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２ 対象とする公共施設及び施設分類 

 総合管理計画で本市が対象とする建物系公共施設の分類に従い、以下のとおりとしま

す。 

大分類 中分類 主な施設 

１ 学校教育系施設 
学校 小学校・中学校 

その他教育施設 給食センター 

２ 市民文化系施設 集会施設 集会所、公民館等 

３ 社会教育系施設 社会教育施設 緑風館 

４ ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 観光拠点施設 

スポーツ施設 体育館 

５ 産業系施設 産業系施設 加工場 

６ 子育て支援施設 
幼稚園・保育所 

児童施設 

幼稚園・保育所 

児童館 

７ 保健・福祉施設 

高齢福祉施設 老人憩いの家 

障がい福祉施設 障害者地域活動支援センター 

保健施設 伊予市総合保健福祉センター 

その他社会福祉施設 扶桑会館 

８ 医療施設 医療施設 診療所等 

９ 行政系施設 

庁舎等 市役所・支所 

消防施設 消防署・消防詰所 

その他行政系施設 港務所 

10 公営住宅 公営住宅 市営住宅 

11 公園 公園 管理棟・倉庫・便所等 

12 供給処理施設 
上水道施設 浄水場・配水地等 

下水道施設 処理場・ポンプ場 

13 その他 その他 普通財産等 
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４ 施設分類別公共施設 

（１）学校教育系施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

学校 

南山崎小学校 １９ 翠小学校 ２６ 

北山崎小学校 ２０ 下灘小学校 ２７ 

郡中小学校 ２１ 港南中学校 ２８ 

伊予小学校 ２２ 伊予中学校 ２９ 

中山小学校 ２３ 中山中学校 ３０ 

佐礼谷小学校 ２４ 双海中学校 ３１ 

由並小学校 ２５   

その他教育施設 

南伊予児童活動室 ３２ 双海由並教職員住宅 ３５ 

伊予市学校給食センター ３３ 双海下灘教職員住宅 ３６ 

中山教職員住宅 ３４   

 

（２）市民文化系施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

集会施設 

彩浜館 ３８ 尾崎浜集会所 ４８ 

生涯研修センター「さざなみ館」 ３９ 門前集会所 ４９ 

佐礼谷生活改善センター ４０ 城ノ下集会所 ５０ 

永木構造改善センター ４１ 双葉集会所 ５１ 

野中構造改善センター ４２ 本村浜集会所 ５２ 

大平地区公民館 ４３ 富貴集会所 ５３ 

中村地区公民館 ４４ 唐川コミュニティセンター ５４ 

郡中地区公民館 ４５ 野中ふれあい館 ５５ 

上野地区公民館 ４６ 下灘ふれあい館 ５６ 

中山地区公民館 ４７   
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（３）社会教育系施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

社会教育施設 

緑風館 ５８   

 

（４）スポーツ・レクリエーション系施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

レクリエーション施設・観光施設 

伊予市総合都市文化施設 ６０ ふたみシーサイド公園 ６７ 

JR伊予市駅前街の交流拠点施設 ６１ ふたみ翠地区ほたる水車小屋 ６８ 

なかやま特産品センター ６２ なかやま野外音楽広場 ６９ 

なかやまウッドクラフトセンター ６３ なかやま木材工芸品等加工販売施設 ７０ 

なかやまそば打ち体験施設 ６４ なかやまフラワーハウス ７１ 

なかやま交流促進センター ６５ なかやま木工クラフト体験施設 ７２ 

なかやま優良木材活用モデル施設 ６６ ふたみ潮風ふれあい公園 ７３ 

スポーツ施設 

しおさい公園 ７４ 永木社会体育施設 ７７ 

しもなだ運動公園 ７５ 野中社会体育施設 ７８ 

長沢社会体育施設 ７６ 下灘ふれあい社会体育施設 ７９ 

 

（５）産業系施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

産業系施設 

なかやま林業センター ８１ なかやま穀類等乾燥調製施設 ８７ 

双海農林漁業者トレーニングセンター ８２ なかやまそば乾燥調製施設 ８８ 

中山農畜産物処理加工場 ８３ なかやま農産物直売施設 ８９ 

永木農畜産物処理加工場 ８４ ふたみ林業センター ９０ 

野中農畜産物処理加工場 ８５ 佐礼谷林業者等健康管理センター ９１ 

佐礼谷農畜産物処理加工場 ８６   
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（６）子育て支援施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

