
1/10垂水市　対象建物一覧表
施設用途区分 財産番号 整理番号 施設名称 建物名称 所属課 建物用途 建物構造 建築年月日 延床面積(㎡)

市民文化系施設 61 1 垂水市市民館 市民館　B棟 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和52年11月20日 659.20

市民文化系施設 61 2 垂水市市民館 市民館　A棟 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和52年11月20日 1,426.07

市民文化系施設 79 2 垂水市文化会館 文化会館 社会教育課 会館・本館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成5年1月29日 3,943.00

社会教育系施設 27 1 大野地区公民館別館 窯 社会教育課 倉庫・物置 木造 昭和42年7月1日 19.00

社会教育系施設 27 3 大野地区公民館別館 ﾌﾟｰﾙ更衣室 社会教育課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和49年12月1日 9.00

社会教育系施設 27 4 大野地区公民館別館 管理及教室棟 社会教育課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年3月1日 370.00

社会教育系施設 27 8 大野地区公民館別館 シャワー室 社会教育課 洗場・水飲場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成23年3月31日 21.00

社会教育系施設 27 11 大野地区公民館別館 技術室 社会教育課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和63年3月1日 128.00

社会教育系施設 27 12 大野地区公民館別館 特別活動室 社会教育課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成7年6月30日 16.20

社会教育系施設 62 2 協和地区公民館 協和地区公民館 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和48年3月25日 585.00

社会教育系施設 63 1 和田英作画伯使用の画室 和田英作画伯使用の画室 社会教育課 陳列所・展示室 木造 昭和37年10月1日 37.62

社会教育系施設 78 1 市立図書館 図書館 社会教育課 図書館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成3年8月20日 761.88

社会教育系施設 78 3 市立図書館 車庫 社会教育課 車庫 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成4年3月25日 55.65

社会教育系施設 89 1 創垂館 居宅 財政課 住宅 木造 平成7年9月18日 285.34

社会教育系施設 89 2 創垂館 車庫 財政課 車庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成7年9月18日 55.00

社会教育系施設 123 1 牛根地区公民館 牛根地区公民館 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月10日 692.70

社会教育系施設 131 1 柊原地区公民館 柊原地区公民館 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和47年3月20日 420.26

社会教育系施設 132 1 水之上コミュニティセンター 水之上コミュニティセンター 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和49年1月30日 400.00

社会教育系施設 133 1 新城地区公民館 新城地区公民館 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年3月30日 515.48

社会教育系施設 133 2 新城地区公民館 新城地区公民館共用部分 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年3月30日 93.44

社会教育系施設 134 1 境地区公民館 境地区公民館 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年9月30日 416.00

社会教育系施設 140 1 大野地区多目的研修施設 大野地区多目的研修施設 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年2月29日 240.00

社会教育系施設 141 1 松ヶ崎地区公民館 松ヶ崎地区公民館 社会教育課 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成5年3月26日 406.05

社会教育系施設 1007 1 記念校舎お長屋 記念校舎お長屋 社会教育課 その他 木造 明治33年1月1日 148.76

社会教育系施設 9925 1 旧田中邸 本宅 財政課 住宅 木造 明治40年4月1日 160.33

社会教育系施設 9925 2 旧田中邸 ふれあい館（旧別邸） 社会教育課 住宅付属建物 木造 昭和20年4月1日 90.18

スポーツ・レクリエーション系施設 18 1 大野体育館 体育館 社会教育課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成11年4月1日 711.00

スポーツ・レクリエーション系施設 18 2 大野体育館 体育倉庫 社会教育課 倉庫・物置 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成4年3月25日 32.29

スポーツ・レクリエーション系施設 18 3 大野体育館 倉庫 社会教育課 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年3月1日 36.00

スポーツ・レクリエーション系施設 73 1 垂水中央運動公園 たるみずスポーツランド管理棟 社会教育課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和53年10月1日 380.55

スポーツ・レクリエーション系施設 73 2 垂水中央運動公園 野球場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ 社会教育課 その他 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年3月31日 551.85

スポーツ・レクリエーション系施設 73 3 垂水中央運動公園 ﾃﾆｽｺｰﾄ管理事務所 社会教育課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月31日 132.00

スポーツ・レクリエーション系施設 73 4 垂水中央運動公園 休憩所 社会教育課 詰所・寄り場 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年12月13日 15.00

スポーツ・レクリエーション系施設 73 5 垂水中央運動公園 便所 社会教育課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年12月17日 38.60

スポーツ・レクリエーション系施設 73 6 垂水中央運動公園 多目的屋内ﾎｰﾙ 社会教育課 体育館 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成13年3月26日 2,684.04

スポーツ・レクリエーション系施設 73 7 垂水中央運動公園 体育館 社会教育課 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和56年8月1日 5,283.00

スポーツ・レクリエーション系施設 73 8 垂水中央運動公園 便所 社会教育課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年12月13日 22.80

スポーツ・レクリエーション系施設 73 9 垂水中央運動公園 便所 社会教育課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年12月17日 22.80

スポーツ・レクリエーション系施設 73 10 垂水中央運動公園 トイレ 社会教育課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成29年9月29日 45.63

スポーツ・レクリエーション系施設 73 11 垂水中央運動公園 倉庫 社会教育課 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成29年9月29日 90.00

スポーツ・レクリエーション系施設 97 55 猿ヶ城キャンプ場 バイオトイレ 水産商工観光課 便所 木造 平成20年4月1日 4.00
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スポーツ・レクリエーション系施設 110 1 道の駅たるみず 温泉浴施設 水産商工観光課 浴場・風呂場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成17年3月1日 876.00

