
名称 構造 階層 延床面積

1 郷土歴史課 生涯学習施設 博物館建設準備担当第２収蔵庫 任意 市域 元給食センター ＲＣ造 ２階建 903.40 六会 亀井野 西谷 1967/3/31 旧

2 六会市民センター コミュニティ施設 六会市民センター 任意 地区 本館 ＲＣ造 ３階建 1,224.64 六会 亀井野 四丁目 1970/3/25 旧

3 学校施設課 学校施設 俣野小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,681.00 六会 西俣野 渋沢 1971/3/31 旧

4 郷土歴史課 生涯学習施設 博物館建設準備担当第１収蔵庫 任意 市域 収蔵庫 ＲＣ造 １階建一部２階 880.86 六会 石川 丸山 1974/9/24 旧

5 消防総務課 消防署等 北消防署六会出張所 義務 地区 庁舎 ＲＣ造 ２階建 229.92 六会 亀井野 四丁目 1976/3/5 旧

6 学校施設課 学校施設 亀井野小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,000.00 六会 亀井野 三丁目 1977/3/31 旧

7 市民自治推進課 コミュニティ施設 六会市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 167.28 六会 亀井野 不動前 1980/3/31 旧

8 保育課 子ども青少年施設 またの保育園 任意 地区 保育室 ＲＣ造 ２階建 773.37 六会 西俣野 四ツ塚 1980/3/31 旧

9 学校施設課 学校施設 天神小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 3,200.36 六会 天神町 一丁目 1981/3/31 旧

10 障がい福祉課 福祉施設 ふれあいセンター 任意 市域 ふれあいセンター ＲＣ造 ４階建 1,212.56 六会 亀井野 東 1984/1/18 新

11 環境総務課 その他 六会日大前駅東口公衆便所 任意 地区 公衆便所 ＲＣ造 平屋建 43.47 六会 亀井野 一丁目 1984/3/31 新

12 市民自治推進課 コミュニティ施設 小栗塚市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 169.33 六会 西俣野 北窪 1985/5/1 新

13 警  防  課 消防署等 第１５分団器具置場 義務 地区 器具置場 木造 ２階建 140.77 六会 亀井野 渋沢 1986/12/8 新

14 市民自治推進課 コミュニティ施設 石川市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 170.58 六会 石川 二丁目 1989/3/31 新

15 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 六会子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 156.02 六会 亀井野 不動上 1989/3/31 新

16 公園みどり課 公園施設 天神公園 任意 地区 便所 ＰＣ造 平屋建 14.38 六会 天神町 二丁目 1992/3/31 新

17 学校施設課 学校施設 石川小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ２階建 3,524.00 六会 北部区画整理 第二（二） 1994/3/24 新

18 土木計画課 その他 六会日大前駅西口自転車等駐車場 任意 地区 自転車等駐車場 鉄骨造 ２階建 943.02 六会 亀井野 三屋向 1997/3/25 新

19 警  防  課 消防署等 第１３分団待機宿舎 義務 地区 待機宿舎 鉄骨造 ２階建 73.32 六会 石川 一丁目 1999/3/18 新

20 学校施設課 学校施設 六会小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ２階建地下１階 7,749.17 六会 亀井野 不動上 1999/9/21 新

21 市民自治推進課 コミュニティ施設 石川コミニティセンター・石川分館 任意 地区 石川コミニティセンタ・六会分館 鉄骨造 平屋建 359.40 六会 石川 一丁目 2004/3/24 新

22 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 石川児童館 任意 地区 児童館 木造 平屋建 305.15 六会 石川 一丁目 2005/3/22 新

23 公園みどり課 公園施設 なかむら公園 任意 地区 なかむら公園内公衆トイレ ＲＣ造 平屋建 11.62 六会 石川 一丁目 2005/3/29 新

24 土木計画課 その他 六会日大前駅東口自転車駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 ３階建 415.05 六会 亀井野 一丁目 2006/3/30 新

25 消防総務課 消防署等 消防訓練センター 義務 市域 藤沢市消防防災訓練センター 鉄骨造 ２階建 597.88 六会 石川 2006/12/21 新

26 学校施設課 学校施設 六会中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 8,383.93 六会 亀井野 西谷 2009/9/30 新

27 警  防  課 消防署等 第１４分団器具置場 義務 地区 第14分団器具置場 鉄骨造 ２階建 71.48 六会 西俣野 大塚下 2010/3/31 新

28 観　光　課 観光産業施設 稚児ガ淵レストハウス 任意 地区 レストハウス ＲＣ造 平屋建 60.40 片瀬 江の島 二丁目 1961/3/31 旧

29 管財課 その他（普通財産） 元観光課倉庫 任意 地区 倉庫 木造 平屋建 14.87 片瀬 江の島 一丁目 1966/8/25 旧

30 警　防　課 消防署等 江の島中器具置場 義務 地区 器具置場 ＣＢ造 平屋建 4.70 片瀬 江の島 二丁目 1970/11/24 旧

31 学校施設課 学校施設 片瀬小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 1,589.00 片瀬 片瀬 二丁目 1973/3/31 旧

32 警　防　課 消防署等 第１分団第２器具置場 義務 地区 器具置場 ブロック造 平屋建 4.60 片瀬 江の島 二丁目 1973/12/26 旧

33 市民自治推進課 コミュニティ施設 片瀬山市民の家 任意 地区 市民の家 木造 ２階建 179.36 片瀬 片瀬山 三丁目 1976/3/31 旧

34 公園みどり課 公園施設 片瀬山公園 任意 地区 便所 鉄骨プレハブ造 平屋建 8.40 片瀬 片瀬 三丁目 1976/4/1 旧

35 市民自治推進課 コミュニティ施設 片瀬浪合市民の家 任意 地区 市民の家 木造 ２階建 151.54 片瀬 片瀬 二丁目 1977/12/20 旧

36 市民自治推進課 コミュニティ施設 江の島市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 161.47 片瀬 江の島 二丁目 1983/3/29 新

37 公園みどり課 公園施設 西浜公園 任意 地区 管理棟 木造 ２階建 150.70 片瀬 片瀬海岸 三丁目 1983/3/31 新

38 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 片瀬子供の家 任意 地区 子供の家 鉄骨丸太造 平屋建 180.90 片瀬 片瀬 二丁目 1985/2/28 新

39 片瀬市民センター コミュニティ施設 片瀬市民センター 任意 地区 本館 ＲＣ造 ２階建地下１階 1,252.08 片瀬 片瀬 三丁目 1987/11/30 新

40 警　防　課 消防署等 江の島屋外消火栓ポンプ施設 義務 地区 ポンプ小屋 ＣＢ造 平屋建 23.86 片瀬 江の島 一丁目 1988/4/1 新

41 環境総務課 その他 片瀬東浜公衆便所 任意 地区 公衆便所 ＲＣ造 平屋建 62.90 片瀬 片瀬海岸 一丁目 1989/7/17 新

42 環境総務課 その他 奥津宮公衆便所 任意 地区 公衆便所 木造 平屋建 80.64 片瀬 江の島 二丁目 1990/3/26 新

43 環境総務課 その他 片瀬江の島公衆便所 任意 地区 公衆便所 ＲＣ造 55.33 片瀬 片瀬海岸 一丁目 1991/12/25 新
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44 観　光　課 観光産業施設 片瀬江の島観光案内所 任意 地区 案内所 ＲＣ造 １階建地下１階 49.83 片瀬 片瀬海岸 一丁目 1991/12/25 新

