
７. 対象施設一覧 

7.1 公共施設の用途分類（詳細） 

公共施設の用途分類は「更新費用試算ソフト（ウインドウズ アプリケーション版）」（財団

法人地域総合整備財団）で使用されている施設分類を基準として分類しています。 

大分類 中分類 施設名称例 大分類 中分類 施設名称例 

01 
市民文化系
施設 

01 集会施設 

01 市民ホール  

07 
保健・福祉
施設 

01 
高齢福祉施
設 

01 老人福祉センター 

02
コミュニティーセン

ター 
 02 デイサービスセンター

03 公民館  03 生きがい活動センター

04 市民の家  04 地域包括支援センター

05 青年の家  05 老人憩いの家 

02 文化施設 
01 市民会館  

02 
障害福祉施
設 

01
障害者総合支援センタ

ー 

02 市民文化センター  02 デイサービスセンター

02 
社会教育系
施設 

01 図書館 
01 中央図書館 

03 
児童福祉施
設 

01 児童養護施設 

02 地域図書館・分室 02 母子生活支援施設 

02 博物館 

01 博物館・郷土資料館
04 保健施設 

01 保健会館 

02 美術館 02 保健所 

03 プラネタリウム 05 
その他社会
福祉施設  

01 福祉会館 

04 社会教育センター 08 医療施設 01 医療施設 01 診療所 

05 文化財 

09
行 政 系 施
設 

01 庁舎等 

01 市庁舎 

03 

スポーツ・
レクリエー
ション施設 

01
ス ポ ー ツ
施設 

01 市民体育館 02 支所 

02 市民プール 03
市政センター・市民の

窓口 

03 武道館 

02 消防施設  
01 消防署 

04 サッカー場 02 分署・分遣所・出張所

05 テニスコート 03 消防車車庫 

06 野球場 

03 
その他行政
系施設 

01 環境センター 

07 グラウンド 02 清掃事務所 

08 スポーツ施設 03 備蓄倉庫 

09 体験施設 04 防災センター 

02

レ ク リ エ
ー シ ョ ン
施設 

01 キャンプ場 10 市営住宅 01 市営住宅 
01 公営住宅 

 02 改良住宅 

02 少年自然の家  

11 公園 01 公園 
01 管理棟 

03 観光センター  02 倉庫・便所 

04 広場  03 公園 

05 健康施設  

12 
供 給 処 理
施設 

01 
供給処理施
設 

01 ごみ処理場・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

03 保養施設 01 保養施設  02 浄化センター 

04 産業系施設 01
産 業 系 施
設 

01 労働会館・勤労会館  03 地域冷暖房施設 

02 産業文化センター  

13 その他 01 その他 

01 駐車場・駐輪場 

03 産業復興センター  02 斎場・墓苑・火葬場 

04 農作業用施設  03 公衆便所 

05 農業会館  04 卸売市場・共同販売所

06
マルチメディアセン

ター 
 05 職員住宅・寮 

05 
学校教育系
施設 

01 学校 

01 小学校  06 池 

02 中学校  07 共用財産 

03 特別支援学校  08 宅地 

04 高等学校  
14 

上 水 道 施
設 

01  上水道施設 
01 浄水処理場 

05 専門学校  02 配水場 

02 
そ の 他 教
育施設 

01 総合教育センター  15 
下 水 道 施
設 

01 下水道施設 01 下水処理施設 

02 給食センター  16 病院施設 01 病院施設 01 市民病院 

06 
子育て支援
施設 

01
幼保・こど
も園 

01 幼稚園 

02 保育園 

03 こども園 

02
幼児・児童
施設 

01
児童館・児童ｾﾝﾀｰ・

子供の家       
02 地域子どもの家 

03 子育て支援センター

04
放課後児童クラブ・

児童会       
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7.2 近江八幡市保有公共施設一覧 

 (1)用途分類別公共施設一覧表 

用途分類 学区 施設名称 所在地 延床面積 

市民文化系施設 八幡 １５区ふれあいセンター 滋賀県近江八幡市八幡町 178 183.27

市民文化系施設 八幡 八幡コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市宇津呂町 73-1 1,360.02

市民文化系施設 八幡 第５区草の根ハウス 滋賀県近江八幡市宮内町 32-9 132.00

市民文化系施設 八幡 文化会館 滋賀県近江八幡市出町 366 5,110.00

市民文化系施設 島 沖島コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市沖島町 268-1 353.96

市民文化系施設 島 島コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市島町 1671-1 958.91

市民文化系施設 岡山 岡山地区農業会館 滋賀県近江八幡市加茂町 1524-2 626.39

市民文化系施設 岡山 近江八幡エコハウス 滋賀県近江八幡市小船木町 733-21 183.36

市民文化系施設 金田 金田コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市金剛寺町 375 1,089.38

市民文化系施設 桐原 桐原コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市中小森町 1178 1,712.88

市民文化系施設 桐原 旧大森教育集会所 滋賀県近江八幡市大森町 86-3 134.78

市民文化系施設 馬淵 馬淵防災コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市馬淵町 3141 他 1,261.99

市民文化系施設 北里 北里農業会館 滋賀県近江八幡市江頭町 973 612.82

市民文化系施設 武佐 松原会館 滋賀県近江八幡市長光寺町 775-1 174.20

市民文化系施設 武佐 武佐コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市友定町 305 612.03

市民文化系施設 武佐 西木戸会館 滋賀県近江八幡市末広町 808 174.00

市民文化系施設 武佐 蒲生野団地集会所 滋賀県近江八幡市末広町 280-3 172.50

市民文化系施設 安土 安土コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 4660 2,189.71

市民文化系施設 安土 やすらぎホール 滋賀県近江八幡市下豊浦 4187-3 543.00

市民文化系施設 老蘇 老蘇コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇1136-1 1,096.84

社会教育系施設 八幡 白雲館 滋賀県近江八幡市為心町 504.14

社会教育系施設 八幡 かわらミュージアム 滋賀県近江八幡市多賀町 738-2 1,440.23

社会教育系施設 八幡 近江八幡市立近江八幡図書館 滋賀県近江八幡市宮内町 100 3,610.48

社会教育系施設 八幡 市立資料館 滋賀県近江八幡市新町 2丁目 21 777.18

社会教育系施設 八幡 資料館倉庫 滋賀県近江八幡市新町 2丁目 38.00

社会教育系施設 八幡 旧西川（利右衛門）家住宅 滋賀県近江八幡市新町 2丁目 19 735.15

社会教育系施設 八幡 旧西川（利右衛門）家土蔵 滋賀県近江八幡市新町 2丁目 19 146.36

社会教育系施設 八幡 旧伴傳兵衛家土蔵 滋賀県近江八幡市小幡町中 9 58.95

社会教育系施設 安土 匠の里 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 6982 1,403.16