スポーツ・レクリエーション系施設 110 2 道の駅たるみず 物販施設 水産商工観光課 その他 鉄骨造 平成17年3月1日 987.26

スポーツ・レクリエーション系施設 110 3 道の駅たるみず 増設分 水産商工観光課 その他 鉄骨造 平成22年2月23日 200.26

スポーツ・レクリエーション系施設 120 4 水之上体育館 水之上体育館 社会教育課 体育館 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年4月1日 908.00

スポーツ・レクリエーション系施設 128 1 森の駅垂水 猿ヶ城活性化施設 農林課 教習所・養成所・研修所 木造 平成22年1月22日 679.95

スポーツ・レクリエーション系施設 128 2 森の駅垂水 猿ヶ城バンガローA棟 水産商工観光課 寮舎・宿舎 木造 平成22年3月12日 74.52

スポーツ・レクリエーション系施設 128 3 森の駅垂水 猿ヶ城コテージＢ棟 水産商工観光課 寮舎・宿舎 木造 平成22年3月12日 74.52

スポーツ・レクリエーション系施設 128 4 森の駅垂水 猿ヶ城バンガローC棟 水産商工観光課 寮舎・宿舎 木造 平成22年3月16日 72.22

スポーツ・レクリエーション系施設 128 5 森の駅垂水 猿ヶ城バンガローD棟 水産商工観光課 寮舎・宿舎 木造 平成22年3月18日 72.22

スポーツ・レクリエーション系施設 128 6 森の駅垂水 猿ヶ城バンガローE棟 水産商工観光課 寮舎・宿舎 木造 平成22年3月18日 72.22

スポーツ・レクリエーション系施設 128 7 森の駅垂水 猿ヶ城バンガローF棟 水産商工観光課 寮舎・宿舎 木造 平成22年3月18日 72.22

スポーツ・レクリエーション系施設 128 8 森の駅垂水 猿ヶ城バンガローG棟 水産商工観光課 寮舎・宿舎 木造 平成22年3月18日 72.22

スポーツ・レクリエーション系施設 128 9 森の駅垂水 猿ヶ城バンガローH棟 水産商工観光課 寮舎・宿舎 木造 平成22年3月18日 72.22

スポーツ・レクリエーション系施設 128 10 森の駅垂水 炊事棟 水産商工観光課 食堂・調理室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成22年3月12日 27.80

スポーツ・レクリエーション系施設 128 11 森の駅垂水 トイレ・シャワー棟 水産商工観光課 浴場・風呂場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成22年3月12日 76.80

スポーツ・レクリエーション系施設 9928 1 マリンパークたるみず マリンパークたるみず 水産商工観光課 事務所 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成30年3月29日 253.82

スポーツ・レクリエーション系施設 9932 1 道の駅たるみずはまびら 道の駅たるみずはまびらB棟 水産商工観光課 その他 鉄骨造 平成30年11月1日 1,475.70

産業系施設 81 1 堆肥センター 管理棟 農林課 監視所・観察所 木造 平成14年3月1日 57.00

産業系施設 81 2 堆肥センター 原料発酵室 農林課 その他 鉄骨造 平成14年3月1日 3,224.00

産業系施設 81 3 堆肥センター 養生・製品ｽﾄｯｸ棟 農林課 その他 鉄骨造 平成14年3月1日 2,600.00

産業系施設 93 1 地方卸売市場 卸売場 農林課 その他 鉄骨造 昭和54年3月1日 2,264.00

産業系施設 93 2 地方卸売市場 便所 農林課 便所 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年3月1日 18.00

産業系施設 93 3 地方卸売市場 関連商品売場 農林課 その他 軽量鉄骨造 昭和54年3月1日 108.00

学校教育系施設 24 1 新城小学校 管理教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和43年3月1日 876.00

学校教育系施設 24 2 新城小学校 管理教室棟 教育総務課 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和44年2月1日 588.00

学校教育系施設 24 3 新城小学校 ﾌﾟｰﾙ専用付属室 教育総務課 脱衣室・更衣室 木造 昭和48年8月1日 30.00

学校教育系施設 24 4 新城小学校 特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和62年12月21日 197.00

学校教育系施設 24 5 新城小学校 体育倉庫 教育総務課 倉庫・物置 鉄骨造 平成5年3月29日 26.25

学校教育系施設 24 6 新城小学校 トイレ棟 教育総務課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和62年12月23日 80.00

学校教育系施設 24 7 新城小学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 教育総務課 給食室 鉄骨造 昭和63年3月30日 12.00

学校教育系施設 24 8 新城小学校 観察小屋 教育総務課 小屋・畜舎 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和63年3月13日 13.00

学校教育系施設 24 9 新城小学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年3月1日 534.40

学校教育系施設 25 1 柊原小学校 管理特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和36年3月1日 342.00

学校教育系施設 25 2 柊原小学校 管理特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和36年12月1日 422.00

学校教育系施設 25 3 柊原小学校 管理特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和46年2月1日 558.00

学校教育系施設 25 4 柊原小学校 便所 教育総務課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和63年11月16日 60.00

学校教育系施設 25 5 柊原小学校 体育倉庫 教育総務課 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和63年11月16日 20.00

学校教育系施設 25 6 柊原小学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 教育総務課 給食室 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成4年3月25日 13.93

学校教育系施設 25 7 柊原小学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成7年3月24日 684.00

学校教育系施設 25 8 柊原小学校 管理特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和40年3月1日 342.00

学校教育系施設 25 11 柊原小学校 プール専用付属室 教育総務課 その他 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和51年3月1日 9.00
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学校教育系施設 25 12 柊原小学校 プール更衣室 教育総務課 脱衣室・更衣室 令和2年5月29日 40.00

学校教育系施設 26 1 水之上小学校 教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月1日 1,188.00

学校教育系施設 26 2 水之上小学校 教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月1日 558.00