45 環境総務課 その他 江の島公衆便所 任意 地区 公衆便所 木造 平屋建 27.30 片瀬 江の島 二丁目 1992/3/26 新

46 産業労働課 その他（普通財産） 元なぎさ事務所 任意 地区 事務所 木造 ２階建 167.28 片瀬 片瀬海岸 一丁目 1992/3/26 新

47 警  防  課 消防署等 第１分団器具置場 義務 地区 器具置場　　 軽量鉄骨造 ２階建 84.00 片瀬 江の島 一丁目 1993/3/31 新

48 環境総務課 その他 竜野ケ岡公衆便所 任意 地区 公衆便所 木造 平屋建 19.94 片瀬 江の島 二丁目 1995/3/22 新

49 片瀬公民館 生涯学習施設 片瀬しおさいセンター 任意 地区 片瀬しおさいセンター ＲＣ造 ２階建地下１階 1,485.75 片瀬 片瀬 四丁目 1997/3/13 新

50 高齢者支援課 福祉施設 片瀬しおさい荘 任意 市域 片瀬しおさい荘 ＲＣ造 ２階建地下１階 530.56 片瀬 片瀬 四丁目 1997/3/13 新

51 警  防  課 消防署等 第３分団待機宿舎 義務 地区 待機宿舎 鉄骨造 ２階建 63.44 片瀬 片瀬 三丁目 2003/3/18 新

52 観　光　課 観光産業施設 江の島サムエル・コッキング苑 任意 地区 松本館（多目的利用施設） 鉄骨造 平屋建 68.04 片瀬 江の島 二丁目 2003/4/1 新

53 学校施設課 学校施設 片瀬中学校 義務 地区 校舎棟 ＲＣ造 ３階建 7,123.22 片瀬 片瀬山 四丁目 2003/10/23 新

54 消防総務課 消防署等 南消防署片瀬分遣所 義務 地区 南消防署片瀬分遣所 鉄骨造 ２階建 176.51 片瀬 片瀬 三丁目 2004/3/19 新

55 農業水産課 観光産業施設 片瀬漁港荷さばき施設 任意 地区 片瀬漁港荷さばき施設 ＲＣ一部鉄骨造 ２階建 388.92 片瀬 片瀬海岸 二丁目 2006/3/31 新

56 農業水産課 観光産業施設 片瀬漁港製氷貯氷施設 任意 地区 片瀬漁港製氷貯氷施設 ＲＣ一部鉄骨造 平屋建 120.00 片瀬 片瀬海岸 二丁目 2007/3/27 新

57 観　光　課 観光産業施設 藤沢市観光センター 任意 地区 藤沢市観光センター ＲＣ造 ２階建地下１階 396.99 片瀬 片瀬海岸 二丁目 2007/4/13 新

58 保育課 子ども青少年施設 明治保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 平屋建 334.80 明治 城南 三丁目 1968/4/8 旧

59 保育課 子ども青少年施設 辻堂保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 平屋建 494.00 明治 羽鳥 一丁目 1969/5/27 旧

60 学校施設課 学校施設 明治中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,329.00 明治 辻堂新町 二丁目 1970/3/31 旧

61 学校施設課 学校施設 明治小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 1,148.00 明治 城南 三丁目 1971/3/1 旧

62 消防総務課 消防署等 旧南消防署羽鳥出張所 義務 地区 庁舎 ＲＣ造 ２階建 228.40 明治 羽鳥 二丁目 1973/3/31 旧

63 市民自治推進課 コミュニティ施設 羽鳥市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 173.90 明治 羽鳥 三丁目 1978/3/10 旧

64 保育課 子ども青少年施設 高山保育園 任意 地区 保育園 ＲＣ造 ２階建 701.72 明治 辻堂新町 四丁目 1979/3/31 旧

65 学校施設課 学校施設 羽鳥小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 1,540.00 明治 羽鳥 三丁目 1984/3/29 新

66 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 羽鳥子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 156.02 明治 羽鳥 四丁目 1986/3/31 新

67 学校施設課 学校施設 羽鳥中学校 義務 地区 校舎(北) ＲＣ造 ４階建 3,953.00 明治 羽鳥 四丁目 1986/3/31 新

68 市民自治推進課 コミュニティ施設 明治市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 167.69 明治 城南 四丁目 1987/8/31 新

69 土木計画課 その他 辻堂駅北口自転車等駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 ４層 2,454.62 明治 辻堂新町 一丁目 1990/3/31 新

70 明治市民センター コミュニティ施設 明治市民センター 任意 地区 本館 ＲＣ造 ４階建 2,241.75 明治 辻堂新町 一丁目 2006/10/25 新

71 消防総務課 消防署等 南消防署明治出張所 義務 地区 南消防署明治出張所 ＲＣ造 ２階建 630.16 明治 辻堂新町 一丁目 2006/10/25 新

72 土木計画課 その他 辻堂駅北口交通広場自転車駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 ２階建 921.60 明治 辻堂神台 一丁目 2009/7/3 新

73 環境総務課 その他 辻堂駅北口公衆便所 任意 地区 公衆便所 ＲＣ造 平屋建 65.65 明治 辻堂神台 一丁目 2009/10/19 新

74 環境総務課 その他 辻堂駅西口公衆便所 任意 地区 公衆便所 ＲＣ造 平屋建 38.04 明治 辻堂神台 一丁目 2009/12/28 新

75 公園みどり課 公園施設 神台公園 任意 地区 神台公園トイレ ＲＣ一部鉄骨造 平屋建 55.21 明治 辻堂神台 一丁目 2012/2/10 新

76 住　宅　課 市営住宅 市営古里住宅 任意 市域 住宅１号棟 ＲＣ造 ４階建 652.80 御所見 打戻 古里 1968/2/1 旧

77 学校施設課 学校施設 御所見小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 1,365.00 御所見 打戻 上ノ原 1972/3/8 旧

78 学校施設課 学校施設 御所見中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 1,588.00 御所見 用田 南原 1972/3/8 旧

79 郷土歴史課 生涯学習施設 旧御所見市民センター 任意 市域 本館 ＲＣ造 ３階建 1,223.83 御所見 打戻 上ノ原 1972/10/19 旧

80 消防総務課 消防署等 北消防署御所見出張所 義務 地区 庁舎 ＲＣ造 ２階建 355.79 御所見 用田 南原 1978/3/31 旧

81 学校施設課 学校施設 中里小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,400.00 御所見 獺郷 中島 1978/3/31 旧

82 市民自治推進課 コミュニティ施設 菖蒲沢市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 167.27 御所見 菖蒲沢 大平 1980/2/18 旧

83 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 少年の森 任意 地区 管理棟 ＲＣ造 ２階建 299.56 御所見 打戻 登 1980/2/25 旧

84 環境総務課 環境施設 葛原最終処分場 義務 市域 電気室 鉄骨造 平屋建 86.30 御所見 葛原 滝谷戸 1981/3/10 旧

85 市民自治推進課 コミュニティ施設 中里市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 168.40 御所見 獺郷 広町 1984/3/31 新