社会教育系施設 安土 近江八幡市立安土図書館 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 1 1,480.00

社会教育系施設 安土 旧伊庭家住宅 滋賀県近江八幡市安土町小中 191-1 352.36

社会教育系施設 安土 城郭資料館 滋賀県近江八幡市安土町小中 700 439.75

社会教育系施設 安土 安土山ガイダンス施設 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6383-1 127.36

社会教育系施設 安土 大中竪穴式住居 滋賀県近江八幡市安土町大中 558 50.00

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 岡山 運動公園 滋賀県近江八幡市津田町 18-1 6,893.02

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 金田 近江八幡駅南総合スポーツ施設（サン・ビレッジ近江八幡） 滋賀県近江八幡市鷹飼町 40 2,101.42

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 桐原 桐原体育施設 滋賀県近江八幡市池田本町 809 343.72

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 馬淵 雪野山グランド（旧）最終処分場跡地利用多目的広場 滋賀県近江八幡市浄土寺町 5 72.50

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 安土 安土Ｂ＆Ｇ海洋センター 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 5428 515.89

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 安土 文芸の郷 滋賀県近江八幡市桑実寺 777 7,211.68

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 安土 地下道スロープ上屋観光案内所記念塔（北、南シンボル） 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 394、上豊浦 1717-6 193.74

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 安土 西の湖ふれあいハウス 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 5441 144.64

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 安土 多世代交流館 滋賀県近江八幡市安土町桑実寺 587 145.74

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 安土 大中グラウンド 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦地先 31.73

産業系施設 八幡 近江八幡市社会福祉センター（シルバー人材センター） 滋賀県近江八幡市中村町 28-1 571.88

産業系施設 八幡 八幡町共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市市井町 7 54.39

産業系施設 八幡 八幡町共同利用農業作業場 滋賀県近江八幡市八幡町 208-4 44.36

産業系施設 金田 勤労者福祉センター 滋賀県近江八幡市鷹飼町南 4-4-5 1,270.00

産業系施設 金田 駅南口店舗 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目8-11 126.24

産業系施設 桐原 大森共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市大森町 101 149.33

産業系施設 桐原 住吉（池田本町）共同利用農業作業場１ 滋賀県近江八幡市池田本町 348-1 83.00

産業系施設 桐原 池田本町共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市池田本町 809 102.00

産業系施設 桐原 池田本町共同利用農業作業場２ 滋賀県近江八幡市池田本町 809 59.15
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用途分類 学区 施設名称 所在地 延床面積 

産業系施設 桐原 堀上町共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市堀上町 372 101.82

産業系施設 桐原 堀上町共同利用農業作業場 滋賀県近江八幡市堀上町 372 64.10

産業系施設 武佐 末広町東部共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市末広町 285-2 125.00

産業系施設 武佐 末広町西部共同利用農業作業場・農機具保管庫 滋賀県近江八幡市武佐町 296-3 203.59

産業系施設 武佐 末広町北部共同利用農業作業場・農機具保管庫 滋賀県近江八幡市西生来町 2653 179.04

産業系施設 武佐 末広町東部共同利用農業作業場 滋賀県近江八幡市末広町 607-1 82.91

産業系施設 安土 水耕・しいたけ水源ポンプ室 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 121-2 21.50

産業系施設 安土 しいたけハウス 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 122 5,547.00

産業系施設 安土 水耕ハウス 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦字細江 340 5,525.00

学校教育系施設 八幡 八幡小学校 滋賀県近江八幡市本町 5－5 9,118.90

学校教育系施設 八幡 八幡中学校 滋賀県近江八幡市市井町 36 10,639.50

学校教育系施設 島 沖島小学校 滋賀県近江八幡市沖島町 360 2,110.83

学校教育系施設 島 島小学校 滋賀県近江八幡市島町 1603 5,657.26

学校教育系施設 岡山 岡山小学校 滋賀県近江八幡市加茂町 1524 4,679.98

学校教育系施設 金田 金田小学校 滋賀県近江八幡市金剛寺町 276 11,668.00

学校教育系施設 金田 八幡東中学校 滋賀県近江八幡市上田町 1751 11,146.50

学校教育系施設 金田 旧南中学校 滋賀県近江八幡市鷹飼町 80 1,494.73

学校教育系施設 桐原 桐原東小学校 滋賀県近江八幡市土田町 175 6,511.50

学校教育系施設 桐原 桐原小学校 滋賀県近江八幡市池田本町 638-4 9,809.45

学校教育系施設 桐原 八幡西中学校 滋賀県近江八幡市古川町 50 11,771.47

学校教育系施設 馬淵 馬淵小学校 滋賀県近江八幡市馬淵町 1533 5,362.00

学校教育系施設 北里 北里小学校 滋賀県近江八幡市江頭町 1014 5,327.21

学校教育系施設 北里 看護専門学校 滋賀県近江八幡市江頭町 983 2,433.34

学校教育系施設 武佐 武佐小学校 滋賀県近江八幡市武佐町 118 5,833.93

学校教育系施設 武佐 近江八幡市学校給食センター 滋賀県近江八幡市武佐町 329-5 4,368.28

学校教育系施設 安土 安土小学校 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 456 5,905.00

学校教育系施設 安土 安土中学校 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 862 10,045.55

学校教育系施設 老蘇 老蘇小学校 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇 1300 4,828.24

