
別紙２　対象予定施設一覧
No. 大分類 小分類 施設名称 所管課 延床面積 代表構造 代表建築年 備考
1 学校教育系施設 小・中学校 中山小学校 教育委員会 3,624 RC 昭和50年 平成19年大規模改修
2 学校教育系施設 小・中学校 名和小学校 教育委員会 6,580 RC 平成18年
3 学校教育系施設 小・中学校 大山西小学校 教育委員会 3,672 RC 昭和49年 平成21年大規模改修
4 学校教育系施設 小・中学校 大山小学校 教育委員会 2,346 RC 昭和54年 平成22年大規模改修
5 学校教育系施設 小・中学校 中山中学校 教育委員会 3,397 RC 平成4年
6 学校教育系施設 小・中学校 名和中学校 教育委員会 3,832 RC 昭和46年 平成26年大規模改修
7 学校教育系施設 小・中学校 大山中学校 教育委員会 3,889 RC 昭和44年 平成28年大規模改修
8 学校教育系施設 その他教育施設 名和学校給食センター 教育委員会 1,194 RC 平成8年
9 学校教育系施設 その他教育施設 大山学校給食センター 教育委員会 1,041 RC 平成18年
10 生涯学習系施設 文科系施設 名和公民館 教育委員会 1,276 RC 昭和54年
11 生涯学習系施設 文科系施設 中山公民館 教育委員会 1,009 RC 昭和48年
12 生涯学習系施設 文科系施設 大山公民館 教育委員会 1,021 RC 昭和51年
13 生涯学習系施設 文科系施設 高麗コミュニティーセンター 教育委員会 542 RC 昭和58年
14 生涯学習系施設 社会教育系施設 町立図書館 教育委員会 761 W 平成5年
15 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 中山農業者トレーニングセンター 教育委員会 1,737 RC 昭和60年
16 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 中山運動場 教育委員会 6,349 - - ※敷地面積
17 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 中山野球場 教育委員会 10,500 - - ※敷地面積
18 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 中山活性化センター 教育委員会 600 S 平成8年
19 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 中山多目的広場 教育委員会 3,700 - - ※敷地面積
20 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 名和農業者トレーニングセンター 教育委員会 2,579 RC 昭和60年
21 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 名和総合運動公園野球場 教育委員会 11,495 - - ※敷地面積
22 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 名和総合運動公園陸上競技場 教育委員会 19,516 - - ※敷地面積
23 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 名和総合運動公園テニスコート 教育委員会 2,193 - - ※敷地面積
24 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 名和総合運動公園アスレチック広場 教育委員会 2,193 - - ※敷地面積
25 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 名和民芸伝承館 教育委員会 245 S 平成6年
26 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 大山農業者トレーニングセンター 教育委員会 1,525 S 昭和57年
27 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 大山農村運動広場 教育委員会 9,138 - - ※敷地面積
28 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 大山野球場 教育委員会 10,671 - - ※敷地面積
29 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 赤松体育館 教育委員会 442 S 昭和58年
30 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 旧上中山保育所プール 教育委員会 51 CB 昭和49年
31 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 大山武道館 教育委員会 557 S 昭和62年
32 生涯学習系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 大山総合体育館 観光課 3,100 RC 平成4年
33 産業振興系施設 産業系施設 観光交流センター 観光課 265 W 平成20年
34 産業振興系施設 産業系施設 農産物処理加工施設 観光課 492 S 平成22年
35 産業振興系施設 産業系施設 御来屋漁港水産物直販所 農林水産課 271 W 平成19年
36 産業振興系施設 産業系施設 地域休養施設・山香荘 観光課 828 RC 昭和57年
37 産業振興系施設 産業系施設 中の原スキーセンター 観光課 2,238 SRC 昭和62年
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38 産業振興系施設 産業系施設 中山温泉館・生活想像館 地籍調査課 1,725 SRC 平成11年
39 産業振興系施設 産業系施設 四季彩園さくら館 地籍調査課 147 W 平成12年
40 産業振興系施設 産業系施設 工場（官公学生服） 観光課 3,095 S -
41 産業振興系施設 産業系施設 大山ホワイトリゾートサービスセンター 観光課 949 RC 平成4年
