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報告第７６号 

 

 

   公の施設の名称について 

 

 公の施設の名称について、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年９月２２日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



区　　分 市　町　名 現在の名称 新市移行後の名称
　観音寺市立観音寺南小学校 　観音寺市立観音寺南小学校
　観音寺市立観音寺東小学校 　観音寺市立観音寺東小学校
　観音寺市立高室小学校 　観音寺市立高室小学校
　観音寺市立常磐小学校 　観音寺市立常磐小学校

　観音寺市立柞田小学校 　観音寺市立柞田小学校
　観音寺市立豊田小学校 　観音寺市立豊田小学校
　観音寺市立粟井小学校 　観音寺市立粟井小学校
　観音寺市立一ノ谷小学校 　観音寺市立一ノ谷小学校
　観音寺市立伊吹小学校 　観音寺市立伊吹小学校
　大野原町立大野原小学校 　観音寺市立大野原小学校
　大野原町立萩原小学校 　観音寺市立萩原小学校
　大野原町立五郷小学校 　観音寺市立五郷小学校
　大野原町立紀伊小学校 　観音寺市立紀伊小学校

　豊浜町 　豊浜町立豊浜小学校 　観音寺市立豊浜小学校
　観音寺市立観音寺中学校 　観音寺市立観音寺中学校
　観音寺市立中部中学校 　観音寺市立中部中学校
　観音寺市立伊吹中学校 　観音寺市立伊吹中学校

　大野原町 　大野原町立大野原中学校 　観音寺市立大野原中学校
　豊浜町 　豊浜町立豊浜中学校 　観音寺市立豊浜中学校

　観音寺市立観音寺幼稚園 　観音寺市立観音寺幼稚園
　観音寺市立高室幼稚園 　観音寺市立高室幼稚園
　観音寺市立常磐幼稚園 　観音寺市立常磐幼稚園
　観音寺市立柞田幼稚園 　観音寺市立柞田幼稚園
　観音寺市立豊田幼稚園 　観音寺市立豊田幼稚園
　観音寺市立一ノ谷幼稚園 　観音寺市立一ノ谷幼稚園

　大野原町 　大野原町立大野原幼稚園 　観音寺市立大野原幼稚園
　豊浜町 　豊浜町立豊浜幼稚園 　観音寺市立豊浜幼稚園

　観音寺市学校給食センター 　観音寺市学校給食センター
　観音寺市伊吹学校給食センター 　観音寺市伊吹学校給食センター

　大野原町 　大野原町学校給食センター 　観音寺市大野原学校給食センター
　豊浜小学校給食調理場 　観音寺市豊浜小学校給食調理場
　豊浜中学校給食調理場 　観音寺市豊浜中学校給食調理場

　観音寺市 　観音寺市立図書館 　観音寺市立中央図書館
　大野原町 　観音寺市立大野原図書館
　豊浜町 　豊浜町立図書館 　観音寺市立豊浜図書館

　　図書館

　　幼稚園
　観音寺市

　観音寺市

　　給食センター

　豊浜町

　　中学校
　観音寺市

◎公の施設の名称

　　小学校

　観音寺市

　大野原町
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区　　分 市　町　名 現在の名称 新市移行後の名称
　観音寺市中央公民館 　観音寺市中央公民館　
　観音寺市高室公民館 　観音寺市高室公民館
　観音寺市常磐公民館 　観音寺市常磐公民館
　観音寺市柞田公民館 　観音寺市柞田公民館
　観音寺市木之郷公民館 　観音寺市木之郷公民館
　観音寺市粟井公民館 　観音寺市粟井公民館
　観音寺市豊田公民館 　観音寺市豊田公民館
　観音寺市一ノ谷公民館 　観音寺市一ノ谷公民館
　観音寺市伊吹公民館 　観音寺市伊吹公民館
　観音寺市観音寺東公民館 　観音寺市観音寺東公民館
　観音寺市観音寺南公民館 　観音寺市観音寺南公民館
　観音寺市観音寺西公民館 　観音寺市観音寺西公民館
　大野原町中央公民館 　観音寺市大野原中央公民館
　萩原公民館 　　　　　〃　　　　　　 　萩原公民館（分館）
　五郷公民館 　　　　　〃　　　　　 　　五郷公民館（分館）
　紀伊公民館 　　　　　〃　　　　　 　　紀伊公民館（分館）
　中姫公民館 　　　　　〃　　　　　 　　中姫公民館（分館）

