
黒部市　公共施設一覧

◆公用施設
番号 施設名称 所管課 番号 施設名称 所管課 番号 所管課

1 黒部市役所　黒部庁舎 総務課 3 教育センター 学校教育 5 消防署

2 黒部市役所　宇奈月庁舎 総務課 4 学校給食センター 学校教育 6 消防署

◆公の施設
番号 施設名称 所管課 番号 施設名称 所管課 番号 所管課

73 うるおい4600ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｰｸ（農村公園） 農林整備 147 学校教育

1 黒部市東布施トレーニングセンター 農林整備 74 若栗中村農村公園（農村公園） 農林整備 148 学校教育

2 黒部市林業者等スポーツ研修館 農林整備 75 笠破親水公園（農村公園） 農林整備 149 学校教育

3 黒部市総合体育センター スポ健 76 大橋農村公園（農村公園） 農林整備 150 学校教育

4 黒部市練成館 スポ健 77 下立１区農村公園（農村公園） 農林整備 151 学校教育

5 黒部市勤労者体育センター こども支援 78 明日農村公園（農村公園） 農林整備 152 学校教育

6 黒部市宇奈月体育センター スポ健 79 鶏野農村公園（農村公園） 農林整備 153 学校教育

7 黒部市健康スポーツプラザ スポ健 80 浦山農村公園（農村公園） 農林整備 154 学校教育

8 宮野運動公園（都市公園） 都市計画 81 浦山13区農村公園 農林整備 155 学校教育

9 グリーンパークおおしま（都市公園） 農業水産 82 下立農村公園 農林整備 156 学校教育

10 黒部市明日キャンプ場 農業水産 83 愛本新農村公園 農林整備 157 学校教育

11 黒部市宇奈月温泉スキー場 商工観光 84 下村農村公園 農林整備 158 学校教育

12 黒部市大原台自然公園管理棟（平和の像） 商工観光 85 栃屋ふれあい農村公園 農林整備 159 学校教育

86 下立ファミリー農村公園 農林整備 160 学校教育

13 黒部市農村研修館（石田体験実習館） 農業水産 87 栃屋農村公園 農林整備 161 学校教育

14 黒部市宇奈月農村活性化センター 農業水産 88 黒部市下立コミュニティ広場（農村公園） 農林整備 162 学校教育

15 黒部市ふれあいハウス宮野 農林整備 89 中ノ口水辺環境施設 農林整備 163 生涯学習

16 黒部市布施山会館 農林整備 90 下立水環境施設 農林整備 164 生涯学習

17 黒部市農村文化伝承館・山本家 農業水産 91 嘉例沢森林公園 農林整備 165 生涯学習

18 東布施地区農業集落排水処理施設 営業課 92 黒保古市営住宅 都市計画 166 生涯学習

19 飛騨地区農業集落排水処理施設 営業課 93 西小路市営住宅 都市計画 167 生涯学習

20 田家地区農業集落排水処理施設 営業課 94 長屋市営住宅 都市計画 168 生涯学習

21 犬山地区農業集落排水処理施設 営業課 95 中新市営住宅 都市計画 169 生涯学習

22 前沢地区農業集落排水処理施設 営業課 96 堀切市営住宅 都市計画 170 生涯学習

23 下立地区農業集落排水処理施設 営業課 97 大原市営住宅 都市計画 171 生涯学習

24 愛本地区農業集落排水処理施設 営業課 98 浦山市営住宅 都市計画 172 生涯学習

25 愛本新地区農業集落排水処理施設 営業課 99 ﾊｲﾑけいや市営住宅 都市計画 173 生涯学習

26 浦山地区農業集落排水処理施設 営業課 100 ﾊｲﾑけいやⅡ市営住宅 都市計画 174 生涯学習

27 栃屋地区農業集落排水処理施設 営業課 101 生地特定公共賃貸住宅 都市計画 175 生涯学習

28 黒部市水産物地方卸売市場 農業水産 102 ﾊｲﾑけいやⅡ黒部市特定公共賃貸住宅 都市計画 176 生涯学習

29 石田漁港 農業水産 103 黒部駅前北駐車場 都市計画 177 生涯学習

30 黒部市民会館 総務 104 黒部駅前南駐車場 都市計画 178 生涯学習

31 黒部市宇奈月温泉足湯（おもかげ） 商工観光 105 生地駅前駐車場 都市計画 179 生涯学習

32 黒部市宇奈月温泉足湯（いっぷく） 商工観光 106 黒部駅前自転車駐車場 新幹線交通 180 生涯学習

33 黒部市宇奈月温泉いっぷく処 商工観光 107 生地駅前自転車駐車場 新幹線交通 181 図書館

34 黒部市宇奈月麦酒館 農業水産 108 電鉄石田駅前自転車駐車場 新幹線交通 182 図書館

35 黒部市宇奈月麦芽館 農業水産 109 電鉄黒部駅前自転車駐車場 新幹線交通 183 図書館

36 黒部市炊飯センター 農業水産 110 東三日市駅前自転車駐車場 新幹線交通 184 企画政策

111 荻生駅前自転車駐車場 新幹線交通 185 生涯学習

37 市道 建設 112 若栗駅前自転車駐車場 新幹線交通 186 生涯学習

38 河川 建設 113 栃屋駅前自転車駐車場 新幹線交通 187 生涯学習

39 総合公園（都市公園） 都市計画 114 愛本駅前自転車駐車場 新幹線交通 188 生涯学習

40 アクアパーク（都市公園） 下水道 115 公共下水道黒部処理区（黒部浄化センター含む） 下水道 ５．医療・社会福祉施設

41 天神新児童公園（都市公園） 都市計画 116 特環下水道宇奈月処理区 下水道 189 市民病院

42 堀切児童公園（都市公園） 都市計画 117 特環下水道内山・音沢処理区 下水道 190 保健