幼稚園 

北山崎幼稚園 ９３ 伊予幼稚園 ９４ 

保育所 

おおひら保育所 ９５ 中山認定こども園 ９９ 

なかむら保育所 ９６ 中山保育所 １００ 

ぐんちゅう保育所 ９７ 上灘保育所 １０１ 

うえの保育所 ９８ 下灘保育所 １０２ 

児童施設 

児童館「あすなろ」 １０３ 南山崎児童クラブ １０５ 

郡中放課後児童クラブ １０４ 
児童センター「みんくる」 

（伊予市総合保健福祉センター内） 
１０６ 

 

（７）保健・福祉施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

高齢福祉施設 

唐川ふれあいプラザ １０８ じゅらく生きがい活動センター １１２ 

双海生きがい活動センター 
１０９ 

介護予防三世代交流拠点施設 

「上吾川ふれあい館」 
１１３ 

下灘老人憩の家（下灘コミュニ

ティセンター内） 
１１０ 

介護予防三世代交流拠点施設 

「みたにふれあい館」 
１１４ 

老人デイサービスセンター「も

ものさと」 
１１１ 

介護予防三世代交流拠点施設 

「永木ふれあい館」 
１１５ 

障がい福祉施設 

障害者地域活動支援センター

「くりのみ」 
１１６   
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施設名称 ページ 施設名称 ページ 

保健施設 

伊予市保健センター 

（伊予市総合保健福祉センター内） 
１１７ 双海保健センター １１８ 

その他社会福祉施設 

扶桑会館 １１９   

 

（８）医療施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

医療施設 

国民健康保険直営中山歯科診療所 １２１ 佐礼谷診療所医師住宅 １２３ 

佐礼谷診療所（佐礼谷林業者等

健康管理センター内） 
１２２ 

下灘診療所 １２４ 

下灘診療所医師住宅 １２５ 

 

（９）行政系施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

行政系施設（庁舎等） 

本庁舎 １２７ 庁舎第３別館 １３１ 

市役所駐車場 １２８ 中山地域事務所 １３２ 

庁舎第１別館 １２９ 双海地域事務所 １３３ 

庁舎第２別館 １３０ 下灘コミュニティセンター １３４ 
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施設名称 ページ 施設名称 ページ 

行政系施設（消防施設） 

第１分団第１部消防団詰所 １３５ 第４分団第２部消防団詰所 １５６ 

第１分団第２部消防団詰所 １３６ 第４分団第２部消防団車庫 １５７ 

第１分団第３部消防団詰所 １３７ 第４分団第３部消防団詰所 １５８ 

第１分団第３部（平岡）消防団

詰所 
１３８ 第４分団第４部消防団詰所 １５９ 

第１分団第４部消防団詰所 １３９ 第４分団第５部消防団詰所 １６０ 

第２分団第１部消防団詰所 １４０ 第４分団第６部消防団詰所 １６１ 

第２分団第１部（中村）消防団

詰所 
１４１ 第５分団第１部消防団詰所 １６２ 

第２分団第２部消防団詰所 １４２ 第５分団第２部消防団詰所 １６３ 

第２分団第３部消防団詰所 １４３ 第６分団第１部消防団詰所 １６４ 

第２分団第３部（尾崎）消防団

詰所 
１４４ 第６分団第２部消防団詰所 １６５ 

第２分団第４部消防団詰所 １４５ 第７分団第１部消防団詰所 １６６ 

第２分団第４部（市場）消防団

詰所 
１４６ 第７分団第２部消防団詰所 １６７ 

第２分団第５部消防団詰所 １４７ 第８分団第１部消防団詰所 １６８ 

第３分団第１部消防団詰所 １４８ 第８分団第２部消防団詰所 １６９ 

第３分団第２部消防団詰所 １４９ 
第８分団第２部（高野川）消防団

詰所 
１７０ 

第３分団第３部消防団詰所 １５０ 第９分団第１部消防団詰所 １７１ 

第３分団第４部消防団詰所 １５１ 第９分団第２部消防団詰所 １７２ 

第３分団第５部消防団詰所 １５２ 第 10分団第１部消防団詰所 １７３ 

第３分団第６部消防団詰所 １５３ 第 10分団第２部消防団詰所 １７４ 

第３分団第７部消防団詰所 １５４ 
第 10分団第２部（奥西）消防団

詰所 
１７５ 

第４分団第１部消防団詰所 １５５ 第 10分団第３部消防団詰所 １７６ 
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施設名称 ページ 施設名称 ページ 

