
別紙

番号 区分 施設名 設置年 延床面積（㎡） 所在地 施設カルテ 耐震診断 耐震補強 簡易劣化診断資料 注記

1 文化会館 Ｈ13 3,881.67 藤久保1100-1 有り 有り（Ｈ26）

2 藤久保公民館 Ｓ58 1,201.10 藤久保185-1 有り 有り（Ｈ27） 拠点複合化※１

3 竹間沢公民館 Ｈ4 1,019.19 竹間沢555-1 有り

4 中央公民館 Ｈ27 1,402.51 北永井348-2 有り

5 図書館 Ｈ2 1,305.46 藤久保185-1 有り 有り（Ｈ27） 拠点複合化※１

6 図書館竹間沢分館 Ｈ4 25.00 竹間沢555-1 無し

7 歴史民俗資料館 Ｓ61 969.29 竹間沢877-1 有り

8 旧島田家住宅 - 179.87 上富1279-3 無し

9 総合体育館 Ｈ18 5,984.61 藤久保1100-1 有り 有り（Ｈ26）

10 弓道場 Ｈ13 251.00 藤久保1120-1 有り

11 保健センター Ｓ54 492.00 藤久保185-1 有り 有り 不要 有り（Ｈ27） 拠点複合化※１

12 老人福祉センター Ｓ52 714.01 上富1599-1 無し 有り 廃止決定 廃止決定※２

13 三芳太陽の家 Ｈ3 535.58 上富1599-1 有り

14 精神障がい小規模地域生活支援センター Ｈ16 213.60 藤久保27-9 有り

15 第１保育所 Ｓ47 789.48 藤久保222-1 無し 取壊し済※３

16 第２保育所 Ｓ54 644.74 藤久保910-3 有り 有り 済み（Ｈ25）

17 第３保育所 Ｓ56 773.27 竹間沢566-1 有り 有り 建替え済み（Ｈ27）

18 みどり学園 Ｈ2 60.06 竹間沢566-1 有り

19 子育て支援センター Ｈ13 114.27 藤久保222-20 有り 拠点複合化※１

20 上富学童保育室 上富1267-4 無し

21 北永井学童保育室 北永井343 無し

22 藤久保学童保育室（藤久保小学校敷地内） Ｈ10 163.96 藤久保224-2 有り

23 藤久保第２学童保育室 藤久保224-2 無し

24 唐沢学童保育室 藤久保410-2 無し

25 竹間沢学童保育室（竹間沢小学校敷地内） Ｓ62 79.49 竹間沢550-1 有り

26 竹間沢第２学童保育室（竹間沢小学校敷地内） Ｈ22 115.93 竹間沢550-1 有り

27 北永井児童館 Ｓ60 393.70 北永井803-4 有り

28 藤久保児童館 Ｓ56 310.37 藤久保222-7 有り 有り 不要 有り（Ｈ27） 拠点複合化※１

29 竹間沢児童館 Ｈ4 404.52 北永井803-4 有り

30 三芳小学校 Ｓ44 6,570.64 北永井343 有り 有り（Ｈ14） 済み（Ｈ22） 有り（Ｈ26）

31 上富小学校 Ｓ47 3,574.05 上富1267-4 有り 有り（Ｈ16） 済み（Ｈ25） 有り（Ｈ26）

32 藤久保小学校 Ｓ46 8,124.66 藤久保224-2 有り 有り（Ｈ12） 済み（Ｈ20） 有り（Ｈ27） 拠点複合化※１

33 竹間沢小学校 Ｓ56 5,435.67 竹間沢550-1 有り 有り（Ｈ15） 済み（Ｈ23） 有り（Ｈ26）

34 唐沢小学校 Ｓ50 6,269.38 藤久保410-2 有り 有り（Ｈ17） 済み（Ｈ21） 有り（Ｈ26）

35 三芳中学校 Ｓ48 5,858.14 北永井350 有り 有り（Ｈ11） 済み（Ｈ24） 有り（Ｈ26）

36 三芳東中学校 Ｓ52 7,119.10 藤久保610-1 有り 有り（Ｈ13） 済み（Ｈ19） 有り（Ｈ26）

37 藤久保中学校 Ｓ59 6,485.28 藤久保420-2 有り 有り（Ｈ26）

38 給食センター H27 2,625.63 北永井348-2 有り

39 清掃工場 Ｓ48 282.92 上富1598-1 無し 方針決定※４

40 浄水場 Ｓ45 3,772.78 藤久保1047-1 有り

41 下水道第一中継ポンプ場 Ｓ57 264.26 藤久保361-2 有り

