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大山田支所庁舎 1,702 1965 無 複合化 -52.0百万円 -9,668円/人 職員一人あたり面積 56.9㎡/人

東消防署・大山田分署 536 1999 有 継続 -25.0百万円 -4,726円/人 職員一人あたり面積 48.7㎡/人

大山田小学校 6,639 2004 有 ① -8.0百万円 -33,527円/人 243 児童一人あたり延床面積 21.8㎡/人

大山田中学校 5,462 1969 有 ① -7.0百万円 -46,444円/人 142 生徒一人あたり延床面積 31.0㎡/人

大山田給食センター 557 1991 有 継続 -52.0百万円 -395円/人 施設稼働率（提供食数） 57.5%

大山田保育園 1,397 2006 有 ② -49.0百万円 -403,273円/人 121 定員に対する園児数 101.1%

大山田東保育園 398 ②

放課後児童クラブ
「あっとほうむ」

154 2004 有 継続 -2.0百万円 -105,368円/人 19 施設稼働率（通年登録児童数） 64.4%

大山田子育て支援セン
ター

202 2006 有 継続 -5.4百万円 -1,784円/人 3,001 施設稼働率（子育て講座） 83.7%

大山田Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

2,594 1988 有 継続 -3.3百万円 -124円/人 26,285 施設稼働率 86.9%

大山田東体育館 923 1994 有 縮小 -1.2百万円 -963円/人 1,292 施設稼働率 79.8%

大山田せせらぎ運動公
園

100 1981 無 縮小 -1.0百万円 -104円/人 9,964 -

大山田東グラウンド 0 - - 縮小 -1.2百万円 -2,492円/人 484 -

伊賀の国大山田温泉 3,167 1998 有 縮小 -14.0百万円 -77円/人 182,150
施設稼働率（過去4か年の観光客
入込数に対する稼働）

94.5%

大山田福祉センター 821 2003 有 複合化 -1.7百万円 -382円/人 4,563 施設稼働率（貸室、介護予防） 8.2%

伊賀の国大山田温泉_屋
根付ゲートボール場
「こころの丘」

1,972 2002 有 縮小 -1.8百万円 -18円/人 6,343 施設稼働率（デイサービス） 12.6%

伊賀の国大山田温泉
「ふれあいプラザさる
びの」

141 2000 有 縮小 -1.8百万円 -18円/人 6,343 施設稼働率（デイサービス） 91.3%

山田診療所(大山田保健
センター)

1,056 1992 有 継続 -1.5百万円 -140円/人 10,463 診療件数 91.7%

阿波診療所 400 1977 無 継続 -7.7百万円 -1,829円/人 4,193 診療件数 68.7%

野下団地 768 1971 無 ③ 0.5百万円 25,158円/戸 19室 入居率 95.0%

山田地区市民センター 245 1971 無 複合化 -4.2百万円 -3,420円/人 1,221 貸室 13.6%

布引地区市民センター 239 2009 有 継続 -3.2百万円 -4,540円/人 713 貸室 7.3%

阿波地区市民センター 420 2007 有 継続 -8.4百万円 -2,371円/人 3,553 貸室 25.6%

大山田農村環境改善セ
ンター

1,490 1982 無 複合化 -14.0百万円 -1,729円/人 7,886 貸室 14.6%

大山田公民館 591 2001 有 複合化 -23.0百万円 -2,652円/人 8,749 貸室 18.0%

ライトピアおおやまだ 475 1996 有 継続 -17.0百万円 -2,423円/人 7,004 9.4%

猿野小規模集会施設 203 1996 有 縮小 -

下阿波小規模集会施設 162 1983 有 縮小 -

下阿波北山小規模集会
施設

151 1994 有 縮小 -

下畑小規模集会施設 56 1994 有 縮小 -

広瀬小規模集会施設 161 1995 有 縮小 -

甲野小規模集会施設 130 1988 有 縮小 -

子延小規模集会施設 144 1998 有 縮小 -

小上野小規模集会施設 91 1985 有 縮小 -

上阿波小規模集会施設 167 1987 有 縮小 -

上炊小規模集会施設 43 1990 有 縮小 -

上中島小規模集会施設 77 1994 有 縮小 -

須原小規模集会施設 161 1997 有 縮小 -

千戸小規模集会施設 180 2002 有 縮小 -

川原小規模集会施設 74 1994 有 縮小 -

川北小規模集会施設 103 1984 有 縮小 -

大沢小規模集会施設 199 1993 有 縮小 -

中町小規模集会施設 70 1989 有 縮小 -

東出小規模集会施設 131 1990 有 縮小 -

平田小規模集会施設 58 1988 有 縮小 -

大山田郷土資料館 242 1991 有 複合化 -0.1百万円 -75円/人 1,831 施設稼働率 85.6%

奥馬野火葬場 58 1990 有 検討 -

①校区再編計画に基づく適正な規模と配置を検討する　②「保育所のあり方に関する提言書」を基本として、校区再編後を想定した配置とする　③「伊
賀市公営住宅等長寿命化計画」に基づく建替えや改修、集約化などを実施する

用途廃止済み


