44-2棟_３ 建築住宅課 一般会計 行政 S44 32.40        22
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 47-2棟_１ 建築住宅課 一般会計 行政 S47 33.41        38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 48-2棟_９,１０ 建築住宅課 一般会計 行政 S48 72.72        38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 49-2棟_３,４ 建築住宅課 一般会計 行政 S49 83.26        38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 50-2棟_５,６ 建築住宅課 一般会計 行政 S50 88.20        38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 51-2棟_７,８ 建築住宅課 一般会計 行政 S51 94.82        38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 52-2棟_１,２ 建築住宅課 一般会計 行政 S52 96.48        38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 53-2棟_３,４ 建築住宅課 一般会計 行政 S53 102.34       38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 54-2棟_５,６ 建築住宅課 一般会計 行政 S54 108.20       38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 55-2棟_７,８ 建築住宅課 一般会計 行政 S55 108.20       38
市営住宅 原市・磯部 雲雀団地 56-2棟_９,１０ 建築住宅課 一般会計 行政 S56 116.78       38
市営住宅 原市・磯部 走落団地 33-1棟_４ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 34.65        22 ○
市営住宅 原市・磯部 走落団地 33-2棟_１ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 28.05        22
市営住宅 原市・磯部 走落団地 33-1棟_５ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 34.65        22
市営住宅 原市・磯部 走落団地 33-1棟_6 建築住宅課 一般会計 行政 S33 34.65        22
市営住宅 原市・磯部 走落団地 33-2棟_８ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 28.05        22
市営住宅 原市・磯部 走落団地 33-2棟_１０ 建築住宅課 一般会計 行政 S33 28.05        22
市営住宅 松井田 西北谷戸団地 01棟_1,2 建築住宅課 一般会計 行政 S34 56.00        22 ○
市営住宅 松井田 西北谷戸団地 02棟_3,4 建築住宅課 一般会計 行政 S34 56.00        22
市営住宅 松井田 西北谷戸団地 03棟_5,6 建築住宅課 一般会計 行政 S34 56.00        22
市営住宅 松井田 西北谷戸団地 04棟_7,8 建築住宅課 一般会計 行政 S34 56.00        22
市営住宅 松井田 新田南団地 03棟_3 建築住宅課 一般会計 行政 S34 34.60        22 ○
市営住宅 松井田 新田南団地 04棟_4 建築住宅課 一般会計 行政 S34 34.60        22
市営住宅 松井田 新田南団地 06棟_6 建築住宅課 一般会計 行政 S34 34.60        22
市営住宅 松井田 新田南団地 07棟_7 建築住宅課 一般会計 行政 S34 34.60        22
市営住宅 松井田 新田南団地 08棟_8 建築住宅課 一般会計 行政 S34 34.60        22
市営住宅 松井田 新田南団地 09棟_9,10 建築住宅課 一般会計 行政 S34 56.00        22
市営住宅 松井田 新田南団地 10棟_11,12 建築住宅課 一般会計 行政 S34 56.00        22
市営住宅 松井田 塚越団地 A95棟 建築住宅課 一般会計 行政 H8 664.50       47 ○
市営住宅 松井田 塚越団地 B96棟 建築住宅課 一般会計 行政 H9 865.20       47
市営住宅 松井田 塚越団地 C97棟 建築住宅課 一般会計 行政 H10 1,336.00     47
市営住宅 松井田 塚越団地 D98棟 建築住宅課 一般会計 行政 H11 713.40       47
市営住宅 松井田 塚越団地 集会所 建築住宅課 一般会計 行政 H11 70.00        47
市営住宅 松井田 渡戸団地 03棟_3,4 建築住宅課 一般会計 行政 S43 64.80        22 ○
市営住宅 松井田 渡戸団地 01棟_1 建築住宅課 一般会計 行政 S43 32.40        22
市営住宅 松井田 渡戸団地 02棟_2 建築住宅課 一般会計 行政 S43 32.40        22
市営住宅 松井田 渡戸団地 04棟_5,6 建築住宅課 一般会計 行政 S43 64.80        22
市営住宅 松井田 渡戸団地 05棟_7 建築住宅課 一般会計 行政 S44 32.40        22
市営住宅 松井田 渡戸団地 06棟_8 建築住宅課 一般会計 行政 S43 32.40        22
市営住宅 松井田 渡戸団地 07棟_9～12 建築住宅課 一般会計 行政 S44 129.60       61
市営住宅 松井田 渡戸団地 08棟_13～16 建築住宅課 一般会計 行政 S44 129.60       38
市営住宅 松井田 細野原住宅 05棟_5～7 建築住宅課 一般会計 行政 S49 124.80       38 ○
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（１１）公園 