子育て支援施設 八幡 八幡保育所 滋賀県近江八幡市八幡町 220 939.06

子育て支援施設 八幡 八幡子どもセンター 滋賀県近江八幡市八幡町 37-1 774.82

子育て支援施設 八幡 八幡幼稚園 滋賀県近江八幡市出町 487 1,724.75

子育て支援施設 八幡 旧八幡教育集会所 滋賀県近江八幡市八幡町 170 1,238.24

子育て支援施設 八幡 八幡こどもの家 滋賀県近江八幡市宇津呂町 73-1 150.00

子育て支援施設 島 島こどもの家 滋賀県近江八幡市北津田町 346-1 114.73

子育て支援施設 岡山 岡山こどもの家 滋賀県近江八幡市加茂町 1522 130.56

子育て支援施設 岡山 岡山幼稚園 滋賀県近江八幡市加茂町 1524 967.23

子育て支援施設 金田 金田こどもの家 滋賀県近江八幡市金剛寺町 390 329.00

子育て支援施設 金田 金田幼稚園 滋賀県近江八幡市金剛寺町 390 2,387.64

子育て支援施設 桐原 桐原保育所 滋賀県近江八幡市大森町 51-1 1,504.49

子育て支援施設 桐原 桐原幼稚園 滋賀県近江八幡市中小森町 1191 2,595.85

子育て支援施設 桐原 桐原東こどもの家 滋賀県近江八幡市土田町 175 159.23

子育て支援施設 桐原 八幡西子どもセンター 滋賀県近江八幡市大森町 41-1 299.98

子育て支援施設 馬淵 馬淵幼稚園 滋賀県近江八幡市馬淵町 1533 794.95

子育て支援施設 馬淵 馬淵こどもの家 滋賀県近江八幡市馬淵町 1533 140.00

子育て支援施設 北里 北里幼稚園 滋賀県近江八幡市江頭町 970 823.98

子育て支援施設 北里 北里こどもの家 滋賀県近江八幡市江頭町 1014 147.61

子育て支援施設 武佐 武佐こども園 滋賀県近江八幡市西生来町 1193 1,254.25

子育て支援施設 武佐 八幡東子どもセンター 滋賀県近江八幡市末広町 320-2 1,799.29

子育て支援施設 武佐 旧武佐こども園別館 滋賀県近江八幡市西生来町 1193 776.69

子育て支援施設 安土 安土こどもの家 滋賀県近江八幡市小中 783-1 248.63

子育て支援施設 安土 安土幼稚園 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 5300 1,691.46

子育て支援施設 安土 安土保育園分園 滋賀県近江八幡市安土町小中 1-8 733.00

子育て支援施設 老蘇 老蘇幼稚園 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇 1300 955.41

保健・福祉施設 八幡 総合福祉センター 滋賀県近江八幡市土田町 1313 3,928.05

保健・福祉施設 八幡 市民共生センター別館 滋賀県近江八幡市宇津呂町 19-6 667.89

保健・福祉施設 八幡 八幡町（第１）共同浴場 滋賀県近江八幡市八幡町 213 276.42
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保健・福祉施設 八幡 保健センター 滋賀県近江八幡市中村町 25 842.90

保健・福祉施設 島 沖島高齢者ふれあいひろば 滋賀県近江八幡市沖島町 96.60

保健・福祉施設 島 旧沖島保育所 滋賀県近江八幡市沖島町 361 209.20

保健・福祉施設 岡山 岡山ふれあいセンター 滋賀県近江八幡市加茂 1522-4 199.14

保健・福祉施設 桐原 市民共生センター 滋賀県近江八幡市大森町 41-7 853.83

保健・福祉施設 桐原 住吉老人憩いの家 滋賀県近江八幡市池田本町 809 108.90

保健・福祉施設 北里 北里ふれあいホール 滋賀県近江八幡市江頭町 973-2 250.55

保健・福祉施設 武佐 末広東老人憩いの家 滋賀県近江八幡市末広町 394-1 345.76

保健・福祉施設 武佐 末広西老人憩いの家 滋賀県近江八幡市西生来町 905-3 338.83

保健・福祉施設 安土 ひだまり庵 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 354 55.56

保健・福祉施設 安土 ディサービスセンター 滋賀県近江八幡市安土町上出 908-1 1,326.51

保健・福祉施設 老蘇 健康づくりセンター 滋賀県近江八幡市安土町内野 2048 2,347.71

行政系施設 八幡 近江八幡市役所 滋賀県近江八幡市桜宮町 236 7,461.48

行政系施設 八幡 市史編纂室・文化財整理室 滋賀県近江八幡市桜宮町 226-1 518.00

行政系施設 八幡 八幡コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市宇津呂町 73 180.00

行政系施設 八幡 上水道管理センター（上水道課） 滋賀県近江八幡市桜宮町 214-9 1,906.99

行政系施設 島 沖島コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市沖島町 481 79.00

行政系施設 島 島コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市島町 1690-1 180.00

行政系施設 岡山 近江八幡市防災センター 滋賀県近江八幡市小船木町 819 641.86

行政系施設 岡山 岡山コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市加茂町 1534-2 180.00

行政系施設 金田 金田消防車庫 滋賀県近江八幡市金剛寺町 27.00

行政系施設 金田 金田コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市金剛寺町 236 190.00

行政系施設 桐原 桐原コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市中小森町 1191-1 151.00

行政系施設 桐原 桐原水防倉庫 滋賀県近江八幡市中小森町 1191-1 27.36

行政系施設 馬淵 馬淵コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市馬淵町 2444-4 99.00

行政系施設 馬淵 コミュニティー水防センター 滋賀県近江八幡市馬淵町 218 160.00

行政系施設 馬淵 倉橋部水防倉庫 滋賀県近江八幡市倉橋部町 97 29.20

行政系施設 馬淵 東横関水防倉庫 滋賀県近江八幡市東横関町 96 29.20

行政系施設 北里 北里防災センター／にほの荘グラウンド 滋賀県近江八幡市十王町 725-1 300.00

行政系施設 北里 北里コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市江頭町 973 180.00

行政系施設 武佐 武佐コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市友定町 293-2 180.00

行政系施設 武佐 末広水防倉庫 滋賀県近江八幡市武佐町 27-6 28.30

行政系施設 安土 安土町総合支所 滋賀県近江八幡市安土町小中 1-8 4,272.14

行政系施設 安土 消防車庫（安土分団） 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4700-1 41.80

