
令和2年度公共施設再配置実行計画 三豊市公共施設再配置実施要綱第8条の規定に基づき、公共施設再配置実行計画を公表します。

重点番号 施設名称 所在地 過去の利用概況 地積 延床面積 再配置の方針

大浜小学校 詫間町大浜甲1633番地1 6,178 千円 小学校 20,875㎡ 2,534㎡
　平成31年4月に詫間小学校と統合しました。跡地利用について、引き
  続き処分に向けた手続き及び住民対話を進めます。

大浜幼稚園 詫間町大浜甲1633番地1 1,619 千円 幼稚園 2,115㎡ 646㎡
　平成31年4月に詫間幼稚園と統合しました。
　跡地利用について、引き続き住民対話を進めます。

緑の村管理センター 詫間町大浜甲1633番地29 485 千円 その他 2,529㎡ 1,091㎡
　非耐震施設につき、施設使用を中止しています。
　今後、取壊しに向けて準備を進めます。

荘内自然休養村センター 詫間町大浜甲1891番地1 1,366 千円 出張所 547㎡ 624㎡

　築40年が経過し耐震性能に不安があるため、休養村センターが持つ
　支所出張所、公民館、避難所機能について、現在進めている小学
　校・幼稚園の跡地利用も含めた大浜地区の公共施設のあり方検討を
　進めます。

旧大野小学校 山本町大野457番地1 1,229 千円 子育て支援施設 11,721㎡ 3,444㎡
　旧小学校跡地に、令和2年4月から山本地区統合幼稚園「市立山本
　幼稚園」を開園しました。

辻幼稚園 山本町辻1379番地2 2,314 千円 幼稚園 2,433㎡ 551㎡
　市立山本幼稚園の開園に伴い、令和2年3月で閉園しました。山本地
　区跡地利用部会での幼稚園舎取壊しの方針決定に基づき、今後園
　舎を取り壊し、処分方法について住民対話を継続します。

大野幼稚園 山本町大野455番地2 2,308 千円 幼稚園 2,436㎡ 590㎡
　今年度内の山本保育所の移転開設に向けて、現幼稚園舎の増改築
　により建設整備を進めます。

河内幼稚園 山本町河内749番地 1,588 千円 幼稚園 1,517㎡ 382㎡
　市立山本幼稚園の開園に伴い、令和2年3月で閉園しました。山本地
　区跡地利用部会での幼稚園舎取壊しの方針決定に基づき、今後園
　舎を取り壊し、処分方法について住民対話を継続します。

神田幼稚園 山本町神田1262番地1 83 千円 幼稚園 1,504㎡ 415㎡
　市立山本幼稚園の開園に伴い、令和2年3月で閉園しました。山本地
　区跡地利用部会での幼稚園舎取壊しの方針決定に基づき、今後園
　舎を取り壊し、処分方法について住民対話を継続します。

財田中小学校 財田町財田中580番地1 1,563 千円 小学校 3,967㎡ 2,791㎡
　令和元年8月末で学校施設の貸借契約が満了しました。敷地の一部
　には防災センター兼屯所の新設計画を予定しています。また学校全
　体の跡地利用については協議中です。

旧高瀬町図書館 ― 千円 図書館 505㎡ 550㎡

旧高瀬町公民館 ― 千円 公民館 1,740㎡ 662㎡

詫間庁舎 庁舎 4,210㎡ 3,731㎡

詫間福祉センター 集会施設 1,538㎡ 1,363㎡

詫間勤労会館 詫間町詫間1338番地5 1,980 千円 その他 2,192㎡ 534㎡

旧三野庁舎 三野町下高瀬568番地2 1,917 千円 庁舎 4,520㎡ 1,505㎡ 　今年度で建物を取り壊します。

三野町文化センター 文化施設
　今年度で建物を取り壊します。令和2年4月から三野町文化センター
　の機能は隣接する三野町生涯学習センター（旧三野町社会福祉セン
　ター）に移転しました。

三野町文化センター（図書館） 図書館 　令和2年6月から三野町保健センター内に移転します。

三野方面隊第２分団屯所 三野町下高瀬565番地1地先 ― 千円 消防施設 ― 60㎡

三野町水防倉庫 三野町下高瀬2234番地1地先 ― 千円 消防施設 ― 98㎡

三野町ふれあいセンター 三野町下高瀬770番地1 998 千円 高齢福祉施設 552㎡ 406㎡ 　今年度で建物を取り壊します。

　グランドデザインを基に、市民文化交流や子育て支援拠点など、本庁
　舎周辺の整備の検討を進めます。

(2)-②
詫間町詫間1338番地13 14,464 千円

　耐震性能に不安があるため、詫間庁舎1階部分の機能を令和2年1月
　からマリンウェーブ内に仮移転しました。今後は地域コミュニティ維持
　に係る機能を整理した上で、にぎわい創造と地域コミュニティの拠点
　整備の検討を進めます。

千円 1,067㎡

維持管理経費

(1)

