
公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅰ．スポーツ・レクリェーション施設　　

1 1 ① 一関 一関運動公園（都市公園） 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 萩荘字箱清水4-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

2 2 ① ● 一関 　　一関運動公園野球場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 萩荘字箱清水4-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

3 3 ① ● 一関 　　一関運動公園テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 萩荘字箱清水4-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

4 4 ① ● 一関 　　一関運動公園陸上競技場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 萩荘字箱清水4-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

5 5 ① ● 一関 　　一関運動公園多目的広場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 萩荘字箱清水4-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

6 6 ① ● 一関 　　一関運動公園ソフトボール場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 萩荘字箱清水4-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

7 7 ① ● 一関 東口体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 字柳町4-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

8 8 ① ● 一関 一関サッカー・ラグビー場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 狐禅寺字石ノ瀬98-１ まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

9 9 ① ● 一関 一関水泳プール 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 狐禅寺字石ノ瀬18-4 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

10 10 ① ● 一関 東台野球場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東台14-23 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

11 11 ① ● 一関 一関武道館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 三関字桜町50-4 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

12 12 ① ● 一関 尾花が森キャンプ場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 萩荘字要害山田110-24 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

13 13 ① ● 一関 萩荘サッカー場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 萩荘字長者原250-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

14 14 ① 一関 一関市須川温泉地施設 市民の健康増進と住民福祉の向上を図る。 厳美町字祭畤山国有林地内 商工労働部 観光物産課 本庁 観光物産課

15 15 ② ● 一関 一関市総合体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 狐禅寺字石ノ瀬25-3 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

16 16 ② 一関 一関遊水地記念緑地公園
遊水地事業20年を経過し市民や当市を訪れる観光客に広く遊水地事業の内容を
理解してもらうため、遊水地に隣接して「桜を中心とした緑と水に親しむ施設」を整
備。

狐禅寺字石ノ瀬25-3ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

17 17 ② 一関 いちのせき健康の森
市民が自然に親しみながらおこなう研修、創作、野外活動等を通じて、市民の健
康の保持増進と生涯学習に寄与する。

厳美町字祭畤251 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

18 18 ① 一関 祭畤スノーランド(祭畤第一・二リフト）
市民それぞれがライフスタイルにあわせてスポーツ・レクリエーションを楽しめる環
境づくり。

厳美町字祭畤251 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

19 19 ① ● 一関 一関市産業教養文化体育施設 産業、教養文化及び体育の普及推進を図る。 東台50-46 まちづくり推進部 スポーツ振興課 本庁 スポーツ振興課

20 20 ① ● 花泉 花泉体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町老松字水沢209-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

21 21 ① ● 花泉 　　花泉テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町老松字水沢185-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

22 22 ① ● 花泉 花泉第二体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町涌津字古川8 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課
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公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅰ．スポーツ・レクリェーション施設　　

設置場所 本庁所管課 所管課
施設
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23 23 ① 花泉 花泉運動公園（市公園） 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 花泉町花泉字伊勢沢14-3 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

24 24 ① ● 花泉 　　花泉運動公園野球場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町花泉字伊勢沢14-3 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

25 25 ① ● 花泉 　　花泉運動公園テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町花泉字伊勢沢14-3 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

26 26 ① ● 花泉 　　花泉運動公園多目的競技場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町花泉字伊勢沢14-3 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

27 27 ① ● 花泉 　　花泉運動公園キャンプ場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町花泉字伊勢沢14-3 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

28 28 ① ● 花泉 花泉弓道場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町涌津字山中31-108 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

29 29 ① ● 花泉 花泉水泳プール 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 花泉町涌津字古川8 まちづくり推進部 スポーツ振興課 花泉支所 地域振興課

30 30 ② ● 花泉 花泉宿泊交流研修施設花夢パル
恵まれた自然、文化、歴史、産業等の地域資源を活用し、市民、来市者等との各
種交流、体験及び研修を通じ、人間性の形成を図り、人づくりやまちづくりを展開
する。

花泉町花泉字伊勢沢14-3 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

31 31 ② ● 花泉 花と泉の公園
花と泉をモチーフに、オールシーズン花と触れ合えるシンボル公園として、まちの
活性化を図る。

花泉町老松字下宮沢159-1 商工労働部 観光物産課 花泉支所 産業建設課

32 32 ① 大東 春日グラウンド 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町大原字川内27 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 大原市民センター

33 33 ① 大東 　　春日公園テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町大原字川内35 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 大原市民センター

34 34 ① 大東 大東勤労者体育センター 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町大原字川内35 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 大原市民センター

35 35 ① ● 大東 大東野球場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町摺沢字上堺ノ沢72 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 地域振興課

36 36 ① ● 大東 　大東グラウンド 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町摺沢字上堺ノ沢72 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 地域振興課

37 37 ① ● 大東 大東バレーボール記念館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町鳥海字細田24 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 地域振興課

38 38 ① 大東 伊勢館公園（市公園） 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 大東町鳥海字清水12ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

39 39 ① ● 大東 　　伊勢館公園野球場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町鳥海字清水22 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 地域振興課

40 40 ① ● 大東 　　伊勢館公園テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町鳥海字細田15-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 地域振興課

41 41 ② ● 大東 アストロ・ロマン大東 市民の保健、休養及び森林に対する知識の普及向上を図る。 大東町大原字山口51-137 商工労働部 観光物産課 大東支所 産業建設課

42 42 ② ● 大東 大東ふるさと分校 青少年の体験学習や野外活動を支援する。 大東町大原字山口51-161 商工労働部 観光物産課 大東支所 産業建設課

43 43 ② ● 大東 室根高原ふれあい牧場 休養、レクリエーション及び動物に対する知識を深める。 大東町大原字山口51-139 商工労働部 観光物産課 大東支所 産業建設課

44 44 ② ● 大東 大東体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 大東町摺沢字新右ェ門土手49-3 まちづくり推進部 スポーツ振興課 大東支所 地域振興課

45 45 ① ● 千厩 千厩野球場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町千厩字神ノ田48-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課
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公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅰ．スポーツ・レクリェーション施設　　
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46 46 ① ● 千厩 千厩アイスアリーナ 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町千厩字上駒場360-14 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

47 47 ① ● 千厩 千厩武道館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町千厩字舘山50 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

48 48 ① ● 千厩 清田テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町清田字落合2-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

49 49 ① 千厩 千厩飛ヶ森森林公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 千厩町奥玉字飛ケ森11-183 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

50 50 ① ● 千厩 飛ケ森キャンプ場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町奥玉字飛ケ森11-80 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

51 51 ① ● 千厩 黄金山キャンプ場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町小梨字新地366-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

52 52 ① ● 千厩 千厩多目的グラウンド運動広場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町千厩字草井沢32-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

53 53 ① ● 千厩 千厩多目的グラウンドソフトボール場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町千厩字草井沢32-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

54 54 ① ● 千厩 千厩多目的グラウンドテニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町千厩字草井沢32-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

55 55 ① ● 千厩 千厩多目的グラウンドサッカー場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町千厩字草井沢32-2 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

56 56 ② ● 千厩 千厩体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 千厩町千厩字舘山50 まちづくり推進部 スポーツ振興課 千厩支所 地域振興課

57 57 ① 東山 唐梅館総合公園（都市公園） 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町長坂字西本町212-1ほか 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

58 58 ① ● 東山 　　東山多目的グラウンド 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東山町長坂字西本町169-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 東山支所 地域振興課

59 59 ① ● 東山 　　東山球場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東山町長坂字西本町169-4 まちづくり推進部 スポーツ振興課 東山支所 地域振興課

60 60 ① ● 東山 　　東山B＆G海洋センター 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東山町長坂字西本町212-8 まちづくり推進部 スポーツ振興課 東山支所 地域振興課

61 61 ① ● 東山 　　東山テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東山町長坂字西本町160 まちづくり推進部 スポーツ振興課 東山支所 地域振興課

62 62 ① ● 東山 　　唐梅館総合公園クラブハウス　えぽっく 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東山町長坂字西本町212-8 まちづくり推進部 スポーツ振興課 東山支所 地域振興課

63 63 ① ● 東山 　　唐梅館パークゴルフ場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東山町長坂字西本町217-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 東山支所 地域振興課

64 64 ① ● 東山 東山農村勤労福祉センター 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東山町松川字滝ノ沢129-6 まちづくり推進部 スポーツ振興課 東山支所 地域振興課

65 65 ② ● 東山 東山総合体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 東山町長坂字北山谷247 まちづくり推進部 スポーツ振興課 東山支所 地域振興課

66 66 ① ● 室根 室根野球場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 室根町折壁字宝下56-1 まちづくり推進部 スポーツ振興課 室根支所 地域振興課

67 67 ① ● 室根 室根テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 室根町折壁字向山85 まちづくり推進部 スポーツ振興課 室根支所 地域振興課

68 68 ① ● 室根 望洋平キャンプ場 保健、休養及び自然との結びつきを図る。 室根町折壁字室根山1-241 商工労働部 観光物産課 室根支所 産業建設課

69 69 ② ● 室根 室根体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 室根町折壁字向山85 まちづくり推進部 スポーツ振興課 室根支所 地域振興課

3



公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅰ．スポーツ・レクリェーション施設　　

設置場所 本庁所管課 所管課
施設
番号

類
型

指定
管理

地域 施設名称 設置目的

70 70 ① ● 川崎 川崎テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 川崎町薄衣字法道地151-4 まちづくり推進部 スポーツ振興課 川崎支所 地域振興課

71 71 ① ● 川崎 川崎運動広場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 川崎町薄衣字法道地152-5 まちづくり推進部 スポーツ振興課 川崎支所 地域振興課

72 72 ② ● 川崎 川崎体育センター 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 川崎町薄衣字法道地151-5 まちづくり推進部 スポーツ振興課 川崎支所 地域振興課

73 73 ② ● 藤沢 藤沢Ｂ＆Ｇ海洋センター 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 藤沢町徳田字大望沢37-10 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

74 74 ① ● 藤沢 ニコニコドーム 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 藤沢町徳田字大望沢37-11 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

75 75 ① ● 藤沢 すぱーく藤沢 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 藤沢町徳田字大望沢37-4 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