行政系施設 安土 近江八幡市安土コミュニティー防災センター 滋賀県近江八幡市安土町小中 1-8 863.56

行政系施設 安土 艇庫 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 7598 155.25

行政系施設 老蘇 老蘇コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇 1135 109.90

市営住宅 八幡 出町浄化槽 滋賀県近江八幡市出町 122-1 248.47

市営住宅 八幡 市営土田住宅 滋賀県近江八幡市土田町 882-4 435.29

市営住宅 八幡 市営多賀住宅 滋賀県近江八幡市多賀町 638 515.52

市営住宅 八幡 改良住宅八幡南団地 滋賀県近江八幡市八幡町 235-21 1,112.97

市営住宅 八幡 改良住宅八幡団地 滋賀県近江八幡市八幡町 48-39 6,848.89

市営住宅 八幡 公営住宅音羽西団地 滋賀県近江八幡市-音羽町 147-1 1,560.21

市営住宅 八幡 公営住宅音羽東団地 滋賀県近江八幡市音羽町 145-1 1,545.23

市営住宅 八幡 改良住宅市井団地 滋賀県近江八幡市市井町 218 6,604.31

市営住宅 八幡 公営住宅市井団地 滋賀県近江八幡市市井町 217 3,996.61

市営住宅 八幡 公営住宅市井団地（中層）２号棟 滋賀県近江八幡市市井町 210 1,476.50

市営住宅 八幡 改良住宅音羽団地 滋賀県近江八幡市音羽町 126-5 1,092.00

市営住宅 八幡 八幡町小集落団地 滋賀県近江八幡市八幡町 239-8 3,986.62

市営住宅 金田 市営西本郷団地 滋賀県近江八幡市西本郷町 269 2,082.56

市営住宅 桐原 公営住宅住吉団地 滋賀県近江八幡市池田本町 795-1 346.01

市営住宅 桐原 公営住宅大森団地 滋賀県近江八幡市大森町 55 179.60

市営住宅 桐原 公営住宅中小森団地 滋賀県近江八幡市中小森町 308-3 3,113.62

市営住宅 桐原 堀上町公営住宅 滋賀県近江八幡市堀上町 377-2 315.60

市営住宅 馬淵 市営岩倉団地 滋賀県近江八幡市馬淵町 2831 6,165.50

市営住宅 武佐 改良住宅松原団地 滋賀県近江八幡市長光寺町 769-9 2,111.20

7-4



用途分類 学区 施設名称 所在地 延床面積 

市営住宅 武佐 公営住宅追分団地 滋賀県近江八幡市武佐町 172 300.48

市営住宅 武佐 公営住宅末広団地 滋賀県近江八幡市末広町 368-8 1,797.19

市営住宅 武佐 公営住宅末広団地９丁目 滋賀県近江八幡市末広町 382-8 1,309.76

市営住宅 武佐 公営住宅末広西団地 滋賀県近江八幡市武佐町 170 1,415.67

市営住宅 武佐 改良住宅小野団地 滋賀県近江八幡市西生来町 588-31 946.40

市営住宅 武佐 吉ケ藪西団地 滋賀県近江八幡市武佐町 213-6 1,873.40

市営住宅 武佐 公営住宅蒲生野団地 滋賀県近江八幡市末広町 320-1 3,088.01

市営住宅 武佐 改良住宅蒲生野団地 滋賀県近江八幡市末広町 200-1 8,443.70

市営住宅 武佐 市営武佐団地 滋賀県近江八幡市武佐町 145-1 4,262.20

市営住宅 武佐 改良住宅上蒲生野団地 滋賀県近江八幡市末広町 93-2 797.43

市営住宅 武佐 改良住宅末広町内団地 滋賀県近江八幡市末広町 467 9,245.60

市営住宅 武佐 吉ヶ藪団地 滋賀県近江八幡市武佐町 1-2 1,864.30

市営住宅 武佐 市営住宅上蒲生野団地 滋賀県近江八幡市末広町 71 1,586.12

市営住宅 武佐 松林団地 滋賀県近江八幡市末広町 80-1 436.80

市営住宅 安土 公営住宅上豊浦団地 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1397-1 1,670.38

市営住宅 安土 公営住宅宮津団地 滋賀県近江八幡市安土町宮津 110-26 517.40

市営住宅 安土 公営住宅安土松原団地 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 4602 440.11

市営住宅 安土 公営住宅神楽団地 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4261-2 822.22

市営住宅 安土 公営住宅弁天団地 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 1,752.38

公園 八幡 出町公園 滋賀県近江八幡市出町 668 13.40

公園 八幡 八幡公園 滋賀県近江八幡市宮内町 105-2 208.81

公園 八幡 中村公園 滋賀県近江八幡市中村町 42 8.00

公園 八幡 八幡児童公園 滋賀県近江八幡市博労町元 5 11.50

公園 岡山 大房町農村公園 滋賀県近江八幡市大房町 872-4 11.09

公園 岡山 小船木町農村公園 滋賀県近江八幡市船木町 1876-1 11.09

公園 岡山 船木町農村公園 滋賀県近江八幡市船木町 1272 11.52

公園 金田 上田第一公園 滋賀県近江八幡市上田町 2275 4.80

公園 桐原 篠原公園 滋賀県近江八幡市古川町 1180-1 10.20

供給処理施設 島 第二クリーンセンター 滋賀県近江八幡市北津田町 159 3,850.65

供給処理施設 岡山 第一クリーンセンター 滋賀県近江八幡市津田町 18-1 3,471.29

供給処理施設 北里 新一般廃棄物最終処分場 滋賀県近江八幡市水茎町 614 948.28

その他 八幡 旧マルチメディアセンター 滋賀県近江八幡市出町 645-4 1,853.31

その他 八幡 八幡納骨堂 滋賀県近江八幡市八幡町 139 53.29

その他 八幡 旧吉田邸 滋賀県近江八幡市多賀町 119.00

その他 八幡 忠魂碑／慰霊殿 滋賀県近江八幡市宮内町 225 410.21

その他 八幡 八幡山 滋賀県近江八幡市宮内町 19-9 308.40

その他 八幡 慰霊殿前公衆便所 滋賀県近江八幡市宮内町 225 37.66

その他 八幡 小幡観光駐車場 滋賀県近江八幡市小幡町中 7-1 120.00

その他 八幡 新町通り公衆便所 滋賀県近江八幡市新町 3丁目 15 28.00

その他 島 沖島観光公衆便所 滋賀県近江八幡市沖島町 27.36

その他 岡山 さざなみ浄苑 滋賀県近江八幡市船木町 37 2,379.98

その他 金田 旧いきいきふれあいセンター 滋賀県近江八幡市鷹飼町南 4丁目4-4 1,155.00

その他 金田 旧金田コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市金剛寺町 323 737.10

その他 金田 近江八幡駅北口東側自転車駐車場 滋賀県近江八幡市鷹飼町 653-7 436.00

その他 金田 旧家畜診療所 滋賀県近江八幡市西本郷町 404-1 275.99

その他 金田 近江八幡駅北口公衆トイレ 滋賀県近江八幡市鷹飼町 653-7 49.00

その他 金田 近江八幡駅連絡通路 滋賀県近江八幡市鷹飼町 635-3 360.50

その他 桐原 住吉納骨堂 滋賀県近江八幡市池田本町 331 31.90

その他 桐原 堀上納骨堂 滋賀県近江八幡市堀上町 260 46.37

その他 馬淵 旧馬淵コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市馬淵町 1636 508.29

その他 馬淵 旧馬淵小学校倉橋部分校 滋賀県近江八幡市倉橋部町 97 89.85

その他 武佐 旧宮前ゆうゆう児童館 滋賀県近江八幡市西生来町 749-2 230.50

その他 武佐 旧末広町第２共同浴場 滋賀県近江八幡市末広町 729 523.69

その他 安土 墓地公園 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 5756 25.35

その他 安土 小中之湖水質保全池 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 9671 9.00

その他 安土 宮津子供の広場 滋賀県近江八幡市安土町宮津 98-3 6.00
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その他 安土 駅北広場 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 391-1 75.20