43 生地公園（都市公園） 都市計画 118 黒部市上水道（配水場・水源地等） 水道 191 市民病院

44 黒部川公園（都市公園） 都市計画 119 宇奈月簡易水道 水道 192 福祉

45 はまなす公園（都市公園） 都市計画 120 内山簡易水道 水道 193 福祉

46 牧野児童公園（都市公園） 都市計画 121 愛本簡易水道 水道 194 福祉

47 新黒部グリーンタウン児童公園（都市公園） 都市計画 122 音沢東山簡易水道 水道 195 福祉

48 北堀切児童公園（都市公園）　※堀切農村広場 都市計画 123 宮野墓地公園（都市公園） 都市計画 196 こども支援

49 沓掛児童公園（都市公園） 都市計画 124 黒部市宇奈月墓地 都市計画 197 こども支援

50 大越児童公園（都市公園） 都市計画 125 黒部市納骨堂 福祉 198 こども支援

51 立野児童公園（都市公園）　※立野農村公園 都市計画 126 公衆トイレ（森林公園その１） 農林整備 199 こども支援

52 ふれあい湧水公園（都市公園） 都市計画 127 公衆トイレ（森林公園その２） 農林整備 200 こども支援

53 舌山街区公園（都市公園） 都市計画 128 公衆トイレ（石田浜） 商工観光 201 こども支援

54 宇奈月公園（都市公園） 都市計画 129 公衆トイレ（生地四十物町） 商工観光 202 こども支援

55 東山公園（都市公園） 都市計画 130 公衆トイレ（生地大町） 商工観光 203 こども支援

56 愛本公園（都市公園） 都市計画 131 公衆トイレ（うるおい4600ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｰｸその１） 農林整備 204 こども支援

57 栃屋公園（都市公園） 都市計画 132 公衆トイレ（うるおい4600ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｰｸその２） 農林整備 205 こども支援

58 想影公園（都市公園） 都市計画 133 公衆トイレ（うるおい4600ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｰｸその３） 農林整備 206 こども支援

59 中ノ口緑地（都市公園） 都市計画 134 公衆トイレ（荒俣海岸） 都市計画 207 こども支援

60 うちやま公園（都市公園） 都市計画 135 公衆トイレ（三島神社） 都市計画 208 こども支援

61 音沢地区公園（地区公園） 都市計画 136 公衆トイレ（天満宮） 都市計画 209 こども支援

62 中ノ口河川公園（地区公園） 都市計画 137 公衆トイレ（山田多目的広場） 農林整備 210 こども支援

63 宇奈月谷親水公園（地区公園） 都市計画 138 公衆トイレ（立野農村公園） 農林整備 211 こども支援

64 うちやま緑地公園（地区公園） 都市計画 139 公衆トイレ（栃沢水公園） 農林整備 212 こども支援

65 音沢親水公園（地区公園） 都市計画 140 公衆トイレ（堀切農村広場） 農林整備 213 こども支援

66 黒部市うなづき湖畔公園 建設 141 公衆トイレ（若栗中村農村公園） 農林整備 214 こども支援

67 とちの湯 農林整備 142 公衆トイレ（天真寺） 生涯学習 215 保健

68 黒部市農村多目的広場 農林整備 143 公衆トイレ（宇奈月公園） 都市計画 216 保健

69 山田多目的広場（農村公園） 農林整備 217 福祉

70 飛騨水公園（農村公園） 農林整備 144 生地小学校 学校教育 218 福祉

71 六天農村広場（農村公園） 農林整備 145 東布施小学校 学校教育 219 農林整備

72 栃沢水公園（農村公園） 農林整備 146 田家小学校 学校教育 220 福祉

施設名称

黒部消防署

宇奈月消防署

大布施公民館

村椿公民館

三日市公民館

田家公民館

東布施公民館

荻生公民館

若栗公民館

中央幼稚園

中央公民館

生地公民館

石田公民館

宇奈月中学校

生地幼稚園

三日市幼稚園

白鷹幼稚園

宇奈月小学校

鷹施中学校

高志野中学校

桜井中学校

三日市小学校

前沢小学校

荻生小学校

若栗小学校

石田小学校

村椿小学校

施設名称

中央小学校

１．レクリエーション・スポーツ施設

２．産業振興施設

３．基盤施設

４．文教施設

前沢公民館

宇奈月公民館

音沢公民館

内山公民館

愛本公民館

下立公民館

浦山公民館

黒部市美術館

黒部市立図書館

黒部市立図書館宇奈月館

黒部市歴史民俗資料館

黒部市国際文化センター

黒部市吉田科学館

黒部市郷土文化保存伝習館

黒部市勤労青少年ホーム

黒部市働く婦人の家

黒部市民病院

黒部市宇奈月診療所

カリエール

やわらぎデイサービスセンター

デイサービスセンターつばき苑

宇奈月デイサービスセンター

認知症高齢者グループホーム

生地東部保育所

生地西部保育所

石田保育所

田家保育所

村椿保育所

大布施保育所

三島保育所

前沢保育所

荻生保育所

若栗保育所

東布施保育所

東布施みどり保育所

宇奈月保育所

内山保育所

愛本保育所

下立保育所

浦山保育所

中央児童センター

東部児童センター

保健センター

健康福祉センター

宇奈月老人福祉センター

シルバーワークプラザ

高齢者共同作業センター

宇奈月温泉会館




