
行政系施設

庁舎

市役所本庁舎 日ノ出町２丁目15番地 昭和49年 8,864

市役所駅北庁舎 音羽町１丁目233番地 平成26年 9,730

地区事務所

本庁事務所 日ノ出町２丁目15番地 昭和49年 93 市役所本庁舎内

共栄事務所 小名田町３丁目216番地 昭和55年 26 R3.6業務移管のため閉鎖

小泉事務所 小泉町８丁目80番地 平成5年 49 小泉公民館内

池田事務所 池田町７丁目16番地 昭和63年 43

市之倉事務所 市之倉町８丁目138番地 昭和55年 68 市之倉公民館に併設

滝呂事務所 滝呂町10丁目48番地 昭和58年 43

南姫事務所 大針町字台80番地の２ 平成9年 85 ふれあいセンター姫内

根本事務所 根本町３丁目55番地の１ 平成25年 69 根本交流センター内

旭ケ丘事務所 旭ケ丘８丁目29番地の99 平成6年 68 旭ケ丘公民館内

脇之島事務所 脇之島町６丁目31番地の３ 平成3年 81 脇之島公民館内

笠原事務所 笠原町2081番地の１ 昭和59年 44 笠原中央公民館内

消防施設

消防本部 三笠町２丁目21番地 昭和59年 1,554

南消防署 三笠町２丁目21番地 昭和59年 1,514 消防本部庁舎内

北消防署 光ケ丘４丁目48番地の４ 昭和46年 1,076

笠原消防署 笠原町字古御所2081番地の１ 昭和54年 2,558

消防分団車庫

中央北分団車庫 上野町3丁目66番地の12 令和1年 108

共栄分団車庫 小名田町１丁目17番地の２ 昭和59年 108

中央南分団車庫 青木町11番地の５ 昭和60年 104

小泉分団車庫 小泉町２丁目227番地の３ 昭和62年 108

池田分団車庫 池田町２丁目53番地の２ 昭和61年 119

池田南分団廿原車庫 廿原町260番地の４ 平成2年 57

池田南分団三の倉車庫 三の倉町173番地 平成4年 57

池田南分団諏訪車庫 諏訪町125番地の１ 平成5年 126 １階部分

市之倉分団車庫 市之倉町８丁目72番地 昭和55年 92

滝呂分団車庫 滝呂町10丁目77番地の２ 平成1年 112 １階部分

滝呂台分団車庫 滝呂町14丁目183番地の１ 平成11年 108

南姫分団車庫 大薮町836番地の１ 昭和61年 108

南姫分団北小木車庫 北小木町661番地の１ 平成5年 64

根本分団車庫併用詰所 根本町７丁目87番地の３ 平成17年 108

北栄分団車庫 旭ヶ丘８丁目29番地の90 昭和63年 108

脇之島分団車庫 脇之島町６丁目31番地の３ 平成3年 108 脇之島公民館内

笠原第一分団車庫・詰所 笠原町字古御所2081番地の１ 昭和54年 238 笠原消防署内

笠原第二分団車庫・詰所 笠原町1267番地の５ 平成23年 126

その他行政系施設

坂上町倉庫 坂上町６丁目34番地 平成6年 618

星ケ台収蔵庫 星ケ台３丁目 平成4年 192

旭ケ丘選挙資材倉庫 旭ケ丘７丁目16番地の１ 昭和54年 138

共栄水防倉庫 小名田町１丁目18番地 昭和59年 19

小泉水防倉庫 小泉町２丁目227番地の３ 平成7年 21

池田水防倉庫 池田町４丁目187番 昭和40年 53

市之倉水防倉庫 市之倉８丁目138番地 昭和55年 20

南姫水防倉庫 大針町５番地の109 昭和36年 39
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根本水防倉庫 根本町８丁目119番地の１ 不明 45