その他 安土 旧保健センター 滋賀県近江八幡市安土町小中 152-1 313.00

その他 安土 常浜トイレ 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺地先 6.72

その他 安土 駅南広場（便所） 滋賀県近江八幡市安土町小中 698 21.74

その他 安土 旧学校給食センター 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 1965 898.38

その他 老蘇 石寺楽市 滋賀県近江八幡市安土町石寺 2050-1 13.00

上水道施設 島 沖島浄水場 滋賀県近江八幡市沖島町 168 10.00

上水道施設 岡山 牧浄水場 滋賀県近江八幡市牧町 1884-42 1,151.10

上水道施設 馬淵 岩倉浄水場 滋賀県近江八幡市馬淵町 644-4 53.76

上水道施設 安土 北部配水池 滋賀県近江八幡市安土町上出 992-28 6.00

上水道施設 安土 中部水源地 滋賀県近江八幡市安土町小中 600-3 57.76

上水道施設 老蘇 南部水源地 滋賀県近江八幡市安土町西老蘇 40.32

下水道施設 島 沖島浄化センター 滋賀県近江八幡市沖島町 474-3 577.69

下水道施設 島 大中西部地区農業集落排水処理施設 滋賀県近江八幡市大中町 467-3 239.77

下水道施設 島 沖島第１中継ポンプ場 滋賀県近江八幡市沖島町 20.00

下水道施設 島 沖島第２中継ポンプ場 滋賀県近江八幡市沖島町４８１ 15.60

下水道施設 北里 佐波江地区農業集落排水処理施設 滋賀県近江八幡市野村町 4394-2 320.27

病院施設 桐原 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県近江八幡市土田町 1379 33,901.90

※本表における延床面積は、公有財産台帳管理システムの平成 27年 3月 3１日時点の情報及び施設調査を基に

取りまとめた全建物の延床面積を掲載していますので、本表の延床面積合計は、「3.1.2 公共施設の保有量」

に示しています延床面積とは異なります。 
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 (2)学区別公共施設一覧表 

学区 用途分類 施設名称 所在地 延床面積 

八幡 市民文化系施設 １５区ふれあいセンター 滋賀県近江八幡市八幡町 178 183.27

八幡 市民文化系施設 八幡コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市宇津呂町 73-1 1,360.02