86 市民自治推進課 コミュニティ施設 用田市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 167.27 御所見 用田 鳥居前 1987/3/30 新

87 警  防  課 消防署等 第２７分団器具置場 義務 地区 器具置場 木造 平屋建 81.15 御所見 打戻 坂口 1989/3/31 新

88 環境総務課 環境施設 葛原第二最終処分場 義務 市域 管理棟 ＲＣ一部鉄骨造 平屋建 73.70 御所見 葛原 滝谷戸 1989/4/1 新
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89 警  防  課 消防署等 第２６分団器具置場 義務 地区 第２６分団器具置場 軽量鉄骨造 ２階建 63.76 御所見 獺郷 雷 1993/10/1 新

90 警  防  課 消防署等 第２８分団器具置場 義務 地区 器具置場 鉄骨造 ２階建 78.32 御所見 宮原 六本松 1996/2/27 新

91 環境総務課 環境施設 女坂最終処分場 義務 市域 浸出水処理施設建屋 鉄骨造 平屋建 373.82 御所見 用田 女坂 1996/11/29 新

92 警  防  課 消防署等 第３１分団待機宿舎 義務 地区 待機宿舎 鉄骨造 ２階建 63.44 御所見 葛原 葛野 2002/3/5 新

93 警  防  課 消防署等 第２９分団待機宿舎 義務 地区 第２９分団待機宿舎 鉄骨造 ２階建 63.44 御所見 菖蒲沢 2006/3/3 新

94 スポーツ推進課 生涯学習施設 葛原スポーツ広場 任意 市域 更衣室 プレハブ造 平屋建 6.80 御所見 葛原 2008/3/28 新

95 御所見市民センター コミュニティ施設 御所見市民センター 任意 地区 本館 ＲＣ一部鉄骨造 ３階建 2,499.89 御所見 打戻 2009/3/9 新

96 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 中里子供の家 任意 地区 子供の家 木造 ２階建 362.72 御所見 打戻 古里 2010/11/1 新

97 学校施設課 学校施設 秋葉台小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 1,608.00 遠藤 遠藤 向原 1969/3/31 旧

98 学校施設課 学校施設 秋葉台中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,813.00 遠藤 北部区画整理 第二（一） 1976/3/31 旧

99 学校給食課 教育施設 西部学校給食合同調理場 任意 市域 調理場 ＲＣ造 ２階建 904.00 遠藤 遠藤 滝ノ沢 1977/3/31 旧

100 環境事業センター 環境施設 環境事業センター 義務 市域 事務所 ＲＣ造 ３階建 1,886.68 遠藤 北部区画整理 第二（一） 1980/3/31 旧

101 環境事業センター その他 秋葉台リサイクル展示場 任意 市域 リサイクル暫定施設 鉄骨造 平屋建 103.68 遠藤 遠藤 東原 1980/4/29 旧

102 公園みどり課 公園施設 秋葉台公園 任意 地区 文化体育館（Ａ棟） ＳＲＣ造 ２階建 5,753.27 遠藤 石川 近藤山 1984/10/1 新

103 市民自治推進課 コミュニティ施設 遠藤市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 168.93 遠藤 遠藤 窪前田 1985/3/29 新

104 住　宅　課 市営住宅 市営永山住宅 任意 市域 住宅１号棟 ＰＣ造 ５階建 1,187.07 遠藤 遠藤 永山 1987/3/25 新

105 環境総務課 その他 湘南ライフタウン公衆便所 任意 地区 公衆便所 鉄骨造 平屋建 30.41 遠藤 遠藤 矢向 1989/3/31 新

106 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 秋葉台子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 156.02 遠藤 遠藤 向原 1994/3/17 新

107 住　宅　課 市営住宅 市営遠藤第一住宅 任意 市域 住宅（１号棟） ＲＣ造 ３階建 1,623.52 遠藤 遠藤 松原 1995/3/1 新

108 市民自治推進課 コミュニティ施設 滝ノ沢市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 232.70 遠藤 遠藤 滝ノ沢 1997/3/11 新

109 警  防  課 消防署等 第１９分団器具置場 義務 地区 器具置場 鉄骨造 ２階建 73.32 遠藤 遠藤 松原 1998/3/20 新

110 警  防  課 消防署等 第２０分団待機宿舎 義務 地区 待機宿舎 鉄骨造 ２階建 62.08 遠藤 遠藤 琵琶島 2001/3/2 新

111 遠藤市民センター コミュニティ施設 遠藤市民センター 任意 地区 遠藤市民センター本館 ＲＣ造 ３階建 1,699.21 遠藤 遠藤 向原 2005/2/23 新

112 学校施設課 学校施設 富士見台小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 2,271.00 長後 下土棚 新屋敷 1967/3/31 旧

113 学校施設課 学校施設 長後小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 3,129.00 長後 長後 宿中分 1968/3/29 旧

114 高齢者支援課 福祉施設 長後老人憩の家 任意 市域 集会所 木造 平屋建 131.23 長後 長後 天神添 1975/4/23 旧

115 市民自治推進課 コミュニティ施設 高倉市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 186.31 長後 高倉 槐戸 1976/3/31 旧

116 市民自治推進課 コミュニティ施設 下土棚市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 172.24 長後 下土棚 大下 1977/3/31 旧

117 環境総務課 環境施設 長後中分最終処分場 義務 市域 電気室 軽量鉄骨造 平屋建 18.00 長後 長後 中分 1980/3/31 旧

118 市民自治推進課 コミュニティ施設 長後滝山市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 163.96 長後 長後 宿上分 1982/1/28 新

119 学校施設課 学校施設 高倉中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,499.50 長後 高倉 枯薮 1982/3/31 新

120 市民自治推進課 コミュニティ施設 七ツ木市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 167.89 長後 高倉 中島 1986/3/3 新

121 都市整備課 その他 長後地区整備事務所 任意 地区 事務所 木造 ２階建 178.03 長後 高倉 上谷戸 1986/3/31 新

122 住　宅　課 市営住宅 市営長後住宅 任意 市域 住宅１号棟 ＰＣ造 ３階建 792.47 長後 長後 山王添 1988/7/25 新

123 警  防  課 消防署等 第２３分団器具置場 義務 地区 器具置場 木造 平屋建 63.76 長後 長後 宿中分 1990/3/20 新

124 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 長後子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 189.00 長後 高倉 中丸 1990/10/18 新

125 警  防  課 消防署等 第２５分団器具置場 義務 地区 器具置場 軽量鉄骨造 平屋建 63.76 長後 長後 宿中分 1992/3/21 新

126 消防総務課 消防署等 北消防署長後出張所 義務 地区 消防施設 ＲＣ造 ３階建一部２階 533.47 長後 長後 下分 1992/6/12 新

127 住　宅　課 市営住宅 市営高倉住宅 任意 市域 住宅１号棟 ＲＣ造 ３階建 1,159.46 長後 高倉 槐戸 1992/11/13 新

128 土木計画課 その他 長後駅東口自転車等駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 ３階建 1,210.22 長後 長後 宿中分 1993/1/31 新