(2)-① 高瀬町下勝間2347番地1

1,232㎡

　今年度で三野町文化センターを取り壊した跡地に、水防倉庫を備え
　た第2分団屯所兼水防倉庫を新設します。旧屯所、旧水防倉庫は次
　年度で取り壊します。

(2)-③

三野町下高瀬569番地2 2,967



令和2年度公共施設再配置実行計画 三豊市公共施設再配置実施要綱第8条の規定に基づき、公共施設再配置実行計画を公表します。

重点番号 施設名称 所在地 過去の利用概況 地積 延床面積 再配置の方針維持管理経費

旧高瀬町学校給食センター 高瀬町上勝間1697番地1 ― 千円 給食施設 5,224㎡ 1,514㎡

旧豊中町学校給食センター 豊中町笠田竹田716番地1 ― 千円 給食施設 2,621㎡ 624㎡

北部学校給食センター ― ― 千円 給食施設 ― ― 　建設整備の検討を進めます。

高瀬火葬場跡 高瀬町上勝間2518番地2 3,826 千円 火葬場 2,974㎡ 426㎡

豊中斎場跡 豊中町下高野725番地1 ― 千円 火葬場 461㎡ 0㎡

香田火葬場跡 詫間町香田甲832番地1 ― 千円 火葬場 150㎡ 0㎡

(6) 永康病院 詫間町詫間1298番地2 42,689 千円 病院 13,509㎡ 8,843㎡
　令和4年1月から詫間町詫間6784番地206他2筆へ移転を予定してい
　ます。今年度、次年度で建設整備を進めます。

高瀬地域子育て支援センター 高瀬町上高瀬2024番地2 2,211 千円 子育て支援施設 3,125㎡ 598㎡
　今年度で既存建物の解体工事を行い、市有地を貸与し、民間による
　私立認可保育施設の建設整備を進めます。

比地二社会教育施設
（旧比地二幼稚園）

高瀬町比地182番地1 466 千円 集会施設 1,960㎡ 196㎡
　令和2年4月から、市有地を貸与し、民間による幼保連携型認定こども
　園を開園しました。

山本保育所 山本町財田西525番地1 5,119 千円 子育て支援施設 4,136㎡ 1,672㎡ 　今年度で閉所し、次年度以降で処分に向けた手続きを進めます。

三豊クリアプラザ し尿処理施設 4,011㎡ 　処分に向けた手続きを進めます。

環境衛生会館 集会施設 247㎡ 　再配置のための住民対話を進めます。

長法寺農村公園 高瀬町下勝間2642番地 ― 千円 農村公園 1,935㎡ ―

羽方農村公園 高瀬町佐股乙483番地4 ― 千円 農村公園 ― ―

山本方面隊第1分団1部屯所 山本町辻329番地8 ― 千円 消防施設 46㎡ 45㎡

山本方面隊第1分団2部屯所 山本町辻1255番地4 ― 千円 消防施設 45㎡ 36㎡

山本方面隊第1分団3部屯所 山本町辻3767番地3 ― 千円 消防施設 48㎡ 35㎡

山本方面隊第1分団4部屯所 山本町辻4171番地2 ― 千円 消防施設 ― 25㎡

山本方面隊第2分団2部屯所 山本町河内3036番地8 ― 千円 消防施設 73㎡ 24㎡

山本方面隊第2分団3部屯所 山本町河内3329番地1 ― 千円 消防施設 ― 9㎡

山本方面隊第3分団5部屯所 山本町財田西425番地1 ― 千円 消防施設 ― 21㎡   今年度で建物（車庫）の建て替えを行います。

三野方面隊第1分団屯所 三野町大見甲3032番地 ― 千円 消防施設 164㎡ 93㎡ 　防災センター兼第1分団屯所の建物の建て替えの検討を進めます。

詫間方面隊第7分団（仁老浜）屯所 詫間町生里1035番地 ― 千円 消防施設 ― 27㎡

詫間方面隊第7分団（生里）屯所 詫間町生里475番地2 ― 千円 消防施設 ― 87㎡

仁尾方面隊総合屯所（第3分団屯所） 仁尾町仁尾丁296-1 ― 千円 消防施設 163㎡ 205㎡
　消防団再編計画に基づき、建物の建て替えに向けて、来年度で建物
　を取り壊します。

仁尾浜団地 仁尾町仁尾辛41番地6 ― 千円 公営住宅 3,124㎡ 1,304㎡ 　今年度で旧住宅を取り壊し、跡地の一部に公園を整備します。

たからだの里「物産館」 財田町財田上180番地6 826 千円 その他 2,235㎡ 839㎡ 　今年度で物産館の増築工事に向けた手続きを進めます。

維持管理経費は、平成30年度決算額から該当施設分を抜粋。
実行計画の再配置方針は、令和2年4月1日現在のもの。

(3)
　処分に向けた手続きを進めます。

(4) 　売却手続きを進めます。

その他

三野町下高瀬1155番地 2,391 千円 10,191㎡

　廃止を検討しています。

　消防団再編計画に基づき、第1分団統合屯所を新設しました。旧屯所
　は廃止・処分に向けた手続きを進めます。

　消防団再編計画に基づき、第2分団統合屯所の整備の検討を進めま
　す。

　消防団再編計画に基づき、第7分団統合屯所の整備の検討を進めま
　す。