 
 
  

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

市営住宅 松井田 東光寺団地 01棟_1～4 建築住宅課 一般会計 行政 S49 180.00       38 ○
市営住宅 松井田 東光寺団地 02棟_5～8 建築住宅課 一般会計 行政 S49 180.00       38
市営住宅 松井田 東光寺団地 03棟_9～12 建築住宅課 一般会計 行政 S49 180.00       38
市営住宅 松井田 東光寺団地 04棟_13～16 建築住宅課 一般会計 行政 S49 166.40       38
市営住宅 松井田 東光寺団地 05棟_17～20 建築住宅課 一般会計 行政 S49 166.40       38
市営住宅 松井田 東光寺団地 06棟_21,22 建築住宅課 一般会計 行政 S49 83.20        38
市営住宅 松井田 川久保団地 02棟_5～8 建築住宅課 一般会計 行政 S56 248.80       47 ○
市営住宅 松井田 川久保団地 03棟_9～12 建築住宅課 一般会計 行政 S57 248.80       47
市営住宅 松井田 朝日団地 84A棟 建築住宅課 一般会計 行政 S59 777.60       47 ○
市営住宅 松井田 朝日団地 85A棟 建築住宅課 一般会計 行政 S60 777.60       47
市営住宅 松井田 朝日団地 86A棟 建築住宅課 一般会計 行政 S61 777.60       47
市営住宅 松井田 朝日団地 87A棟 建築住宅課 一般会計 行政 S62 777.60       47
市営住宅 松井田 平第２団地 01棟_1,2 建築住宅課 一般会計 行政 H1 125.40       22 ○
市営住宅 松井田 平第２団地 02棟_3,4 建築住宅課 一般会計 行政 H1 125.40       22
市営住宅 松井田 諏訪前団地 01,02棟_1,2 建築住宅課 一般会計 行政 S37 63.00        22 ○
市営住宅 松井田 諏訪前団地 03,04棟_3,4 建築住宅課 一般会計 行政 S37 63.00        22
市営住宅 松井田 諏訪前団地 05,06棟_5,6 建築住宅課 一般会計 行政 S37 63.00        22
市営住宅 松井田 諏訪前団地 07,08棟_7,8 建築住宅課 一般会計 行政 S37 63.00        22
市営住宅 松井田 諏訪前団地 09棟_9 建築住宅課 一般会計 行政 S37 36.10        22
市営住宅 松井田 諏訪前団地 10棟_10 建築住宅課 一般会計 行政 S37 36.10        22
市営住宅 松井田 諏訪前団地 11棟_11 建築住宅課 一般会計 行政 S39 36.40        22
市営住宅 松井田 諏訪前団地 12棟_12 建築住宅課 一般会計 行政 S39 36.40        22
市営住宅 松井田 諏訪前団地 13棟_13～16 建築住宅課 一般会計 行政 S44 129.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 14棟_17～20 建築住宅課 一般会計 行政 S45 134.40       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 15棟_21～24 建築住宅課 一般会計 行政 S45 145.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 16棟_25～28 建築住宅課 一般会計 行政 S45 145.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 17棟_29～32 建築住宅課 一般会計 行政 S46 145.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 18棟_33～36 建築住宅課 一般会計 行政 S46 145.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 19棟_37～40 建築住宅課 一般会計 行政 S47 145.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 20棟_41～44 建築住宅課 一般会計 行政 S47 145.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 21棟_45～48 建築住宅課 一般会計 行政 S47 145.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 22棟_49～52 建築住宅課 一般会計 行政 S47 133.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 23棟_53～56 建築住宅課 一般会計 行政 S47 133.60       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 24棟_57～60 建築住宅課 一般会計 行政 S48 146.40       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 25棟_61～64 建築住宅課 一般会計 行政 S48 146.40       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 26棟_65～68 建築住宅課 一般会計 行政 S48 146.40       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 27棟_69～72 建築住宅課 一般会計 行政 S48 162.80       38
市営住宅 松井田 諏訪前団地 28棟_73～76 建築住宅課 一般会計 行政 S48 162.80       38
市営住宅 松井田 平団地 01棟_1～5 建築住宅課 一般会計 行政 S51 237.00       38 ○
市営住宅 松井田 平団地 02棟_6～9 建築住宅課 一般会計 行政 S52 192.80       38
市営住宅 松井田 平団地 03棟_10～13 建築住宅課 一般会計 行政 S53 204.40       38