学校教育系施設 26 4 水之上小学校 ﾌﾟｰﾙ付属家 教育総務課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和44年3月1日 23.00

学校教育系施設 26 7 水之上小学校 便所 教育総務課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月1日 96.00

学校教育系施設 26 8 水之上小学校 体育倉庫 教育総務課 倉庫・物置 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成7年9月1日 17.50

学校教育系施設 26 9 水之上小学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 教育総務課 給食室 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成14年10月1日 20.00

学校教育系施設 26 11 水之上小学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成28年3月30日 696.00

学校教育系施設 28 1 垂水小学校 育苗室 教育総務課 その他 木造 昭和35年10月1日 147.00

学校教育系施設 28 2 垂水小学校 教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和47年10月1日 479.00

学校教育系施設 28 3 垂水小学校 プール専用付属室 教育総務課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和39年3月1日 57.00

学校教育系施設 28 4 垂水小学校 教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和49年3月1日 1,100.00

学校教育系施設 28 5 垂水小学校 特別教室管理棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和50年3月1日 1,284.00

学校教育系施設 28 6 垂水小学校 普通教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和51年3月1日 162.00

学校教育系施設 28 7 垂水小学校 特別教室管理棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和51年3月1日 1,026.00

学校教育系施設 28 10 垂水小学校 便所 教育総務課 便所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成2年3月12日 9.00

学校教育系施設 28 11 垂水小学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 教育総務課 給食室 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成14年10月1日 90.00

学校教育系施設 28 12 垂水小学校 体育倉庫 教育総務課 倉庫・物置 木造 昭和43年7月1日 24.00

学校教育系施設 28 13 垂水小学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和56年3月1日 1,107.00

学校教育系施設 29 1 協和小学校 管理特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和37年3月1日 365.00

学校教育系施設 29 2 協和小学校 管理特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和38年3月1日 1,031.00

学校教育系施設 29 3 協和小学校 管理特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和39年3月1日 1,116.00

学校教育系施設 29 4 協和小学校 便所 教育総務課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和38年6月1日 132.00

学校教育系施設 29 7 協和小学校 倉庫 教育総務課 倉庫・物置 木造 昭和45年1月1日 15.00

学校教育系施設 29 8 協和小学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和50年5月1日 600.00

学校教育系施設 29 9 協和小学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 教育総務課 給食室 鉄骨造 平成14年10月1日 20.00

学校教育系施設 29 10 協和小学校 プール専用付属室 教育総務課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和42年7月1日 47.00

学校教育系施設 30 1 松ケ崎小学校 管理教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和45年3月1日 960.00

学校教育系施設 30 2 松ケ崎小学校 倉庫 教育総務課 倉庫・物置 木造 昭和42年7月1日 19.00

学校教育系施設 30 3 松ケ崎小学校 ﾌﾟｰﾙ付属家 教育総務課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和49年6月1日 24.00

学校教育系施設 30 4 松ケ崎小学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和53年3月1日 534.00

学校教育系施設 30 5 松ケ崎小学校 倉庫 教育総務課 倉庫・物置 木造 平成5年9月30日 10.00

学校教育系施設 30 6 松ケ崎小学校 便所 教育総務課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成7年2月13日 34.00

学校教育系施設 30 7 松ケ崎小学校 体育倉庫 教育総務課 倉庫・物置 鉄骨造 平成8年3月22日 26.25

学校教育系施設 31 1 牛根小学校 プール専用付属室 教育総務課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和47年5月1日 30.00

学校教育系施設 31 2 牛根小学校 倉庫 教育総務課 倉庫・物置 木造 昭和40年10月1日 71.00

学校教育系施設 31 3 牛根小学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和51年3月1日 534.00

学校教育系施設 31 4 牛根小学校 便所 教育総務課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和63年11月1日 60.00

学校教育系施設 31 5 牛根小学校 体育倉庫 教育総務課 倉庫・物置 鉄骨造 平成9年2月1日 17.50

学校教育系施設 31 6 牛根小学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 教育総務課 給食室 鉄骨造 平成10年3月31日 24.50

学校教育系施設 31 7 牛根小学校 管理教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和40年8月1日 750.00
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学校教育系施設 31 8 牛根小学校 管理教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和40年3月1日 807.00

学校教育系施設 32 1 境小学校 管理特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和48年3月1日 1,158.00

学校教育系施設 32 2 境小学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和52年3月1日 534.00

学校教育系施設 32 3 境小学校 ﾌﾟｰﾙ付属家 教育総務課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和52年3月1日 38.00

学校教育系施設 32 4 境小学校 ﾌﾟｰﾙ機械室 教育総務課 技術室・機械室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和52年3月1日 15.00

学校教育系施設 32 5 境小学校 光村文庫記念館 教育総務課 陳列所・展示室 木造 平成6年1月20日 96.84

学校教育系施設 32 6 境小学校 特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成6年3月10日 276.60

学校教育系施設 32 7 境小学校 体育倉庫 教育総務課 倉庫・物置 鉄骨造 平成6年3月25日 17.50

学校教育系施設 32 8 境小学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 教育総務課 給食室 鉄骨造 平成10年3月31日 14.08

学校教育系施設 34 2 垂水中央中学校 便所 教育総務課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年12月1日 126.00

学校教育系施設 34 4 垂水中央中学校 普通特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和42年3月1日 522.00

学校教育系施設 34 5 垂水中央中学校 特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和43年3月1日 486.00

学校教育系施設 34 7 垂水中央中学校 普通特別教室棟(1F) 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和43年3月1日 260.00

学校教育系施設 34 8 垂水中央中学校 普通特別教室棟(2F) 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和47年2月1日 260.00

学校教育系施設 34 9 垂水中央中学校 屋内運動場 教育総務課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和43年3月1日 1,199.00

学校教育系施設 34 11 垂水中央中学校 特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成6年3月28日 504.00