行政系施設（その他行政系施設） 

伊予港務所 １７７ クラフトの里防災備蓄倉庫 １７９ 

本庁地区防災備蓄倉庫 １７８ 
中山地域教育・文化・防災・交流

センター 
１８０ 

 

（10）公営住宅 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

公営住宅 

大平住宅 １８３ 福元団地 ２００ 

鹿島住宅 １８４ 豊岡団地 ２０１ 

尾崎住宅 １８６ 寺尾団地 ２０２ 

市場住宅 １８８ 門前住宅 ２０３ 

安広団地 １８９ 竹之内団地 ２０４ 

白水住宅 １９０ 星住宅 ２０５ 

新川団地 １９１ 双海団地 ２０６ 

下吾川住宅 １９２ あかね団地 ２０７ 

鳥ノ木団地 １９３ 二瀬団地 ２０８ 

五色住宅 １９４ 夕やけ団地 ２０９ 

恵美須住宅 １９５ 下灘団地 ２１０ 

増福北住宅 １９６ 泉町団地 ２１１ 

増福住宅 １９７ 門前団地 ２１２ 

泉町三住宅 １９９ 清流団地 ２１３ 
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（11）公園 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

公園 

秦皇山森林公園 ２１５ 本郡塩田児童公園 ２２１ 

松森城森林公園 ２１７ 南新川児童公園 ２２２ 

五色浜公園 ２１８ 古茂池児童公園 ２２３ 

谷上山公園 ２１９ 福元公園 ２２４ 

栗の里公園 ２２０   

 

（12）供給処理施設 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

上水道施設 

上水道八倉水源地 ２２６ 永木地区簡易水道永木浄水場 ２３６ 

上水道宮下水源地 ２２７ 上水道上灘浄水場 ２３７ 

上水道高瀬水源地 ２２８ 上水道小網浄水場 ２３８ 

上水道三島送水ポンプ場 ２２９ 上水道本郷高区配水池 ２３９ 

上水道森浄水場（水源地） ２３０ 豊田簡易水道奥西浄水場 ２４０ 

上水道宮下浄水場 ２３１ 
髙岡地区飲料水供給施設髙岡浄

水場 
２４１ 

中山地区簡易水道榎峠浄水場 ２３２ 
添賀地区飲料水供給施設添賀浄

水場 
２４２ 

中山地区簡易水道豊岡浄水場 ２３３ 
平村地区飲料水供給施設平村浄

水場 
２４３ 

佐礼谷地区簡易水道佐礼谷浄水

場 
２３４ 

柚之木地区飲料供給施設柚之木

浄水場 
２４４ 

村中地区簡易水道村中浄水場 ２３５   
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施設名称 ページ 施設名称 ページ 

下水道施設 

大平地区農業集落排水処理施設 ２４５ 中山町浄化センター ２５０ 

犬寄地区農業集落排水処理施設 ２４６ 安広ポンプ場 ２５１ 

源氏簡易排水施設 ２４７ 大谷ポンプ場 ２５２ 

佐礼谷地区農業集落排水処理施

設 
２４８ 梢川ポンプ場 ２５３ 

下水浄化センター ２４９   

 

（13）その他 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

その他 

東町公衆便所 ２５５ 元南伊予児童クラブ ２６３ 

牛ノ峰公衆便所 ２５６ 清掃詰所 ２６４ 

大谷池公衆便所 ２５７ 泉町バス待合所（公衆便所付） ２６５ 

佐礼谷自治支援センター倉庫 ２５８ ＪＲ伊予市駅便所 ２６６ 

伊予港上屋 ２５９ 森浜ポンプ場 ２６７ 

元かねはち ２６０ 下灘豊田ポンプ場 ２６８ 

元かねはち倉庫 ２６１ 高齢者共同住居 ２６９ 

元ダイヤモンドフェリーターミ

ナルビル 
２６２   

 

 

  