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

地区公園 原市・磯部 すみれヶ丘公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H1 21.28        38 ○
地区公園 原市・磯部 すみれヶ丘公園 トイレ（ちびっこ広場） 都市整備課 一般会計 行政 H1 17.00        38
地区公園 原市・磯部 後閑城址公園 公衆用トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H6 38.68        15 ○
近隣公園 安中・秋間 米山公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H2 43.20        38 ○
近隣公園 原市・磯部 磯部公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H6 26.04        34 ○
街区公園 安中・秋間 板鼻公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H8 19.36        34 ○
街区公園 安中・秋間 下の尻児童公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 S46 8.16          38 ○
街区公園 安中・秋間 高別当児童公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H7 3.80          38 ○
街区公園 安中・秋間 谷津児童公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 S63 10.92        38 ○
街区公園 原市・磯部 八本木児童公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H11 7.36          38 ○
街区公園 原市・磯部 磯部児童公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H10 16.28        38 ○
街区公園 原市・磯部 原市児童公園 トイレ 都市整備課 一般会計 行政 S48 8.64          38 ○
その他公園 安中・秋間 みのりが丘パノラマパーク トイレ 都市整備課 一般会計 行政 H22 34.22        38 ○
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（１２）供給処理施設 

 
 
（１３）水道施設 

 
 
（１４）その他施設 

 
 

