
日田市公共施設等総合管理計画　第1期実施計画別冊 進捗状況（中間報告）

■第1期実施計画 対象施設 R3.3.31時点

方針 目標年度 対策 実施年度

1 三芳公民館 社会教育課 【建替え】 H29 【建替え】 H29

2 三花公民館 社会教育課 【建替え】 R1 【建替え】 R1

3 東有田公民館 社会教育課 【建替え】 R5

4 天瀬公民館 社会教育課 【統合縮小】 R1

5 串川集会所 社会教育課 【地域移管】 R1

6 松金集会所 社会教育課 【地域移管】 R1

7 九膳ヶ畑集会所 社会教育課 【地域移管】 R1

8 旧中津江公民館 社会教育課 【廃止】 H30 【廃止】 R2

9 旧上津江公民館 社会教育課 【廃止】 H30

10 出野地区交流センター まちづくり推進課 【地域移管】 R2

11 南部コミュニティセンター まちづくり推進課 【地域移管】 R2

12 鎌手コミュニティセンター まちづくり推進課 【地域移管】 R2

13 西峰コミュニティセンター まちづくり推進課 【地域移管】 R2

14 都築コミュニティセンター まちづくり推進課 【地域移管】 R2

15 北部コミュニティセンター まちづくり推進課 【地域移管】 R2

16 老松コミュニティセンター まちづくり推進課 【地域移管】 R2

17 旧博物館 社会教育課 【廃止】 H28 【廃止】 H28

18 旧埋蔵文化財センター（倉庫・物置） 社会福祉課 【廃止】 H28 【廃止】 H28

19 B&G中津江海洋センター スポーツ振興課 【民間移管】 R2

20 鯛生スポーツセンター スポーツ振興課 【民間移管】 R2

21 吉原交流施設 スポーツ振興課 【民間移管】 R2

22 川辺体育館 スポーツ振興課 【廃止】 H30

23 南部ゲートボールハウス スポーツ振興課 【廃止】 R1

24 北部ゲートボールハウス スポーツ振興課 【廃止】 R1

25 天瀬ふれあい風呂 スポーツ振興課 【廃止】 H30

26 五馬弓道場 スポーツ振興課 【廃止】 R7

27 小野民芸村 観光課 【民間移管】 R1

28 椿ヶ鼻ハイランドパーク 観光課 【民間移管】 R1

29 鯛生金山観光施設 観光課 【民間移管】 R2

30 奥日田フィッシングパーク 観光課 【民間移管】 R2

31 民宿小竹庵 観光課 【民間移管】 H29

32 道の駅せせらぎの郷かみつえ 観光課 【民間移管】 R3 【民間移管】 R2

33 豊後・大山ひびきの郷 観光課 【民間移管】 H28 【民間移管】 H28

34 道の駅水辺の郷おおやま 観光課 【民間移管】 H28 【民間移管】 H28

　総合管理計画・実施計画に基づき過去に行った対策の実績は下記のとおりです。

所管課施　　　　設　　　　名
第1期実施計画 対策の実績
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■第1期実施計画 対象施設 R3.3.31時点

方針 目標年度 対策 実施年度
所管課施　　　　設　　　　名

第1期実施計画 対策の実績

35 大山梅資料館・梅蔵 観光課 【民間移管】 H29

36 大野赤石牧場 農業振興課 【民間移管】 R3

37 前津江町大野第1加工施設 農業振興課 【民間移管】 R3

38 前津江町大野第2加工施設 農業振興課 【民間移管】 R1

39 前津江町赤石加工施設 農業振興課 【民間移管】 R1 【民間移管】 R1

40 林業生産活動センター 林業振興課 【民間移管】 R2

41 ガラスハウス 農業振興課 【民間移管】 R1

42 水耕ハウス 農業振興課 【民間移管】 R1

43 中津江村農産物処理加工施設 農業振興課 【民間移管】 R2

44 上津江ウッドトレー加工施設 林業振興課 【民間移管】 R2

45 上津江木材加工施設 林業振興課 【民間移管】 R2

46 丸の内こども園 こども未来課 【民間移管】 R1 【民間移管】 R1

47 日隈こども園 こども未来課 【民間移管】 R3

48 高瀬こども園 こども未来課 【建替え】 R3

49 光岡こども園 こども未来課 【建替え】 R4

50 朝日こども園 こども未来課 【民間移管】 R4

51 いずみこども園 こども未来課 【統合縮小】 H30

52 つづき保育園 こども未来課 【統合縮小】 H30 【統合縮小】 R1

53 ひばりこども園 こども未来課 【統合縮小】 H30 【統合縮小】 H30

54 あまがせ保育園 こども未来課 【廃止】 R1

55 中央児童館 こども未来課 【統合縮小】 R2

56 チャイルドプラザ こども未来課 【統合縮小】 R2

57 松原児童館 こども未来課 【統合縮小】 R1

58 延寿寮 長寿福祉課 【廃止】 R1

59 小野地区老人憩の家 長寿福祉課 【地域移管】 R1

60 赤石老人憩の家 長寿福祉課 【地域移管】 R1

61 中津江高齢者生活福祉センター 長寿福祉課 【統合縮小】 H30

62 池の山老人憩の家 長寿福祉課 【地域移管】 R1

63 上津江高齢者生活福祉センター 長寿福祉課 【統合縮小】 H30

64 天瀬憩の家 長寿福祉課 【廃止】 H30

65 総合保健福祉センター 社会福祉課 【民間移管】 R7

66 地域活動支援センター 社会福祉課 【民間移管】 R1 【民間移管】 R2

67 前津江振興局 財政課 【統合縮小】 H30

68 大山振興局 財政課 【廃止】 H29 【廃止】 H29

69 中津江方面団本部分団詰所 防災・危機管理課 【廃止】 H30 【廃止】 R2

70 上津江方面団第2分団消防詰所 防災・危機管理課 【建替え】 H29 【建替え】 H29

71 清掃ターミナルA棟 環境課 【民間移管】 R1
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■第1期実施計画 対象施設 R3.3.31時点

