
７　施設カルテ一覧

施設大分類 小分類名称 施設名称 施設所管課 ページ

本庁舎 資産経営課 1

アトレ庁舎 土木管理課 3

大井川庁舎 教育総務課 5

消防防災センター 防災計画課 7

保健センター 9

大井川保健相談センター 11

大井川港港湾会館(港湾施設用） 大井川港管理事務所 13

水道庁舎 水道総務課 15

焼津文化会館 17

大井川文化会館 19

ふれあいギャラリー 21

焼津図書館 23

大井川図書館 25

ディスカバリーパーク焼津天文科学館 文化・交流課 27

花沢地区ビジターセンター 29

歴史民俗資料館 31

小泉八雲記念館 33

文化施設（その他） 大井川民俗資料保管庫 35

焼津公民館 37

大村公民館 39

豊田公民館 41

小川公民館 43

港公民館 45

東益津公民館 47

大富公民館 49

和田公民館 51

大井川公民館 53

さつき会館 55

宮島会館 57

保福島体育館 59

大島体育館 61

富士見会館 63

鍛冶島公会堂 65

惣右衛門下公会堂 67

利右衛門地区集落センター 69

高新田第４地区学習等供用施設 71

上小杉第３地区学習等供用施設 73

(1)事務庁舎施設

(2)文化施設

総務課

健康づくり課

文化・交流課

図書課

文化財課

社会教育課

事務庁舎施設

事務庁舎施設（その他）

文化施設

図書館

博物館等施設

公民館



施設大分類 小分類名称 施設名称 施設所管課 ページ

藤守地区学習等供用施設 75

上泉地区学習等供用施設 77

下江留地区学習等供用施設 79

四区コミュニティ防災センター 81

新屋コミュニティ防災センター 83

三区コミュニティ防災センター 85

二区コミュニティ防災センター 87

第５コミュニティ防災センター 89

小川第１３コミュニティ防災センター 91

小川新地コミュニティ防災センター 93

石津コミュニティ防災センター 95

坂本コミュニティ防災センター 97

浜当目コミュニティ防災センター 99

利右衛門地区コミュニティ防災センター 101

吉永地区コミュニティ防災センター 103

高新田地区コミュニティ防災センター 105

高新田東地区コミュニティ防災センター 107

藤守地区コミュニティ防災センター 109

下小杉地区コミュニティ防災センター 111

大井川港コミュニティ防災センター 大井川港管理事務所 113

焼津南小学校 115

焼津東小学校 117

焼津西小学校 119

豊田小学校 121

小川小学校 123

港小学校 125

東益津小学校 127

大富小学校 129

黒石小学校 131

和田小学校 133

大井川南小学校 135

大井川東小学校 137

大井川西小学校 139

焼津中学校 141

大村中学校 143

豊田中学校 145

小川中学校 147

東益津中学校 149

(3)公民館等施設

(4)学校教育施設

地域防災課

教育総務課

地区集会所

小学校

中学校



施設大分類 小分類名称 施設名称 施設所管課 ページ

大富中学校 151

和田中学校 153

港中学校 155

大井川中学校 157

学校給食施設 学校給食センター 学校給食課 159

学校教育施設（その他） 小川港艇庫（焼津中学校） 学校教育課 161

総合体育館（シーガルドーム） 163

焼津体育館 165

大井川体育館 167

ディスカバリーパーク焼津温水プール（水夢館） 169

青峯プール 171

総合グラウンド陸上競技場 173

大井川河川敷運動公園 175

総合グラウンドテニス場 177

漁船員テニス場 179

野球場 総合グラウンド野球場 181

相撲場 相撲場 183

さつき幼稚園 185

東益津幼稚園 187

大富幼稚園 189

大井川南幼稚園 191

静浜幼稚園 193

静浜幼稚園下藤分園 195

大井川西幼稚園 197

旭町保育園 199

小川保育園 201

石津保育園 203

大井川保育園 205

大井川児童センター（とまとぴあ） 207

親子ふれあい広場 209

ゆりかご西クラブ・かもめ 211

学童保育なかよし小川クラブ・小川 213

ほしのこクラブ 215

大井川南放課後児童クラブ 217

大井川東放課後児童クラブ 219

大井川西放課後児童クラブ 221

総合福祉会館（ウェルシップ） 223

大井川福祉センター（ほほえみ） 225

(5)体育施設 スポーツ課

(6)子育て支援施設

幼稚園

体育館

プール

陸上競技場

テニス場

保育・幼稚園課

子育て支援課

保育園

児童施設

放課後児童施設

総合福祉施設



施設大分類 小分類名称 施設名称 施設所管課 ページ

大井川精神障害者地域活動支援センター 227

障害福祉サービス事業所（すいせん） 229

放課後等デイサービス（色えんぴつ） 231

放課後等デイサービス（くれよん） 233

就労継続支援事業所（漣） 235

高齢者福祉施設 養護老人ホーム慈恵園 地域包括ケア推進課 237

駿河湾深層水体験施設アクアスやいづ 漁港振興課 239

勤労会館サンライフ焼津 商業・産業政策課 241

陶芸センター 地域包括ケア推進課 243

竹工芸作業所（石脇ちびっこ広場） 子育て支援課 245

医療施設 市立総合病院 247

医療施設（その他） 医師住宅 249

塩津団地 251

八楠団地 253

柳新屋団地 255

保福島団地 257