旭ケ丘水防倉庫 旭ヶ丘７丁目15番地の１ 平成6年 49

上原水防倉庫 笠原町1647番地の１ 不明 54

生田車庫 生田町３丁目47番地 平成4年 153

青木町車庫 青木町21番地の１ 昭和33年 234

三の倉車庫 三の倉町猪場 平成13年 40

上原消防車庫（中原） 笠原町中原1138番９他 平成4年 39

学校教育系施設

小学校

養正小学校 平野町２丁目80番地 昭和53年 7,820

精華小学校 十九田町２丁目119番地 昭和46年 7,510

共栄小学校 高田町３丁目64番地 昭和43年 5,031

昭和小学校 平和町４丁目180番地 昭和56年 7,369

小泉小学校 小泉町７丁目90番地 令和3年 8,718

池田小学校 池田町６丁目25番地 平成25年 7,839

市之倉小学校 市之倉町10丁目381番地 昭和60年 6,115

滝呂小学校 滝呂町12丁目186番地の４ 平成18年 9,781

南姫小学校 大藪町字諸家1237番地の１ 昭和42年 4,802

根本小学校 高根町４丁目６番地の５ 昭和50年 6,799

北栄小学校 旭ケ丘10丁目６番地の82 昭和55年 8,708

脇之島小学校 脇之島町７丁目39番地の２ 昭和62年 6,880

笠原小学校 笠原町字富士下3387番地の９ 昭和40年 7,509

中学校

陶都中学校 住吉町７丁目１番地 平成11年 9,324

多治見中学校 美坂町４丁目10番地 平成13年 8,484

平和中学校 脇之島町１丁目１番地 平成5年 8,066

小泉中学校 小泉町７丁目70番地 昭和49年 8,164

南ケ丘中学校 大畑町大洞48番地の１ 昭和58年 7,318

北陵中学校 旭ケ丘10丁目６番地の82 昭和54年 7,872

南姫中学校 大針町字屋作283番地の１ 昭和63年 6,159

笠原中学校 笠原町字向嶋2455番地の12 昭和51年 8,666

調理場等

大畑調理場 大畑町３丁目114番地の２ 昭和53年 1,365 R3.8閉鎖

共栄調理場 虎渓山町７丁目４番地の２ 昭和58年 1,024 R3.8閉鎖

養正小学校近接校対応調理場 平野町２丁目80番地 平成28年 959 養正小学校敷地内

昭和小学校近接校対応調理場 平和町４丁目180番地 平成30年 1,006 昭和小学校敷地内

食器洗浄センター 大畑町３丁目114番地の２ 平成6年 2,862 R3.8閉鎖

食育センター 姫町６丁目１番地の10 令和3年 3,677 R3.8供用開始

その他教育施設

児童等適応指導教室（さわらび学級） 美坂町８丁目８番地 昭和45年 619

市民文化系施設

公民館

養正公民館 陶元町135番地の３ 平成2年 976

精華公民館 上野町４丁目23番地の１ 平成6年 991 精華交流センター内

小泉公民館 小泉町８丁目80番地 平成5年 1,238

市之倉公民館 市之倉町８丁目138番地 昭和56年 820

南姫公民館 大針町字屋作283番地の１ 平成3年 992

根本公民館 根本町３丁目55番地の１ 平成25年 706 根本交流センター内

旭ケ丘公民館 旭ケ丘８丁目29番地の99 昭和53年 590
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脇之島公民館 脇之島町６丁目31番地の３ 平成3年 763