129 学校施設課 学校施設 長後中学校 義務 地区 校舎３Ｆ ＲＣ造 ３階建 4,636.00 長後 下土棚 新屋敷 1994/2/1 新

130 長後市民センター コミュニティ施設 長後市民センター 任意 地区 市民センタ－ ＳＲＣ造 ４階建 1,858.97 長後 長後 下分 1995/3/10 新

131 土木計画課 その他 北自転車等保管所 任意 地区 自転車等保管所 鉄骨造 ２階建 429.98 長後 長後 下分 1996/3/29 新

132 警  防  課 消防署等 第２２分団器具置場 義務 地区 器具置場 鉄骨造 ２階建 71.38 長後 高倉 中丸 1997/3/27 新

133 高齢者支援課 福祉施設 老人福祉センタ－こぶし荘 任意 市域 センター建物 ＲＣ一部鉄骨造 ２階建地下１階 4,937.82 長後 下土棚 中村 1998/12/28 新
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134 警  防  課 消防署等 第２１分団待機宿舎 義務 地区 待機宿舎 鉄骨造 ２階建 73.32 長後 高倉 小栗 1999/3/19 新

135 環境総務課 その他 長後駅西口公衆便所 任意 地区 公衆便所 軽量鉄骨造 平屋建 20.00 長後 下土棚 新屋敷 2003/3/25 新

136 警  防  課 消防署等 第２４分団待機宿舎 義務 地区 待機宿舎 鉄骨造 ２階建 62.54 長後 長後 中分 2004/3/9 新

137 警  防  課 消防署等 第１８分団器具置場 義務 地区 第１８分団待機宿舎 鉄骨造 ２階建 63.44 長後 下土棚 大下 2005/3/3 新

138 公園みどり課 公園施設 長後憩いの森便所 任意 地区 便所 アルミサンドイッチパネル造 平屋建 8.16 長後 長後 2008/3/31 新

139 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 辻堂青少年会館 任意 地区 会館 ＲＣ造 ２階建 219.84 辻堂 辻堂 二丁目 1963/3/15 旧

140 保育課 子ども青少年施設 高砂保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 平屋建 279.00 辻堂 辻堂西海岸 二丁目 1966/4/1 旧

141 学校施設課 学校施設 浜見小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,244.00 辻堂 辻堂西海岸 一丁目 1970/3/31 旧

142 学校施設課 学校施設 高浜中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 3,075.00 辻堂 辻堂西海岸 一丁目 1973/3/31 旧

143 市民自治推進課 コミュニティ施設 辻堂南部市民の家 任意 地区 市民の家 軽量鉄骨造 平屋建 220.19 辻堂 辻堂 三丁目 1976/3/31 旧

144 辻堂市民センター コミュニティ施設 辻堂市民センター 任意 地区 本館 ＲＣ造 ２階建 1,475.11 辻堂 辻堂東海岸 一丁目 1978/1/16 旧

145 市民自治推進課 コミュニティ施設 辻堂市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 168.10 辻堂 辻堂元町 四丁目 1981/3/28 旧

146 学校施設課 学校施設 八松小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 3,882.00 辻堂 辻堂元町 三丁目 1985/3/14 新

147 学校施設課 学校施設 辻堂小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 3,215.00 辻堂 辻堂東海岸 一丁目 1986/3/25 新

148 消防総務課 消防署等 南消防署辻堂出張所 義務 地区 消防庁舎 鉄骨造 ２階建 462.86 辻堂 辻堂 五丁目 1987/11/20 新

149 環境総務課 その他 辻堂駅南口公衆便所 任意 地区 公衆便所 ＲＣ造 平屋建 32.75 辻堂 辻堂 一丁目 1988/3/31 新

150 公園みどり課 公園施設 長久保公園（都市緑化植物園） 任意 地区 緑の相談所 鉄骨造 平屋建 693.90 辻堂 辻堂太平台 二丁目 1989/3/28 新

151 学校施設課 学校施設 湘洋中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 4,250.00 辻堂 辻堂東海岸 四丁目 1989/5/31 新

152 土木計画課 その他 辻堂駅南口自転車駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 ３階建 948.30 辻堂 辻堂 一丁目 1990/3/31 新

153 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 八松子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 156.02 辻堂 辻堂元町 一丁目 1992/2/12 新

154 総合市民図書館 生涯学習施設 辻堂市民図書館 任意 市域 本館 ＲＣ造 ２階建地下１階 1,651.84 辻堂 辻堂 二丁目 1993/2/24 新

155 公園みどり課 公園施設 辻堂南部公園 任意 地区 管理棟 ＲＣ造 平屋建 90.90 辻堂 辻堂西海岸 三丁目 1993/10/18 新

156 学校施設課 学校施設 高砂小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 5,761.90 辻堂 辻堂西海岸 一丁目 1995/7/26 新

157 学校施設課 学校施設 白浜養護学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ２階建 3,524.20 辻堂 辻堂西海岸 一丁目 1997/7/11 新

158 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 辻堂児童館 任意 地区 児童館 木造 平屋建 241.50 辻堂 辻堂東海岸 二丁目 1998/3/30 新

159 市民自治推進課 コミュニティ施設 辻堂東海岸市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 234.22 辻堂 辻堂東海岸 二丁目 1998/3/31 新

160 市民自治推進課 コミュニティ施設 辻堂砂山市民の家 任意 地区 市民の家 ＲＣ造 ２階建 371.83 辻堂 辻堂西海岸 二丁目 2002/7/26 新

161 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 辻堂砂山児童館 任意 地区 児童館 ＲＣ造 ２階建 397.81 辻堂 辻堂西海岸 二丁目 2002/7/26 新

162 住　宅　課 市営住宅 市営唐池住宅 任意 市域 住宅６連戸建 ＣＢ造 平屋建 188.48 善行 善行坂 二丁目 1966/3/28 旧

163 保育課 子ども青少年施設 善行保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 平屋建 200.16 善行 善行 二丁目 1966/4/18 旧

164 高齢者支援課 福祉施設 老人福祉センターやすらぎ荘 任意 市域 本館 ＲＣ造 平屋建 999.06 善行 稲荷 池ノ辺 1969/5/1 旧

165 学校施設課 学校施設 大越小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,614.00 善行 善行坂 一丁目 1971/3/31 旧

166 公園みどり課 その他 元藤沢航空隊付近市有山林 任意 地区 元藤沢航空隊付近市有山林管理用建物 木造 平屋建 66.23 善行 大庭 持瀬 1971/8/31 旧

167 子育て給付課 子ども青少年施設 平和台住宅 任意 市域 寮 ＲＣ造 ３階建 1,199.35 善行 善行 一丁目 1972/3/25 旧

168 防災危機管理室 その他 藤沢市防災備蓄倉庫（善行） 任意 地区 防災備蓄倉庫 ＲＣ造 平屋建 32.15 善行 善行団地 1973/4/1 旧

169 保育課 子ども青少年施設 善行乳児保育園 任意 地区 事務室及び乳児室 ＲＣ造 平屋建 189.75 善行 善行 二丁目 1974/3/30 旧

170 高齢者支援課 福祉施設 善行老人憩の家 任意 市域 集会所 鉄骨プレハブ造 平屋建 148.07 善行 善行団地 1975/4/21 旧

171 学校施設課 学校施設 善行中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 3,843.00 善行 石川 丸山 1976/3/31 旧

