
黒部市　公有財産＜公共施設＞一覧　（H25.4.1現在）

Ⅰ　普通財産　（規則上は所管は財政課）

施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課

001 旧荻生分団屯所 （総務課） 004 旧田家公民館（荒町・北田家新・南田家新公民館） 財政課 007 旧内山保育所 （こども支援課） 010 旧生地幼稚園 （こども支援課）

002 旧黒部農業青年研修会館（新川介護保険組合） 財政課 005 旧石田公民館（せせらぎハウス） 財政課 008 旧愛本保育所 （こども支援課） 011 ハイツ宮野 （商工観光課）

003 旧田家保育所（下田家野公民館） 財政課 006 旧村椿公民館（新川医師会） （福祉課） 009 石田学童保育施設 （こども支援課）

Ⅱ　行政財産
　１．公用財産

施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課

012 市役所黒部庁舎 総務課 018 石田分団屯所 総務課 024 若栗分団屯所 総務課 030 下立分団屯所 総務課

013 黒部消防署 総務課 019 田家分団屯所 総務課 025 東布施分団屯所 総務課 031 浦山分団屯所 総務課

014 宇奈月消防署 総務課 020 村椿分団屯所 総務課 026 宇奈月分団屯所 総務課 032 市役所宇奈月庁舎 市民サービス課

015 三日市分団屯所 総務課 021 大布施分団屯所 総務課 027 音沢分団屯所 総務課 033 宮野用水発電所 農林整備課

016 生地分団屯所（山新） 総務課 022 前沢分団屯所 総務課 028 内山分団屯所 総務課 034 教育センター 学校教育課

017 生地分団屯所（上町） 総務課 023 荻生分団屯所 総務課 029 愛本分団屯所 総務課 035 学校給食センター 学校給食センター

　２．公共用財産
　　（１） 「公の施設」ではない行政財産　（貸与を目的とした行政財産）

施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課

036 シルバーワークプラザ 福祉課 038 宇奈月麦酒館 農業水産課 040 炊飯センター 農業水産課 041 食菜館 農業水産課

037 田家学童保育 こども支援課 039 宇奈月麦芽館 農業水産課

　　（２） 公の施設
　　　　１） 広義解釈　（「公の施設」として管理せずとも行政財産として管理すれば足りる施設）

施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課

042 公衆トイレ（石田浜） 商工観光課 中ノ口水辺環境施設 農林整備課 057 公衆トイレ（栃沢水公園） 農林整備課 068 公衆トイレ（三島神社） 都市計画課

043 公衆トイレ（生地四十物町） 商工観光課 049 下立水環境施設 農林整備課 058 公衆トイレ（堀切農村広場） 農林整備課 069 公衆トイレ（天満宮） 都市計画課

044 公衆トイレ（生地大町） 商工観光課 公衆トイレ（森林公園　２ケ所） 農林整備課 059 公衆トイレ（若栗中村農村公園） 農林整備課 070 公衆トイレ（宇奈月公園） 都市計画課

045 公衆トイレ（生地神明町） 商工観光課 公衆トイレ（うるおい4600ベルトパーク　３ケ所） 農林整備課 060 公衆トイレ（石田駅） 新幹線交通政策課 071 愛本スクールバス待合所（公衆トイレ） 学校教育課

046 公衆トイレ（市姫） 商工観光課 055 公衆トイレ（山田多目的広場） 農林整備課 061～66 公衆トイレ（宮野運動公園　６ケ所） 都市計画課 公衆トイレ（総合公園　２ケ所） 生涯学習スポーツ課

047 公衆トイレ（明日キャンプ場） 農業水産課 056 公衆トイレ（立野農村公園） 農林整備課 067 公衆トイレ（荒俣海岸） 都市計画課 074 公衆トイレ（天真寺） 生涯学習スポーツ課

