
平成30年4月1日現在

見直し
年月日

市民文化系 集会 H25.03.31 廃止

H25.03.31 廃止（賃借施設）

H26.03.31 廃止

H28.03.31 地域移管

H28.03.31

H28.03.31

社会教育系 図書館 H21.03.31 廃止

H27.12.29 廃止

博物館等 H28.03.31 廃止

スポ・レク スポーツ

大江体育館 H18.03.31 廃止

大島勤労者体育センター H27.03.31 廃止

海老江体育館 H28.03.31 廃止

H30.03.31 廃止　※Ｈ30.3月議会議決

薬勝寺池公園テニスコート H24.03.31 廃止

大島テニス場 H27.03.31 廃止

堀岡緑地テニスコート H30.03.31 廃止　※Ｈ30.3月議会議決

新湊東部プール H19.03.31 廃止

七美幼児プール H26.03.31 廃止

H19.03.31 廃止

H25.06.30 廃止

レク・観光 H24.03.31 廃止（賃借施設）

学校教育系 学校

(旧)大門小学校 H18.03.31

櫛田小学校 H18.03.31

浅井小学校 H18.03.31

中伏木小学校 H22.03.31 新湊小学校に統合

奈古中学校 H25.03.31

新湊西部中学校 H25.03.31

大門中学校 H29.04.01 学校プール廃止

子育て支援 幼稚園・保育園

大門中央幼稚園 H18.03.31

櫛田幼稚園 H18.03.31

浅井幼稚園 H18.03.31

本江幼稚園 H29.03.31 廃止

作道保育園 H18.03.31 民営化

海老江保育園 H18.03.31 民営化

小杉東部保育園 H19.03.31 民営化

大島中央保育園 H21.03.31 民営化

太閤山保育園 H23.03.31 民営化

小杉西部保育園 H24.03.31 民営化

水戸田保育園 H25.03.31 民営化

堀岡保育園 H26.03.31 民営化

新湊図書館東部分室
（射北中学校内）

射水市でこれまでに見直しを行った施設

大分類 中分類 施設名 備考

新湊勤労青少年ホーム

小杉交流セミナーハウス

大門世代交流プラザ

新湊ふれあい会館

小杉勤労青少年ホーム

働く婦人の家

保育園（8）

大島図書館

視聴覚ライブラリー

地区体育館（3）

テニスコート（3）

プール（2）

錬成館

大島グリーンスクエア

経嶽山キャンプ場

小学校（4）

中学校（3）

幼稚園（4）

（新）生涯学習センターに機能を統合

(新)大門わかば幼稚園に統合

堀岡緑地野球場

(新)大門小学校に統合

(新)新湊中学校に統合
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射水市でこれまでに見直しを行った施設

大分類 中分類 施設名 備考

子育て支援 幼児・児童

戸破児童館 H21.03.31 民営化

塚原児童館 H22.03.31 廃止（塚原コミセン内児童室に機能移転）

三ケ児童館 H24.03.31 民営化

大門児童館
Ｈ29.04.01

Ｈ29.07.01

(新)子ども子育て総合支援センター内に移転
※H29.3月議会議決
大門コミュニティセンターに転用
※H29.6月議会議決

堀岡児童館 H30.03.31 廃止　※H30.3月議会議決

新湊子育て支援センター
（新湊保育園内）

H29.04.01

小杉北部子育て支援センター
（小杉社会福祉会館内）

H29.04.01

大門子育て支援センター
（大門きらら保育園内）

H29.04.01

下村子育て支援センター
（下村交流センター内）

H29.04.01

保健・福祉 高齢・福祉 H27.03.31 入浴施設廃止

新湊情報交流サロン
（奈古中学校内）

H20.03.31 廃止

新湊南部ふれあいサロン
（塚原小学校内）

H27.03.31 廃止

いきいきサロン大門
（大門児童館内）

H29.03.31 廃止

小杉中央ふれあいサロン H30.03.31 廃止　※H30.3月議会議決

小杉南部ふれあいサロン
（小杉ふれあいセンター内）

H30.03.31 廃止　※H30.3月議会議決

H22.03.31 廃止

H30.03.31 廃止　※H30.3月議会議決

保健

新湊保健センター H28.03.31 廃止

小杉保健センター
Ｈ28.03.01
Ｈ28.10.11

廃止　※H27.12月議会議決
（新）一部を小杉地区センターに転用
　※H28.6月議会議決

大島保健センター H28.03.31 廃止（賃借施設）

下村保健センター H28.03.31 廃止

新湊幼児ことばの教室
（新湊西部保育園内）

H29.04.01

小杉幼児ことばの教室
（千成保育園内）

H29.04.01

行政系施設 庁舎

新湊庁舎 H28.10.10 廃止

小杉庁舎 H28.10.10 廃止

大門庁舎

H28.10.10

H29.4.1

・廃止（一部を大門地区センターに転用）
　※H28.6月議会議決
・（新）子ども子育て総合支援センターに転用
　※H29.3月議会議決

下村庁舎 H28.10.10 廃止（一部を下地区センターに転用）

その他行政系 H28.10.10 廃止

医療施設 医療施設 H28.03.31 廃止

射水市コミュニティ防災センター

子育て支援センター（4）

小杉ふれあいセンター

拠点型ふれあいサロン（5）

新湊福祉会館

保健施設（4）

(新)子ども子育て総合支援センターに集約

堀岡福祉センター

(新)子ども子育て総合支援センターに集約

幼児ことばの教室（2）

庁舎（4）

はぎ診療所

児童館（5）
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射水市でこれまでに見直しを行った施設

大分類 中分類 施設名 備考

公営住宅 公営住宅

神保寺市営住宅 H20.03.31 廃止

水戸田市営住宅 H21.12.22 廃止

庄川本町市営住宅 H26.06.25 一部廃止（１～３号棟）

戸破市営住宅 H27.06.24 廃止

その他 その他 H25.03.31 民間売却

74施設

(注)　指定管理者制度等の民間委託・民間活用施設は含めない。

市営住宅（4）

射水市ケーブルテレビ施設

計
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