172 保育課 子ども青少年施設 あずま保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 ２階建 667.00 善行 石川 丸山 1977/3/30 旧

173 市民自治推進課 コミュニティ施設 藤沢石原谷市民の家 任意 地区 市民の家 木造 ２階建 168.51 善行 本藤沢 三丁目 1979/6/20 旧

174 善行市民センター コミュニティ施設 善行市民センター 任意 地区 本館 ＲＣ造 ２階建地下１階 1,491.13 善行 善行 一丁目 1979/10/18 旧

175 消防総務課 消防署等 北消防署善行出張所 義務 地区 庁舎 ＲＣ造 ２階建 240.58 善行 善行 七丁目 1980/3/25 旧

176 市民自治推進課 コミュニティ施設 立石市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 166.44 善行 立石 二丁目 1983/7/19 新

177 石名坂環境事業所 環境施設 石名坂環境事業所 義務 市域 工場棟 ＲＣ一部鉄骨造 ４階建地下１階 12,386.61 善行 本藤沢 二丁目 1984/3/31 新

178 市民自治推進課 コミュニティ施設 善行乾塚市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 166.86 善行 善行 四丁目 1986/4/2 新
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179 スポーツ推進課 生涯学習施設 石名坂温水プール 任意 市域 プール棟 ＲＣ造 ２階建地下１階 2,910.21 善行 本藤沢 一丁目 1986/10/1 新

180 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 大越子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 156.02 善行 善行坂 二丁目 1988/3/31 新

181 管財課 その他（普通財産） 元職員立石住宅 任意 地区 職員立石住宅 ＳＲＣ造 ４階建 1,784.16 善行 立石 一丁目 1994/3/25 新

182 農業水産課 観光産業施設 西俣野排水機場 任意 地区 機場建屋 ＲＣ造 平屋建 115.50 善行 西俣野 窪河内 1994/3/31 新

183 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 俣野子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 162.86 善行 亀井野 渋沢 1996/3/22 新

184 環境事業センター 環境施設 南部収集事務所 義務 市域 事務所 鉄骨造 ２階建 1,282.60 善行 稲荷 中郷 1999/2/24 新

185 公園みどり課 公園施設 引地川緑地（稲荷） 任意 地区 引地川親水公園公衆便所 ＲＣ造 平屋建 86.64 善行 稲荷 持瀬 2003/2/24 新

186 学校施設課 学校施設 善行小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 6,692.39 善行 善行団地 2009/12/18 新

187 住　宅　課 市営住宅 市営遠藤第二住宅 任意 市域 住宅１号棟 ＲＣ造 ３階建 1,170.80 湘南大庭 遠藤 南原 1976/3/25 旧

188 学校施設課 学校施設 大庭小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,912.00 湘南大庭 大庭 小ケ谷 1976/3/31 旧

189 住　宅　課 市営住宅 市営滝の沢住宅 任意 市域 住宅１号棟 ＲＣ造 ５階建 1,646.15 湘南大庭 遠藤 矢向 1977/3/17 旧

190 学校施設課 学校施設 滝の沢小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,988.80 湘南大庭 遠藤 南大平 1979/3/31 旧

191 学校施設課 学校施設 大庭中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,499.66 湘南大庭 大庭 丸山 1979/7/31 旧

192 学校施設課 学校施設 駒寄小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 1,643.34 湘南大庭 大庭 二番構 1981/3/31 旧

193 保育課 子ども青少年施設 小糸保育園 任意 地区 保育室 ＲＣ造 ２階建 740.22 湘南大庭 大庭 小糸 1982/3/31 新

194 学校施設課 学校施設 小糸小学校 義務 地区 校舎(北棟) ＲＣ造 ４階建 2,515.79 湘南大庭 大庭 小糸 1982/3/31 新

195 学校施設課 学校施設 滝の沢中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 4,510.00 湘南大庭 遠藤 滝ノ沢 1982/3/31 新

196 消防総務課 消防署等 北消防署西部出張所 義務 地区 庁舎 ＲＣ造 ２階建 335.78 湘南大庭 大庭 裏門 1985/3/29 新

197 公園みどり課 公園施設 遠藤公園 任意 地区 便所 鉄骨造 平屋建 28.80 湘南大庭 遠藤 南大平 1985/8/1 新

198 公園みどり課 公園施設 二番構公園 任意 地区 便所 ブロック造 平屋建 41.00 湘南大庭 大庭 二番構 1985/8/1 新

199 公園みどり課 公園施設 大庭城址公園 任意 地区 管理事務所 ＲＣ造 平屋建 267.03 湘南大庭 大庭 城山 1985/9/14 新

200 湘南大庭市民センター コミュニティ施設 湘南大庭市民センター 任意 地区 本館 ＲＣ一部鉄骨造 １階建一部２階 2,501.60 湘南大庭 大庭 裏門 1985/11/6 新

201 保健医療総務課 保健医療施設 斎場 義務 市域 斎場 ＲＣ造 平屋建 1,374.71 湘南大庭 大庭 三ツ又 1986/7/29 新

202 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 大庭子供の家 任意 地区 子供の家 鉄骨造 平屋建 201.90 湘南大庭 大庭 小ケ谷 1989/3/31 新

203 公園みどり課 公園施設 小糸台公園 任意 地区 便所 ＲＣ造 平屋建 22.85 湘南大庭 大庭 七塚 1989/3/31 新

204 公園みどり課 公園施設 舟地蔵公園 任意 地区 便所 鉄骨造 平屋建 23.80 湘南大庭 大庭 小糸 1989/4/10 新

205 警  防  課 消防署等 第１２分団器具置場 義務 地区 器具置場 鉄骨造 平屋建 63.76 湘南大庭 大庭 城山 1991/3/28 新

206 市民自治推進課 コミュニティ施設 駒寄市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 231.45 湘南大庭 大庭 二番構 1992/3/31 新

207 高齢者支援課 福祉施設 こまよせ荘 任意 市域 北保健センター（こまよせ荘部分） ＲＣ造 ３階建地下１階 367.00 湘南大庭 大庭 二番構 1994/3/22 新

208 健康増進課 保健医療施設 北保健センター 義務 市域 保健医療センタ－ ＲＣ造 ３階建地下１階 1,867.43 湘南大庭 大庭 二番構 1994/3/22 新

209 保健医療総務課 その他（普通財産） 保健医療センター 任意 市域 保健医療センタ－ ＲＣ造 ３階建地下１階 4,973.45 湘南大庭 大庭 二番構 1994/3/22 新

210 市民自治推進課 コミュニティ施設 小糸市民の家 任意 地区 市民の家 木造一部鉄骨造 平屋建 236.83 湘南大庭 大庭 小糸 1994/3/23 新

211 保健医療総務課 保健医療施設 大庭台墓園 義務 市域 立体墓地建物 ＲＣ造 １階建地下２階 5,323.83 湘南大庭 大庭 三ツ又 1995/6/9 新

212 市民自治推進課 コミュニティ施設 大庭市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 247.60 湘南大庭 大庭 小ケ谷 1996/3/26 新