76 76 ① ● 藤沢 藤沢ニコニコヘルス 市民の健康づくりに資する。 藤沢町徳田字大望沢37-10 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

77 77 ① ● 藤沢 藤沢テニスコート 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 藤沢町藤沢字仁郷50-3 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

78 78 ① ● 藤沢 藤沢運動広場 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 藤沢町藤沢字仁郷41 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

79 79 ① ● 藤沢 藤沢スポーツプラザ 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 藤沢町藤沢字仁郷12 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

80 80 ① ● 藤沢 藤沢体育館 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与する。 藤沢町藤沢字町裏187 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

81 81 ③ ● 藤沢 藤沢スポーツランド 地域の振興と市民の健康の増進に資する。 藤沢町新沼字西風40 まちづくり推進部 スポーツ振興課 藤沢支所 地域振興課

69
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　公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅱ．産業振興施設　　

82 1 ① ● 一関 一関市研究開発プラザ
産学官連携による地域産業の高度化、新事業分野への展開等を支援し、市の産
業振興に資する。

萩荘字高梨南方114-4 商工労働部 工業労政課 本庁 工業労政課

83 2 ② ● 一関 一関農村女性の家
住民の学習の場として知識と技術の習得により生活改善を図り、健全な地域社会
の形成。

赤荻字上袋199-1 農林部 農政課 本庁 農政課

84 3 ② ● 一関 一関生活改善センター
産業開発の拠点として地域住民の学習及び研修の場とし、あわせて生活の合理
的な改善を促進し、健全な地域社会をつくる。

厳美町字若井原159-3 農林部 農政課 本庁 農政課

85 4 ② ● 一関 一関市都市農村交流館
農産物、農産物加工品及び郷土食並びに地域情報等の提供を通じて都市と農村
の交流を促進し、地域の活性化に資する。

厳美町字沖野々220-1 農林部 地産地消・外商課 本庁 地産地消・外商課

86 5 ② ● 一関 一関市真湯温泉センター 市民の保養及び健康の保持、増進を図るとともに、観光振興に資する。 厳美町字真湯1地地先 商工労働部 観光物産課 本庁 観光物産課

87 6 ① 一関 にぎわい創造センター
人が集い、活気のあるまちづくりを展開する活動の拠点を提供し、かつ、市民の
多様な交流や活動を促進し、もって市街地の活性化に資する。

大町4-29 商工労働部 商政課 本庁 商政課

88 7 ② ● 一関 骨寺村荘園交流館
骨寺村荘園遺跡を有し、中世の歴史的景観を伝える本寺地区の伝統的な農村文
化の体験及び地域情報等の提供を通じて来訪者との交流を促進し、地域の活性
化に資する。

厳美町字若神子241-2 教育委員会 骨寺荘園室 本庁 骨寺荘園室

89 8 ② ● 一関 骨寺村荘園休憩所
骨寺村荘園遺跡を有し、中世の歴史的景観を伝える本寺地区の伝統的な農村文
化の体験及び地域情報等の提供を通じて来訪者との交流を促進し、地域の活性
化に資する。

厳美町字駒形154-3 教育委員会 骨寺荘園室 本庁 骨寺荘園室

90 9 ① ● 一関 骨寺村荘園広場
骨寺村荘園遺跡を有し、中世の歴史的景観を伝える本寺地区の伝統的な農村文
化の体験及び地域情報等の提供を通じて来訪者との交流を促進し、地域の活性
化に資する。

厳美町字駒形64-1 教育委員会 骨寺荘園室 本庁 骨寺荘園室

91 10 ① ● 一関 骨寺村荘園若井原駐車場
骨寺村荘園遺跡を有し、中世の歴史的景観を伝える本寺地区の伝統的な農村文
化の体験及び地域情報等の提供を通じて来訪者との交流を促進し、地域の活性
化に資する。

厳美町字若井原159-3 教育委員会 骨寺荘園室 本庁 骨寺荘園室

92 11 ① ● 一関 骨寺村荘園山王窟駐車場
骨寺村荘園遺跡を有し、中世の歴史的景観を伝える本寺地区の伝統的な農村文
化の体験及び地域情報等の提供を通じて来訪者との交流を促進し、地域の活性
化に資する。

厳美町字板川94-11 教育委員会 骨寺荘園室 本庁 骨寺荘園室

93 12 ② ● 一関 一関勤労青少年ホーム
勤労青少年の保護及び福祉の増進を図り、その健全な育成と労働生産性の向上
に資する。

田村町3-20 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

94 13 ② ● 一関 一関市女性センター 勤労女性の福祉の増進を図り、その健全な育成と労働生産性の向上に資する。 城内4-22 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

95 14 ② ● 一関 一関市職業訓練センター 労働者に対し、職業に必要な技能等を習得させるため。 舞川字西平8-2 商工労働部 工業労政課 本庁 工業労政課

96 15 ③ 一関 東口交流センター 一ノ関駅利用者の利便性の向上と交流を図る。 字柳町2-5 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

97 16 ③ ● 一関 一関牧野 乳用牛、肉用牛等の放牧及び採草。 厳美町字田代1-1ほか 農林部 農政課 本庁 農政課

設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型

指定
管理

地域 施設名称
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　公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅱ．産業振興施設　　

設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型

指定
管理

地域 施設名称

98 17 ③ 一関 一関有機肥料センター 家畜排泄物の適正な処理を推進し、資源として循環利用を図る。 厳美町字結渡125-4 農林部 農政課 本庁 農政課

99 18 ③ 花泉 南部農業技術開発センター 農業技術の情報提供並びに研修及び研究を通じ、農業振興を図る。 花泉町金沢字有壁沢19-4 農林部 農政課 本庁 農業技術開発センター

100 19 ① ● 大東 猿沢伝承交流館
伝統文化の保存、伝承及び農業振興並びに住民の交流促進により地域の活性
化を図る。

大東町猿沢字板倉73 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

101 20 ③ 大東 北部農業技術開発センター 農業技術の情報提供並びに研修及び研究を通じ、農業振興を図る。 大東町摺沢字菅生前61-26 農林部 農政課 本庁 農業技術開発センター

102 21 ③ ● 大東 室根高原牧野 乳用牛、肉用牛等の放牧及び採草。 大東町大原字山口51-83ほか 農林部 農政課 大東支所 産業建設課

103 22 ① ● 千厩 千厩農村環境改善センター
農業経営及び農家生活の改善合理化、住民の健康増進、地域連帯感の醸成等
を図り、生産と生活の場の環境整備を組織的に推進し、健全な地域社会をつく
る。

千厩町千厩字上駒場360-12 農林部 農政課 千厩支所 産業建設課

104 23 ② ● 千厩 千厩酒のくら交流施設
酒蔵などの歴史的文化的資源を活用し、観光交流の促進を図るとともに地域の
活性化に寄与する。

千厩町千厩字北方134 商工労働部 商政課 千厩支所 産業建設課

105 24 ② ● 千厩 千厩新町にぎわい交流施設
地域情報の発信、地場産品の普及及び人々の交流を促進し、地域の活性化に資
する。

千厩町千厩字町210 商工労働部 商政課 千厩支所 産業建設課

106 25 ② ● 千厩 千厩農村勤労福祉センター 農村勤労者の福祉の増進を図るとともに、雇用の安定に資する。 千厩町千厩字町浦97-1 商工労働部 工業労政課 千厩支所 産業建設課

107 26 ③ 千厩 千厩磐清水共同作業所 農村地域の定住化を促進し、農外収入の拡大と組織的生産体制の確立を図る。 千厩町磐清水字田神77-１ 農林部 農政課 千厩支所 産業建設課

108 27 ③ 千厩 千厩奥玉共同作業所 農村地域の定住化を促進し、農外収入の拡大と組織的生産体制の確立を図る。 千厩町奥玉字坂下42-10 農林部 農政課 千厩支所 産業建設課

109 28 ① 東山 一関市猊鼻渓三好ヶ丘休憩施設 観光客の利便性を図るとともに、観光産業の振興に資する。 東山町松川字小白173地先 商工労働部 観光物産課 東山支所 産業建設課

110 29 ① 東山 磐井里団地（東山高度集約牧野） 優良な家畜の生産及び育成を図る。 東山町長坂字柴宿176-1 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

111 30 ① 東山 館合団地（東山高度集約牧野） 優良な家畜の生産及び育成を図る。 東山町長坂字柴宿178-1 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

112 31 ① 東山 山谷団地（東山高度集約牧野） 優良な家畜の生産及び育成を図る。 東山町長坂字北山谷261-3 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

113 32 ① 東山 長平第１団地（東山高度集約牧野） 優良な家畜の生産及び育成を図る。 東山町長坂字長平241-3 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

114 33 ① 東山 長平第２団地（東山高度集約牧野） 優良な家畜の生産及び育成を図る。 東山町長坂字長平244-1 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

115 34 ① 東山 長平第３団地（東山高度集約牧野） 優良な家畜の生産及び育成を図る。 東山町長坂字長平244-1 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

116 35 ① 東山 長平第４団地（東山高度集約牧野） 優良な家畜の生産及び育成を図る。 東山町長坂字長平244-1 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

117 36 ② 室根 住民相互のふれあい及び地域間交流の促進を通して連帯と協調の増進を図る。 室根町折壁字八幡沖345 総務部 財政課 室根支所 地域振興課

118 37 ③ 室根 室根高原牧場へい獣埋却場 死亡獣畜を衛生的に埋却処理し、公衆衛生の向上及び増進を図る。 室根町折壁字君ケ鼻１-66 農林部 農政課 大東支所 産業建設課

室根曲ろくふれあいセンター（室根支所併設）
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　公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅱ．産業振興施設　　

設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型

指定
管理

地域 施設名称

119 38 ② ● 室根 室根農林水産物産地直売・交流促進施設
農林水産物の販売拡大及び地域情報発信の拠点施設として、農林業の振興と地
域連携を促進し、地域の活性化に資する。

室根町折壁字向山131-4 農林部 地産地消・外商課 室根支所 産業建設課

120 39 ① ● 川崎 川崎農村女性の家いぶき会館
住民の学習の場として知識と技術の習得により生活改善を図り、健全な地域社会
を形成する。

川崎町薄衣字天蕨1-7 農林部 農政課 川崎支所 産業建設課

121 40 ① ● 川崎 川崎農村研修センター
新しい農村づくりを求める農業者の資質の向上並びに担い手の健全育成を図り、
地域の農業構造の改善及び農業生産の再編に資する。