学校教育系施設 34 12 垂水中央中学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 教育総務課 給食室 鉄骨造 平成15年3月1日 61.00

学校教育系施設 34 13 垂水中央中学校 普通特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和42年3月1日 741.00

学校教育系施設 34 14 垂水中央中学校 普通特別教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和37年3月1日 583.00

学校教育系施設 34 15 垂水中央中学校 普通管理教室棟 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和42年3月1日 486.00

学校教育系施設 34 16 垂水中央中学校 階段棟 教育総務課 廊下・渡廊下 鉄骨造 平成23年3月1日 86.00

学校教育系施設 34 17 垂水中央中学校 エレベーター棟 教育総務課 その他 鉄骨造 平成24年3月1日 24.00

学校教育系施設 34 18 垂水中央中学校 階段棟 教育総務課 廊下・渡廊下 鉄骨造 平成24年12月1日 81.00

学校教育系施設 34 19 垂水中央中学校 武道場 教育総務課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成25年12月20日 233.15

学校教育系施設 34 20 垂水中央中学校 プール付属屋 教育総務課 脱衣室・更衣室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成26年2月20日 77.00

学校教育系施設 34 21 垂水中央中学校 備蓄倉庫 教育総務課 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成26年9月29日 102.00

学校教育系施設 109 1 垂水市立学校給食センター 学校給食センター 学校教育課 食堂・調理室 鉄骨造 平成15年3月1日 995.53

保健・福祉施設 71 1 老人憩いの家（南地区） 南地区老人憩の家 福祉課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和50年4月1日 209.00

保健・福祉施設 71 2 老人憩いの家（南地区） 南地区機械棟 福祉課 技術室・機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和50年4月1日 15.00

保健・福祉施設 94 1 老健施設「ｺｽﾓｽ苑」 療養施設 保健課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成8年12月20日 4,914.01

保健・福祉施設 94 2 老健施設「ｺｽﾓｽ苑」 車庫 保健課 車庫 鉄骨造 平成8年11月12日 76.24

保健・福祉施設 94 3 老健施設「ｺｽﾓｽ苑」 車庫 保健課 車庫 鉄骨造 平成12年3月30日 60.00

保健・福祉施設 105 1 子育て支援センター 子育て支援センター 福祉課 集会所・会議室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成10年10月30日 334.04

保健・福祉施設 115 1 老人憩いの家（中央地区） 中央地区倉庫 福祉課 倉庫・物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和46年4月1日 7.22

保健・福祉施設 115 2 老人憩いの家（中央地区） 中央地区ﾎﾞｲﾗｰ室 福祉課 ボイラー室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和46年4月1日 4.32

保健・福祉施設 115 3 老人憩いの家（中央地区） 中央地区老人憩の家 福祉課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和46年4月1日 247.20

保健・福祉施設 9920 1 垂水市地域包括ケアセンター 地域包括支援センター等執務室 保健課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成8年12月20日 311.89

保健・福祉施設 9921 1 垂水児童クラブ 第2垂水児童クラブ 福祉課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和47年10月1日 61.00

保健・福祉施設 9921 2 垂水児童クラブ 第1垂水児童クラブ 福祉課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和47年10月1日 81.00

保健・福祉施設 9933 1 協和児童クラブ 協和児童クラブ 福祉課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和37年3月1日 63.00

医療施設_病院会計 95 1 垂水市医療センター垂水中央病院 病院 保健課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和62年2月12日 5,437.76
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医療施設_病院会計 95 2 垂水市医療センター垂水中央病院 機械棟 保健課 技術室・機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和62年2月12日 226.94

医療施設_病院会計 95 3 垂水市医療センター垂水中央病院 倉庫 保健課 倉庫・物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成2年12月20日 9.00

医療施設_病院会計 95 4 垂水市医療センター垂水中央病院 看護婦宿舎 保健課 寮舎・宿舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和62年3月10日 354.20

医療施設_病院会計 95 5 垂水市医療センター垂水中央病院 看護婦宿舎 保健課 寮舎・宿舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和63年11月10日 258.00

医療施設_病院会計 95 6 垂水市医療センター垂水中央病院 職員宿舎 保健課 寮舎・宿舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成4年3月21日 672.00

医療施設_病院会計 95 7 垂水市医療センター垂水中央病院 託児所 保健課 保育室・育児室 木造 平成4年3月21日 99.00

医療施設_病院会計 95 9 垂水市医療センター垂水中央病院 垂水中央病院増築棟 保健課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成16年6月30日 3,362.70

医療施設_病院会計 95 10 垂水市医療センター垂水中央病院 風除室 保健課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成20年2月29日 28.84

行政系施設 1 1 市役所 庁舎 財政課 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和33年4月1日 1,857.00

行政系施設 1 2 市役所 庁舎 財政課 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和44年4月1日 511.50

行政系施設 1 3 市役所 庁舎 財政課 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和44年4月1日 520.50

行政系施設 1 4 市役所 倉庫 財政課 倉庫・物置 木造 昭和56年4月1日 5.00

行政系施設 1 5 市役所 倉庫 財政課 倉庫・物置 鉄骨造 昭和59年3月30日 15.00

行政系施設 1 6 市役所 庁舎 財政課 庁舎 鉄骨造 平成5年9月30日 770.00

行政系施設 1 7 市役所 庁舎別館 財政課 庁舎 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成7年8月28日 364.56

行政系施設 2 1 消防庁舎 消防本部　第１分団本部 消防本部 庁舎 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成13年11月26日 830.33

行政系施設 3 1 水之上第４分団庁舎 第４分団庁舎 消防本部 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年3月31日 64.80

行政系施設 4 1 海潟第２分団庁舎 第２分団庁舎 消防本部 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成19年12月21日 73.72