八幡 市民文化系施設 第５区草の根ハウス 滋賀県近江八幡市宮内町 32-9 132.00

八幡 市民文化系施設 文化会館 滋賀県近江八幡市出町 366 5,110.00

八幡 社会教育系施設 白雲館 滋賀県近江八幡市為心町 504.14

八幡 社会教育系施設 かわらミュージアム 滋賀県近江八幡市多賀町 738-2 1,440.23

八幡 社会教育系施設 近江八幡市立近江八幡図書館 滋賀県近江八幡市宮内町 100 3,610.48

八幡 社会教育系施設 市立資料館 滋賀県近江八幡市新町 2丁目 21 777.18

八幡 社会教育系施設 資料館倉庫 滋賀県近江八幡市新町 2丁目 38.00

八幡 社会教育系施設 旧西川（利右衛門）家住宅 滋賀県近江八幡市新町 2丁目 19 735.15

八幡 社会教育系施設 旧西川（利右衛門）家土蔵 滋賀県近江八幡市新町 2丁目 19 146.36

八幡 社会教育系施設 旧伴傳兵衛家土蔵 滋賀県近江八幡市小幡町中 9 58.95

八幡 産業系施設 近江八幡市社会福祉センター（シルバー人材センター） 滋賀県近江八幡市中村町 28-1 571.88

八幡 産業系施設 八幡町共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市市井町 7 54.39

八幡 産業系施設 八幡町共同利用農業作業場 滋賀県近江八幡市八幡町 208-4 44.36

八幡 学校教育系施設 八幡小学校 滋賀県近江八幡市本町 5－5 9,118.90

八幡 学校教育系施設 八幡中学校 滋賀県近江八幡市市井町 36 10,639.50

八幡 子育て支援施設 八幡保育所 滋賀県近江八幡市八幡町 220 939.06

八幡 子育て支援施設 八幡子どもセンター 滋賀県近江八幡市八幡町 37-1 774.82

八幡 子育て支援施設 八幡幼稚園 滋賀県近江八幡市出町 487 1,724.75

八幡 子育て支援施設 旧八幡教育集会所 滋賀県近江八幡市八幡町 170 1,238.24

八幡 子育て支援施設 八幡こどもの家 滋賀県近江八幡市宇津呂町 73-1 150.00

八幡 保健・福祉施設 総合福祉センター 滋賀県近江八幡市土田町 1313 3,928.05

八幡 保健・福祉施設 市民共生センター別館 滋賀県近江八幡市宇津呂町 19-6 667.89

八幡 保健・福祉施設 八幡町（第１）共同浴場 滋賀県近江八幡市八幡町 213 276.42

八幡 保健・福祉施設 保健センター 滋賀県近江八幡市中村町 25 842.90

八幡 行政系施設 近江八幡市役所 滋賀県近江八幡市桜宮町 236 7,461.48

八幡 行政系施設 市史編纂室・文化財整理室 滋賀県近江八幡市桜宮町 226-1 518.00

八幡 行政系施設 八幡コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市宇津呂町 73 180.00

八幡 行政系施設 上水道管理センター（上水道課） 滋賀県近江八幡市桜宮町 214-9 1,906.99

八幡 市営住宅 出町浄化槽 滋賀県近江八幡市出町 122-1 248.47

八幡 市営住宅 市営土田住宅 滋賀県近江八幡市土田町 882-4 435.29

八幡 市営住宅 市営多賀住宅 滋賀県近江八幡市多賀町 638 515.52

八幡 市営住宅 改良住宅八幡南団地 滋賀県近江八幡市八幡町 235-21 1,112.97

八幡 市営住宅 改良住宅八幡団地 滋賀県近江八幡市八幡町 48-39 6,848.89

八幡 市営住宅 公営住宅音羽西団地 滋賀県近江八幡市-音羽町 147-1 1,560.21

八幡 市営住宅 公営住宅音羽東団地 滋賀県近江八幡市音羽町 145-1 1,545.23

八幡 市営住宅 改良住宅市井団地 滋賀県近江八幡市市井町 218 6,604.31

八幡 市営住宅 公営住宅市井団地 滋賀県近江八幡市市井町 217 3,996.61

八幡 市営住宅 公営住宅市井団地（中層）２号棟 滋賀県近江八幡市市井町 210 1,476.50

八幡 市営住宅 改良住宅音羽団地 滋賀県近江八幡市音羽町 126-5 1,092.00

八幡 市営住宅 八幡町小集落団地 滋賀県近江八幡市八幡町 239-8 3,986.62

八幡 公園 出町公園 滋賀県近江八幡市出町 668 13.40

八幡 公園 八幡公園 滋賀県近江八幡市宮内町 105-2 208.81

八幡 公園 中村公園 滋賀県近江八幡市中村町 42 8.00

八幡 公園 八幡児童公園 滋賀県近江八幡市博労町元 5 11.50

八幡 その他 旧マルチメディアセンター 滋賀県近江八幡市出町 645-4 1,853.31

八幡 その他 八幡納骨堂 滋賀県近江八幡市八幡町 139 53.29

八幡 その他 旧吉田邸 滋賀県近江八幡市多賀町 119.00

八幡 その他 忠魂碑／慰霊殿 滋賀県近江八幡市宮内町 225 410.21

八幡 その他 八幡山 滋賀県近江八幡市宮内町 19-9 308.40

八幡 その他 慰霊殿前公衆便所 滋賀県近江八幡市宮内町 225 37.66

八幡 その他 小幡観光駐車場 滋賀県近江八幡市小幡町中 7-1 120.00

八幡 その他 新町通り公衆便所 滋賀県近江八幡市新町 3丁目 15 28.00
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学区 用途分類 施設名称 所在地 延床面積 

島 市民文化系施設 沖島コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市沖島町 268-1 353.96

島 市民文化系施設 島コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市島町 1671-1 958.91

島 学校教育系施設 沖島小学校 滋賀県近江八幡市沖島町 360 2,110.83

島 学校教育系施設 島小学校 滋賀県近江八幡市島町 1603 5,657.26

島 子育て支援施設 島こどもの家 滋賀県近江八幡市北津田町 346-1 114.73

島 保健・福祉施設 沖島高齢者ふれあいひろば 滋賀県近江八幡市沖島町 96.60

島 保健・福祉施設 旧沖島保育所 滋賀県近江八幡市沖島町 361 209.20

島 行政系施設 沖島コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市沖島町 481 79.00

島 行政系施設 島コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市島町 1690-1 180.00

島 供給処理施設 第二クリーンセンター 滋賀県近江八幡市北津田町 159 3,850.65

島 その他 沖島観光公衆便所 滋賀県近江八幡市沖島町 27.36

島 上水道施設 沖島浄水場 滋賀県近江八幡市沖島町 168 10.00

島 下水道施設 沖島浄化センター 滋賀県近江八幡市沖島町 474-3 577.69

島 下水道施設 大中西部地区農業集落排水処理施設 滋賀県近江八幡市大中町 467-3 239.77

島 下水道施設 沖島第１中継ポンプ場 滋賀県近江八幡市沖島町 20.00

島 下水道施設 沖島第２中継ポンプ場 滋賀県近江八幡市沖島町 481 15.60

岡山 市民文化系施設 岡山地区農業会館 滋賀県近江八幡市加茂町 1524-2 626.39

岡山 市民文化系施設 近江八幡エコハウス 滋賀県近江八幡市小船木町 733-21 183.36

岡山 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 運動公園 滋賀県近江八幡市津田町 18-1 6,893.02

岡山 学校教育系施設 岡山小学校 滋賀県近江八幡市加茂町 1524 4,679.98

岡山 子育て支援施設 岡山こどもの家 滋賀県近江八幡市加茂町 1522 130.56

岡山 子育て支援施設 岡山幼稚園 滋賀県近江八幡市加茂町 1524 967.23

岡山 保健・福祉施設 岡山ふれあいセンター 滋賀県近江八幡市加茂 1522-4 199.14

岡山 行政系施設 近江八幡市防災センター 滋賀県近江八幡市小船木町 819 641.86

岡山 行政系施設 岡山コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市加茂町 1534-2 180.00

岡山 公園 大房町農村公園 滋賀県近江八幡市大房町 872-4 11.09

岡山 公園 小船木町農村公園 滋賀県近江八幡市船木町 1876-1 11.09

岡山 公園 船木町農村公園 滋賀県近江八幡市船木町 1272 11.52

岡山 供給処理施設 第一クリーンセンター 滋賀県近江八幡市津田町 18-1 3,471.29

岡山 その他 さざなみ浄苑 滋賀県近江八幡市船木町 37 2,379.98

岡山 上水道施設 牧浄水場 滋賀県近江八幡市牧町 1884-42 1,151.10

金田 市民文化系施設 金田コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市金剛寺町 375 1,089.38

金田 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 近江八幡駅南総合スポーツ施設（サン・ビレッジ近江八幡） 滋賀県近江八幡市鷹飼町 40 2,101.42

金田 産業系施設 勤労者福祉センター 滋賀県近江八幡市鷹飼町南 4-4-5 1,270.00

金田 産業系施設 駅南口店舗 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目8-11 126.24

金田 学校教育系施設 金田小学校 滋賀県近江八幡市金剛寺町 276 11,668.00

金田 学校教育系施設 八幡東中学校 滋賀県近江八幡市上田町 1751 11,146.50

金田 学校教育系施設 旧南中学校 滋賀県近江八幡市鷹飼町 80 1,494.73

金田 子育て支援施設 金田こどもの家 滋賀県近江八幡市金剛寺町 390 329.00

金田 子育て支援施設 金田幼稚園 滋賀県近江八幡市金剛寺町 390 2,387.64

金田 行政系施設 金田消防車庫 滋賀県近江八幡市金剛寺町 27.00

金田 行政系施設 金田コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市金剛寺町 236 190.00

金田 市営住宅 市営西本郷団地 滋賀県近江八幡市西本郷町 269 2,082.56

金田 公園 上田第一公園 滋賀県近江八幡市上田町 2275 4.80

金田 その他 旧いきいきふれあいセンター 滋賀県近江八幡市鷹飼町南 4丁目4-4 1,155.00

金田 その他 旧金田コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市金剛寺町 323 737.10

金田 その他 近江八幡駅北口東側自転車駐車場 滋賀県近江八幡市鷹飼町 653-7 436.00

金田 その他 旧家畜診療所 滋賀県近江八幡市西本郷町 404-1 275.99

金田 その他 近江八幡駅北口公衆トイレ 滋賀県近江八幡市鷹飼町 653-7 49.00

金田 その他 近江八幡駅連絡通路 滋賀県近江八幡市鷹飼町 635-3 360.50

桐原 市民文化系施設 桐原コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市中小森町 1178 1,712.88

桐原 市民文化系施設 旧大森教育集会所 滋賀県近江八幡市大森町 86-3 134.78

桐原 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 桐原体育施設 滋賀県近江八幡市池田本町 809 343.72