川崎町門崎字清水沖31-1 農林部 農政課 川崎支所 産業建設課

122 41 ② ● 川崎 川崎農林水産物直売・食材供給施設
市の農産物の加工、直売及び情報の拠点施設として、地場産業の振興を図り、
地域の活性化に資する。

川崎町薄衣字法道地42-3 農林部 地産地消・外商課 川崎支所 産業建設課

123 42 ③ ● 川崎 川崎農村環境改善センター
農業経営及び農家生活の改善合理化、住民の健康増進、地域連帯感の醸成等
を図り、生産と生活の場の環境整備を組織的に推進し、健全な地域社会をつく
る。

川崎町薄衣字諏訪前137 農林部 農政課 川崎支所 地域振興課

124 43 ② ● 藤沢 藤沢交流施設
緑豊かな環境資源の活用による都市との交流を促進し、グリーン・ツーリズムの
滞在型拠点施設として、地域産業の振興と地域の活性化に資するため宿泊と温
浴の利用を提供する。

藤沢町黄海字衣井沢山87 商工労働部 観光物産課 藤沢支所 産業建設課

125 44 ③ ● 藤沢 藤沢有機肥料センター 家畜排泄物の適正な処理を推進し、資源として循環利用を図る。 藤沢町黄海字山谷122 農林部 農政課 藤沢支所 産業建設課

27
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公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅲ．社会基盤施設　　

126 1 ① 一関 東口南駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 字相去81-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

127 2 ① 一関 東口北駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 字柳町22-3 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

128 3 ① 一関 　　東口自転車駐車場 駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便の増進を図る。 字柳町5-4 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

129 4 ① 一関 西口南駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 駅前67-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

130 5 ① 一関 　　西口第1自転車駐車場 駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便の増進を図る。 駅前67-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

131 6 ① 一関 　　西口第2自転車駐車場 駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便の増進を図る。 駅前4-2 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

132 7 ① 一関 西口北駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 上大槻街1-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

133 8 ① 一関 地主町駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 地主町3-19 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

134 9 ① 一関 城内駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 城内1-46 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

135 10 ① 一関 一関市厳美駐車場 厳美市民センターの利用及び厳美渓周辺の観光に資する。 厳美町字沖野々146-4 商工労働部 観光物産課 本庁 観光物産課

136 11 ① 一関 蔵のひろば 市民が憩い、交流する広場。 田村町8-12 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

137 12 ① 花泉 花泉駅前駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 花泉町花泉字地平42-6 建設部 都市整備課 花泉支所 産業建設課

138 13 ① 花泉 　　花泉駅前自転車駐車場 駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便の増進を図る。 花泉町花泉字地平42-6 建設部 都市整備課 花泉支所 産業建設課

139 14 ① 大東 大原駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 大東町大原字一六20-3 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

140 15 ① 大東 猿沢駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 大東町猿沢字山崎93-1 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

141 16 ① 大東 摺沢駅前駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 大東町摺沢字街道下地内 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

142 17 ① 東山 柴宿駅前自転車駐車場 駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便の増進を図る。 東山町長坂字柴宿77-2 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

143 18 ① 川崎 門崎駅前自転車駐車場 駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便の増進を図る。 川崎町門崎字渡戸186-21 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

144 19 ① 藤沢 藤沢町裏駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 藤沢町藤沢字町裏地内 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

145 20 ① 藤沢 藤沢二日町駐車場 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資する。 藤沢町黄海字町裏地内 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

146 21 ① 一関 十二神公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字十二神87-20 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

147 22 ① 一関 水辺プラザ 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 狐禅寺字新河原地内 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

148 23 ① 一関 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 青葉一丁目10-4 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

149 24 ① 一関 ひまわり児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 田村町105-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

150 25 ① 一関 中央町児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 中央町二丁目37-6 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

設置場所 本庁所管課 所管課

青葉町児童公園

設置目的
施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称
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151 26 ① 一関 桜木町児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 桜木町31-3 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

152 27 ① 一関 幸町児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 幸町10 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

153 28 ① 一関 ほうりょう児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 豊町31-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

154 29 ① 一関 関が丘第二児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 関が丘16-2 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

155 30 ① 一関 南新町児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 南新町56 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

156 31 ① 一関 八幡町児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 八幡町58 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

157 32 ① 一関 関が丘中央公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 関が丘97 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

158 33 ① 一関 関が丘第一児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 関が丘82 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

159 34 ① 一関 館ヶ丘第一児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字館68-109 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

160 35 ① 一関 館ヶ丘第二児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字館68-114 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

161 36 ① 一関 関が丘第四児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 関が丘108-8 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

162 37 ① 一関 中田中央公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字中田134-103 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

163 38 ① 一関 中田東公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字中田41-76 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

164 39 ① 一関 中田西公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字中田41-230 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

165 40 ① 一関 館ヶ丘第三児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字館68-73 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

166 41 ① 一関 中田北公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字中田31-14 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

167 42 ① 一関 町浦北公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目町三丁目410 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

168 43 ① 一関 白崎東公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 三関字白崎145 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

169 44 ① 一関 白崎西公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 三関字白崎143 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

170 45 ① 一関 地主町公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 桜木町180 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

171 46 ① 一関 内ノ目公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字内ノ目3-18 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

172 47 ① 一関 中田南公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字中田185-48 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

173 48 ① 一関 館ヶ丘西公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字館68-176 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

174 49 ① 一関 荻野公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 赤荻字荻野103-17 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

175 50 ① 一関 町浦南公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東五代8 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課
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176 51 ① 一関 脇田郷公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 萩荘字脇田郷24-25 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

177 52 ① 一関 台町公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 台町2-41 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

178 53 ① 一関 川戸公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字蒲沢52-52 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

179 54 ① 一関 桜町公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 三関字桜町5-29 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

180 55 ① 一関 矢ノ目沢公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 滝沢字矢ノ目沢65-265 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

181 56 ① 一関 荻野西公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 赤荻字荻野515-87 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

182 57 ① 一関 寺前公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字寺前42-2 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

183 58 ① 一関 前掘公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字雲南13-3 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

184 59 ① 一関 西田公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 萩荘字西田206-2 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

185 60 ① 一関 松ノ木公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 赤荻字松ノ木195-2 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

186 61 ① 一関 小沢第一公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 三関字小沢30-148 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

187 62 ① 一関 小沢第二公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 三関字小沢30-149 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

188 63 ① 一関 宮沢南公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字宮沢55-91 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

189 64 ① 一関 ふれあい公園みやざわ 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 真柴字宮沢22-3 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

190 65 ① 一関 西風公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 萩荘字打ノ目135-3 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

191 66 ① 一関 関が丘第三児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 関が丘115 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

192 67 ① 一関 関が丘北公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 関が丘2-9 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

193 68 ① 一関 なかよし児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 中央町二丁目1-8 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

194 69 ① 一関 中里児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目町一丁目25-6 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

195 70 ① 一関 高崎児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 宮坂町37 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

196 71 ① 一関 水口公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 滝沢字水口103-82 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

197 72 ① 一関 町浦中央公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 上坊8 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

198 73 ① 一関 厳美公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 厳美町字下谷起地内ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

199 74 ① 一関 釣山公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 字釣山地内ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

200 75 ① 一関 磐井川緑地 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字川原田地内ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課
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201 76 ① 一関 浦しま公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 大手町224 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

202 77 ① 一関 高梨公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 萩荘字高梨南方19 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

203 78 ① 一関 一関東第二工業団地東公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 滝沢字鶴ヶ沢86-7 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

204 79 ① 一関 一関東第二工業団地西公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 滝沢字鶴ヶ沢85-2 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

205 80 ① 一関 山目境公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 山目字境35-4 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

206 81 ① 一関 あこおぎ槻本公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 赤荻字槻本219-1ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

207 82 ① 千厩 愛宕児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字町浦98-1 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

208 83 ① 千厩 千厩舘山公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字舘山19-2 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

209 84 ① 千厩 松の木沢公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字前田153-39 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

210 85 ① 千厩 前田団地公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字前田50-49 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

211 86 ① 千厩 第一宮敷ニュータウン公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字宮敷2-117 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

212 87 ① 千厩 第二宮敷ニュータウン公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字宮敷2-118 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

213 88 ① 千厩 第一萩ノ森団地公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字構井田1-74 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

214 89 ① 千厩 第二萩ノ森団地公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字構井田1-76 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

215 90 ① 千厩 駒場交流公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字上駒場404ほか 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

216 91 ① 千厩 石堂コミュニティ公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 千厩町千厩字石堂38-4ほか 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

217 92 ① 東山 上ノ橋児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町長坂字町452 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

218 93 ① 東山 町裏児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町長坂字町451ほか 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

219 94 ① 東山 熊野児童公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町長坂字町453 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

220 95 ① 東山 西前公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町松川字卯入道112-1ほか 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

221 96 ① 東山 東山館山公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町松川字館54ほか 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

222 97 ① 東山 あたご児童遊園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町長坂字柴宿16-59 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

223 98 ① 東山 松川児童遊園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町松川字町裏ノ上8-2ほか 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

224 99 ① 東山 久保多目的広場 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町長坂字久保238-53 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

225 100 ① 東山 グリーンヒル公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町長坂字久保94-4 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課
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226 101 ① 東山 松川台公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町松川字台148-4 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

227 102 ① 東山 松川台東公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町松川字台148-31 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

228 103 ① 東山 山谷ふれあい緑地公園 都市公園として公共の福祉の増進に資する。 東山町長坂字南山谷37-1ほか 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

229 104 ① 一関 蘭梅山いこいの森 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 山目字舘64-2ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

230 105 ① 花泉 紫舘公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 花泉町涌津字舘35-3 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

231 106 ① 花泉 刈生沢の滝渓流公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 花泉町日形字中通441-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

232 107 ① 花泉 金流川河川公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 花泉町花泉字袋地内 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

233 108 ① 花泉 高倉山公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 花泉町永井字薬師沢251-27 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

234 109 ① 花泉 愛宕山公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 花泉町金沢字上寺袋45-6 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

235 110 ① 大東 春日公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 大東町大原字川内75ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