行政系施設 6 1 旧牛根境第９分団庁舎 第９分団庁舎 消防本部 倉庫・物置 鉄骨造 昭和53年3月1日 61.80

行政系施設 7 1 新城第６分団庁舎 第６分団庁舎 消防本部 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年3月1日 53.37

行政系施設 8 1 大野第５分団庁舎 第５分団庁舎 消防本部 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年8月20日 29.57

行政系施設 9 1 垂桜第５分団庁舎 第５分団垂桜機材庫 消防本部 車庫 木造 平成23年2月10日 29.40

行政系施設 10 1 馬込機材庫 馬込機材庫 消防本部 倉庫・物置 木造 昭和56年3月1日 6.60

行政系施設 11 1 牛根麓第７分団庁舎 第７分団庁舎 消防本部 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成16年10月14日 73.74

行政系施設 13 1 柊原第３分団庁舎 第３分団庁舎 消防本部 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成元年12月15日 83.75

行政系施設 14 1 市木機材庫 市木機材庫 消防本部 倉庫・物置 木造 平成3年1月18日 6.48

行政系施設 15 1 内ノ野山林火災資機材倉庫 内ノ野山林火災用資器材倉庫 消防本部 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成6年2月15日 35.00

行政系施設 16 1 脇登機材庫 脇登機材庫 消防本部 倉庫・物置 木造 昭和56年12月16日 6.63

行政系施設 20 1 牛根分遣所 牛根分遣所 消防本部 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和52年3月25日 320.00

行政系施設 21 1 二川第８分団庁舎 第８分団庁舎 消防本部 庁舎 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成26年12月16日 77.00

行政系施設 22 1 新城支所 庁舎 市民課 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和53年3月30日 67.21

行政系施設 22 2 新城支所 共用部分 市民課 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和53年3月30日 12.18

行政系施設 23 1 公用車庫 車庫 財政課 車庫 鉄骨造 昭和47年11月1日 180.00

行政系施設 23 2 公用車庫 公用車庫 財政課 車庫 鉄骨造 昭和47年11月1日 175.00

行政系施設 23 3 公用車庫 便所 財政課 便所 木造 昭和52年4月1日 1.34

行政系施設 66 1 垂水市環境センター 処理棟 生活環境課 処理場・加工場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成12年3月20日 1,896.00

行政系施設 66 2 垂水市環境センター 管理棟 生活環境課 監視所・観察所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成12年3月20日 468.00

行政系施設 66 3 垂水市環境センター 渡り廊下 生活環境課 廊下・渡廊下 鉄骨造 平成12年3月20日 26.00

行政系施設 68 1 垂水市清掃センター 処理工場 生活環境課 塵芥集積所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年9月30日 1,334.00

行政系施設 68 2 垂水市清掃センター 管理事務棟 生活環境課 事務所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年9月30日 145.00

行政系施設 68 3 垂水市清掃センター 車庫 生活環境課 車庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年9月30日 98.00
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行政系施設 68 4 垂水市清掃センター 集会場 生活環境課 集会所・会議室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年9月30日 199.00

行政系施設 122 1 牛根支所 事務室 市民課 事務所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月10日 49.86

行政系施設 122 2 牛根支所 安全庫 市民課 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月10日 11.11

行政系施設 122 3 牛根支所 宿直室 市民課 詰所・寄り場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月10日 17.05

行政系施設 122 4 牛根支所 共用部分(玄関ﾎｰﾙ) 市民課 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月10日 5.70

行政系施設 122 5 牛根支所 共用部分(便所) 市民課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月10日 1.63

行政系施設 1046 1 小中野機材庫 小中野機材庫 消防本部 倉庫・物置 鉄骨造 昭和54年3月1日 6.56

行政系施設 1050 1 中浜機材庫 中浜機材庫 消防本部 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和46年11月11日 5.00

行政系施設 1051 1 深港機材庫 深港機材庫 消防本部 倉庫・物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和55年3月31日 8.06

行政系施設 1053 1 高野機材庫 高野機材庫 消防本部 倉庫・物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和48年9月1日 5.70

行政系施設 1054 1 浜平機材庫 浜平機材庫 消防本部 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和53年3月1日 6.00

行政系施設 1265 2 牛根境第９分団庁舎 第９分団庁舎 消防本部 庁舎 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成29年12月15日 72.00

公営住宅 39 1 第2新城麓団地 1号棟 土木課 住宅 木造 平成10年3月26日 85.73

公営住宅 39 2 第2新城麓団地 2号棟 土木課 住宅 木造 平成10年3月26日 85.73

公営住宅 39 3 第2新城麓団地 3号棟 土木課 住宅 木造 平成12年3月10日 85.73

公営住宅 39 4 第2新城麓団地 5号棟 土木課 住宅 木造 平成12年3月10日 85.73

公営住宅 39 5 第2新城麓団地 6号棟 土木課 住宅 木造 平成13年3月29日 85.73

公営住宅 39 6 第2新城麓団地 7号棟 土木課 住宅 木造 平成13年3月29日 85.73

公営住宅 40 1 新城大浜団地 B-1・B-2 土木課 住宅 木造 平成6年8月31日 134.64

公営住宅 40 2 新城大浜団地 B-3・B-5 土木課 住宅 木造 平成6年8月31日 134.64

公営住宅 40 3 新城大浜団地 B-6・B-7 土木課 住宅 木造 平成6年8月31日 144.62

公営住宅 40 4 新城大浜団地 B-8・B-10 土木課 住宅 木造 平成6年8月31日 144.62

公営住宅 42 1 柊原団地 BC1.2.3.5.6 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和36年3月1日 140.00

公営住宅 42 2 柊原団地 BC7.8.10.11.12 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和36年3月1日 140.00

