
№ 施設名 施設の方向性 状況
1 市役所本庁舎 大規模修繕 ◎
2 山陽総合事務所 適正管理（建物は厚狭地区複合施設で管理）
3 埴生支所 複合化 ◎
4 南支所 適正管理
5 公園通出張所 複合化 ◎

6 厚陽出張所
建替え又は複合化を検討（建物は厚陽公民館で管
理）

7 小野田消防署 適正管理
8 山陽消防署 適正管理
9 山陽消防署埴生出張所 建替え ◎
10 厚狭北分団庫　 適正管理
11 赤川防災倉庫　 適正管理
12 森広防災倉庫　 用途廃止
13 厚狭分団庫　 適正管理
14 厚狭防災倉庫　 適正管理
15 鴨庄防災倉庫　 用途廃止
16 下津防災倉庫　 適正管理
17 出合分団庫　 適正管理
18 埴生分団庫　 建替え ◎
19 福田防災倉庫　 適正管理
20 大持防災倉庫　 適正管理
21 津布田分団庫　 適正管理
22 厚陽分団庫　 適正管理
23 高泊分団庫　 適正管理
24 高千帆分団庫　 適正管理
25 有帆分団庫　 適正管理
26 小野田分団庫　 適正管理
27 小野田防災倉庫　 適正管理
28 須恵分団庫　 適正管理
29 赤崎分団庫　 適正管理
30 本山分団庫　 適正管理
31 旧赤崎水上分団庫 用途廃止
32 旧小野田斎場 解体
33 山陽小野田市斎場 適正管理

34 環境調査センター　
廃止に向けて検討（現在の業務を精査し、アウトソー
シング等により業務縮小を検討）

○

35 環境衛生センター 適正管理
36 リサイクルプラザ（タルちゃんプラザ） 適正管理
37 ペットボトル減容施設 適正管理
38 旧環境衛生センター 解体
39 旧清掃工場 解体

40 小野田浄化センター
し尿等の下水放流施設又は浄化槽汚泥対応型汚泥
再生処理センターとして建替えを検討。方向性が決
定するまでは適正管理

○

41 山陽中継所 適正管理
42 指定障害福祉サービス事業所まつば園 民間等への譲渡を検討 ○
43 指定障害福祉サービス事業所のぞみ園 民間等への譲渡を検討 ○
44 指定障害者支援施設みつば園 民間等への譲渡を検討 ○
45 児童発達支援事業所なるみ園 適正管理
46 老人福祉作業所楽和園　 適正管理
47 老人福祉作業所厚狭陶好会館　 適正管理
48 老人福祉作業所親和荘　 適正管理
49 老人福祉作業所むつみ荘　 用途廃止を検討
50 ケアセンターさんよう　 適正管理
51 石丸総合館　 適正管理
52 本山福祉会館　 適正管理
53 赤崎福祉会館　 適正管理
54 須恵福祉会館　 適正管理
55 中央福祉センター　 複合化 ◎
56 高泊福祉会館　 適正管理
57 高千帆福祉会館　 適正管理
58 有帆福祉会館　 適正管理
59 日の出保育園　 集約化（建替え） ○
60 出合保育園　 集約化（廃止） ◎
61 下津保育園　 集約化（廃止） ◎
62 厚陽保育園　 集約化（適正管理） ◎
63 津布田保育園　 集約化（廃止） ◎
64 本山児童館　 適正管理
65 赤崎児童館　 適正管理
66 須恵児童館　 適正管理
67 小野田児童館　 児童クラブ新設、その他の機能については今後検討 ○
68 高泊児童館　 適正管理
69 高千帆児童館　 適正管理
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70 有帆児童館　 適正管理
71 厚狭児童クラブ室 適正管理
72 子育て総合支援センター　スマイルキッズ 適正管理
73 保健センター 適正管理
74 急患診療所　 適正管理
75 労働会館　 適正管理
76 商工センター　 複合化 ◎
77 雇用能力開発支援センター　 本館は解体、新館は適正管理
78 小野田勤労青少年ホーム 用途廃止（令和２年度末予定） ◎
79 山陽勤労青少年ホーム 用途廃止（令和２年度末予定） ◎
80 竜王山公園オートキャンプ場（キャンプセンター） 適正管理
81 竜王山公園オートキャンプ場（サテライトハウスＡ） 適正管理
82 竜王山公園オートキャンプ場（サテライトハウスＢ） 適正管理
83 竜王山公園　（多目的施設） 適正管理
84 江汐公園　（管理事務所） 適正管理
85 若山公園（野外ステージ） 適正管理
86 新沖緑地　（管理事務所） 適正管理
87 東沖緑地（管理事務所） 適正管理
88 浜河内緑地　（管理事務所） 適正管理
89 有帆緑地　（管理事務所） 適正管理
90 中央図書館　 適正管理
91 厚狭図書館 適正管理（建物は厚狭地区複合施設で管理）
92 中央図書館赤崎分館 適正管理
93 中央図書館高千帆分館 適正管理
94 本山公民館　 適正管理
95 赤崎公民館　 適正管理
96 須恵公民館　 適正管理
97 小野田公民館　 適正管理
98 高泊公民館　 適正管理
99 高千帆公民館 適正管理
100 有帆公民館　 適正管理
101 厚狭公民館 適正管理（建物は厚狭地区複合施設で管理）
102 出合公民館 適正管理
103 厚陽公民館 建替え又は複合化を検討
104 埴生公民館 複合化 ◎
105 津布田会館　 適正管理
106 きらら交流館 大規模修繕 ○
107 青年の家 解体、施設改修 ○
108 歴史民俗資料館 適正管理
109 山下記念館 解体
110 市民館（文化ホール） 適正管理
111 文化会館 大規模修繕 ○
112 きららガラス未来館 適正管理
113 須恵健康公園コミュニティ体育館　 適正管理
114 市民館（体育ホール） 適正管理
115 市民体育館　 大規模修繕
116 武道館柔剣道場 適正管理
117 武道館弓道場 適正管理
118 アーチェリー場　 適正管理
119 野球場　 適正管理
120 市民プール　 適正管理
121 スポーツ交流施設 適正管理
122 地方卸売市場 適正管理
123 山陽小型自動車競走場　メインスタンド棟 建替え及び減築改修
124 山陽小型自動車競走場　中央休憩所棟 適正管理
125 山陽小型自動車競走場　グリーンハウス 解体
126 山陽小型自動車競走場　ハイビジョンホール 適正管理
127 山陽小型自動車競走場　入場口案内所棟 適正管理
128 山陽小型自動車競走場　汚水処理場 適正管理
129 山陽小型自動車競走場　管理地区事務所棟 改修等について検討
130 山陽小型自動車競走場　選手宿舎棟 改修等について検討
131 山陽小型自動車競走場　競走車ロッカー 改修等について検討
132 山陽小型自動車競走場　選手立見席棟 改修等について検討
133 山陽小型自動車競走場　検査工場棟 改修等について検討
134 川上会館　 適正管理
135 森広会館　 適正管理
136 鳥越福祉会館　 適正管理
137 福田記念館　 適正管理

「◎」：実施済又は実施の見通しが立っているもの 10.2%

「○」：施設の方向性について検討を始めているもの 7.3%
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