236 111 ① 大東 摺沢公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 大東町摺沢字観音堂82-1ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

237 112 ① 大東 砂鉄川西口公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 大東町大原字立町46-4先 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

238 113 ① 大東 砂鉄川大明神公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 大東町大原字大明神209-1先 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

239 114 ① 大東 摺沢児童遊園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 大東町摺沢字観音堂82-2ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

240 115 ① 大東 興田児童遊園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 大東町鳥海字細田16ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

241 116 ① 東山 田河津児童遊園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 東山町田河津字石ノ森2-3 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

242 117 ① 川崎 河崎の柵公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 川崎町門崎字川崎65-2ほか 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

243 118 ① 川崎 布佐児童遊園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 川崎町門崎字布佐沖199-3 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

244 119 ① 川崎 泉舘いこいの広場 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 川崎町薄衣字泉舘129-2 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

245 120 ① 川崎 諏訪前地区児童公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 川崎町薄衣字町裏46 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

246 121 ① 川崎 千手堂児童遊園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 川崎町門崎字清水沖73-2 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

247 122 ① 川崎 高成児童遊園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 川崎町薄衣字高成1-3 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

248 123 ① 川崎 川崎あじさい公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 川崎町門崎字渡戸218 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

249 124 ① 藤沢 舘山公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 藤沢町藤沢字西風10-1ほか 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

250 125 ① 藤沢 上町公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 藤沢町藤沢字町1-6 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課
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251 126 ① 藤沢 愛宕公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 藤沢町藤沢字町裏132-1ほか 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

252 127 ① 藤沢 宇和田公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 藤沢町保呂羽字宇和田72-6 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

253 128 ① 藤沢 サンパルナ名生城公園 市民の福祉と健康の増進に寄与する。 藤沢町徳田字名生城60-86 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

254 129 ① 大東 大東新渡戸農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 大東町猿沢字袋沢102-5 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

255 130 ① 大東 大東曽慶農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 大東町曽慶字砂子田72-2 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

256 131 ① 大東 大東渋民農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 大東町渋民字小林27-4 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

257 132 ① 大東 大東摺沢農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 大東町摺沢字雲南田38-1 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

258 133 ① 千厩 千厩木六農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 千厩町千厩字下木六9-2 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

259 134 ① 千厩 千厩磐清水農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 千厩町磐清水字蒲沢79-1 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

260 135 ① 千厩 千厩南小梨農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 千厩町小梨字落合177-1 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

261 136 ① 千厩 千厩町下広場 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 千厩町奥玉字土樋16-1 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

262 137 ① 千厩 千厩中の峠公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 千厩町奥玉字払川52-1 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

263 138 ① 千厩 千厩おくたま親水公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 千厩町奥玉字坂下175-1 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

264 139 ① 東山 東山磐井里農村広場 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 東山町長坂字北磐井里192-3 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

265 140 ① 川崎 川崎石畑農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 川崎町薄衣字竹の沢94-2 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

266 141 ① 川崎 川崎農山村広場 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 川崎町薄衣字町裏162-1 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

267 142 ① 藤沢 藤沢並木ケ丘農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 藤沢町新沼字西風46-3 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

268 143 ① 藤沢 藤沢七日町農村公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 藤沢町黄海字天沼200-1 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

269 144 ① 藤沢 藤沢ちびっこウォーターフロント 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 藤沢町西口字玉川196-1 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

270 145 ① 藤沢 藤沢まさぼう湖水辺公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 藤沢町黄海字下中山57-7 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

271 146 ① 藤沢 藤沢ほろわ湖水辺公園 農村地域に憩いの場を確保し、地域住民の交流の促進を図る。 藤沢町保呂羽字上野平151-1 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

272 147 ① 川崎 川崎石蔵山林間広場
市民の健全なレクリエーションの場を確保し、市民の保健、休養及び自然環境と
のふれあいの場に資する。

川崎町門崎字石蔵及び字布佐地内 農林部 農地林務課 川崎支所 産業建設課

273 148 ③ 一関 総合防災センター 市民の防災に関する知識及び技術の普及並びに防災意識の高揚を図る。 田村町1-12 消防本部 総務課 消防本部 西消防署

274 149 ③ 室根 室根コミュニティ消防センター
地域における総合的防災機能を高め、自治意識の高揚と生活基盤の安定に寄与
する。

室根町折壁字八幡沖132-1 消防本部 総務課 消防本部 東消防署
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275 150 ③ ● 川崎 北上川交流センター(川崎防災センター)
親水活動及び北上川流域等の交流連携の推進を図り、地域の活性化に資する。
（水防活動の円滑化を図るとともに、市民の防災の意識を高め、安全で文化的な
地域社会の形成とその発展に寄与する。）

川崎町薄衣字如来地100-1 消防本部 総務課 川崎支所 地域振興課

276 151 ④ 一関 市営宮沢アパート 市営住宅 台町16-1ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

277 152 ④ 一関 市営新山住宅 市営住宅 旭町7-14ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

278 153 ④ 一関 市営千刈田住宅 市営住宅 千代田町2-2ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

279 154 ④ 一関 市営関が丘アパート 市営住宅 関が丘2-１ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

280 155 ④ 一関 市営青葉アパート 市営住宅 青葉一丁目5-32 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

281 156 ④ 一関 市営三反田アパート 市営住宅 山目字三反田90 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

282 157 ④ 一関 市営沢内アパート 市営住宅 山目字沢内61-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

283 158 ④ 一関 市営沢内住宅 市営住宅 山目字沢内67-1 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

284 159 ④ 一関 市営立沢住宅 市営住宅 山目字立沢71-１ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

285 160 ④ 一関 市営中里分散住宅 市営住宅 山目町一丁目13-32ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

286 161 ④ 一関 市営町浦アパート 市営住宅 山目町二丁目18-18ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

287 162 ④ 一関 市営蘭梅住宅 市営住宅 蘭梅町9-4ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

288 163 ④ 一関 市営小沢アパート 市営住宅 三関字小沢30-89 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

289 164 ④ 一関 市営中田住宅 市営住宅 真柴字中田41-154 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

290 165 ④ 一関 市営中田アパート 市営住宅 真柴字中田41-155ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

291 166 ④ 一関 市営新宮沢住宅 市営住宅 真柴字宮沢51-42 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

292 167 ④ 一関 市営駒下住宅 市営住宅 萩荘字駒下１-10ほか 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

293 168 ④ 一関 市営釜ヶ淵アパート 市営住宅 萩荘字釜ヶ淵108-１ 建設部 都市整備課 本庁 都市整備課

294 169 ④ 花泉 市営境住宅 市営住宅 花泉町涌津字境27-6 建設部 都市整備課 花泉支所 産業建設課

295 170 ④ 花泉 市営二ツ檀住宅 市営住宅 花泉町涌津字二ツ檀45-2ほか 建設部 都市整備課 花泉支所 産業建設課

296 171 ④ 花泉 市営林ノ沢住宅 市営住宅 花泉町花泉字林ノ沢19-1 建設部 都市整備課 花泉支所 産業建設課

297 172 ④ 大東 市営館山団地 市営住宅 大東町摺沢字百目木228-9 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

298 173 ④ 大東 市営沼田第１団地 市営住宅 大東町摺沢字沼田65 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課
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公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅲ．社会基盤施設　　

設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称

299 174 ④ 大東 市営大明神団地 市営住宅 大東町大原字大明神12-1ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

300 175 ④ 大東 市営小森団地 市営住宅 大東町猿沢字小森27-4ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

301 176 ④ 大東 市営古戸前団地 市営住宅 大東町鳥海字古戸前15-4ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

302 177 ④ 大東 市営礼田団地 市営住宅 大東町摺沢字礼田89-1ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

303 178 ④ 大東 市営沼田第２団地 市営住宅 大東町摺沢字沼田42-2ほか 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

304 179 ④ 大東 市営堀河ノ沢団地 市営住宅 大東町摺沢字堀河ノ沢24-1 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

305 180 ④ 大東 摺沢駅前特定公共賃貸住宅 特定公共賃貸住宅 大東町摺沢字街道下21-1 建設部 都市整備課 大東支所 産業建設課

306 181 ④ 千厩 市営北方住宅 市営住宅 千厩町千厩字北方177-1ほか 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

307 182 ④ 千厩 市営新山住宅 市営住宅 千厩町千厩字新山11ほか 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

308 183 ④ 千厩 市営三島住宅 市営住宅 千厩町千厩字八ツ尾沢55-4 建設部 都市整備課 千厩支所 産業建設課

309 184 ④ 東山 市営山谷住宅 市営住宅 東山町長坂字南山谷36-１ 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

310 185 ④ 東山 市営本町住宅 市営住宅 東山町長坂字東本町196-1 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

311 186 ④ 東山 市営田河津住宅 市営住宅 東山町田河津字野土38-1 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

312 187 ④ 東山 市営松川住宅 市営住宅 東山町松川字台148-１ 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

313 188 ④ 東山 松川特定公共賃貸住宅 特定公共賃貸住宅 東山町松川字台148-5ほか 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

314 189 ④ 東山 山谷特定公共賃貸住宅 特定公共賃貸住宅 東山町長坂字南山谷36-1 建設部 都市整備課 東山支所 産業建設課

315 190 ④ 室根 市営八幡団地 市営住宅 室根町折壁字向山１-5 建設部 都市整備課 室根支所 産業建設課

316 191 ④ 室根 市営絵図下団地 市営住宅 室根町折壁字絵図下114-1 建設部 都市整備課 室根支所 産業建設課

317 192 ④ 室根 市営折壁団地 市営住宅 室根町折壁字大里42-4ほか 建設部 都市整備課 室根支所 産業建設課

318 193 ④ 室根 市営大里団地 市営住宅 室根町折壁字大里226-1ほか 建設部 都市整備課 室根支所 産業建設課

319 194 ④ 室根 新舘前特定公共賃貸住宅 特定公共賃貸住宅 室根町折壁字新舘前203-1 建設部 都市整備課 室根支所 産業建設課

320 195 ④ 川崎 市営堀田住宅 市営住宅 川崎町薄衣字堀田１-1 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

321 196 ④ 川崎 市営銚子住宅 市営住宅 川崎町門崎字銚子112-3 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