施設種類 地域 施設名称 建物名称 所管課 会計区分
財産
区分

建築
年度

延床面積
（㎡）

法定耐
用年数

代表
建物

供給処理施設 安中・秋間 古城団地浄化センター 処理棟 下水道課 一般会計 行政 S62 172.00       38 ○
供給処理施設 安中・秋間 古城団地浄化センター 管理棟 下水道課 一般会計 行政 S62 143.00       50
供給処理施設 安中・秋間 安中榛名駅周辺浄化センター 汚水処理棟 下水道課 一般会計 行政 H15 249.42       38 ○
供給処理施設 安中・秋間 安中榛名駅周辺浄化センター ホッパー棟 下水道課 一般会計 行政 H15 78.00        38
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 管理棟 クリーンセンター 一般会計 行政 H9 758.25       50 ○
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 旧管理棟 クリーンセンター 一般会計 行政 S48 288.00       50
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 車庫 クリーンセンター 一般会計 行政 H3 198.00       31
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター し尿処理施設 クリーンセンター 一般会計 行政 H3 2,256.38     38
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター ごみ焼却場 クリーンセンター 一般会計 行政 H9 5,616.69     31
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 倉庫1 クリーンセンター 一般会計 行政 H21 83.50        31
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 不燃残渣ストックヤード クリーンセンター 一般会計 行政 不明 46.24        31
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 焼却灰ストックヤード クリーンセンター 一般会計 行政 不明 20.40        31
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 倉庫2 クリーンセンター 一般会計 行政 不明 14.13        31
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 倉庫3 クリーンセンター 一般会計 行政 不明 7.42          34
供給処理施設 原市・磯部 碓氷川クリーンセンター 倉庫4 クリーンセンター 一般会計 行政 不明 4.55          34
供給処理施設 松井田 安中・松井田一般廃棄物最終処分場 浸出液処理施設 クリーンセンター 一般会計 行政 S61 138.00       38 ○
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水道庁舎 原市・磯部 旧水道庁舎 事務所 上水道事務課 水道事業会計 行政 S43 419.70       50 ○
水道庁舎 原市・磯部 旧水道庁舎 旧公使室（食堂） 上水道事務課 水道事業会計 行政 S43 49.50        20
水道庁舎 原市・磯部 旧水道庁舎 倉庫兼車庫 上水道事務課 水道事業会計 行政 S60 25.20        31
水道庁舎 原市・磯部 旧水道庁舎 車庫・倉庫 上水道事務課 水道事業会計 行政 S43 113.70       31
浄水場 松井田 坂本浄水場 管理棟 浄水課 水道事業会計 行政 S55 202.56       50 ○
浄水場 松井田 坂本浄水場 ポンプ室 浄水課 水道事業会計 行政 S50 4.95          38
浄水場 松井田 坂本浄水場 滅菌室 浄水課 水道事業会計 行政 S47 18.16        33
浄水場 松井田 坂本浄水場 タンク上家 浄水課 水道事業会計 行政 S60 18.00        31
浄水場 松井田 坂本浄水場 送水施設（高区） 浄水課 水道事業会計 行政 H7  不明 34
浄水場 原市・磯部 久保井戸浄水場 管理等 浄水課 水道事業会計 行政 S54 1,098.00     50 ○
浄水場 原市・磯部 久保井戸浄水場 送水ポンプ室 浄水課 水道事業会計 行政 S54 138.00       38
浄水場 原市・磯部 久保井戸浄水場 倉庫 浄水課 水道事業会計 行政 S54 168.00       31
浄水場 安中・秋間 滝ノ入浄水場 管理棟 浄水課 水道事業会計 行政 H10 90.00        50 ○
浄水場 松井田 一ノ瀬浄水場 管理棟 浄水課 水道事業会計 行政 H11 95.00        50 ○
浄水場 松井田 入牧浄水場 管理棟 上水道工務課 水道事業会計 行政 S53 47.70        50 ○
浄水場 松井田 入牧浄水場 濾過機上家 上水道工務課 水道事業会計 行政 S53 27.00        38
浄水場 松井田 西野牧第一水源圧力調整池 流量計室 上水道工務課 水道事業会計 行政 S53 1.20          38 ○
浄水場 松井田 西野牧浄水場 流量計室 上水道工務課 水道事業会計 行政 H16 37.50        38 ○
その他水道施設 原市・磯部 旧上後閑簡易水道 滅菌室 上水道工務課 水道事業会計 行政 S44 3.80          34 ○
その他水道施設 安中・秋間 旧秋間簡易水道 管理室 上水道工務課 水道事業会計 行政 S46 10.76        41 ○
その他水道施設 安中・秋間 旧秋間簡易水道 薬注室 上水道工務課 水道事業会計 行政 S46 13.71        34
その他水道施設 安中・秋間 旧秋間簡易水道 滅菌室 上水道工務課 水道事業会計 行政 S46 7.08          34
その他水道施設 松井田 中木ダム 管理棟 上水道工務課 水道事業会計 行政 S54 149.13       50 ○