213 総合市民図書館 生涯学習施設 湘南大庭市民図書館 任意 市域 図書館 ＲＣ造 １階建一部２階 1,999.94 湘南大庭 大庭 裏門 1999/11/29 新

214 保育課 子ども青少年施設 湘南台保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 ２階建 583.66 湘南台 湘南台 六丁目 1973/3/28 旧

215 学校施設課 学校施設 湘南台小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 3,072.00 湘南台 湘南台 五丁目 1973/3/31 旧

216 保育課 子ども青少年施設 しぶやがはら保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 ２階建 685.15 湘南台 湘南台 四丁目 1978/3/31 旧

217 学校施設課 学校施設 湘南台中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,500.11 湘南台 湘南台 七丁目 1981/3/31 旧

218 消防総務課 消防署等 北消防署 義務 市域 庁舎 ＲＣ造 ３階建 1,446.88 湘南台 湘南台 二丁目 1982/3/2 新

219 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 湘南台子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 161.70 湘南台 湘南台 四丁目 1984/3/31 新

220 北部環境事業所 その他 円行ポンプ場 任意 市域 ポンプ室 ブロック造 平屋建 15.00 湘南台 円行 二丁目 1986/1/8 新

221 総合市民図書館 生涯学習施設 総合市民図書館 任意 市域 図書館 ＲＣ造 ２階建地下１階 4,698.00 湘南台 湘南台 七丁目 1986/6/7 新

222 土木維持課 その他 資材置場 任意 地区 倉庫兼事務所 プレハブ造 平屋建 70.97 湘南台 湘南台 二丁目 1988/3/24 新

223 市民自治推進課 コミュニティ施設 円行市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 179.70 湘南台 北部区画整理 第二（一） 1989/3/27 新
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224 文化芸術課 生涯学習施設 湘南台文化センター 任意 地区 文化センター ＲＣ一部鉄骨耐火被覆造 ４階建地下２階 10,897.82 湘南台 湘南台 一丁目 1989/6/13 新

225 公園みどり課 公園施設 湘南台公園 任意 地区 便所 ＲＣ造 平屋建 60.00 湘南台 湘南台 七丁目 1990/3/30 新

226 住　宅　課 市営住宅 市営渋谷ケ原住宅 任意 市域 住宅１号棟 ＲＣ造 ３階建 1,561.41 湘南台 湘南台 四丁目 1993/11/29 新

227 環境総務課 その他 湘南台駅地下公衆便所 任意 地区 公衆便所 ＲＣ造 平屋建 81.36 湘南台 湘南台 一丁目 1999/11/1 新

228 警  防  課 消防署等 第１７分団待機宿舎 義務 地区 待機宿舎 鉄骨造 ２階建 59.66 湘南台 湘南台 三丁目 1999/12/24 新

229 北部環境事業所 環境施設 北部環境事業所 義務 市域 工場棟 ＲＣ一部鉄骨造 ４階建地下２階 4,942.94 湘南台 石川 中ノ塚 2007/3/31 新

230 公園みどり課 公園施設 桐原公園 任意 地区 便所 ＲＣ造 平屋建 16.91 湘南台 桐原町 2010/3/31 新

231 公園みどり課 公園施設 円行公園 任意 地区 便所 ＲＣ造 平屋建 19.56 湘南台 湘南台 三丁目 2012/2/27 新

232 北部環境事業所 環境施設 （仮称）藤沢市リサイクルセンター 義務 市域 廃棄物処理棟 鉄骨・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階地上２階 9,112.45 湘南台 桐原町 2013/4/1 新

233 市民自治推進課 その他（普通財産） 旧高木邸 任意 市域 旧高木邸 木造 平屋建 143.53 鵠沼 鵠沼海岸 一丁目 1939/8/18 旧

234 総合市民図書館 生涯学習施設 南市民図書館 任意 市域 本館 ＲＣ造 ２階建 1,293.85 鵠沼 鵠沼東 1963/8/31 旧

235 保育課 子ども青少年施設 鵠沼保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 平屋建 320.40 鵠沼 本鵠沼 三丁目 1964/5/19 旧

236 保育課 子ども青少年施設 藤沢保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 平屋建 245.39 鵠沼 鵠沼石上 一丁目 1967/3/31 旧

237 文化芸術課 生涯学習施設 市民会館 任意 市域 大ホール ＲＣ造 ４階建地下１階 4,853.29 鵠沼 鵠沼東 1968/8/14 旧

238 学校施設課 学校施設 鵠沼中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 5,005.00 鵠沼 鵠沼桜が岡 四丁目 1969/9/1 旧

239 学校施設課 学校施設 鵠南小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,958.00 鵠沼 鵠沼海岸 四丁目 1970/3/31 旧

240 消防総務課 消防署等 南消防署苅田出張所 義務 地区 事務所及び車庫 ＲＣ造 平屋建 285.42 鵠沼 本鵠沼 四丁目 1971/12/15 旧

241 保育課 子ども青少年施設 浜見保育園 任意 地区 園舎 ＲＣ造 ２階建 519.40 鵠沼 鵠沼海岸 四丁目 1972/3/31 旧

242 障がい福祉課 福祉施設 太陽の家 任意 市域 太陽の家 ＲＣ造 ３階建地下１階 3,197.51 鵠沼 鵠沼海岸 六丁目 1975/4/23 旧

243 高齢者支援課 福祉施設 高齢者対策事業従事者休憩所 任意 地区 詰所 鉄骨プレハブ造 平屋建 29.40 鵠沼 鵠沼海岸 六丁目 1976/1/6 旧

244 市民自治推進課 コミュニティ施設 鵠南市民の家 任意 地区 市民の家 ＲＣ造 ２階建 130.23 鵠沼 鵠沼海岸 一丁目 1979/4/13 旧

245 鵠沼公民館 生涯学習施設 鵠沼公民館 任意 地区 公民館 ＲＣ造 ２階建地下１階 1,781.90 鵠沼 鵠沼海岸 二丁目 1981/3/16 旧

246 学校施設課 学校施設 鵠沼小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 3,701.00 鵠沼 本鵠沼 五丁目 1984/3/30 新

247 環境保全課 その他 境川水質自動測定所 任意 市域 測定所 アルミサンドイッチパネル造 平屋建 24.00 鵠沼 鵠沼東 1985/3/1 新

248 住　宅　課 市営住宅 市営鵠沼住宅 任意 市域 住宅１号棟 ＰＣ造 ３階建 1,039.41 鵠沼 鵠沼海岸 四丁目 1985/3/22 新

249 公園みどり課 公園施設 八部公園 任意 地区 八部野球場 ＲＣ造 ２階建 3,962.23 鵠沼 鵠沼海岸 六丁目 1985/7/11 新

250 環境保全課 その他 引地川水質自動測定所 任意 市域 測定所 アルミサンドイッチパネル造 平屋建 20.00 鵠沼 鵠沼海岸 六丁目 1986/3/11 新

251 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 鵠沼子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 156.02 鵠沼 本鵠沼 四丁目 1987/8/26 新

252 学校施設課 学校施設 鵠洋小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 平屋建 2,038.00 鵠沼 鵠沼桜が岡 三丁目 1988/3/16 新