公営住宅 43 1 高城団地 BC-1.2.3.5.6.7 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年9月25日 348.30

公営住宅 44 1 下宮団地 RC1.2.3.5.6.7.8.10 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和50年3月15日 457.20

公営住宅 44 2 下宮団地 AC1.2.3 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和38年3月1日 108.90

公営住宅 44 3 下宮団地 BC1.2 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和38年3月1日 63.80

公営住宅 44 4 下宮団地 BC3.5 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和38年3月1日 63.80

公営住宅 44 5 下宮団地 BC6.7.8.10 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和38年3月1日 127.60

公営住宅 44 6 下宮団地 BC11.12.13.14 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和38年3月1日 127.60

公営住宅 45 1 錦江町団地 AC1.2.3.5.6.7 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和46年2月15日 258.20

公営住宅 45 2 錦江町団地 AC8.10.11.12.13.14 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和46年11月27日 258.06

公営住宅 45 3 錦江町団地 BC1.2.3.5.6.7 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和47年12月7日 244.56

公営住宅 45 4 錦江町団地 AC15.16.17.18.19.20 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和47年12月7日 265.36

公営住宅 46 5 旭町団地 RC1.2.3.5.6.7.8.10.11.12.13.14.15.16.17.18 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和51年3月10日 914.40

公営住宅 47 1 敷根町団地 AC1.2.3 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和41年3月1日 108.30

公営住宅 47 2 敷根町団地 BC1.2.3 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和41年3月1日 93.00

公営住宅 48 1 上馬場団地 BC-1.2.3.5.6 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和39年3月1日 155.00

公営住宅 48 2 上馬場団地 BC7.8.10.11.12. 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和39年3月1日 155.00

公営住宅 48 3 上馬場団地 BC13.14.15.16.17 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和39年3月1日 155.00
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公営住宅 48 4 上馬場団地 AC1.2.3.5.6. 土木課 住宅 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和39年3月1日 180.50

公営住宅 49 12 中之平団地 B棟 土木課 住宅 木造 平成31年2月25日 91.90

公営住宅 49 13 中之平団地 D棟 土木課 住宅 木造 平成31年2月25日 91.90

公営住宅 49 14 中之平団地 A棟 土木課 住宅 木造 平成31年2月25日 91.90

公営住宅 49 15 中之平団地 C棟 土木課 住宅 木造 平成31年2月25日 91.90

公営住宅 49 16 中之平団地 Ｅ棟 土木課 住宅 木造 令和2年3月23日 91.90

公営住宅 49 17 中之平団地 Ｆ棟 土木課 住宅 木造 令和2年3月23日 91.90

公営住宅 49 18 中之平団地 Ｈ棟 土木課 住宅 木造 令和2年3月23日 91.90

公営住宅 49 19 中之平団地 Ｉ棟 土木課 住宅 木造 令和2年3月23日 161.47

公営住宅 49 20 中之平団地 G棟 土木課 住宅 木造 令和2年3月23日 91.90

公営住宅 49 21 中之平団地 Ｊ棟 土木課 住宅 木造 令和2年3月23日 161.47

公営住宅 50 1 城山B団地 RC1.2.3.5.6.7.8.10.11.12.13.14.15.16.17.18 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和49年3月22日 792.00

公営住宅 51 1 大野原団地 Ｂ－10・11 土木課 住宅 木造 昭和36年3月1日 57.84

公営住宅 53 1 第２海潟団地 1号棟 土木課 住宅 木造 平成14年3月1日 86.00

公営住宅 53 2 第２海潟団地 2号棟 土木課 住宅 木造 平成14年3月1日 86.00

公営住宅 55 1 牛根麓団地 住宅BC-1・2 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和52年3月25日 93.24

公営住宅 55 2 牛根麓団地 住宅BC-3・5・6 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和52年3月25日 139.86

公営住宅 55 3 牛根麓団地 住宅BC-7・8・10 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和52年3月25日 139.86

公営住宅 56 2 第２二川団地 １号 土木課 住宅 木造 平成9年3月19日 85.73

公営住宅 56 3 第２二川団地 ２号 土木課 住宅 木造 平成9年3月19日 85.73

公営住宅 56 4 第２二川団地 ３号 土木課 住宅 木造 平成9年3月19日 85.73

公営住宅 56 5 第２二川団地 ５号 土木課 住宅 木造 平成9年3月19日 85.73

公営住宅 57 1 元垂水団地 1号棟 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和58年3月30日 1,152.44

公営住宅 57 2 元垂水団地 2号棟 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年3月25日 1,122.11

公営住宅 57 3 元垂水団地 3号棟 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年3月12日 1,056.49

公営住宅 100 1 錦江町定住促進住宅 住宅(1号) 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年5月8日 2,324.00

公営住宅 100 2 錦江町定住促進住宅 住宅(2号) 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年5月8日 2,328.00

公営住宅 100 3 錦江町定住促進住宅 機械室 土木課 技術室・機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年5月8日 1.00

公営住宅 100 4 錦江町定住促進住宅 ポンプ室 土木課 ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年5月8日 8.00

公営住宅 100 5 錦江町定住促進住宅 プロパンボンベ室 土木課 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和54年5月8日 16.00

公営住宅 101 1 水之上定住促進住宅 住宅(1号) 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年5月18日 2,448.00

公営住宅 101 2 水之上定住促進住宅 住宅(2号) 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年5月18日 2,431.00

公営住宅 101 3 水之上定住促進住宅 プロパンボンベ室 土木課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年5月18日 15.00

公営住宅 101 4 水之上定住促進住宅 ポンプ室 土木課 ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年5月18日 56.00

公営住宅 101 5 水之上定住促進住宅 集会所 土木課 集会所・会議室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年5月18日 84.00

公営住宅 101 6 水之上定住促進住宅 機械室 土木課 技術室・機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和60年5月18日 27.00