その他水道施設 松井田 中木ダム 発電機室 上水道工務課 水道事業会計 行政 H17 54.22        31
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火葬場・斎場 原市・磯部 すみれケ丘聖苑 すみれケ丘聖苑 市民課 一般会計 行政 S60 1,592.96     50 ○
火葬場・斎場 原市・磯部 すみれケ丘聖苑 車庫 市民課 一般会計 行政 S60 48.00        31
火葬場・斎場 原市・磯部 すみれケ丘聖苑 すみれケ丘聖苑（増築分） 市民課 一般会計 行政 H7 1,025.69     50
旧小中学校 安中・秋間 旧秋間小学校西分校 校舎 財政課 一般会計 普通 不明 142.20       22 ○
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） 管理教室棟 学校教育課 一般会計 行政 S59 840.00       47 ○
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） 倉庫 学校教育課 一般会計 行政 S44 16.00        34
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） プール用機械室 学校教育課 一般会計 行政 S48 21.00        34
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） プール用トイレ 学校教育課 一般会計 行政 H11 25.00        38
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） プール用更衣室 学校教育課 一般会計 行政 S56 9.00          38
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） 給食室 学校教育課 一般会計 行政 S59 49.00        31
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） 屋外トイレ 学校教育課 一般会計 行政 S62 2.00          31
旧小中学校 原市・磯部 せせらぎの家（旧上後閑小学校） 体育器具庫 学校教育課 一般会計 行政 S63 26.00        34
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 管理教室棟2 総務課 一般会計 行政 S35 155.00       22 ○
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 特別教室棟 総務課 一般会計 行政 S42 363.00       22
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旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 管理教室棟1 総務課 一般会計 行政 S25 524.00       22
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 倉庫1 総務課 一般会計 行政 S25 50.00        15
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 倉庫2 総務課 一般会計 行政 S35 20.00        15
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 公仕室 総務課 一般会計 行政 S25 41.00        22
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 トイレ1 総務課 一般会計 行政 S25 33.00        15
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 工作室 総務課 一般会計 行政 S30 50.00        22
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 プール付属室 総務課 一般会計 行政 S45 15.00        34
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 書庫 総務課 一般会計 行政 H12 11.00        24
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 プール更衣室 総務課 一般会計 行政 S49 14.00        34
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 プール機械室 総務課 一般会計 行政 S45 5.00          34
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 特別教室棟（コンテナ室） 総務課 一般会計 行政 S46 13.00        22
旧小中学校 松井田 旧坂本小学校 トイレ2 総務課 一般会計 行政 H9 8.00          15
旧小中学校 松井田 旧松井田西中学校 管理教室棟1 総務課 一般会計 行政 S38 1,126.00     47 ○
旧小中学校 松井田 旧松井田西中学校 管理教室棟2 総務課 一般会計 行政 S38 1,389.00     47
旧小中学校 松井田 旧松井田西中学校 倉庫1 総務課 一般会計 行政 S38 26.00        15
旧小中学校 松井田 旧松井田西中学校 部室 総務課 一般会計 行政 S55 65.00        38
トイレ 安中・秋間 安中駅前トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H3 26.35        38 ○
トイレ 安中・秋間 中央体育館トイレ 公衆用トイレ 体育課 一般会計 行政 H4 28.26        38 ○
トイレ 安中・秋間 ログトイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H13 5.67          15 ○