322 197 ④ 川崎 市営加妻住宅 市営住宅 川崎町薄衣字加妻57-3 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課

323 198 ④ 川崎 市営漆崎住宅 市営住宅 川崎町薄衣字須崎122-5ほか 建設部 都市整備課 川崎支所 産業建設課
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公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅲ．社会基盤施設　　

設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称

324 199 ④ 藤沢 市営仁郷住宅 市営住宅 藤沢町藤沢字仁郷74-2 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

325 200 ④ 藤沢 市営大母住宅 市営住宅 藤沢町藤沢字大母180-3 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

326 201 ④ 藤沢 市営梅が岡住宅 市営住宅 藤沢町藤沢字梅ケ沢86ほか 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

327 202 ④ 藤沢 市営西古谷住宅 市営住宅 藤沢町藤沢字西古谷72-2 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

328 203 ④ 藤沢 市営二日町住宅 市営住宅 藤沢町黄海字上場167-1 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

329 204 ④ 藤沢 市営大籠住宅 市営住宅 藤沢町大籠字天ノ穴112 建設部 都市整備課 藤沢支所 産業建設課

330 205 ③ 市営バス バス運行 - まちづくり推進部 まちづくり推進課 本庁 まちづくり推進課

331 206 ④ 市道 市道 - 建設部 道路管理課 本庁 道路管理課

332 207 ③ 水道施設 水道事業 - 上下水道部 総務管理課 本庁 総務管理課

333 208 ④ 下水道施設 下水道事業 - 上下水道部 下水道課 本庁 下水道課

334 209 ④ 農業集落排水施設 農業集落排水事業 - 上下水道部 下水道課 本庁 下水道課

335 210 ④ 千厩 萩の森団地汚水処理施設 汚水処理事業 千厩町千厩字構井田１-75 上下水道部 下水道課 千厩支所 東部上下水道課

336 211 ④ 藤沢 サンパルナ名生城汚水処理施設 汚水処理事業 藤沢町徳田字名生城60-86 上下水道部 下水道課 千厩支所 東部上下水道課

337 212 ③ ● 藤沢 藤沢情報通信センター 市民生活の情報化を促進し、豊かで住みよいまちづくりに資する。 藤沢町藤沢字町裏187 総務部 総務課 藤沢支所 地域振興課

2
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公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅳ．文化教養施設　　

338 1 ② ● 一関 一関市一関市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大町4-29 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

339 2 ② ● 一関 一関市山目市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 青葉二丁目4-5 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

340 3 ② ● 一関 一関市中里市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 山目町二丁目1-19 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

341 4 ② 一関 一関市狐禅寺市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 狐禅寺字小倉沢100-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 狐禅寺市民センター

342 5 ② ● 一関 一関市萩荘市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 萩荘字打ノ目124 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

343 6 ② 一関

・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・自然休養村管理センターは、観光農林漁業の振興を図るとともに、市民に対し、
自然環境の中で憩いと安らぎの場を提供する。

厳美町字沖野々116-6 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 厳美市民センター

344 7 ② ● 一関

・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・文化伝承館は、伝統文化の保存、振興や世代間と地域間の交流を促進し、豊か
な地域づくりに資する。

舞川字中里84-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

345 8 ② ● 一関 一関市弥栄市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 弥栄字茄子沢198-3 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

346 9 ② ● 花泉 一関市永井市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 花泉町永井字粒乱田69-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

347 10 ② ● 花泉 一関市涌津市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 花泉町涌津字松ノ坊65-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

348 11 ② ● 花泉 一関市油島市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 花泉町油島字上築道34-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

349 12 ② ● 花泉 一関市花泉市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 花泉町花泉字天王沢沖109-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

350 13 ② ● 花泉 一関市老松市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 花泉町老松字藤田274-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

351 14 ③ ● 花泉

・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・花泉農村集落多目的共同利用施設は、経営や生活の改善合理化、健康増進及
び地域連帯感の醸成に寄与する。

花泉町日形字井戸沢38-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

352 15 ① ● 花泉 　日形体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 花泉町日形字町裏131 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

353 16 ② ● 花泉 一関市金沢市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 花泉町金沢字大柳56 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

354 17 ② 大東 一関市大原市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町大原字川内5-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 大原市民センター

355 18 ① 大東 　大原体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町大原字川内35 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 大原市民センター

356 19 ① 大東 　内野体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町大原字高森39-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 大原市民センター

設置場所 本庁所管課 所管課

一関市厳美市民センター（一関自然休養村管理
センター）

一関市舞川市民センター（一関文化伝承館）

設置目的

一関市日形市民センター(花泉農村集落多目的
共同利用施設)

施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称
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設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称

357 20 ② 大東

・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・大東コミュニティーセンターは、市民の生涯学習やコミュニティ活動の推進を図
り、地域社会の向上に寄与する。

大東町摺沢字街道下25-3 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 摺沢市民センター

358 21 ① 大東 　摺沢体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。
大東町摺沢字新右エ門土手
12-18

まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 摺沢市民センター

359 22 ② ● 大東

・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・大東開発センターは、産業開発の拠点として地域住民の学習及び研修の場と
し、あわせて生活の合理的な改善を促進し、健全な地域社会をつくる。

大東町鳥海字細田19-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

360 23 ① ● 大東 　興田体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町鳥海字川又4 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

361 24 ① ● 大東 　天狗田体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町沖田字峯岸14 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

362 25 ① ● 大東 　中川体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町中川字中大畑98 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

363 26 ① ● 大東 　京津畑体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町中川字上ノ山59-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

364 27 ① ● 大東 　丑石体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町鳥海字上野105-3 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

365 28 ② ● 大東

・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・大東農村環境改善センターは、農業経営及び農家生活の改善合理化、住民の
健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、生産と生活の場の環境整備を組織的に
推進し、健全な地域社会をつくる。

大東町猿沢字板倉57-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

366 29 ① ● 大東 　猿沢体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町猿沢字上ノ洞22 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 地域振興課

367 30 ② 大東 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町渋民字小林25 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 渋民市民センター

368 31 ③ 大東 健全な地域社会をつくることを目的とした研修及び集会の場。 大東町渋民字小林29-4 農林部 農政課 大東支所 地域振興課

369 32 ② 大東

・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・大東曽慶地区センターは、健全な地域社会をつくることを目的とした研修及び集
会の場。

大東町曽慶字神蔭32-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 曽慶市民センター

370 33 ① 大東 　曽慶体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 大東町曽慶字神蔭63-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 大東支所 曽慶市民センター

371 34 ② ● 千厩 一関市千厩市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 千厩町千厩字舘山50 まちづくり推進部 いきがいづくり課 千厩支所 地域振興課

372 35 ② ● 千厩 一関市小梨市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 千厩町小梨字堂ヶ崎30-5 まちづくり推進部 いきがいづくり課 千厩支所 地域振興課

373 36 ② ● 千厩
・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・奥玉ふるさとセンターは、住民生活の総合的向上と地域連帯感の増進を図る。

千厩町奥玉字中日向232-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 千厩支所 地域振興課

一関市曽慶市民センター（大東曽慶地区セン
ター）

一関市奥玉市民センター（奥玉ふるさとセン
ター）

大東渋民集会センター

一関市摺沢市民センター（大東コミュニティセン
ター）

一関市興田市民センター（大東開発センター）

一関市猿沢市民センター（大東農村環境改善セ
ンター）

一関市渋民市民センター
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公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅳ．文化教養施設　　

設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称

374 37 ② ● 千厩
・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・磐清水文化センターは、市民の文化の向上と福祉の増進を図る。

千厩町磐清水字蒲沢75-3 まちづくり推進部 いきがいづくり課 千厩支所 地域振興課

375 38 ② ● 東山

・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ主体的な地域づくり活動を
支援する。
・東山地域交流センターは、市民の交流を促進するとともに、芸術、文化の振興及
び生涯学習の推進を図る。

東山町長坂字町335-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 東山支所 地域振興課

376 39 ② ● 東山
・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。

東山町田河津字石ノ森16-8 まちづくり推進部 いきがいづくり課 東山支所 地域振興課

377 40 ② ● 東山 一関市松川市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 東山町松川字町裏ノ上8-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 東山支所 地域振興課

378 41 ② ● 室根
・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。
・室根ふるさとセンターは、住民生活の総合的向上と地域連帯感の増進を図る。

室根町折壁字大里201-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 室根支所 地域振興課

379 42 ① ● 室根 　津谷川体育館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 室根町津谷川字上川原19-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 室根支所 地域振興課

380 43 ② ● 川崎 一関市川崎市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 川崎町薄衣字諏訪前7-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 川崎支所 地域振興課

381 44 ② ● 藤沢 一関市藤沢市民センター 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 藤沢町藤沢字仁郷12-5 まちづくり推進部 いきがいづくり課 藤沢支所 地域振興課

382 45 ② ● 一関
・コミュニティセンターは、近隣社会の自治、教育及び文化の向上に資する。
・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。

関が丘16-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

383 46 ② ● 一関 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 滝沢字寺下52-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

384 47 ② ● 一関
・コミュニティセンターは、近隣社会の自治、教育及び文化の向上に資する。
・市民センターは、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動
を支援する。

真柴字川戸3-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

385 48 ① ● 一関 一関市山目市民センター笹谷分館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 赤萩字笹谷28-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

386 49 ① 一関 一関市厳美市民センター山谷分館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 厳美町字入道200 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 厳美市民センター

387 50 ① 一関 一関市厳美市民センター達古袋分館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 萩荘字八幡153-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 厳美市民センター

388 51 ① ● 一関 一関市萩荘市民センター市野々分館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 萩荘字上本郷305-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

389 52 ① ● 一関 一関市弥栄市民センター平沢分館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 弥栄字膳棚42-2 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

390 53 ② ● 一関
・市民センター（分館）は、市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づく
り活動を支援する。
・学習交流館は、世代間の交流を促進し、市民の多様な生涯学習活動に資する。

赤荻字桜町240 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

391 54 ① ● 花泉 刈生沢コミュニティセンター 近隣社会の自治、教育及び文化の向上に資する。 花泉町金沢字中屋敷38 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