　　　　２）－１ 狭義解釈（ハコモノ）

施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課

106 下立公民館 生涯学習スポーツ課 138 嘉例沢森林公園管理棟 農林整備課 169 宇奈月老人福祉センター 福祉課

107 浦山公民館 生涯学習スポーツ課 139 ふれあい交流館 生涯学習スポーツ課 170 やわらぎデイサービスセンター 市民病院総務課

075 生地小学校 学校教育課 108 働く婦人の家 生涯学習スポーツ課 ３　住宅 ４－３　その他

076 東布施小学校 学校教育課 109 勤労青少年ホーム 生涯学習スポーツ課 ３－１　市営住宅 171 納骨堂 福祉課

077 田家小学校 学校教育課 140 長屋 都市計画課 172 宇奈月温泉会館 福祉課

078 石田小学校 学校教育課 110 吉田科学館 生涯学習スポーツ課 141 中新 都市計画課 ５　産業振興施設

079 村椿小学校 学校教育課 111 歴史民俗資料館 生涯学習スポーツ課 142 堀切 都市計画課 ５－１　農業振興施設

080 中央小学校 学校教育課 112 美術館 生涯学習スポーツ課 143 ハイムけいや 都市計画課 173 農村研修館（石田体験実習館） 農業水産課

081 三日市小学校 学校教育課 144 ハイムけいやⅡ 都市計画課 174 宇奈月農村活性化センター 農業水産課

082 前沢小学校 学校教育課 113 図書館 図書館 145 浦山 都市計画課 175 布施山会館 農林整備課

083 荻生小学校 学校教育課 114 図書館宇奈月館 図書館 146 大原 都市計画課 176 窪野高齢者共同作業センター 農林整備課

084 若栗小学校 学校教育課 ３－２　特公賃 177 田籾高齢者共同作業センター 農林整備課

085 宇奈月小学校 学校教育課 115 国際文化センター 企画政策課 147 生地 都市計画課 ５－２　水産業振興施設

116 市民会館 総務課 148 ハイムけいや 都市計画課 178 石田漁港 農業水産課

086 鷹施中学校 学校教育課 117 宇奈月国際会館 商工観光課 149 ハイムけいやⅡ 都市計画課 179 水産物地方卸売市場 農業水産課

087 高志野中学校 学校教育課 118 郷土文化保存伝習館 生涯学習スポーツ課 ３－３　単独 ５－３　観光振興施設

088 桜井中学校 学校教育課 150 内山 都市計画課 180 大原台自然公園管理棟 商工観光課

089 宇奈月中学校 学校教育課 119 勤労者体育センター こども支援課 ４　福祉施設 181 宇奈月温泉スキー場（索道） 商工観光課

石田農林漁業体験実習館（半屋外施設） 農業水産課 ４－１　子育て支援施設 182 宇奈月温泉足湯（おもかげ） 商工観光課

生地幼稚園 こども支援課 明日キャンプ場（半屋外施設） 農業水産課 151 生地こども園 こども支援課 183 宇奈月温泉いっぷく処 商工観光課

白鷹幼稚園 こども支援課 120 東布施トレーニングセンター 農林整備課 152 石田こども園 こども支援課 184 とちの湯 農林整備課

090 さくら幼稚園 こども支援課 121 林業者等スポーツ研修館 農林整備課 153 村椿保育所 こども支援課 ６　医療・保健施設

122 宮野運動公園管理事務所（会議室） 都市計画課 154 三島保育所 こども支援課 185 宇奈月健康福祉センター 健康増進課

123 野球場（宮野運動公園） 都市計画課 155 前沢保育所 こども支援課 186 宇奈月診療所 健康増進課

091 中央公民館 生涯学習スポーツ課 124 テニスコート（宮野運動公園） 都市計画課 156 荻生保育所 こども支援課 187 市民病院 市民病院総務課

092 生地公民館 生涯学習スポーツ課 125 宮野体育館 都市計画課 157 若栗保育所 こども支援課 188 カリエール 市民病院総務課

093 石田公民館 生涯学習スポーツ課 126 多目的グラウンド（宮野運動公園） 都市計画課 158 東布施保育所 こども支援課 ７　駐輪場

094 田家公民館 生涯学習スポーツ課 127 中ノ口緑地公園管理事務所（会議室） 都市計画課 159 下立保育所 こども支援課 189 黒部駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