253 公園みどり課 公園施設 鵠沼海浜公園 任意 地区 管理棟 鉄骨造 平屋建 385.56 鵠沼 鵠沼海岸 四丁目 1988/8/15 新

254 消防総務課 消防署等 南消防署鵠沼出張所 義務 地区 出張所庁舎 ＲＣ造 ３階建 407.34 鵠沼 鵠沼海岸 四丁目 1990/3/15 新

255 住　宅　課 市営住宅 市営ｻﾝｼﾙﾊﾞｰ藤沢住宅 任意 市域 住宅 ＳＲＣ造 ９階建 2,682.40 鵠沼 鵠沼 花立 1990/3/29 新

256 土木計画課 その他 藤沢駅南口自転車等駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 ４層 1,405.79 鵠沼 南藤沢 1990/9/1 新

257 公園みどり課 公園施設 引地川緑地（鵠沼海岸） 任意 地区 便所 ＲＣ造 平屋建 46.33 鵠沼 鵠沼海岸 六丁目 1991/3/25 新

258 環境総務課 その他 藤沢駅南口公衆便所 任意 地区 公衆便所 鉄骨造 平屋建 30.93 鵠沼 南藤沢 1991/3/30 新

259 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 鵠南子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 156.02 鵠沼 鵠沼海岸 五丁目 1991/3/31 新

260 高齢者支援課 福祉施設 老人福祉センター湘南なぎさ荘 任意 市域 センター ＲＣ一部ＳＲＣ造 ２階建地下１階 3,149.12 鵠沼 鵠沼海岸 六丁目 1991/4/2 新

261 市民自治推進課 コミュニティ施設 鵠沼藤が谷市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 228.76 鵠沼 鵠沼藤が谷 二丁目 1993/3/30 新

262 土木維持課 その他 藤沢駅南口エレベ－タ－棟 任意 地区 エレベ－タ－棟 鉄骨造 ２階建 70.36 鵠沼 南藤沢 1993/11/9 新

263 土木計画課 その他 鵠沼海岸駅自転車等駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 ２階建 1,181.60 鵠沼 鵠沼海岸 二丁目 1994/3/31 新

264 公園みどり課 公園施設 奥田公園 任意 地区 駐車場 ＲＣ造 平屋建 10,442.05 鵠沼 鵠沼東 1995/8/1 新

265 消防総務課 消防署等 南消防署 義務 市域 消防庁舎 鉄骨造 ５階建地下１階 3,540.93 鵠沼 鵠沼東 1995/8/31 新

266 スポーツ推進課 生涯学習施設 秩父宮記念体育館 任意 市域 体育館 ＳＲＣ造 ５階建 10,967.87 鵠沼 鵠沼東 1997/3/10 新

267 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 鵠洋児童館 任意 地区 児童館 木造 ２階建 302.79 鵠沼 鵠沼桜が岡 三丁目 2000/6/23 新

268 地域保健課 保健医療施設 保健所 義務 市域 藤沢市保健所・南保健センター ＲＣ造 ５階建地下１階 6,145.20 鵠沼 鵠沼 砥上 2006/1/24 新
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269 警  防  課 消防署等 第４分団待機宿舎 義務 地区 第４分団待機宿舎 鉄骨造 ２階建 65.55 鵠沼 鵠沼海岸 二丁目 2006/3/22 新

270 市民自治推進課 コミュニティ施設 本鵠沼市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 169.55 鵠沼 本鵠沼 三丁目 2008/1/21 新

271 警  防  課 消防署等 第７分団器具置場 義務 地区 第７分団待機宿舎 鉄骨造 ２階建 71.48 鵠沼 鵠沼石上 二丁目 2009/3/31 新

272 管財課 市庁舎 市役所本庁舎 義務 市域 庁舎本館 ＲＣ造 ３階建 2,824.77 藤沢 朝日町 1951/3/10 旧

273 高齢者支援課 福祉施設 生きがい福祉センター 任意 地区 センター ＲＣ造 ３階建 1,180.35 藤沢 鵠沼神明 一丁目 1958/1/1 旧

274 管財課 その他（普通財産） 元藤が岡職員住宅 任意 地区 施設付職員住宅 ＲＣ造 ５階建 1,117.40 藤沢 藤が岡 二丁目 1963/8/12 旧

275 藤沢公民館 生涯学習施設 藤沢公民館 任意 地区 公民館 ＲＣ造 ４階建 1,716.67 藤沢 藤沢 一丁目 1964/11/1 旧

276 保育課 子ども青少年施設 藤が岡保育園 任意 地区 保育園 ＲＣ造 平屋建 320.46 藤沢 藤が岡 二丁目 1965/6/18 旧

277 消防総務課 消防署等 南消防署本町出張所 義務 地区 事務所及び車庫 ＲＣ造 ３階建 494.25 藤沢 本町 四丁目 1968/1/29 旧

278 学校施設課 学校施設 藤沢小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 平屋建 1,699.00 藤沢 本町 一丁目 1974/3/30 旧

279 産業労働課 コミュニティ施設 労働会館 任意 市域 会館 ＲＣ造 ４階建地下１階 3,261.78 藤沢 本町 一丁目 1976/4/23 旧

280 環境総務課 環境施設 谷根最終処分場 義務 市域 管理事務所 鉄骨プレハブ造 平屋建 32.40 藤沢 西富 西原 1979/9/20 旧

281 市民自治推進課 コミュニティ施設 大清水市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 168.52 藤沢 藤沢 伊勢山辺 1980/3/31 旧

282 学校施設課 学校施設 大鋸小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,504.45 藤沢 大鋸 外原 1980/3/31 旧

283 警  防  課 消防署等 第８分団器具置場 義務 地区 詰所 木造 ２階建 46.37 藤沢 西富 一丁目 1981/1/30 旧

284 市民自治推進課 コミュニティ施設 藤沢市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 136.63 藤沢 藤沢 東横須賀 1981/3/31 旧

285 公園みどり課 公園施設 烏森公園 任意 地区 便所 アルミサンドイッチパネル造 平屋建 12.00 藤沢 鵠沼神明 二丁目 1981/12/24 旧

286 学校教育企画課 教育施設 教育文化センター 任意 市域 センター 鉄骨造 ２階建 1,808.74 藤沢 大鋸 小清水 1982/3/8 新

287 学校施設課 学校施設 大清水小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,500.15 藤沢 大鋸 小清水 1983/3/31 新

288 管財課 市庁舎 新館 義務 市域 新館 ＳＲＣ造 ７階建地下２階 12,532.36 藤沢 藤沢 大道東 1983/5/24 新

289 学校施設課 学校施設 大清水中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,500.00 藤沢 大鋸 小清水 1984/3/31 新

290 市民相談情報課 市庁舎 文書館 義務 市域 事務室 ＲＣ造 ３階建地下１階 425.34 藤沢 朝日町 1985/3/4 新

291 公園みどり課 公園施設 翠ケ丘公園 任意 地区 便所 鉄骨造 平屋建 29.92 藤沢 西富 西原 1987/3/30 新

292 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 藤沢子供の家 任意 地区 子供の家 鉄骨造 平屋建 165.62 藤沢 藤沢 東横須賀 1987/3/31 新