42 産業振興系施設 産業系施設 大山参道市場 観光課 444 W 平成29年
43 行政系施設 庁舎等 本庁舎 総務課 2,745 SRC 昭和56年
44 行政系施設 庁舎等 中山支所 地籍調査課 1,067 SRC 昭和63年
45 行政系施設 庁舎等 大山支所 建設課 2,145 RC 平成16年
46 行政系施設 庁舎等 保健福祉センターなわ（名和診療所含む） 福祉介護課 4,318 RC 平成11年
47 行政系施設 消防施設 水防倉庫 財務課 275 RC -
48 行政系施設 消防施設 下甲消防車庫（中山第１分団） 総務課 52 W 平成19年
49 行政系施設 消防施設 樋口消防自動車車庫 総務課 50 W 平成19年
50 行政系施設 消防施設 下市消防車車庫 総務課 85 W 平成18年
51 行政系施設 消防施設 浜ノ上消防ポンプ格納庫 総務課 20 W 昭和59年
52 行政系施設 消防施設 大山町消防団名和分団消防屯所 総務課 130 RC 昭和58年
53 行政系施設 消防施設 大山町消防団大山第１分団 総務課 81 RC 昭和59年
54 行政系施設 消防施設 大山町消防団大山第２分団 総務課 36 CB 平成7年
55 行政系施設 消防施設 コミュニティー消防センター 総務課 112 S 平成5年
56 行政系施設 消防施設 大山役場分団消防車庫 総務課 56 W 平成22年
57 行政系施設 その他行政系施設 大山スノーステーション 建設課 195 S 平成13年
58 行政系施設 その他行政系施設 名和除雪車庫（御来屋駅前） 建設課 563 S 昭和49年
59 社会福祉系施設 子育て支援施設 中山みどりの森保育園 教育委員会 1,688 W 平成24年
60 社会福祉系施設 子育て支援施設 名和さくらの丘保育園 教育委員会 1,849 W 平成26年
61 社会福祉系施設 子育て支援施設 大山きゃらぼく保育園 教育委員会 2,130 SRC 平成24年
62 社会福祉系施設 子育て支援施設 庄内保育所 教育委員会 720 RC 昭和57年
63 社会福祉系施設 子育て支援施設 大山保育所 教育委員会 702 RC 昭和57年
64 社会福祉系施設 子育て支援施設 ふれあい会館 こども課 409 RC 昭和60年
65 社会福祉系施設 保健・福祉施設 福祉センターなかやま 福祉介護課 1,660 RC 平成5年
66 社会福祉系施設 保健・福祉施設 保健福祉センターだいせん 福祉介護課 3,844 RC 平成8年
67 社会福祉系施設 保健・福祉施設 大山町人権交流センター 福祉介護課 737 RC 平成14年
68 社会福祉系施設 保健・福祉施設 老人憩の家 福祉介護課 171 W 平成4年
69 社会福祉系施設 保健・福祉施設 中山ふれあいセンター 福祉介護課 422 W 平成19年
70 社会福祉系施設 保健・福祉施設 下田中児童館 福祉介護課 201 RC 昭和56年
71 社会福祉系施設 保健・福祉施設 中高児童館 福祉介護課 209 S 昭和55年
72 社会福祉系施設 保健・福祉施設 中高ふれあい文化センター 福祉介護課 316 W 平成12年
73 社会福祉系施設 保健・福祉施設 大山町老人福祉センター 福祉介護課 572 RC 昭和54年
74 社会福祉系施設 医療施設 大山口診療所（リハビリセンター） 健康対策課 697 W 平成20年
75 社会福祉系施設 医療施設 大山診療所 健康対策課 1,493 RC 平成15年
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76 基盤施設 公園 名和公園トイレ 建設課 36 W 平成3年
77 基盤施設 公園 仁王堂公園トイレ他 建設課 43 W 平成7年
78 基盤施設 ごみ処理施設 名和クリーンセンター 住民課 1,236 SRC 平成8年
79 基盤施設 その他施設 中山口駅前公衆便所、駐輪場 地籍調査課 13 W 平成8年
80 基盤施設 その他施設 下市駅トイレ、駐輪場 地籍調査課 32 W 平成9年
81 基盤施設 その他施設 御来屋駅駅舎、トイレ、駐輪場 財務課 123 W 平成14年
82 その他施設 その他施設 旧下中山保育所 財務課 777 RC 昭和55年
83 その他施設 その他施設 旧上中山保育所 企画課 563 RC 昭和54年
84 その他施設 その他施設 旧逢坂保育所 総務課 777 RC 昭和55年
85 その他施設 その他施設 旧光徳保育所 企画課 564 RC 平成3年
86 その他施設 その他施設 旧名和保育所 企画課 603 RC 昭和64年
87 その他施設 その他施設 旧高麗保育所 企画課 604 S 昭和53年
88 その他施設 その他施設 旧所子保育所 財務課 665 S 昭和51年
89 その他施設 その他施設 旧庄内小学校 教育委員会 2,603 RC 昭和40年
90 その他施設 その他施設 旧光徳小学校 観光課 2,240 RC 昭和51年
91 その他施設 その他施設 大山小学校（香取分校） 観光課 799 S 昭和42年
92 その他施設 その他施設 旧中山町役場庁舎（中山支所旧館） 地籍調査課 1,070 RC 昭和39年
93 その他施設 その他施設 中山農村環境改善センター 地籍調査課 960 RC 昭和63年
94 その他施設 その他施設 友好館 地籍調査課 565 W 平成8年
95 その他施設 その他施設 ふれあい倶楽部多目的広場、トイレ 地籍調査課 456 S 平成8年
96 その他施設 その他施設 林業振興センター 財務課 574 RC 昭和55年
97 その他施設 その他施設 まぶや 企画課 229 W 平成24年
98 その他施設 その他施設 野鳥の森レストハウス 農林水産課 40 W 平成8年
99 その他施設 その他施設 御来屋漁村センター 企画課 371 RC 昭和58年
100 その他施設 その他施設 光徳地区多目的研修施設 農林水産課 234 W 平成5年
101 その他施設 その他施設 大山町役場名和分庁舎 財務課 233 RC 昭和59年
102 その他施設 その他施設 医師住宅 健康対策課 112 W 平成14年
103 その他施設 その他施設 大山公民館前車庫 財務課 200 S -
104 その他施設 その他施設 大山シャンツェ 観光課 239 S 平成3年
105 その他施設 その他施設 大山眺海荘（モンベル大山店） 観光課 763 SRC 昭和55年