一関市磐清水市民センター（磐清水文化セン
ター）

一関市東山市民センター(東山地域交流セン
ター）

一関市田河津市民センター

一関市室根市民センター（室根ふるさとセン
ター）

一関市関が丘市民センター（関が丘コミュニティ
センター）

一関市滝沢市民センター

一関市真柴市民センター（真柴コミュニティセン
ター）

一関市山目市民センター赤荻分館（一関学習交
流館）
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公の施設一覧　（令和３年４月１日現在） Ⅳ．文化教養施設　　

設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称

392 55 ① ● 花泉 亥年コミュニティセンター 近隣社会の自治、教育及び文化の向上に資する。 花泉町涌津字山中31-110 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

393 56 ① ● 花泉 高倉コミュニティセンター 近隣社会の自治、教育及び文化の向上に資する。 花泉町永井字薬師沢99 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

394 57 ① ● 花泉 蝦島コミュニティセンター 近隣社会の自治、教育及び文化の向上に資する。 花泉町油島字日向平57-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 花泉支所 地域振興課

395 58 ① ● 千厩 一関市小梨市民センター清田分館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 千厩町清田字田畑1-6 まちづくり推進部 いきがいづくり課 千厩支所 地域振興課

396 59 ① ● 千厩 千厩みなみ交流センター
市民の交流等を通じ、生涯学習の普及振興等を図り、活力ある地域社会の発展
に寄与する。

千厩町小梨字落合177 まちづくり推進部 いきがいづくり課 千厩支所 地域振興課

397 60 ① ● 千厩 千厩こがね館
農村地域の自治組織等の活動を活性化し、地域住民の学習、交流及びレクリェー
ション活動を通じて、地域の連帯と融和を図り、安全で豊かな地域づくりに寄与す
る。

千厩町小梨字新地2-1 まちづくり推進部 まちづくり推進課 千厩支所 地域振興課

398 61 ① ● 東山 東山矢ノ森集会施設愛花夢館 地域住民の交流促進と福祉の増進及び文化の向上を図る。 東山町田河津字矢ノ森59-19 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

399 62 ① ● 東山 東山山谷自治会館 地域住民の交流促進と福祉の増進及び文化の向上を図る。 東山町長坂字北山谷24-3 農林部 農政課 東山支所 産業建設課

400 63 ① ● 室根 室根第４区集落センター 住民の福祉の増進を図り、地域の開発と発展に寄与する。 室根町折壁字中谷地135-1 まちづくり推進部 まちづくり推進課 室根支所 地域振興課

401 64 ① ● 室根 室根田茂木地区コミュニティセンター 住民の福祉の増進を図り、地域の開発と発展に寄与する。 室根町折壁字田茂木56 まちづくり推進部 まちづくり推進課 室根支所 地域振興課

402 65 ① ● 室根 室根ひこばえの森交流センター 住民の福祉の増進を図り、地域の開発と発展に寄与する。 室根町矢越字山古沢94-7 まちづくり推進部 まちづくり推進課 室根支所 地域振興課

403 66 ① ● 室根 室根第15地区会館 住民の福祉の増進を図り、地域の開発と発展に寄与する。 室根町矢越字朴12-3 まちづくり推進部 まちづくり推進課 室根支所 地域振興課

404 67 ① ● 室根 室根交流促進センター 住民の福祉の増進を図り、地域の開発と発展に寄与する。 室根町津谷川字中磯193-12 まちづくり推進部 まちづくり推進課 室根支所 地域振興課

405 68 ② ● 藤沢 一関市藤沢市民センター黄海分館 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援する。 藤沢町黄海字町裏54-1 まちづくり推進部 いきがいづくり課 藤沢支所 地域振興課

406 69 ① ● 藤沢 西口コミュニティセンター 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町西口字十文字119-2 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

407 70 ① ● 藤沢 西口地区体育館 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町西口字十文字119-10 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

408 71 ① ● 藤沢 本郷白藤交流館 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町藤沢字八沢132-1 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

409 72 ① ● 藤沢 曲田地区ふれあいセンター 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町黄海字下曲田417-18 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

410 73 ① ● 藤沢 陶芸センター 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町黄海字東深萱192-6 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

411 74 ① ● 藤沢 徳田交流館 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町徳田字長沢146-1 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

412 75 ① ● 藤沢 コミュニティ体育館徳田ふれあいランド 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町徳田字馬場37-1 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

413 76 ① ● 藤沢 新沼コミュニティセンター 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町新沼字関田45-10 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

414 77 ① ● 藤沢 保呂羽コミュニティセンター 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町保呂羽字宇和田82-11 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課
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415 78 ① ● 藤沢 保呂羽コミュニティ体育館 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町保呂羽字宇和田82-9 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

416 79 ① ● 藤沢 大籠コミュニティセンター 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町大籠字田ケ谷8-1 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

417 80 ① ● 藤沢 郷土文化保存伝習館 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町大籠字右名沢27-6 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

418 81 ① 藤沢 黄海コミュニティグラウンド 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町黄海字天堤11-1 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

419 82 ① ● 藤沢 並木ヶ丘コミュニティグラウンド 地域の振興と住民福祉の向上に資する。 藤沢町新沼字西風46-10 まちづくり推進部 まちづくり推進課 藤沢支所 地域振興課

420 83 ② ● 一関 一関文化センター
芸術、文化の振興を図るとともに、必要な情報を提供し、もって市民福祉の増進に
資する。

大手町2-16 まちづくり推進部 いきがいづくり課 本庁 いきがいづくり課

421 84 ③ 一関 一関市博物館 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与する。 厳美町字沖野々215-1 教育委員会 博物館 本庁 博物館

422 85 ③ 大東 芦東山記念館
芦東山に関する資料の収集、保存、展示等を行い、市民の教育、学術及び文化
の発展に寄与する。

大東町渋民字伊勢堂71-17 教育委員会 文化財課 大東支所 地域振興課

423 86 ③ 大東 一関市民俗資料館
本市の民俗資料等を保存し、その活用を図り、もって市民の文化の向上に資す
る。

大東町渋民字小林25 教育委員会 文化財課 大東支所 地域振興課

424 87 ③ ● 千厩 せんまや街角資料館
歴史的建造物である旧専売局千厩葉煙草専売所の建物を保存活用し、歴史、文
化、産業の各資料の収集、保管、展示等を行い、教育、学術及び文化の発展に寄
与する。

千厩町千厩字北方129-1 教育委員会 文化財課 千厩支所 地域振興課

425 88 ③ 東山 石と賢治のミュージアム
旧東北砕石工場に関する歴史及び文化を保全し、関係者の功績を顕彰するととも
に、資料の収集、保管、展示等を行いこれを広く伝承し、地域の教育文化の向上
に資する。

東山町松川字滝ノ沢149-1 教育委員会 文化財課 東山支所 地域振興課

426 89 ② 室根 きらら室根山天文台 天文知識の普及と科学教育の振興。 室根町折壁字室根山1-146 商工労働部 観光物産課 室根支所 産業建設課

427 90 ② 藤沢 藤沢文化センター 芸術、文化の振興を図り、住民福祉の増進に資する。 藤沢町藤沢字仁郷12-5 まちづくり推進部 いきがいづくり課 藤沢支所 藤沢文化センター

428 91 ① ● 藤沢 大籠キリシタン殉教公園 製鉄史とキリシタン殉教にまつわる文化遺産を保存、継承する。 藤沢町大籠地内 教育委員会 文化財課 藤沢支所 地域振興課

429 92 ① ● 藤沢 大籠キリシタン資料館 製鉄史とキリシタン殉教にまつわる文化遺産を保存、継承する。 藤沢町大籠字右名沢28-7 教育委員会 文化財課 藤沢支所 地域振興課

430 93 ① ● 藤沢 大籠殉教記念クルス館 製鉄史とキリシタン殉教にまつわる文化遺産を保存、継承する。 藤沢町大籠字早坂15-12 教育委員会 文化財課 藤沢支所 地域振興課

431 94 ③ 一関 一関市立一関図書館
市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提
供を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資する。

大手町2-46 教育委員会 一関図書館 本庁 一関図書館

432 95 ③ 花泉 一関市立花泉図書館
市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提
供を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資する。

花泉町涌津字上三ノ町12 教育委員会 一関図書館 本庁 一関図書館

433 96 ③ 大東 一関市立大東図書館
市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提
供を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資する。

大東町摺沢字新右ェ門土手
12-2

教育委員会 一関図書館 本庁 一関図書館
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設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称

434 97 ③ 千厩 一関市立千厩図書館
市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提
供を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資する。

千厩町千厩字北方171-7 教育委員会 一関図書館 本庁 一関図書館

435 98 ③ 千厩 　　千厩ミニシアター 芸術文化の振興、普及及び発信の拠点。 千厩町千厩字北方171-7 教育委員会 一関図書館 千厩支所 千厩図書館

436 99 ③ 東山
市民の図書その他の図書資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供
を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資する。

東山町長坂字町335-1 教育委員会 一関図書館 本庁 一関図書館

437 100 ③ 室根 一関市立室根図書館
市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提
供を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資する。

室根町折壁字八幡沖345 教育委員会 一関図書館 本庁 一関図書館

438 101 ③ 川崎 一関市立川崎図書館
市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提
供を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資する。

川崎町薄衣字諏訪前7-1 教育委員会 一関図書館 本庁 一関図書館

439 102 ③ 藤沢 一関市立藤沢図書館
市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提
供を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資する。

藤沢町藤沢字仁郷12-5 教育委員会 一関図書館 本庁 一関図書館

440 103 ④ 一関 一関市立舞川幼稚園 市立幼稚園 舞川字館ノ越22-12 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

441 104 ④ 一関 一関市立真滝幼稚園 市立幼稚園 滝沢字水口103-103 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

442 105 ④ 一関 一関市立厳美幼稚園 市立幼稚園 厳美町字鴻ノ巣161-1 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

443 106 ④ 一関 一関市立赤荻幼稚園 市立幼稚園 赤萩字桜町237-2 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

444 107 ④ 一関 一関市立萩荘幼稚園 市立幼稚園 萩荘字境ノ神237-1 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

445 108 ④ 一関 一関市立狐禅寺幼稚園 市立幼稚園 狐禅寺小倉沢100-1 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

446 109 ④ 一関 一関市立弥栄幼稚園 市立幼稚園 弥栄字茄子沢236-24 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