　豊浜町 　豊浜町立中央公民館 　観音寺市豊浜中央公民館
　観音寺共同福祉施設 　観音寺市観音寺共同福祉施設
　観音寺市働く婦人の家 　観音寺市働く婦人の家
　観音寺市伊吹開発総合センター 　観音寺市伊吹開発総合センター
　観音寺市少年育成センター 　観音寺市少年育成センター
　観音寺市郷土資料館 　観音寺市観音寺郷土資料館

　観音寺市有明ふれあい海岸施設 　観音寺市有明ふれあい海岸施設
　観音寺市立総合体育館 　観音寺市立総合体育館
　観音寺市キャンプサイト 　観音寺市少年育成キャンプサイト
　大野原町少年育成センター 　大野原少年育成担当（大野原分室）
　大野原町農業者トレーニングセンター 　観音寺市大野原農業者トレーニングセンター
　大野原会館 　観音寺市立大野原会館
　大野原町勤労青少年ホーム 　観音寺市勤労青少年ホーム
　大野原町中央集会場 　観音寺市大野原中央集会場

　豊浜町少年育成センター 　豊浜少年育成担当（豊浜分室）
　豊浜町民体育館 　観音寺市立豊浜体育館
　豊浜町民野球場 　観音寺市立豊浜野球場
　豊浜町南部広場 　観音寺市立豊浜南部広場
　高須賀多目的広場 　観音寺市豊浜高須賀多目的広場
　豊浜町トレーニングセンター 　観音寺市立豊浜トレーニングセンター
　豊浜町郷土資料館 　観音寺市豊浜郷土資料館

　　生涯学習施設

　観音寺市

　大野原町

　豊浜町

　大野原町

　観音寺市

　　公民館

◎公の施設の名称
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区　　分 市　町　名 現在の名称 新市移行後の名称
　観音寺市立東保育所 　観音寺市立東保育所
　観音寺市立西保育所 　観音寺市立西保育所
　観音寺市立粟井保育所 　観音寺市立粟井保育所
　観音寺市立伊吹保育所 　観音寺市立伊吹保育所

　大野原町 　大野原町立大野原保育所 　観音寺市立大野原保育所
　豊浜町 　豊浜町立豊浜保育所 　観音寺市立豊浜保育所

　観音寺市立あさひの家 　観音寺市立あさひの家
　観音寺市立老人憩の家　琴陽館 　観音寺市立老人憩の家　琴陽館

　観音寺市ふれあい文化センター 　観音寺市ふれあい文化センター
　大野原町総合福祉会館 　観音寺市大野原福祉会館
　　（大野原町老人福祉センター） 　　（観音寺市大野原老人福祉センター）
　　（大野原町コミュニティセンター） 　　（観音寺市大野原コミュニティセンター）

　観音寺市大野原こどもセンター
　観音寺市大野原ふれあい会館紀伊

　健康交流施設「おおのはら」 　観音寺市健康交流施設「おおのはら」

　大野原町やすらぎ工房 　観音寺市大野原やすらぎ工房
　豊浜町福祉会館 　観音寺市豊浜福祉会館
　　（豊浜町老人福祉センター） 　　（観音寺市豊浜老人福祉センター）
　　（豊浜町母子健康センター） 　　（観音寺市豊浜母子健康センター）
　　（豊浜町児童会館） 　　（観音寺市豊浜児童館）
　豊浜町老人介護支援センター 　観音寺市豊浜老人介護支援センター

　観音寺市 　観音寺市保健センター 　観音寺市保健センター

　大野原町 　大野原町いきいきセンター 　大野原いきいきセンター
　観音寺市 　観音寺市民会館 　観音寺市民会館

　大野原町産業展示館 　観音寺市大野原産業展示館

　大野原町交流センター 　観音寺市大野原交流センター
　大野原町高齢者等活性化センター 　観音寺市大野原高齢者等活性化センター
　大野原町花稲研修センター 　観音寺市花稲研修センター
　豊浜町コミュニティセンター 　観音寺市豊浜コミュニティセンター
　豊浜町豊浜公会堂 　観音寺市豊浜公会堂
　豊浜町ふれあい会館 　観音寺市豊浜ふれあい会館
　観音寺衛生センター 　観音寺市衛生センター
　観音寺市伊吹清掃センター 　観音寺市伊吹クリーンセンター