42 本庁舎 Ｈ6 9,706.20 藤久保1100-1 有り 有り（Ｈ26）

43 藤久保出張所 Ｓ54 63.57 藤久保185-1 無し 有り（Ｈ27） 拠点複合化※１

44 竹間沢出張所 Ｈ4 97.14 竹間沢555-1 無し

45 商工会館 Ｓ56 197.00 藤久保185-4 無し 有り（Ｈ25） 拠点複合化※１

46 農業センター Ｓ56 312.19 上富1279-3 有り 有り 済み（Ｈ29）

47 上富第一区集会所 Ｈ11 276.84 上富1909-1 有り

48 上富第一区第二集会所 Ｓ60 72.87 上富1552-134 有り

49 上富第三区集会所 Ｈ2 292.75 上富402-6 有り

50 上富第三区第二集会所 Ｈ19 92.29 上富414-5 有り

51 北永井第一区集会所 Ｓ60 186.87 北永井285-1 有り

52 北永井第二区集会所 Ｓ59 301.53 北永井761-1 有り

53 北永井第三区集会所 Ｈ13 327.52 北永井892-11 有り

54 北永井第三区第二集会所 Ｈ4 77.01 北永井994-1 有り

55 藤久保第一区集会所 Ｓ57 282.75 藤久保378-6 有り

56 藤久保第一区第二集会所 Ｈ24 134.15 藤久保378-7 有り

57 藤久保第二区集会所 Ｈ20 344.50 藤久保5245 有り

58 藤久保第三区集会所 Ｓ57 132.53 藤久保3929-3 有り

59 藤久保第三区集会所分室 Ｈ2 49.68 藤久保3929-5 有り

60 藤久保第三区第二集会所 Ｈ16 280.39 藤久保3810-1 有り

61 藤久保第四区集会所 Ｓ60 283.62 藤久保1054-5 有り

62 藤久保第四区第二集会所 Ｓ62 74.52 藤久保595-11 有り

63 藤久保第四区第三集会所 Ｈ1 69.63 藤久保1107-43 有り

64 藤久保第四区第四集会所 Ｈ4 124.20 藤久保541-12 有り

65 藤久保第五区集会所 Ｓ56 106.03 藤久保122-5 有り

66 藤久保第五区第二集会所 Ｈ7 275.10 藤久保913-1 有り

67 藤久保第五区第三集会所 Ｈ19 190.15 藤久保855-102 有り

68 藤久保第六区集会所 Ｓ61 262.02 藤久保8-3 有り

69 竹間沢第一区集会所 Ｓ62 315.12 竹間沢877 有り

70 竹間沢第一区第二集会所 Ｈ18 134.98 竹間沢566-2 有り

71 竹間沢第一区第三集会所 Ｈ18 62.10 竹間沢1150-7 有り

72 みよし台第一区集会所 Ｈ1 283.92 竹間沢449-6 有り

73 新開公園 Ｓ62 3.36 みよし台14 有り

74 唐沢公園 Ｓ54 9.45 みよし台4 有り

75 北松原公園 Ｈ7 3.6 藤久保3929-4 有り

76 俣埜公園 Ｓ58 3.59 藤久保378-7 有り

77 藤久保第１公園 Ｈ27 5.35 藤久保5068 有り

78 藤久保第２公園 Ｈ27 1.03 藤久保5272 無し

79 富士塚第１公園 Ｈ29 5.41 藤久保193-1 有り

80 富士塚第２公園 Ｈ27 5.41 藤久保215-1 有り

81 北松原第２公園 Ｈ30 5.6 藤久保6597 有り

82 竹間沢東公園 Ｈ9 16.33 竹間沢東21-1 有り

83 上富中下子供広場 Ｈ17 10.32 上富317-1 有り

84 北側子供広場 Ｈ11 1.78 竹間沢680-6 無し

85 藤久保第５区子供広場 Ｈ25 1.03 藤久保913-1 無し

注記 ※１： 「拠点複合化」とは、「藤久保地域拠点施設基本構想」に含まれている施設です。

※２： 「廃止決定」とは、用途廃止が済んでいる施設です。（建物は残存）

※３： 「取壊し済」とは、本事業実施時点で取壊しが済んでいる施設です。

※４： 「方針決定」とは、別事業にて方針が決定している施設です。
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