方針 目標年度 対策 実施年度
所管課施　　　　設　　　　名

第1期実施計画 対策の実績

72 清掃ターミナルB棟 環境課 【民間移管】 R1

73 光岡地域下水道処理場 環境課 【廃止】 H29 【廃止】 H29

74 柚木公営住宅 建築住宅課 【民間移管】 R2

75 大山住宅 建築住宅課 【廃止】 H29 【廃止】 H29

76 桜竹住宅 建築住宅課 【民間移管】 H29

77 田島第一児童公園 都市整備課 【建替え】 R1 【建替え】 R2

78 田島第二児童公園 都市整備課 【建替え】 R2 【建替え】 H30

79 田島本町児童公園 都市整備課 【建替え】 H30 【建替え】 R1

80 萩尾公園（監視所、レストハウス、宿泊施設） 都市整備課 【廃止】 R7

81 萩尾公園（東屋） 都市整備課 【統合縮小】 H29 【統合縮小】 H30

82 清掃センター 新清掃センター建設室 【建替え】 R4

83 日田駅身障者用便所 社会福祉課 【廃止】 H29 【廃止】 H29

84 旧JA大分日高出張所(旧みよし放課後児童クラブ室) 社会教育課 【廃止】 H28 【廃止】 H28

85 旧古金B住宅 財政課 【廃止】 H30 【廃止】 R2

86 高瀬小学校松金分校（プール付属室） 教育総務課 【廃止】 H30

87 旧花月小学校 教育総務課 【統合縮小】 H29 【統合縮小】 H29

88 旧三池住宅 財政課 【廃止】 H30

89 旧月出山小学校（プール付属室） 教育総務課 【廃止】 H30

90 旧大鶴分団車庫 財政課 【地域移管】 H30

91 旧大鶴公民館付帯施設 財政課 【地域移管】 H29 【廃止】 H29

92 旧堂尾小学校（便所） 財政課 【地域移管】 H29

93 旧柚木老人軽作業所 財政課 【地域移管】 H29

94 旧赤石老人軽作業所 財政課 【廃止】 H30

95 旧中学校寄宿舎（蛍雪寮） 教育総務課 【廃止】 H28 【廃止】 H28

96 旧赤石小学校 まちづくり推進課 【民間移管】 H29

97 梁瀬飲用井戸施設 環境課 【地域移管】 R3

98 石場飲用井戸施設 環境課 【地域移管】 R7

99 小平田・才野飲用井戸施設 環境課 【地域移管】 R5

100 中川内飲用井戸施設 環境課 【地域移管】 R3

101 簾飲用井戸施設 環境課 【地域移管】 R7

102 堤・吉原飲用井戸施設 環境課 【地域移管】 R5

103 旧農事センター 財政課 【民間移管】 H30

104 旧中津江振興局 財政課 【廃止】 H30 【廃止】 R2

105 旧野田小学校 財政課 【民間移管】 H30

106 旧下筌茶屋 財政課 【民間移管】 H30 【民間移管】 R1

107 旧鯛生小学校 財政課 【廃止】 H30

108 旧火葬場 財政課 【廃止】 H30
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■第1期実施計画 対象施設 R3.3.31時点

方針 目標年度 対策 実施年度
所管課施　　　　設　　　　名

第1期実施計画 対策の実績

109 旧中学校寄宿舎（青雲寮） 教育総務課 【廃止】 H28 【廃止】 H28

110 池ノ山（教職員）住宅 教育総務課 【廃止】 H28 【廃止】 H28

111 吉井飲用井戸施設 環境課 【地域移管】 H30 【地域移管】 H30

112 手水野飲用井戸施設 環境課 【地域移管】 R3

113 旧津江小学校 まちづくり推進課 【民間移管】 R4

114 旧津江小学校給食調理場 まちづくり推進課 【民間移管】 R4

115 旧炭化加工施設 林業振興課 【廃止】 H28 【廃止】 H28

116 旧烏宿ゲートボールハウス 財政課 【地域移管】 H30

117 旧大山小学校 まちづくり推進課 【統合縮小】 H28 【統合縮小】 H28

118 旧大山中学校 まちづくり推進課 【統合縮小】 H29 【統合縮小】 H29

119 旧丸山小学校教職員住宅 財政課 【地域移管】 H30

120 栄村診療所跡 財政課 【民間移管】 H30

121 旧五馬駐在所 財政課 【廃止】 H30

122 旧丸山小学校 まちづくり推進課 【統合縮小】 H28 【統合縮小】 H28

123 旧出口小学校 まちづくり推進課 【統合縮小】 H28 【統合縮小】 H28

124 旧塚田小学校 まちづくり推進課 【廃止】 H29 【廃止】 H29

125 ひた生活領事館イン福岡 観光課 【民間移管】 H28 【民間移管】 H28

■第1期実施計画 対象外施設

方針 目標年度 対応 実施年度

126 大鶴地区コミュニティ消防センター 防災・危機管理課 【建替え】 H30

127 旧合瀬警察官駐在所 健康保険課 【廃止】 R1

128 東渓住宅 建築住宅課 【廃止】 R1

129 津江老人福祉センター 長寿福祉課 【統合縮小】 R2

施　　　　設　　　　名 所管課
第1期実施計画 進捗状況
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