桐原 産業系施設 大森共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市大森町 101 149.33

桐原 産業系施設 住吉（池田本町）共同利用農業作業場１ 滋賀県近江八幡市池田本町 348-1 83.00

桐原 産業系施設 池田本町共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市池田本町 809 102.00
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桐原 産業系施設 池田本町共同利用農業作業場２ 滋賀県近江八幡市池田本町 809 59.15

桐原 産業系施設 堀上町共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市堀上町 372 101.82

桐原 産業系施設 堀上町共同利用農業作業場 滋賀県近江八幡市堀上町 372 64.10

桐原 学校教育系施設 桐原東小学校 滋賀県近江八幡市土田町 175 6,511.50

桐原 学校教育系施設 桐原小学校 滋賀県近江八幡市池田本町 638－4 9,809.45

桐原 学校教育系施設 八幡西中学校 滋賀県近江八幡市古川町 50 11,771.47

桐原 子育て支援施設 桐原保育所 滋賀県近江八幡市大森町 51-1 1,504.49

桐原 子育て支援施設 桐原幼稚園 滋賀県近江八幡市中小森町 1191 2,595.85

桐原 子育て支援施設 桐原東こどもの家 滋賀県近江八幡市土田町 175 159.23

桐原 子育て支援施設 八幡西子どもセンター 滋賀県近江八幡市大森町 41-1 299.98

桐原 保健・福祉施設 市民共生センター 滋賀県近江八幡市大森町 41-7 853.83

桐原 保健・福祉施設 住吉老人憩いの家 滋賀県近江八幡市池田本町 809 108.90

桐原 行政系施設 桐原コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市中小森町 1191-1 151.00

桐原 行政系施設 桐原水防倉庫 滋賀県近江八幡市中小森町 1191-1 27.36

桐原 市営住宅 公営住宅住吉団地 滋賀県近江八幡市池田本町 795-1 346.01

桐原 市営住宅 公営住宅大森団地 滋賀県近江八幡市大森町 55 179.60

桐原 市営住宅 公営住宅中小森団地 滋賀県近江八幡市中小森町 308-3 3,113.62

桐原 市営住宅 堀上町公営住宅 滋賀県近江八幡市堀上町 377-2 315.60

桐原 公園 篠原公園 滋賀県近江八幡市古川町 1180-1 10.20

桐原 その他 住吉納骨堂 滋賀県近江八幡市池田本町 331 31.90

桐原 その他 堀上納骨堂 滋賀県近江八幡市堀上町 260 46.37

桐原 病院施設 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県近江八幡市土田町 1379 33,901.90

馬淵 市民文化系施設 馬淵防災コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市馬淵町 3141 他 1,261.99

馬淵 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 雪野山グランド（旧）最終処分場跡地利用多目的広場 滋賀県近江八幡市浄土寺町 5 72.50

馬淵 学校教育系施設 馬淵小学校 滋賀県近江八幡市馬淵町 1533 5,362.00

馬淵 子育て支援施設 馬淵幼稚園 滋賀県近江八幡市馬淵町 1533 794.95

馬淵 子育て支援施設 馬淵こどもの家 滋賀県近江八幡市馬淵町 1533 140.00

馬淵 行政系施設 馬淵コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市馬淵町 2444-4 99.00

馬淵 行政系施設 コミュニティー水防センター 滋賀県近江八幡市馬淵町 218 160.00

馬淵 行政系施設 倉橋部水防倉庫 滋賀県近江八幡市倉橋部町 97 29.20

馬淵 行政系施設 東横関水防倉庫 滋賀県近江八幡市東横関町 96 29.20

馬淵 市営住宅 市営岩倉団地 滋賀県近江八幡市馬淵町 2831 6,165.50

馬淵 その他 旧馬淵コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市馬淵町 1636 508.29

馬淵 その他 旧馬淵小学校倉橋部分校 滋賀県近江八幡市倉橋部町 97 89.85

馬淵 上水道施設 岩倉浄水場 滋賀県近江八幡市馬淵町 644-4 53.76

北里 市民文化系施設 北里農業会館 滋賀県近江八幡市江頭町 973 612.82

北里 学校教育系施設 北里小学校 滋賀県近江八幡市江頭町 1014 5,327.21

北里 学校教育系施設 看護専門学校 滋賀県近江八幡市江頭町 983 2,433.34

北里 子育て支援施設 北里幼稚園 滋賀県近江八幡市江頭町 970 823.98

北里 子育て支援施設 北里こどもの家 滋賀県近江八幡市江頭町 1014 147.61

北里 保健・福祉施設 北里ふれあいホール 滋賀県近江八幡市江頭町 973-2 250.55

北里 行政系施設 北里防災センター／にほの荘グラウンド 滋賀県近江八幡市十王町 725-1 300.00

北里 行政系施設 北里コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市江頭町 973 180.00

北里 供給処理施設 新一般廃棄物最終処分場 滋賀県近江八幡市水茎町 614 948.28

北里 下水道施設 佐波江地区農業集落排水処理施設 滋賀県近江八幡市野村町 4394-2 320.27

武佐 市民文化系施設 松原会館 滋賀県近江八幡市長光寺町 775-1 174.20

武佐 市民文化系施設 武佐コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市友定町 305 612.03

武佐 市民文化系施設 西木戸会館 滋賀県近江八幡市末広町 808 174.00

武佐 市民文化系施設 蒲生野団地集会所 滋賀県近江八幡市末広町 280-3 172.50

武佐 産業系施設 末広町東部共同利用農機具保管庫 滋賀県近江八幡市末広町 285-2 125.00

武佐 産業系施設 末広町西部共同利用農業作業場・農機具保管庫 滋賀県近江八幡市武佐町 296-3 203.59

武佐 産業系施設 末広町北部共同利用農業作業場・農機具保管庫 滋賀県近江八幡市西生来町 2653 179.04

武佐 産業系施設 末広町東部共同利用農業作業場 滋賀県近江八幡市末広町 607-1 82.91

武佐 学校教育系施設 武佐小学校 滋賀県近江八幡市武佐町 118 5,833.93

武佐 学校教育系施設 近江八幡市学校給食センター 滋賀県近江八幡市武佐町 329-5 4,368.28

武佐 子育て支援施設 武佐こども園 滋賀県近江八幡市西生来町 1193 1,254.25
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武佐 子育て支援施設 八幡東子どもセンター 滋賀県近江八幡市末広町 320-2 1,799.29

武佐 子育て支援施設 旧武佐こども園別館 滋賀県近江八幡市西生来町 1193 776.69

武佐 保健・福祉施設 末広東老人憩いの家 滋賀県近江八幡市末広町 394-1 345.76

武佐 保健・福祉施設 末広西老人憩いの家 滋賀県近江八幡市西生来町 905-3 338.83

武佐 行政系施設 武佐コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市友定町 293-2 180.00