293 市民自治推進課 コミュニティ施設 大鋸市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 165.62 藤沢 大鋸 牛沢 1988/3/29 新

294 土木計画課 その他 藤沢駅北口市役所前第１自転車等駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 ３階建 848.50 藤沢 藤沢 大道東 1988/11/1 新

295 管財課 その他（普通財産） 職員藤が岡寮 任意 地区 職員藤が岡寮（看護師） ＲＣ造 ５階建 1,356.81 藤沢 藤が岡 二丁目 1989/3/17 新

296 土木計画課 その他 藤沢駅北口市役所前第２自転車駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨造 平屋建 350.62 藤沢 藤沢 大道東 1989/3/31 新

297 環境総務課 その他 藤沢駅北口公衆便所 任意 地区 公衆便所 鉄骨造 平屋建 28.67 藤沢 藤沢 東横須賀 1989/5/22 新

298 土木計画課 その他 南自転車等保管所 任意 地区 管理棟（１階） 鉄骨造 平屋建 186.00 藤沢 鵠沼神明 一丁目 1990/10/11 新

299 藤沢公民館 生涯学習施設 済美館 任意 地区 公民館 ＳＲＣ造 ３階建地下１階 1,162.94 藤沢 本町 四丁目 1990/10/20 新

300 保健医療総務課 保健医療施設 藤沢聖苑 義務 市域 火葬場 ＲＣ造 ２階建地下１階 3,049.31 藤沢 大鋸 谷 1991/6/13 新

301 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 本町子供の家 任意 地区 子供の家 鉄骨造 平屋建 159.56 藤沢 本町 三丁目 1993/2/23 新

302 公園みどり課 公園施設 御殿辺公園 任意 地区 便所 ＧＲＣ造 平屋建 4.40 藤沢 藤沢 二丁目 1993/3/31 新

303 学校施設課 学校施設 大道小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 2,636.00 藤沢 朝日町 1994/12/20 新

304 公園みどり課 公園施設 伊勢山緑地 任意 地区 便所 ＧＲＣ造 平屋建 12.15 藤沢 藤沢 四丁目 1995/3/29 新

305 教　務　課 教育施設 看護専門学校 任意 地区 学校棟 ＳＲＣ造 ４階建 4,015.00 藤沢 藤沢 二丁目 1996/8/7 新

306 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 青少年会館 任意 地区 青少年会館 ＲＣ造 ５階建 921.14 藤沢 朝日町 1996/9/30 新

307 土木計画課 その他 藤沢駅北口自転車駐車場 任意 地区 自転車駐車場 鉄骨一部ＲＣ造 ３階建地下１階 1,499.94 藤沢 藤沢 東横須賀 1996/11/1 新

308 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 大鋸児童館 任意 地区 児童館 木造 平屋建 240.67 藤沢 大鋸 丸山 1997/3/31 新

309 公園みどり課 公園施設 外原公園 任意 地区 便所 ＰＣ造 平屋建 2.98 藤沢 大鋸 外原 1999/2/17 新

310 環境保全課 その他 藤沢橋自動車排出ガス測定局 任意 市域 測定局舎 木造 平屋建 49.70 藤沢 藤沢 一丁目 1999/3/30 新

311 住　宅　課 市営住宅 市営緑ケ丘住宅 任意 市域 住棟 ＲＣ造 ５階建 1,563.62 藤沢 大鋸 外原 2000/2/29 新

312 スポーツ推進課 生涯学習施設 大清水スポーツ広場倉庫 任意 地区 トイレ・更衣室・物置 アルミサンドイッチパネル造 平屋建 39.10 藤沢 大鋸 2007/4/1 新

313 学校施設課 学校施設 第一中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ３階建 7,818.02 藤沢 鵠沼神明 五丁目 2009/3/27 新
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314 学校施設課 学校施設 本町小学校 義務 地区 校舎棟 ＳＲＣ造 ３階建 7,553.51 藤沢 本町 二丁目 2012/3/9 新

315 消防総務課 消防署等 藤沢市消防局救急ワークステーション 義務 市域 消防施設 鉄骨造 ３階建 406.64 藤沢 藤沢２丁目 2013/7/9 新

316 村岡公民館 生涯学習施設 村岡公民館 任意 地区 公民館 ＲＣ造 ３階建 1,313.08 村岡 弥勒寺 一丁目 1966/8/1 旧

317 学校施設課 学校施設 村岡小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,114.00 村岡 弥勒寺 一丁目 1976/3/24 旧

318 学校施設課 学校施設 新林小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,000.00 村岡 川名 新林 1978/3/31 旧

319 市民自治推進課 コミュニティ施設 村岡市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 168.93 村岡 弥勒寺 三丁目 1979/6/19 旧

320 学校施設課 学校施設 村岡中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 2,500.00 村岡 弥勒寺 二丁目 1980/3/31 旧

321 市民自治推進課 コミュニティ施設 川名通り町市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 166.44 村岡 川名 通り町 1982/3/31 新

322 学校施設課 学校施設 高谷小学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 4,775.66 村岡 高谷 1982/3/31 新

323 公園みどり課 公園施設 新林公園 任意 地区 古民家 木造 平屋建 171.40 村岡 川名 新林 1983/9/29 新

324 保育課 子ども青少年施設 柄沢保育園 任意 地区 便所 ＦＲＰ造 平屋建 1.08 村岡 柄沢 林廻 1984/3/8 新

325 公園みどり課 公園施設 柄沢公園 任意 地区 便所 ハミカムサンドイッチ造 平屋建 8.64 村岡 藤が岡 三丁目 1987/3/30 新

326 警  防  課 消防署等 第６分団器具置場 義務 地区 器具置場 木造 ２階建 59.60 村岡 弥勒寺 一丁目 1988/4/2 新

327 柄沢区画整理事務所 その他 柄沢仮設住宅・物置 任意 地区 住宅Ａ棟 鉄骨造 平屋建 84.95 村岡 柄沢 大塚山 1989/3/31 新

328 子ども青少年育成課 子ども青少年施設 高谷子供の家 任意 地区 子供の家 木造 平屋建 163.47 村岡 渡内　 三丁目 1995/3/20 新

329 消防総務課 消防署等 南消防署村岡出張所 義務 地区 庁舎 ＲＣ造 ２階建 629.66 村岡 柄沢特定区画整理 1998/2/16 新

330 学校施設課 学校施設 藤ケ岡中学校 義務 地区 校舎 ＲＣ造 ４階建 8,064.91 村岡 藤が岡 三丁目 2000/11/27 新

331 市民自治推進課 コミュニティ施設 高谷市民の家 任意 地区 市民の家 木造 平屋建 236.85 村岡 村岡東 四丁目 2001/3/15 新

332 学校教育企画課 教育施設 八ケ岳野外体験教室 任意 市外 管理棟 ＲＣ造 ３階建 2,078.46 市外 南佐久郡南牧村 海ノ口字西手原 1992/3/6 新

333 学校教育企画課 教育施設 八ヶ岳野外体験教室職員住宅 任意 市外 職員住宅１号 木造 平屋建 82.81 市外 南佐久郡南牧村 野辺山字二ッ山 1992/10/28 新