笠原中央公民館 笠原町字古御所2081番地の１ 昭和59年 5,352

図書館

図書館本館 豊岡町１丁目55番地 平成9年 2,899 ヤマカまなびパーク内

子ども情報センター 常盤町１番地 昭和63年 590

図書館笠原分館 笠原町字古御所2081番地の１ 昭和59年 411 笠原中央公民館内

博物館等

美濃焼ミュージアム 東町１丁目９番地の27 昭和62年 1,350

モザイクタイルミュージアム 笠原町字古御所2082番地の５ 平成28年 1,925

土岐川観察館 平和町６丁目84番地の３ 平成21年 181

文化財保護センター 旭ケ丘10丁目６番地の26 平成4年 2,131

その他市民文化系施設

学習館 豊岡町１丁目55番地 平成9年 6,215 ヤマカまなびパーク内

市民活動交流支援センター 豊岡町１丁目55番地 平成9年 90 ヤマカまなびパーク内

文化会館（バロー文化ホール） 十九田町２丁目８番地 昭和56年 7,736

三の倉市民の里 三の倉町猪場37番地 平成1年 2,704

福祉施設

高齢福祉施設

老人福祉センター 太平町２丁目39番地の１ 昭和63年 504 総合福祉センター内

滝呂老人福祉センター 滝呂町10丁目87番地の４ 平成8年 964 サンホーム滝呂内(デイ含）

南姫老人福祉センター 大針町字台80番地の２ 平成9年 1,063 ふれあいセンター姫内（デイ含）

障害福祉施設

障害者福祉センター 太平町２丁目39番地の１ 昭和63年 349 総合福祉センター内

児童福祉施設

発達支援センター「なかよし」 元町３丁目28番地 昭和35年 436

発達支援センター「ひまわり」 笠原町字中原1194番地の１ 昭和44年 1,029

その他社会福祉施設

総合福祉センター（管理部門） 太平町２丁目39番地の１ 昭和63年 2,752

かさはら福祉センター 笠原町字下神戸2900番地の６ 平成4年 1,824

子育て支援施設

保育園

双葉保育園 元町４丁目10番地の２ 平成5年 1,253

星ケ台保育園 星ケ台３丁目７番地の３ 平成28年 1,957

共栄保育園 高田町３丁目64番地 昭和50年 822

小泉保育園 小泉町２丁目153番地 昭和58年 817

池田保育園 池田町３丁目120番地 平成15年 1,340

北野保育園 喜多町８丁目27番地 昭和48年 741

市之倉保育園 市之倉町８丁目20番地 昭和51年 1,063

旭ケ丘保育園 旭ケ丘８丁目29番地の43 昭和49年 1,020

笠原保育園 笠原町字中崎1974番地の１ 昭和57年 1,886

幼稚園

養正小学校附属幼稚園 平野町２丁目79番地 昭和47年 865

精華小学校附属愛児幼稚園 白山町３丁目１番地 平成31年 1,280

昭和小学校附属幼稚園 平和町４丁目180番地 昭和47年 554

明和幼稚園 明和町４丁目５番地の257 昭和52年 882

笠原小学校附属幼稚園 笠原町字富士下3387番地の９ 昭和53年 1,260

児童館・児童センター

坂上児童館 坂上町７丁目30番地 昭和40年 229

精華児童館 上野町４丁目23番地の１ 平成6年 362 精華交流センター内
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共栄児童館 高田町６丁目40番地 昭和57年 199