　大野原町 　観音寺市大野原一般廃棄物最終処分場
　豊浜町 　豊浜町墓地公園 　観音寺市豊浜墓地公園

　　環境衛生施設
　観音寺市

　　保健衛生施設

　豊浜町

　大野原町
　　住民施設

　　保育所
　観音寺市

　　社会福祉施設

　観音寺市

　大野原町

　豊浜町
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◎公の施設の名称



区　　分 市　町　名 現在の名称 新市移行後の名称
　観音寺市三本松火葬場 　観音寺市三本松火葬場
　観音寺市伊吹火葬場 　観音寺市伊吹火葬場

　大野原町 　大野原町火葬場 　観音寺市大野原火葬場
　豊浜町 　豊浜町火葬場 　観音寺市豊浜火葬場

　　診療所 　観音寺市 　観音寺市国民健康保険伊吹診療所 　観音寺市国民健康保険伊吹診療所
　観音寺市営住宅　 　観音寺市営住宅　
 　 見卓団地  　 見卓団地
　　一ノ谷団地 　　一ノ谷団地
　　山田団地 　　山田団地

　　黒渕団地 　　黒渕団地
　　三谷団地 　　三谷団地
　　宮下団地 　　宮下団地
　　下津団地 　　下津団地
　　池之尻団地 　　池之尻団地
　　東丸山団地 　　東丸山団地
　　高屋団地 　　高屋団地
　　明星団地 　　明星団地
　　大池団地 　　大池団地

　大野原町営住宅
　　大鞘西団地 　　大鞘西団地
　豊浜町営住宅
　　第15号住宅（本町） 　　緑ヶ丘団地
　　第16号住宅（岡) 　　荒神面団地
　　第17号住宅（本町） 　　朝日ヶ丘団地
　　第18号住宅（東浜）
　　第19号住宅（東浜） 　　東浜団地
　　第20号住宅（東浜）
　　第21号住宅（宮の後） 　　宮の後団地
　第22号住宅（中の町） 　　中之町団地
　第23号住宅（道溝） 　　道溝東団地
　第23号住宅（道溝)（特賃)

　　火葬場
　観音寺市
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◎公の施設の名称

　豊浜町

　　住　宅

　観音寺市

　大野原町



区　　分 市　町　名 現在の名称 新市移行後の名称
　観音寺市中央児童公園 　観音寺市中央児童公園
　観音寺市見卓公園 　観音寺市見卓公園
　観音寺市角の町小公園 　観音寺市角の町小公園
　観音寺市元町広場 　観音寺市元町広場
　観音寺市宮の元地区公園 　観音寺市宮の元地区公園
　観音寺市山田ふれあい緑地 　観音寺市山田ふれあい緑地
　観音寺市ひがし児童公園 　観音寺市ひがし児童公園
　観音寺市三本松近隣公園 　観音寺市三本松近隣公園
　観音寺市観音寺小公園 　観音寺市観音寺小公園
　観音寺市三本松遊園地 　観音寺市三本松遊園地
　観音寺市北条地区公園 　観音寺市北条地区公園
　観音寺市山田児童公園 　観音寺市山田児童公園
　観音寺市三本松緑地 　観音寺市三本松緑地
　観音寺市街角広場 　観音寺市街角広場
　観音寺市駅南広場 　観音寺市駅南広場
　観音寺市ニッシン前園地 　観音寺市ニッシン前園地
　大野原町萩の丘公園 　観音寺市萩の丘公園
　大野原町簡易宿泊施設 　　　　　〃　　　　　簡易宿泊施設
　大野原町テニスコート 　　　　　〃　　　　　テニスコート

　大野原町こどもゲレンデ 　　　　　〃　　　　　こどもゲレンデ
　大野原町多目的広場 　　　　　〃　　　　　多目的広場
　大野原町萩の丘公園キャンプ場 　　　　　〃　　　　　キャンプ場

　大野原町中央公園 　観音寺市大野原中央公園
　大野原町豊稔池遊水公園 　観音寺市豊稔池遊水公園
　雲辺寺ヶ原史跡広場 　観音寺市雲辺寺ヶ原史跡広場
　一の宮公園 　観音寺市一の宮公園
　高須賀夕映え公園 　観音寺市高須賀夕映え公園
　台山農村公園 　観音寺市台山農村公園
　大谷やすらぎ公園 　観音寺市大谷やすらぎ公園

　大野原町 　大野原町五郷活性化センター 　観音寺市五郷活性化センター
　豊浜南部集会所 　豊浜南部集会所　　　観音寺市多目的集会施設
　豊浜西部集会所 　豊浜西部集会所
　豊浜町ちょうさ会館 　観音寺市ちょうさ会館

　みちの駅「とよはま」 　みちの駅「とよはま」

　農林施設
　豊浜町

　観音寺市

　　公　園

　豊浜町

　大野原町

◎公の施設の名称
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　豊浜町　地域振興