公営住宅 130 1 城山A団地 AC1.2.3.5.6.7 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和49年3月25日 279.84

公営住宅 130 2 城山A団地 ＢC1.2.3.5.6.7 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和50年3月25日 291.60

公営住宅 130 3 城山A団地 BC8.10.11.12.13.14 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和53年3月31日 332.82

公営住宅 138 1 浜平団地 BC-6.7.8.10 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年3月27日 247.99

公営住宅 138 2 浜平団地 BC-1.2.3.5 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和55年3月27日 247.99
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公営住宅 139 1 牛根二川団地 Ｂ-8 土木課 住宅 木造 昭和34年3月1日 57.30

公営住宅 1004 1 海潟団地 RC1.2.3.5.6.7.8.10.11.12.13.14.15.16.17.18 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和51年3月10日 914.40

公営住宅 1005 1 牛根境団地 BC1.2.3.5.6.7 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和52年4月28日 320.76

公営住宅 1006 1 第2牛根境団地 101～404 土木課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成元年3月1日 1,056.40

公園 58 1 高峠公園施設 東屋 水産商工観光課 その他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成6年1月1日 4.37

公園 58 2 高峠公園施設 管理棟 水産商工観光課 その他 鉄骨造 平成6年1月1日 289.00

公園 58 3 高峠公園施設 便所 水産商工観光課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成6年1月1日 25.50

公園 58 4 高峠公園施設 便所 水産商工観光課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成6年1月1日 40.00

公園 58 7 高峠公園施設 管理倉庫 水産商工観光課 事務所 木造 平成4年3月25日 144.40

公園 58 8 高峠公園施設 倉庫 水産商工観光課 倉庫・物置 鉄骨造 平成25年12月4日 36.00

公園 60 1 鉄道記念公園（田神・上町） 便所 土木課 便所 木造 平成3年2月28日 11.28

公園 98 1 潮彩公園 便所 土木課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成11年3月1日 20.00

公園 99 1 中俣公園 便所 土木課 便所 木造 平成13年4月1日 9.00

公園 210 1 鉄道記念公園(新城） 便所 土木課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成2年3月1日 3.22

公園 1264 1 海潟漁港(水産商工観光課) 海潟漁港トイレ 水産商工観光課 便所 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成27年3月30日 36.00

供給処理施設 108 1 潮彩町汚水処理施設 汚水処理施設 生活環境課 処理場・加工場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成15年4月1日 79.48

供給処理施設 111 1 牛根境地区漁業集落排水処理施設 管理棟 生活環境課 監視所・観察所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成16年3月31日 67.50

供給処理施設 111 2 牛根境地区漁業集落排水処理施設 処理棟 生活環境課 処理場・加工場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成16年3月31日 46.50

供給処理施設 271 1 し尿処理場-1 ポンプ収納庫 生活環境課 倉庫・物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和40年4月1日 11.50

その他 36 14 旧協和中学校 屋内運動場 財政課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和46年3月1日 648.00

その他 36 15 旧協和中学校 管理教室棟 財政課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和39年3月1日 636.00

その他 36 16 旧協和中学校 管理教室棟 財政課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和38年3月1日 978.00

その他 36 17 旧協和中学校 倉庫 財政課 便所 木造 昭和38年3月1日 88.00

その他 36 18 旧協和中学校 便所 財政課 倉庫・物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和57年2月1日 3.00

その他 36 19 旧協和中学校 ﾌﾟｰﾙ付属家 財政課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和52年9月1日 40.00

その他 36 20 旧協和中学校 機械室 財政課 技術室・機械室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和52年9月1日 10.00

その他 36 21 旧協和中学校 特別教室棟 財政課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和56年3月1日 405.00

その他 36 22 旧協和中学校 倉庫 財政課 倉庫・物置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和49年3月1日 3.00

その他 36 23 旧協和中学校 体育倉庫 財政課 倉庫・物置 鉄骨造 平成5年3月29日 26.00

その他 36 24 旧協和中学校 給食ｺﾝﾃﾅ置場 財政課 給食室 鉄骨造 平成14年10月1日 10.00

その他 37 1 旧牛根中学校 屋内運動場 財政課 学校体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和45年3月1日 668.00

その他 37 2 旧牛根中学校 管理教室棟 財政課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和46年3月1日 729.00

その他 37 3 旧牛根中学校 特別管理教室棟 財政課 校舎・園舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和47年3月1日 1,053.00

その他 37 4 旧牛根中学校 特別教室棟 財政課 校舎・園舎 鉄骨造 昭和56年3月1日 450.00

その他 37 5 旧牛根中学校 ﾌﾟｰﾙ付属家 財政課 脱衣室・更衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和50年8月1日 38.00

その他 37 6 旧牛根中学校 開放倉庫 財政課 倉庫・物置 木造 昭和52年3月1日 11.00

その他 37 7 旧牛根中学校 倉庫 財政課 便所 木造 昭和47年3月1日 48.00

その他 65 1 火葬場 火葬場 生活環境課 火葬場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成17年3月25日 644.55

その他 83 1 旧大野中教職員住宅 住宅 財政課 住宅 木造 昭和53年11月1日 60.29

その他 83 2 旧大野中教職員住宅 住宅 財政課 住宅 木造 昭和53年3月15日 60.29

その他 83 3 旧大野中教職員住宅 住宅 財政課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和43年3月1日 56.10
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その他 85 2 中俣松元教職員住宅 中俣松元教職員住宅４ 教育総務課 住宅 木造 昭和56年3月1日 67.48