中央児童館 御幸町２丁目95番地 昭和44年 184

小泉児童センター 小泉町７丁目178番地 令和2年 807 小泉交流センター内

太平児童センター 太平町２丁目39番地の１ 昭和63年 713 総合福祉センター内

市之倉児童センター 市之倉町７丁目124番地 平成5年 449

滝呂児童センター 滝呂町10丁目87番地の４ 平成8年 472 サンホーム滝呂内

南姫児童センター 大針町字台80番地の２ 平成9年 456 ふれあいセンター姫内

根本児童センター 根本町３丁目55番地の１ 平成25年 596 根本交流センター内

旭ケ丘児童センター 旭ケ丘７丁目16番地の62 平成2年 336

脇之島児童センター 脇之島町６丁目31番地の５ 平成6年 456

笠原児童館 笠原町字森裏2837番地の２ 昭和56年 640

産業系施設

産業文化センター 新町１丁目23番地 平成5年 8,319

勤労者センター 幸町１丁目54番地 昭和59年 550

スポーツ施設

体育館
総合体育館（感謝と挑戦のＴＹＫ体育館） 大畑町２丁目150番地 昭和60年 8,880

笠原体育館 笠原町字木曽畷2072番地の５ 昭和62年 3,604

屋外体育施設

市営球場 美坂町４丁目１番地 昭和24年 293

北丘運動広場 北丘町７丁目13番地の２ 平成6年 7

星ケ台運動広場 星ヶ台３丁目20番地 平成5年 69

梅平運動広場 笠原町4164番地の１ 昭和55年 159

向島運動広場 笠原町字森下1651番地の１ 昭和55年 39

星ケ台競技場 星ヶ台３丁目19番地 平成8年 1,796

旭ケ丘弓道場 旭ヶ丘10丁目６番地の83 昭和54年 427

向島テニスコート 笠原町字森下1651番地の１ 昭和56年 90

廃棄物処理施設

三の倉センター 三の倉町猪場37番地 平成15年 18,662

大畑センター 大畑町大洞48番地の35 昭和48年 7,316

堆肥化センター 三の倉町猪場37番地 平成18年 310

月見センター 月見町３丁目73番地の２ 平成2年 1,750

笠原クリーンセンター 笠原町字梅平4022番地の７ 平成1年 3,500 ごみの受入れは終了

公営住宅

美坂団地 美坂町７丁目 昭和29年 927

高田団地 高田町２丁目 昭和33年 56

南姫団地 姫町１、２丁目 昭和36年 3,258

国京団地 姫町６丁目 平成10年 3,114

松坂団地 松坂町１丁目 昭和30年 1,243

高根団地（低層、集約化促進住宅） 高根町３丁目、４丁目 昭和34年 1,045

高根団地（中層） 高根町３丁目 昭和60年 8,203

旭ケ丘第一団地 旭ケ丘５丁目 昭和44年 2,893

旭ケ丘第二団地（低層Ｏ） 旭ケ丘８丁目 昭和48年 4,002

旭ケ丘第二団地（低層Ｐ） 旭ケ丘８丁目 昭和50年 1,331

旭ケ丘第二団地（中層） 旭ケ丘８丁目 昭和51年 14,682

旭ケ丘第三団地 旭ケ丘10丁目 昭和46年 5,660

草口住宅団地 笠原町字平下 昭和39年 1,906

西ヶ平住宅団地 笠原町字梅平 昭和44年 3,679

向島住宅団地 笠原町字向嶋 昭和53年 1,215
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平園第二住宅団地 笠原町字平園 昭和36年 28 R3.8解体

病院施設

市民病院 前畑町３丁目43番地 平成24年 19,779 病院事業会計

市之倉診療所 市之倉町８丁目114番地 昭和47年 120 病院事業会計

その他施設

駐車場

豊岡駐車場 豊岡町１丁目65番地 昭和52年 6,066 特別会計

豊岡原動機付自転車駐車場 豊岡町１丁目71番地 昭和59年 183 特別会計

駅北立体駐車場 白山町１丁目228番地 平成26年 9,024 特別会計

駅東原動機付自転車駐車場 本町２丁目70番地の１ 昭和57年 56 特別会計

その他

陶磁器意匠研究所 美坂町２丁目77番地 昭和42年 2,806

火葬場 大薮町字上迫間洞249番地 平成28年 2,940

虎渓用水広場 音羽町１丁目229番地 平成28年 207

多治見駅観光案内所 音羽町２丁目79番地の１ 平成21年 36 駅南北連絡通路と一体

駅北公衆トイレ 白山町１丁目77番地の３ 平成27年 57

駅南公衆トイレ 音羽町２丁目79番地の１ 平成21年 124 駅南北連絡通路と一体

虎渓山永保寺公衆便所 虎渓山町１丁目40番地の１ 平成3年 29

永保寺駐車場観光便所 虎渓山町５丁目10番地 平成9年 33

修道院観光便所 上山町２丁目１番地の１ 平成6年 24

姫駅公衆トイレ 姫町１丁目130番地の１ 平成27年 10

ホワイトタウンバス停公衆トイレ 脇之島町６丁目30番地の４ 平成8年 6

北市場霊園 金岡町４丁目70番地 昭和63年 53

平和霊園 脇之島町３丁目24番地 昭和43年 93

大気環境測定所 笠原町1194番地の１ 平成18年 7

旧旭ケ丘教職員住宅 旭ケ丘７丁目16番地の57 平成6年 1,225

415,887合　計
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