095 東布施公民館 生涯学習スポーツ課 128 テニスコート（中ノ口緑地公園） 都市計画課 160 浦山保育所 こども支援課 190 生地駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

096 荻生公民館 生涯学習スポーツ課 129 野球場（中ノ口緑地公園） 都市計画課 161 大布施保育所 こども支援課 191 電鉄石田駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

097 若栗公民館 生涯学習スポーツ課 130 市民プール 生涯学習スポーツ課 162 三日市保育所 （こども支援課） 192 電鉄黒部駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

098 大布施公民館 生涯学習スポーツ課 131 総合体育センター 生涯学習スポーツ課 163 田家保育所 （こども支援課） 193 東三日市駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

099 村椿公民館 生涯学習スポーツ課 132 宇奈月体育センター 生涯学習スポーツ課 164 中央児童センター こども支援課 194 荻生駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

100 三日市公民館 生涯学習スポーツ課 133 健康スポーツプラザ 生涯学習スポーツ課 165 東部児童センター こども支援課 195 若栗駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

101 前沢公民館 生涯学習スポーツ課 134 錬成館 生涯学習スポーツ課 ４－２　高齢者支援施設 196 栃屋駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

102 宇奈月公民館 生涯学習スポーツ課 ２－６　宿泊施設 166 デイサービスセンターつばき苑 福祉課 197 愛本駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

103 音沢公民館 生涯学習スポーツ課 135 明日キャンプ場（バンガロー棟） 農業水産課 167 宇奈月デイサービスセンター 福祉課 198 舌山駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

104 内山公民館 生涯学習スポーツ課 136 農村文化伝承館・山本家 農業水産課 168 認知症高齢者グループホーム 福祉課 199 浦山駅前自転車駐車場 新幹線交通政策課

105 愛本公民館 生涯学習スポーツ課 137 ふれあいハウス宮野 農林整備課

　　　　２）－２ 狭義解釈（ハコモノ以外）

施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課 施設名称 所管課

220 山田多目的広場（農村公園） 農林整備課 245 生地公園（都市公園） 都市計画課 270 アクアパーク（都市公園） 工務課

200 市道（橋梁） 建設課 221 飛騨水公園（農村公園） 農林整備課 246 宮野運動公園（都市公園） 都市計画課 271 総合公園（都市公園） 生涯学習スポーツ課

222 六天農村広場（農村公園） 農林整備課 247 黒部川公園（都市公園） 都市計画課

201 河川 建設課 223 栃沢水公園（農村公園） 農林整備課 248 宮野墓地公園（都市公園） 都市計画課 272 黒部駅前北駐車場 都市計画課

224 うるおい4600ベルトパーク（農村公園） 農林整備課 249 はまなす公園（都市公園） 都市計画課 273 黒部駅前南駐車場 都市計画課

225 若栗中村農村公園（農村公園） 農林整備課 250 牧野児童公園（都市公園） 都市計画課 274 生地駅前駐車場 都市計画課

202 おおしまパークゴルフ場 農業水産課 226 笠破親水公園（農村公園） 農林整備課 251 新黒部グリーンタウン児童公園（都市公園） 都市計画課

203 陸上競技場（宮野運動公園） 都市計画課 227 田家農村公園（農村公園） 農林整備課 252 北堀切児童公園（都市公園）※堀切農村広場 都市計画課 275 東布施地区農業集落排水処理施設 工務課

204 相撲場（宮野運動公園） 都市計画課 228 大橋農村公園（農村公園） 農林整備課 253 沓掛児童公園（都市公園） 都市計画課 276 飛騨地区農業集落排水処理施設 工務課