中根新田団地 259

請所団地 261

成案侍団地 263

田尻西団地 265

西松原団地 267

富士見団地 269

宗高団地 271

地域産物販売提供施設（うみえ～る焼津） 漁港振興課 273

浜当目海水浴場 観光交流課 275

浜通り服部家 文化財課 277

大井川商工業研修センター 279

ワークプラザ 281

駿河湾深層水脱塩施設 283

駿河湾深層水利用促進交流施設（深層水ミュージアム） 285

花沢の里トイレ及び休憩所 287

花沢の里水車小屋 289

石脇観光トイレ及び休憩所 291

坂本観光トイレ 293

吉津観光トイレ 295

大井川河口野鳥園トイレ及び休憩所 297

野鳥公園展望台 299

消防団第１分団車庫・詰所 301

(8)医療施設

(9)市営住宅施設

(10)産業関連施設

(7)保健福祉施設

地域福祉課

用度施設課

住宅・公共建築課

商業・産業政策課

漁港振興課

観光交流課観光施設（その他）

障害者福祉施設

健康増進施設

保健福祉施設（その他）

市営住宅

商工施設

水産関連施設

観光施設



施設大分類 小分類名称 施設名称 施設所管課 ページ

消防団第２分団車庫・詰所 303

消防団第３分団車庫・詰所 305

消防団第４分団車庫・詰所 307

消防団第５分団車庫・詰所 309

消防団第６分団車庫・詰所 311

消防団第７分団車庫・詰所 313

消防団第７分団車庫 315

消防団第８分団車庫・詰所 317

消防団第９分団車庫・詰所 319

消防団第10分団車庫・詰所 321

消防団第11分団車庫・詰所 323

消防団第12分団車庫・詰所 325

消防団第13分団車庫・詰所 327

消防団第14分団車庫・詰所 329

消防団第15分団車庫・詰所 331

消防団第16分団車庫・詰所 333

消防団第16分団車庫 335

消防団第17分団車庫・詰所 337

消防団第17分団車庫 339

消防団第18分団車庫・詰所 341

避難地倉庫(焼津西小学校） 343

避難地倉庫（焼津中学校） 345

避難地倉庫（大村中学校） 347

避難地倉庫（豊田小学校） 349

避難地倉庫（豊田中学校プール下） 351

避難地倉庫（焼津中央高校） 353

避難地倉庫（東益津小学校） 355

避難地倉庫（東益津中学校プール下） 357

避難地倉庫（石脇公園） 359

避難地倉庫（大富小学校） 361

避難地倉庫（大富中学校プール下） 363

避難地倉庫（水道用地） 365

避難地倉庫（大井川東小学校） 367

水防倉庫（八楠） 369

水防倉庫（小土） 371

水防倉庫（石脇） 373

水防倉庫（中里） 375

水防倉庫（宗高） 377

(11)消防施設

地域防災課

河川課

消防団車庫・詰所

避難地倉庫

水防倉庫



施設大分類 小分類名称 施設名称 施設所管課 ページ

水防倉庫（中島） 379

水防倉庫（飯淵） 381

水防倉庫（相川） 383

水防倉庫（上泉） 385

自主防災倉庫（第１自主防災会） 387

自主防災倉庫（第２自主防災会） 389

自主防災倉庫（第３自主防災会） 391

自主防災倉庫（第４自主防災会） 393

自主防災倉庫（第６自主防災会） 395

自主防災倉庫（第７自主防災会） 397

自主防災倉庫（第８自主防災会） 399

自主防災倉庫（第９自主防災会） 401

自主防災倉庫（第10自主防災会：小土） 403

自主防災倉庫（第10自主防災会：保福島） 405

自主防災倉庫（第11自主防災会） 407

自主防災倉庫（第12自主防災会） 409

自主防災倉庫（第14自主防災会） 411

自主防災倉庫（第15自主防災会） 413

自主防災倉庫（第16自主防災会） 415

自主防災倉庫（第17自主防災会） 417

自主防災倉庫（第18自主防災会） 419

自主防災倉庫（第19自主防災会） 421

自主防災倉庫（第20自主防災会：道原） 423

自主防災倉庫（第20自主防災会：三和） 425

自主防災倉庫（第21自主防災会） 427

自主防災倉庫（第22自主防災会：田尻1） 429

自主防災倉庫（第22自主防災会：田尻2） 431

自主防災倉庫（第23自主防災会） 433

焼津防災備蓄倉庫 435

大井川防災備蓄倉庫 437

清見田公園防災倉庫 439

石津西公園防災備蓄倉庫 441

保健センター防災倉庫（小川中学校） 443

保健センター防災倉庫（黒石小学校） 445

保健センター防災倉庫（大井川西小学校） 447

保健センター防災倉庫（焼津ケアセンター） 449

大井川防災倉庫 河川課 451

大井川港防災倉庫 大井川港管理事務所 453

地域防災課

健康づくり課

(12)防災関連施設

自主防倉庫

防災倉庫



施設大分類 小分類名称 施設名称 施設所管課 ページ

小石川駐車場 455

焼津駅南口自転車駐車場 457

焼津駅北口駐車場 459

焼津駅北口自転車駐車場 461

駐車場施設（その他） 本町５丁目共同駐車場 資産経営課 463

大覚寺清掃詰所 465

ミニステーション利右衛門 467

総合グラウンド第２駐車場 469

田尻スポーツ広場 471

飯淵グラウンド 473

旧大井川南放課後児童クラブ 子育て支援課 475

旧大井川南幼稚園 教育総務課 477

焼津中央広場 社会教育課 479

(13)駐車場施設
道路課

廃棄物対策課

スポーツ課
その他施設

駐車場施設

(14)その他施設