447 110 ④ 大東 一関市立摺沢幼稚園 市立幼稚園 大東町摺沢字観音堂82-2 教育委員会 教育総務課 大東支所 地域振興課

448 111 ④ 一関 一関市立一関小学校 市立小学校 字鳴神33-1 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

449 112 ④ 一関 一関市立山目小学校 市立小学校 幸町2-47 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

450 113 ④ 一関 一関市立赤荻小学校 市立小学校 赤荻字桜町181-1 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

451 114 ④ 一関 一関市立中里小学校 市立小学校 蘭梅町7-1 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

452 115 ④ 一関 一関市立滝沢小学校 市立小学校 滝沢字寺下46 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

453 116 ④ 一関 一関市立南小学校 市立小学校 南町3-3 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

454 117 ④ 一関 一関市立弥栄小学校 市立小学校 弥栄字大奈良33-4 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

455 118 ④ 一関 一関市立萩荘小学校 市立小学校 萩荘字境ノ神253 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

一関市立東山図書館
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設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称

456 119 ④ 一関 一関市立厳美小学校 市立小学校 厳美町字上ノ台55-2 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

457 120 ④ 一関 一関市立舞川小学校 市立小学校 舞川字館ノ越20-4 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

458 121 ④ 花泉 一関市立永井小学校 市立小学校 花泉町永井字岫前148-1 教育委員会 教育総務課 花泉支所 地域振興課

459 122 ④ 花泉 一関市立涌津小学校 市立小学校 花泉町涌津字松ノ坊26-1 教育委員会 教育総務課 花泉支所 地域振興課

460 123 ④ 花泉 一関市立油島小学校 市立小学校 花泉町油島字上築道34-1 教育委員会 教育総務課 花泉支所 地域振興課

461 124 ④ 花泉 一関市立花泉小学校 市立小学校 花泉町花泉字天王沢沖90 教育委員会 教育総務課 花泉支所 地域振興課

462 125 ④ 花泉 一関市立老松小学校 市立小学校 花泉町老松字藤田215 教育委員会 教育総務課 花泉支所 地域振興課

463 126 ④ 花泉 一関市立金沢小学校 市立小学校 花泉町金沢字下寺袋1 教育委員会 教育総務課 花泉支所 地域振興課

464 127 ④ 大東 一関市立大原小学校 市立小学校 大東町大原字七切63-1 教育委員会 教育総務課 大東支所 地域振興課

465 128 ④ 大東 一関市立大東小学校 市立小学校 大東町摺沢字上堺ノ沢70 教育委員会 教育総務課 大東支所 地域振興課

466 129 ④ 大東 一関市立興田小学校 市立小学校 大東町鳥海字鞭柳104-1 教育委員会 教育総務課 大東支所 地域振興課

467 130 ④ 大東 一関市立猿沢小学校 市立小学校 大東町猿沢字上ノ洞12-1 教育委員会 教育総務課 大東支所 地域振興課

468 131 ④ 千厩 一関市立千厩小学校 市立小学校 千厩町千厩字上駒場10-2 教育委員会 教育総務課 千厩支所 地域振興課

469 132 ④ 東山 一関市立東山小学校 市立小学校 東山町長坂字東本町12 教育委員会 教育総務課 東山支所 地域振興課

470 133 ④ 室根 一関市立室根東小学校 市立小学校 室根町折壁字中谷地82-1 教育委員会 教育総務課 室根支所 地域振興課

471 134 ④ 室根 一関市立室根西小学校 市立小学校 室根町矢越字千刈田77 教育委員会 教育総務課 室根支所 地域振興課

472 135 ④ 川崎 一関市立川崎小学校 市立小学校 川崎町薄衣字泉台50 教育委員会 教育総務課 川崎支所 地域振興課

473 136 ④ 藤沢 一関市立藤沢小学校 市立小学校 藤沢町藤沢字仁郷50-1 教育委員会 教育総務課 藤沢支所 地域振興課

474 137 ④ 藤沢 一関市立黄海小学校 市立小学校 藤沢町黄海字天堤11-1 教育委員会 教育総務課 藤沢支所 地域振興課

475 138 ④ 藤沢 一関市立新沼小学校 市立小学校 藤沢町新沼字関田51-2 教育委員会 教育総務課 藤沢支所 地域振興課

476 139 ④ 一関 一関市立一関中学校 市立中学校 真柴字中田18 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

477 140 ④ 一関 一関市立磐井中学校 市立中学校 山目字館46-1 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

478 141 ④ 一関 一関市立一関東中学校 市立中学校 滝沢字寺田下81-2 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

479 142 ④ 一関 一関市立桜町中学校 市立中学校 三関字桜町39-2 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

480 143 ④ 一関 一関市立萩荘中学校 市立中学校 萩荘字境ノ神240 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課
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設置場所 本庁所管課 所管課設置目的
施設
番号

類
型
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管理

地域 施設名称

481 144 ④ 一関 一関市立厳美中学校 市立中学校 厳美町字上ノ台45-1 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

482 145 ④ 一関 一関市立舞川中学校 市立中学校 舞川字中入92-8 教育委員会 教育総務課 本庁 教育総務課

483 146 ④ 花泉 一関市立花泉中学校 市立中学校 花泉町涌津字古川8 教育委員会 教育総務課 花泉支所 地域振興課

484 147 ④ 大東 一関市立大原中学校 市立中学校 大東町大原字大明神25 教育委員会 教育総務課 大東支所 地域振興課

485 148 ④ 大東 一関市立大東中学校 市立中学校 大東町摺沢字上堺ノ沢21-1 教育委員会 教育総務課 大東支所 地域振興課

486 149 ④ 大東 一関市立興田中学校 市立中学校 大東町鳥海字小山14-5 教育委員会 教育総務課 大東支所 地域振興課

487 150 ④ 千厩 一関市立千厩中学校 市立中学校 千厩町千厩字上駒場195-5 教育委員会 教育総務課 千厩支所 地域振興課

488 151 ④ 東山 一関市立東山中学校 市立中学校 東山町長坂字北山谷46 教育委員会 教育総務課 東山支所 地域振興課

489 152 ④ 室根 一関市立室根中学校 市立中学校 室根町矢越字五反田73-1 教育委員会 教育総務課 室根支所 地域振興課

490 153 ④ 川崎 一関市立川崎中学校 市立中学校 川崎町薄衣字上段1 教育委員会 教育総務課 川崎支所 地域振興課

491 154 ④ 藤沢 一関市立藤沢中学校 市立中学校 藤沢町藤沢字狩野40-3 教育委員会 教育総務課 藤沢支所 地域振興課

73
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492 1 ① ● 花泉 市民福祉の増進を図り、市民生活の向上に寄与する。 花泉町老松字水沢193-1 保健福祉部 長寿社会課 花泉支所 地域振興課

493 2 ② 一関 シニア活動プラザ シニア世代の社会参加及び生きがいづくりを支援する。 大町4-29 保健福祉部 長寿社会課 本庁 長寿社会課

494 3 ② 花泉 高齢者の健康及び福祉の向上に資する。 花泉町老松字藤田274-2 保健福祉部 長寿社会課 花泉支所 保健福祉課

495 4 ② 花泉 高倉介護予防センター 高齢者の健康及び福祉の向上に資する。 花泉町永井字薬師沢111 保健福祉部 長寿社会課 花泉支所 保健福祉課

496 5 ② 大東 大東老人福祉センター
老人福祉センターは、老人福祉法第２０条の７に基づき、無料又は低額な料金で
高齢者の健康増進、各種相談、教養の向上、レクレーションなどを通じ、福祉の増
進と明るく住みよい社会づくりに寄与する。

大東町大原字川内5-2 保健福祉部 長寿社会課 大東支所 保健福祉課

497 6 ② 千厩 千厩老人福祉センター
老人福祉センターは、老人福祉法第２０条の７に基づき、無料又は低額な料金で
高齢者の健康増進、各種相談、教養の向上、レクレーションなどを通じ、福祉の増
進と明るく住みよい社会づくりに寄与する。

千厩町千厩字前田54-1 保健福祉部 長寿社会課 千厩支所 保健福祉課

498 7 ② 一関 一関子育て支援センター
子育てに関する相談事業、子育てサークル等の育成支援及び障害児療育事業等
の子育て支援対策を総合的に推進することにより、市民が安心して子育てができ
る環境を整え、就学前児童の健全な育成と障害児の福祉の向上に資する。

山目字前田13-1 保健福祉部
一関子育て
支援センター

本庁
一関子育て
支援センター

499 8 ② 室根 室根子育て支援センター
子育てに関する事業、子育てサークル等の育成支援及び障害児療育事業等の子
育て支援対策を総合的に推進することにより、市民が安心して子育てができる環
境を整え、就学前児童の健全な育成と障害児の福祉の向上に資する。