トイレ 安中・秋間 武家長屋公衆トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H25 26.49        15 ○
トイレ 原市・磯部 磯部駅前トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H2 27.09        38 ○
トイレ 松井田 ゆうあい館駐車場トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H12 7.92          38 ○
トイレ 松井田 裏妙義駐車場トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H5 18.00        15 ○
トイレ 松井田 麻苧の滝駐車場トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 S54 2.26          38 ○
トイレ 松井田 横川駅前トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 S59 13.25        15 ○
トイレ 松井田 峠の湯駅前快適トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H17 22.50        38 ○
トイレ 松井田 坂本宿快適トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H3 13.98        15 ○
トイレ 松井田 麻苧茶屋駐車場トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H18 19.80        15 ○
トイレ 松井田 碓氷湖駐車場トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H5 35.19        38 ○
トイレ 松井田 めがね橋駐車場トイレ 公衆用トイレ 観光課 一般会計 行政 H27 54.90        38 ○
倉庫・車庫 安中・秋間 中宿公民館倉庫 倉庫 財政課 一般会計 普通 S52 79.48        14 ○
倉庫・車庫 安中・秋間 岩野谷保育園（旧トラクター置場） 倉庫 財政課 一般会計 普通 不明 81.00        31 ○
倉庫・車庫 安中・秋間 下秋間農機具保管庫 農機具倉庫 市民生活課 一般会計 行政 S53 32.00        31 ○
倉庫・車庫 安中・秋間 寺山農機具保管庫 農機具倉庫 市民生活課 一般会計 行政 S55 32.00        31 ○
倉庫・車庫 安中・秋間 下秋間倉庫 防災倉庫 財政課 一般会計 行政 H7 158.71       31 ○
倉庫・車庫 安中・秋間 旧スクールバス車庫 車庫 財政課 一般会計 行政 S49 131.59       31 ○
倉庫・車庫 安中・秋間 旧スクールバス車庫 トイレ 財政課 一般会計 行政 S59 1.85          24
倉庫・車庫 原市・磯部 原市四区住民センター倉庫 農機具保管庫 市民生活課 一般会計 行政 S48 32.00        31 ○
倉庫・車庫 原市・磯部 諏訪西農機具保管庫 農機具倉庫 市民生活課 一般会計 行政 S54 32.00        31 ○
倉庫・車庫 原市・磯部 土木課作業場 車庫2 土木課 一般会計 行政 S61 104.00       31 ○
倉庫・車庫 原市・磯部 土木課作業場 車庫1 土木課 一般会計 行政 S61 95.18        31
倉庫・車庫 松井田 旧消防倉庫(12-3) 消防倉庫 総務管理課 一般会計 普通 S55 31.59        31 ○
倉庫・車庫 松井田 文化財資料保管庫 文化財資料保管庫 文化財保護課 一般会計 行政 S61 48.60        24 ○
倉庫・車庫 松井田 文化財資料保管庫 文化財整理作業所 文化財保護課 一般会計 行政 S61 48.60        27
倉庫・車庫 松井田 文化財資料室 文化財資料室 文化財保護課 一般会計 行政 S52 32.00        30 ○
倉庫・車庫 松井田 車庫 車庫 耕地建設課 一般会計 行政 不明 108.50       31 ○
その他 安中・秋間 旧安中消防庁舎 消防庁舎 財政課 一般会計 普通 S46 979.82       50 ○
その他 安中・秋間 旧安中消防庁舎 物置 財政課 一般会計 普通 S46 24.62        34
その他 安中・秋間 旧秋間みのりが丘コミュニティプラザ 多目的ホール 企画課 一般会計 普通 H15 516.91       38 ○
その他 原市・磯部 旧馬場集会所 集会所 財政課 一般会計 普通 S51 107.00       22 ○
その他 原市・磯部 源泉管理棟 送湯ポンプﾟ室 観光課 一般会計 行政 H8 18.00        34 ○
その他 松井田 旧国民宿舎裏妙義 宿泊棟1 観光課 一般会計 行政 S48 1,085.76     47 ○
その他 松井田 旧国民宿舎裏妙義 宿泊棟2 観光課 一般会計 行政 S51 430.74       47
その他 松井田 旧国民宿舎裏妙義 研修室 観光課 一般会計 行政 S59 135.46       31
その他 松井田 旧松井田第一保育園 園舎 総務管理課 一般会計 普通 S48 464.10       34 ○
その他 松井田 旧細野診療所 診療所 総務管理課 一般会計 普通 S50 42.47        24 ○
その他 松井田 高速バス待合所 待合所 総務管理課 一般会計 行政 H5 14.00        38 ○
その他 松井田 旧地域活動支援センターまついだ 福祉作業所1 福祉課 一般会計 行政 不明 118.88       15 ○
その他 松井田 旧地域活動支援センターまついだ 福祉作業所2 福祉課 一般会計 行政 不明 99.37        38
その他 松井田 旧地域活動支援センターまついだ 福祉作業所3 福祉課 一般会計 行政 不明 163.14       15
その他 松井田 旧地域活動支援センターまついだ 福祉作業所4 福祉課 一般会計 行政 H12 5.80          15
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