205 運動広場（宮野運動公園） 都市計画課 229 下立１区農村公園（農村公園） 農林整備課 254 大越児童公園（都市公園） 都市計画課 277 田家地区農業集落排水処理施設 工務課

206 運動広場（黒部川公園） 都市計画課 230 明日農村公園（農村公園） 農林整備課 255 立野児童公園（都市公園）※立野農村公園 都市計画課 278 犬山地区農業集落排水処理施設 工務課

207 黒部川公園パークゴルフ場 都市計画課 231 鶏野農村公園（農村公園） 農林整備課 256 ふれあい湧水公園（都市公園） 都市計画課 279 前沢地区農業集落排水処理施設 工務課

208 運動広場（生地公園） 都市計画課 232 浦山農村公園（農村公園） 農林整備課 257 舌山街区公園（都市公園） 都市計画課 280 下立地区農業集落排水処理施設 工務課

209 テニスコート（想影公園） 都市計画課 233 下立農村公園（農村公園） 農林整備課 258 宇奈月公園（都市公園） 都市計画課 281 愛本地区農業集落排水処理施設 工務課

210 クラブハウス（想影公園） 都市計画課 234 愛本新農村公園（農村公園） 農林整備課 259 東山公園（都市公園） 都市計画課 282 愛本新地区農業集落排水処理施設 工務課

211 多目的広場（想影公園） 都市計画課 235 下村農村公園（農村公園） 農林整備課 260 愛本公園（都市公園） 都市計画課 283 浦山地区農業集落排水処理施設 工務課

212 運動広場（中ノ口緑地公園） 都市計画課 236 栃屋ふれあい農村公園（農村公園） 農林整備課 261 栃屋公園（都市公園） 都市計画課 284 栃屋地区農業集落排水処理施設 工務課

213 マレットゴルフ場（中ノ口緑地公園） 都市計画課 237 下立ファミリー農村公園（農村公園） 農林整備課 262 想影公園（都市公園） 都市計画課 285 公共下水道黒部処理区 工務課

214 多目的広場（中ノ口緑地公園） 都市計画課 238 下立コミュニティ広場（農村公園） 農林整備課 263 中ノ口緑地（都市公園） 都市計画課 286 特環下水道宇奈月処理区 工務課

215 中ノ口緑地公園パークゴルフ場 都市計画課 239 浦山13区農村公園（農村公園） 農林整備課 264 うちやま公園（都市公園） 都市計画課 287 特環下水道内山・音沢処理区 工務課

216 多目的グラウンド（総合公園） 生涯学習スポーツ課 240 栃屋農村公園（農村公園） 農林整備課 265 石田近隣公園（都市公園） 都市計画課 288 黒部市上水道 工務課

241 嘉例沢森林公園 農林整備課 266 宇奈月谷親水公園（都市公園） 都市計画課 289 宇奈月簡易水道 工務課

217 宇奈月墓地 市民環境課 242 うなづき湖畔公園 建設課 267 東山水辺公園 都市計画課 290 内山簡易水道 工務課

218 農村多目的広場 農業水産課 243 天神新児童公園（都市公園） 都市計画課 268 音沢地区公園（地区公園） 都市計画課 291 愛本簡易水道 工務課

219 グリーンパークおおしま（都市公園） 農業水産課 244 堀切児童公園（都市公園） 都市計画課 269 音沢親水公園（地区公園） 都市計画課 292 音沢東山簡易水道 工務課

１　学校教育施設

１－１　小学校（校舎・体育館・プール・夜間照明）

048

３－２　緑地・広場

２－５　スポーツ施設（屋内・夜間照明）

１－２　中学校（校舎・体育館・プール・夜間照明）

１－３　幼稚園

２　生涯学習施設

２－１　社会教育施設

２　河川

３　公園

３－１　スポーツ施設（屋外）

１　道路

番号 番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

４　駐車場

５　上下水道施設

番号 番号

050、051

052～054

２－２　博物館

２－３　図書館

２－４　文化施設

番号

072、073

番号

資料７