その他 85 3 中俣松元教職員住宅 中俣松元教職員住宅５ 教育総務課 住宅 木造 昭和56年3月1日 67.48

その他 85 4 中俣松元教職員住宅 中俣松元教職員住宅７ 教育総務課 住宅 木造 昭和56年3月1日 67.48

その他 86 1 柊原新生教職員住宅 柊原新生教職員住宅２ 教育総務課 住宅 木造 昭和52年3月1日 65.00

その他 88 1 錦町単身者用教職員住宅 錦町単身者用教職員住宅 教育総務課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成8年3月19日 290.88

その他 88 2 錦町単身者用教職員住宅 錦町単身者用教職員住宅２ 教育総務課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成9年3月10日 290.88

その他 102 1 新城浄水場 ポンプ室 水道課 ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成5年3月31日 75.38

その他 103 1 海潟浄水場 ポンプ室 水道課 ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成8年3月31日 67.00

その他 104 4 内ノ野浄水場 管理棟 水道課 事務所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成17年2月10日 130.50

その他 104 5 内ノ野浄水場 浄水場管理人住宅 水道課 住宅 木造 昭和52年3月31日 58.23

その他 104 6 内ノ野浄水場 浄水場便所 水道課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和53年3月31日 5.52

その他 106 1 境浄水場 機械室 水道課 技術室・機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成14年3月31日 135.60

その他 107 1 新城小谷・段地区電気薬注室 ポンプ室 水道課 ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成18年3月13日 28.60

その他 119 1 垂水市生活改善センター 垂水市生活改善ｾﾝﾀｰ 農林課 会館・本館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和59年6月1日 100.00

その他 127 1 取水施設/第2水源取水ポンプ室 取水施設/第2水源取水ポンプ室 水道課 ポンプ室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 昭和51年3月31日 3.40

その他 1008 1 旧高峠廃棄物処理場 車庫 生活環境課 車庫 鉄骨造 昭和50年4月1日 25.50

その他 1009 2 避難小屋 二番小屋 水産商工観光課 その他 木造 平成19年3月1日 63.47

その他 1010 1 公衆便所桜島口 便所 生活環境課 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成20年3月31日 20.35

その他 1011 3 南松原単身者用教職員住宅 南松原単身者用教職員住宅 教育総務課 住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成3年1月31日 290.88

その他 1016 1 二川教職員住宅 二川教職員住宅１ 教育総務課 住宅 木造 平成3年2月9日 86.64

その他 1016 2 二川教職員住宅 二川教職員住宅２ 教育総務課 住宅 木造 平成8年9月28日 87.54

その他 1020 2 中俣松元教職員住宅 中俣松元教職員住宅３ 教育総務課 住宅 木造 昭和54年3月15日 65.95

その他 1020 3 中俣松元教職員住宅 中俣松元教職員住宅６ 教育総務課 住宅 木造 昭和56年3月1日 67.49

その他 1020 6 中俣松元教職員住宅 住宅 教育総務課 住宅 木造 昭和54年3月1日 60.95

その他 1028 1 水之上小教職員住宅 水之上小教職員住宅 教育総務課 住宅 木造 昭和58年2月1日 65.00

その他 1028 2 水之上小教職員住宅 水之上小教職員住宅２ 教育総務課 住宅 木造 昭和58年2月1日 65.00

その他 1041 1 元公益質屋 倉庫 財政課 倉庫・物置 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和50年4月1日 92.95

その他 1042 1 牛根小教職員住宅 牛根小教職員住宅 財政課 住宅 木造 昭和48年2月28日 58.55

その他 1043 1 牛根麓教職員住宅 牛根麓教職員住宅１ 教育総務課 住宅 木造 平成7年1月13日 86.64

その他 1043 2 牛根麓教職員住宅 牛根麓教職員住宅２ 教育総務課 住宅 木造 平成7年1月13日 86.64

その他 1044 1 錦江町教職員住宅 錦江町教職員住宅Ｂ 教育総務課 住宅 木造 平成7年1月17日 102.54

その他 1055 1 新城大都教職員住宅 新城大都教職員住宅 教育総務課 住宅 木造 平成6年2月28日 102.54

その他 1056 1 中央町早馬教職員住宅 中央町早馬教職員住宅１ 教育総務課 住宅 木造 昭和59年2月1日 69.56

その他 1056 2 中央町早馬教職員住宅 中央町早馬教職員住宅２ 教育総務課 住宅 木造 昭和60年2月1日 72.04

その他 1056 3 中央町早馬教職員住宅 中央町早馬教職員住宅３ 教育総務課 住宅 木造 昭和62年7月1日 72.04

その他 1057 1 田神上犬之馬場教職員住宅 田神上犬之馬場教職員住宅１ 教育総務課 住宅 木造 昭和54年3月1日 65.95

その他 1058 1 垂水中央中教職員住宅(校長) 田神下松原教職員住宅 教育総務課 住宅 木造 平成2年2月1日 86.64

その他 1261 1 普通財産_旧新城諏訪教職員住宅 住宅 財政課 住宅 木造 昭和56年3月10日 65.00

その他 1261 2 普通財産_旧新城諏訪教職員住宅 住宅 財政課 住宅 木造 昭和56年3月10日 65.00

その他 9927 1 防災倉庫 防災倉庫 総務課 倉庫・物置 鉄骨造 平成30年3月27日 59.32

その他 9935 1 新城大浜教職員住宅 新城大浜教職員住宅 教育総務課 住宅 木造 昭和55年2月28日 67.48
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その他 9936 1 牛根境田村教職員住宅１ 牛根境田村教職員住宅１ 教育総務課 住宅 木造 平成元年1月30日 86.64

その他 9940 1 旧肝属農業共済組合事務所 旧肝属農業共済組合事務所 財政課 事務所 木造 昭和62年12月1日 99.37

その他 9941 1 旧牛根中央クリニック診療所 旧牛根中央クリニック診療所 財政課 住宅 鉄骨造 平成11年3月1日 403.90