武佐 行政系施設 末広水防倉庫 滋賀県近江八幡市武佐町 27-6 28.30

武佐 市営住宅 改良住宅松原団地 滋賀県近江八幡市長光寺町 769-9 2,111.20

武佐 市営住宅 公営住宅追分団地 滋賀県近江八幡市武佐町 172 300.48

武佐 市営住宅 公営住宅末広団地 滋賀県近江八幡市末広町 368-8 1,797.19

武佐 市営住宅 公営住宅末広団地９丁目 滋賀県近江八幡市末広町 382 8 1,309.76

武佐 市営住宅 公営住宅末広西団地 滋賀県近江八幡市武佐町 170 1,415.67

武佐 市営住宅 改良住宅小野団地 滋賀県近江八幡市西生来町 588-31 946.40

武佐 市営住宅 吉ケ藪西団地 滋賀県近江八幡市武佐町 213-6 1,873.40

武佐 市営住宅 公営住宅蒲生野団地 滋賀県近江八幡市末広町 320-1 3,088.01

武佐 市営住宅 改良住宅蒲生野団地 滋賀県近江八幡市末広町 200-1 8,443.70

武佐 市営住宅 市営武佐団地 滋賀県近江八幡市武佐町 145-1 4,262.20

武佐 市営住宅 改良住宅上蒲生野団地 滋賀県近江八幡市末広町 93-2 797.43

武佐 市営住宅 改良住宅末広町内団地 滋賀県近江八幡市末広町 467 9,245.60

武佐 市営住宅 吉ヶ藪団地 滋賀県近江八幡市武佐町 1-2 1,864.30

武佐 市営住宅 市営住宅上蒲生野団地 滋賀県近江八幡市末広町 71 1,586.12

武佐 市営住宅 松林団地 滋賀県近江八幡市末広町 80-1 436.80

武佐 その他 旧末広町第２共同浴場 滋賀県近江八幡市末広町 729 523.69

武佐 その他 旧宮前ゆうゆう児童館 滋賀県近江八幡市西生来町 749-2 230.50

安土 市民文化系施設 安土コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 4660 2,189.71

安土 市民文化系施設 やすらぎホール 滋賀県近江八幡市下豊浦 4187-3 543.00

安土 社会教育系施設 匠の里 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 6982 1,403.16

安土 社会教育系施設 近江八幡市立安土図書館 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 1 1,480.00

安土 社会教育系施設 旧伊庭家住宅 滋賀県近江八幡市安土町小中 191-1 352.36

安土 社会教育系施設 城郭資料館 滋賀県近江八幡市安土町小中 700 439.75

安土 社会教育系施設 安土山ガイダンス施設 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6383-1 127.36

安土 社会教育系施設 大中竪穴式住居 滋賀県近江八幡市安土町大中 558 50.00

安土 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 安土Ｂ＆Ｇ海洋センター 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 5428 515.89

安土 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 文芸の郷 滋賀県近江八幡市桑実寺 777 7,211.68

安土 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 地下道スロープ上屋観光案内所記念塔（北、南シンボル） 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 394 193.74

安土 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 西の湖ふれあいハウス 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 5441 144.64

安土 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 多世代交流館 滋賀県近江八幡市安土町桑実寺 587 145.74

安土 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 大中グラウンド 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦地先 31.73

安土 産業系施設 水耕・しいたけ水源ポンプ室 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 121-2 21.50

安土 産業系施設 しいたけハウス 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 122 5,547.00

安土 産業系施設 水耕ハウス 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦字細江 5,525.00

安土 学校教育系施設 安土小学校 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 456 5,905.00

安土 学校教育系施設 安土中学校 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 862 10,045.55

安土 子育て支援施設 安土こどもの家 滋賀県近江八幡市小中 783-1 248.63

安土 子育て支援施設 安土幼稚園 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 5300 1,691.46

安土 子育て支援施設 安土保育園分園 滋賀県近江八幡市安土町小中 1-8 733.00

安土 保健・福祉施設 ひだまり庵 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 354 55.56

安土 保健・福祉施設 ディサービスセンター 滋賀県近江八幡市安土町上出 908-1 1,326.51

安土 行政系施設 安土町総合支所 滋賀県近江八幡市安土町小中 1-8 4,272.14

安土 行政系施設 消防車庫（安土分団） 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4700-1 41.80

安土 行政系施設 近江八幡市安土コミュニティー防災センター 滋賀県近江八幡市安土町小中 1-8 863.56

安土 行政系施設 艇庫 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 7598 155.25

安土 市営住宅 公営住宅上豊浦団地 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1397-1 1,670.38

安土 市営住宅 公営住宅宮津団地 滋賀県近江八幡市安土町宮津 110-26 517.40

安土 市営住宅 公営住宅安土松原団地 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 4602 440.11

安土 市営住宅 公営住宅神楽団地 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4261-2 822.22

安土 市営住宅 公営住宅弁天団地 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 1,752.38
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安土 その他 墓地公園 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 5756 25.35

安土 その他 小中之湖水質保全池 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 9671 9.00

安土 その他 宮津子供の広場 滋賀県近江八幡市安土町宮津 98-3 6.00

安土 その他 駅北広場 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 391-1 75.20

安土 その他 旧保健センター 滋賀県近江八幡市安土町小中 152-1 313.00

安土 その他 常浜トイレ 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺地先 6.72

安土 その他 駅南広場（便所） 滋賀県近江八幡市安土町小中 698 21.74

安土 その他 旧学校給食センター 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 1965 898.38

安土 上水道施設 北部配水池 滋賀県近江八幡市安土町上出 992-28 6.00

安土 上水道施設 中部水源地 滋賀県近江八幡市安土町小中 600-3 57.76

老蘇 市民文化系施設 老蘇コミュニティセンター 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇1136-1 1,096.84

老蘇 学校教育系施設 老蘇小学校 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇 1300 4,828.24

老蘇 子育て支援施設 老蘇幼稚園 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇 1300 955.41

老蘇 保健・福祉施設 健康づくりセンター 滋賀県近江八幡市安土町内野 2048 2,347.71

老蘇 行政系施設 老蘇コミュニティ消防センター 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇 1135 109.90

老蘇 その他 石寺楽市 滋賀県近江八幡市安土町石寺 2050-1 13.00

老蘇 上水道施設 南部水源地 滋賀県近江八幡市安土町西老蘇 40.32

※本表における延床面積は、公有財産台帳管理システムの平成 27年 3月 3１日時点の情報及び施設調査を基に

取りまとめた全建物の延床面積を掲載していますので、本表の延床面積合計は、「3.1.2 公共施設の保有量」

に示しています延床面積とは異なります。 
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