
○対象施設一覧(類型別）

大分類 中分類 小分類
集会施設 集会施設 ○中部地区市民センター ○楠交流会館 6 10

○なやプラザ ○楠防災会館
○勤労者・市民交流センター ○楠避難会館

文化施設 文化施設 ○四日市市文化会館 ○四日市市茶室（泗翠庵） 4
○四日市市三浜文化会館 ○四日市地域総合会館　あさけプラザ

図書館 図書館 ○四日市市立図書館 1 4

博物館等 博物館等 ○文化財整理作業所 ○四日市市立博物館・ 3
　　　　四日市公害と環境未来館　

〇くるべ古代歴史館

ｽﾎﾟｰﾂ施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 ○霞ケ浦第1野球場 ○四日市ドーム 10 12
○温水プール ○楠体育館・武道場
○霞ケ浦プール ○三滝テニスコート
○霞ケ浦体育館 ○中央陸上競技場
○中央第2体育館 ○三滝武道館

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 ○少年自然の家 ○宮妻峡ヒュッテ 2

４．産業系施設 産業系施設 産業系施設 ○農業センター ○ふれあい牧場 3 3
〇四日市茶業振興センター

学校 小学校 ○中部西小学校 ○神前小学校 38 60
○中央小学校 ○桜小学校
○浜田小学校 ○桜台小学校
○富洲原小学校 ○三重小学校
○富田小学校 ○三重西小学校
○羽津小学校 ○三重北小学校
○羽津北小学校 ○大谷台小学校
○常磐小学校 ○県小学校
○常磐西小学校 ○八郷小学校
○日永小学校 ○八郷西小学校
○泊山小学校 ○下野小学校
○四郷小学校 ○大矢知興譲小学校
○高花平小学校 ○河原田小学校
○笹川東小学校 ○水沢小学校
○笹川西小学校 ○保々小学校
○内部小学校 ○海蔵小学校
○塩浜小学校 ○橋北小学校
○小山田小学校 ○内部東小学校
○川島小学校 ○楠小学校

中学校 ○中部中学校 ○三重平中学校 22
○港中学校 ○西陵中学校
○富洲原中学校 ○三滝中学校
○富田中学校 ○桜中学校
○羽津中学校 ○大池中学校
○山手中学校 ○朝明中学校
○常磐中学校 ○西朝明中学校
○南中学校 ○保々中学校
○笹川中学校 ○橋北中学校
○西笹川中学校 ○内部中学校
○塩浜中学校 ○楠中学校

平成30年度末
対象施設 施設数

１．市民文化系施
設

２．社会教育系施
設

３．ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ系施設

５．学校教育系施
設



○対象施設一覧(類型別）

大分類 中分類 小分類
平成30年度末

対象施設 施設数
保幼・こども園 幼稚園 ○四日市幼稚園 ○桜幼稚園 21 49

○富洲原幼稚園 ○三重幼稚園
○富田幼稚園 ○三重西幼稚園
○羽津幼稚園 ○八郷中央幼稚園
○常磐中央幼稚園 ○下野幼稚園
○泊山幼稚園 ○大矢知幼稚園
○高花平幼稚園 ○保々幼稚園
○笹川中央幼稚園 ○海蔵幼稚園
○内部幼稚園 ○楠北幼稚園
○川島幼稚園 ○楠南幼稚園
○神前幼稚園

保育園 ○中央保育園 ○桜台保育園 23
○富洲原保育園 ○坂部保育園
○富田保育園 ○あがた保育園
○羽津保育園 ○八郷西保育園
○ときわ保育園 ○下野保育園
○日永中央保育園 ○下野中央保育園
○四郷保育園 ○大矢知保育園
○笹川保育園 ○保々保育園
○笹川西保育園 ○海蔵保育園
○内部保育園 ○くす南保育園
○磯津保育園 ○くす北保育園
○神前保育園

こども園 ○塩浜こども園 1

幼児・児童施設 幼児・児童施設 ○北部児童館 ○橋北子育て支援センター 4
○塩浜児童館 ○塩浜子育て支援センター

高齢者福祉施設 高齢者福祉施設 ○中央老人福祉センター ○西老人福祉センター 2 10

障害者福祉施設 障害者福祉施設 ○四日市市障害者自立支援施設　共栄作業所 4
○四日市市障害者自立支援施設　あさけワークス
○四日市市障害者自立支援施設　たんぽぽ
○四日市障害者体育センター

保健施設 保健施設 ○三重北勢健康増進センター 1

その他福祉施設 その他福祉施設 ○楠保健福祉センター ○楠福祉会館 3
○楠ふれあいセンター

８．行政系施設 庁舎等 庁舎等 ○四日市市庁舎 1 17

消防施設 消防施設 ○消防本部・中消防署 ○中消防署港分署 8
○北消防署・防災教育センター ○中消防署中央分署
○南消防署 ○南消防署南部分署
○中消防署西分署 ○北消防署北部分署

その他行政系施設 その他行政系施設 ○北部清掃事業所 ○人権プラザ神前 8
○南部清掃事業所 ○人権プラザ小牧
○食品衛生検査所 ○人権プラザ天白
○市民生活課分室 ○人権プラザ赤堀

６．子育て支援施
設

７．保健・福祉施設



○対象施設一覧(類型別）

大分類 中分類 小分類
平成30年度末

対象施設 施設数
９．公営住宅 公営住宅 公営住宅 ○北条町市営住宅 ○高花平市営住宅 22 22

○曙町市営住宅 ○内部泉町市営住宅
○丸の内町市営住宅 ○寺方町市営住宅
○茂福改良住宅 ○坂部が丘市営住宅
○西伊倉町市営住宅 ○三重団地市営住宅
○赤堀町市営住宅 ○あさけが丘市営住宅
○天白町市営住宅 ○小牧町市営住宅
○大瀬古新町市営住宅 ○東新町市営住宅
○登城山改良住宅 ○楠旭町市営住宅
○前田町市営住宅 ○楠新浜町市営住宅
○前田町改良住宅 ○末永・本郷再開発住宅

１０．医療施設 医療施設 医療施設 ○四日市市歯科医療センター 1 1

１１．複合施設 複合施設 ○富洲原地区市民センター ○三重地区市民センター 21 26
○富田地区市民センター ○県地区市民センター
○羽津地区市民センター ○八郷地区市民センター
○常磐地区市民センター ○下野地区市民センター
○日永地区市民センター ○大矢知地区市民センター
○四郷地区市民センター ○河原田地区市民センター
○内部地区市民センター ○水沢地区市民センター
○塩浜地区市民センター ○海蔵地区市民センター
○川島地区市民センター ○橋北地区市民センター
○神前地区市民センター ○楠地区市民センター
○桜地区市民センター

○小山田地区市民センター・西南出張所 2
○保々地区市民センター・北西出張所

2

○本町プラザ（市民交流会館）
複合施設 1

１２．その他 その他 その他 ○四日市市営本町駐車場 ○四日市競輪場 8 8
○四日市市営中央駐車場 ○四日市市食肉センター・食肉地方卸売市場

○近鉄四日市駅南自転車等駐車場 ○富洲原魚類共同販売所
○近鉄四日市駅北自転車等駐車場 ○北大谷斎場霊園

対象施設数 計 222

○橋北交流会館（、四日市市こども子育て交流プラザ、橋北こども園、四日
市市企業OB人材センター、橋北交流施設、地域活動室、屋内運動場）

庁舎・集会
施設

公民館・出
張所

○総合会館（集会施設、障害者福祉センター、母子・父子福祉センター、視
聴覚センター）

公民館・出
張所・消防
施設