室根町折壁字八幡沖373-1 保健福祉部
一関子育て
支援センター

本庁
一関子育て
支援センター

500 9 ③ 一関 一関あおば保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

山目字前田13‐1 保健福祉部 子育て支援課 本庁 子育て支援課

501 10 ③ 大東 摺沢保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

大東町摺沢字沼田10-2 保健福祉部 子育て支援課 大東支所 保健福祉課

502 11 ③ 大東 大原保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

大東町大原字立町110-1 保健福祉部 子育て支援課 大東支所 保健福祉課

503 12 ③ 大東 猿沢保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

大東町猿沢字上ノ洞12-1 保健福祉部 子育て支援課 大東支所 保健福祉課

504 13 ③ 大東 興田保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

大東町沖田字小七郎3-3 保健福祉部 子育て支援課 大東支所 保健福祉課

505 14 ③ 大東 渋民保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

大東町渋民字大馬場3-2 保健福祉部 子育て支援課 大東支所 保健福祉課

506 15 ③ 大東 曽慶保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

大東町曽慶字神蔭38-2 保健福祉部 子育て支援課 大東支所 保健福祉課

設置場所 本庁所管課 所管課

花泉総合福祉センター

設置目的

老松介護予防センター

施設
番号

類
型
指定
管理

地域 施設名称
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施設
番号

類
型
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管理

地域 施設名称

507 16 ③ 千厩 奥玉保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

千厩町奥玉字上川原31 保健福祉部 子育て支援課 千厩支所 保健福祉課

508 17 ③ 千厩 千厩保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

千厩町千厩字宮田23 保健福祉部 子育て支援課 千厩支所 保健福祉課

509 18 ③ 千厩 小梨保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

千厩町小梨字時ノ沢109-3 保健福祉部 子育て支援課 千厩支所 保健福祉課

510 19 ③ 東山 東山こども園
小学校就学前の子どもに対して一貫した教育及び保育を実施するとともに、地域
の子育て家庭を支援する。

東山町長坂字西本町130-1 保健福祉部 子育て支援課 東山支所 保健福祉課

511 20 ③ 東山 松川保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

東山町松川字台12-3 保健福祉部 子育て支援課 東山支所 保健福祉課

512 21 ③ 室根 室根こども園
小学校就学前の子どもに対して一貫した教育及び保育を実施するとともに、地域
の子育て家庭を支援する。

室根町折壁字八幡沖373-1 保健福祉部 子育て支援課 室根支所 保健福祉課

513 22 ③ 川崎 川崎保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

川崎町薄衣字上段46-1 保健福祉部 子育て支援課 川崎支所 保健福祉課

514 23 ③ 藤沢 新沼保育園
児童福祉法に基づき、親の就労等の事情で家庭において保育を受けられない就
学前児童を家庭に代わり保育する。

藤沢町新沼字関田45-10 保健福祉部 子育て支援課 藤沢支所 保健福祉課

515 24 ③ 藤沢 藤沢こども園
小学校就学前の子どもに対して一貫した教育及び保育を実施するとともに、地域
の子育て家庭を支援する。

藤沢町藤沢字仁郷41-2 保健福祉部 子育て支援課 藤沢支所 保健福祉課

516 25 ③ 藤沢 黄海こども園
小学校就学前の子どもに対して一貫した教育及び保育を実施するとともに、地域
の子育て家庭を支援する。

藤沢町黄海字天堤11-1 保健福祉部 子育て支援課 藤沢支所 保健福祉課

517 26 ③ 東山 田河津児童館
保育型児童館として、地域内の就学前児童を預かり、健全な遊びを与えて、その
健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする。

東山町田河津字石ノ森2-3 保健福祉部 子育て支援課 東山支所 保健福祉課

518 27 ③ ● 一関 ひまわりクラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 台町11-13 保健福祉部 子育て支援課 本庁 子育て支援課

519 28 ③ ● 一関 わかばクラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 鳴神34-1 保健福祉部 子育て支援課 本庁 子育て支援課

520 29 ③ ● 一関 はしわクラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 幸町2-10 保健福祉部 子育て支援課 本庁 子育て支援課

521 30 ③ ● 一関 こばとクラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 蘭梅町7-1 保健福祉部 子育て支援課 本庁 子育て支援課

522 31 ③ ● 一関 萩の子クラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 萩荘字境ノ神240 保健福祉部 子育て支援課 本庁 子育て支援課

523 32 ③ ● 一関 赤荻クラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 赤荻字桜町42-3 保健福祉部 子育て支援課 本庁 子育て支援課

524 33 ③ ● 大東 大東児童クラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 大東町摺沢字上堺ノ沢21-1 保健福祉部 子育て支援課 大東支所 保健福祉課

525 34 ③ ● 千厩 千厩児童クラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 千厩町千厩字上駒場10-2 保健福祉部 子育て支援課 千厩支所 保健福祉課
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526 35 ③ ● 東山 東山児童クラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 東山町長坂字東本町12 保健福祉部 子育て支援課 東山支所 保健福祉課

527 36 ③ 室根 折壁児童クラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 室根町折壁字大里201-1 保健福祉部 子育て支援課 室根支所 保健福祉課

528 37 ③ ● 川崎 川崎児童クラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 川崎町薄衣字泉台50 保健福祉部 子育て支援課 川崎支所 保健福祉課

529 38 ③ ● 一関 滝沢児童クラブ 小学校の留守家庭児童の預かりにより、児童の健全育成を図る。 滝沢寺下46 保健福祉部 子育て支援課 本庁 子育て支援課

530 39 ③ 一関 一関保健センター 市民の健康づくりを推進する。 山目字前田13-1 保健福祉部 健康づくり課 本庁 健康づくり課

531 40 ③ 花泉 花泉保健センター 市民の健康づくりを推進する。 花泉町涌津字一ノ町29 保健福祉部 健康づくり課 花泉支所 保健福祉課

532 41 ③ 大東 大東保健センター 市民の健康づくりを推進する。 大東町渋民字大洞地55-8 保健福祉部 健康づくり課 大東支所 保健福祉課

533 42 ③ 千厩 千厩保健センター 市民の健康づくりを推進する。 千厩町千厩字北方174 保健福祉部 健康づくり課 千厩支所 保健福祉課

534 43 ③ 東山 東山保健センター 市民の健康づくりを推進する。 東山町長坂字西本町139-1 保健福祉部 健康づくり課 東山支所 保健福祉課

535 44 ③ 室根 室根保健センター 市民の健康づくりを推進する。 室根町折壁字八幡沖116 保健福祉部 健康づくり課 室根支所 保健福祉課

536 45 ③ 川崎 川崎保健センター 市民の健康づくりを推進する。 川崎町薄衣字諏訪前137 保健福祉部 健康づくり課 川崎支所 保健福祉課

537 46 ③ 藤沢 藤沢保健センター 市民の健康づくりを推進する。 藤沢町藤沢字町裏54 保健福祉部 健康づくり課 藤沢支所 保健福祉課

538 47 ③ 大東 一関市国民健康保険猿沢診療所

国民健康保険法第８２条の規定に基づき、国民健康保険診療所を設置
次に掲げる範囲の診療を行う。
　(1)健康診断及び健康相談　　　(2)療養の指導及び相談　　　(3)診察　　　(4)薬剤
又は治療材料の投与及び支給　　　(5)処置、手術その他の治療

大東町猿沢字板倉60-1 保健福祉部 健康づくり課 本庁 健康づくり課

539 48 ③ 千厩 一関市国民健康保険千厩歯科診療所

国民健康保険法第８２条の規定に基づき、国民健康保険診療所を設置
次に掲げる範囲の診療を行う。
　(1)健康診断及び健康相談　　　(2)療養の指導及び相談　　　(3)診察　　　(4)薬剤
又は治療材料の投与及び支給　　　(5)処置、手術その他の治療

千厩町小梨字大久保1-1 保健福祉部 健康づくり課 本庁 健康づくり課

540 49 ③ 室根 一関市国民健康保険室根診療所

国民健康保険法第８２条の規定に基づき、国民健康保険診療所を設置
次に掲げる範囲の診療を行う。
　(1)健康診断及び健康相談　　　(2)療養の指導及び相談　　　(3)診察　　　(4)薬剤
又は治療材料の投与及び支給　　　(5)処置、手術その他の治療

室根町折壁字八幡沖117 保健福祉部 健康づくり課 本庁 健康づくり課

541 50 ③ 室根 一関市国民健康保険室根歯科診療所

国民健康保険法第８２条の規定に基づき、国民健康保険診療所を設置
次に掲げる範囲の診療を行う。
　(1)健康診断及び健康相談　　　(2)療養の指導及び相談　　　(3)診察　　　(4)薬剤
又は治療材料の投与及び支給　　　(5)処置、手術その他の治療

室根町折壁字八幡沖117 保健福祉部 健康づくり課 本庁 健康づくり課

542 51 ③ 一関 サン・アビリティーズ一関
障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、障がい者に健康の増進、教養文
化活動及びスポーツ、レクリエーションの活動の場を提供する。

三関字桜町36-3 保健福祉部 福祉課 本庁 福祉課

543 52 ③ ● 室根 一関市生活支援ハウスむろね苑
高齢者に対し、居住機能、介護支援機能及び交流機能を総合的に提供することに
より、高齢者が安心して健康で明るい生活を送ることができるよううに支援し、もっ
て高齢者福祉の増進に資する。

室根町折壁字向山67-3 保健福祉部 長寿社会課 室根支所 保健福祉課
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544 53 ③ 藤沢 一関市国民健康保険藤沢病院
市民の健康増進を促すとともに、健康保持に必要な医療と高齢者等への介護
サービスを提供するため。

藤沢町藤沢字町裏52-2 藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

545 54 ③ 藤沢 老健ふじさわ
市民の健康増進を促すとともに、健康保持に必要な医療と高齢者等への介護
サービスを提供するため。

藤沢町藤沢字町裏52-2 藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

藤沢病院 老健ふじさわ

546 55 ③ 藤沢 特別養護老人ホーム光栄荘
市民の健康増進を促すとともに、健康保持に必要な医療と高齢者等への介護
サービスを提供するため。

藤沢町藤沢字町裏55 藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

藤沢病院
特別養護老人
ホーム光栄荘

547 56 ③ 藤沢 ふじさわデイサービスセンター
市民の健康増進を促すとともに、健康保持に必要な医療と高齢者等への介護
サービスを提供するため。

藤沢町藤沢字町裏55 藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

藤沢病院
ふじさわデイ
サービスセン
ター

548 57 ③ 藤沢 グループホームやまばと
市民の健康増進を促すとともに、健康保持に必要な医療と高齢者等への介護
サービスを提供するため。

藤沢町藤沢字町裏56 藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

藤沢病院
グループホー
ムやまばと

549 58 ③ 藤沢 ふじさわ訪問看護ステーション
市民の健康増進を促すとともに、健康保持に必要な医療と高齢者等への介護
サービスを提供するため。

藤沢町藤沢字町裏52-2 藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

藤沢病院
暮らしのケアサ
ポートセンター

550 59 ③ 藤沢 ふじさわ居宅介護支援事業所
市民の健康増進を促すとともに、健康保持に必要な医療と高齢者等への介護
サービスを提供するため。

藤沢町藤沢字町裏52-2 藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

藤沢病院
暮らしのケアサ
ポートセンター

551 60 ③ 藤沢 高齢者総合相談センターふじさわ
市民の健康増進を促すとともに、健康保持に必要な医療と高齢者等への介護
サービスを提供するため。

藤沢町藤沢字町裏52-2 藤沢病院
国民健康保
険藤沢病院

藤沢病院
暮らしのケアサ
ポートセンター
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