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行政系施設

横手市役所本庁舎 横手 S63 長寿 改修

条里北庁舎（消防本部・横手消防署） 横手 H5 長寿

条里南庁舎 横手 S59 長寿

山内庁舎 山内 H25 長寿

増田庁舎（増田図書館含） 増田 S57 長寿 改修

十文字庁舎 十文字 R2 長寿 建替 建替 建替

平鹿庁舎（平鹿図書館含） 平鹿 H29 長寿

雄物川庁舎 雄物川 R2 長寿 建替 建替 建替

大森庁舎 大森 S51 長寿

大雄庁舎 大雄 S62 長寿

消防署山内分署（山内庁舎と合築） 山内 H25 長寿

消防署南分署 増田 H30 長寿 新築

消防署西分署 雄物川 Ｒ1 長寿 新築

消防署平鹿分署（平鹿庁舎と合築） 平鹿 H29 長寿

横手防災センター 横手 H5 長寿

寿町コミュニティ消防センター 横手 H3 長寿

平城コミュニティ消防センター 横手 H8 長寿

中里ポンプ置場 横手 S40 長寿

横手第4分団第3部ポンプ小屋 横手 H3 長寿

横手第5分団第1部ポンプ小屋 横手 H3 長寿

横手第5分団第5部ポンプ小屋 横手 S40 長寿

横手第5分団第3部ポンプ小屋 横手 T9 長寿

横手第5分団第2部ポンプ小屋 横手 H1 長寿

横手第5分団第4部ポンプ小屋 横手 S62 長寿

横手第3分団第1部ポンプ小屋 横手 S63 長寿

横手第3分団第2部ポンプ小屋（旧3－3） 横手 Ｒ1 長寿 建替

横手第7分団第1部ポンプ小屋 横手 S61 長寿

横手第7分団第3部ポンプ小屋（01） 横手 H20 長寿

横手第7分団第2部ポンプ小屋 横手 H20 長寿

横手第7分団第4部ポンプ小屋 横手 H28 長寿 建替

横手第2分団第3部ポンプ小屋 横手 H2 長寿

横手第8分団第1部ポンプ小屋 横手 H30 長寿 建替

横手第8分団第5部ポンプ小屋 横手 S63 長寿

横手第8分団第3部ポンプ小屋 横手 S61 長寿

横手第8分団第4部ポンプ小屋 横手 S31 長寿

横手第4分団第1部ポンプ小屋 横手 S60 長寿

横手第4分団第5部ポンプ小屋 横手 H1 長寿

横手第4分団第2部ポンプ小屋 横手 S61 長寿

横手第4分団第4部ポンプ小屋 横手 S57 長寿

横手第4分団ポンプ小屋 横手 S45 廃止 解体

横手第6分団第1部ポンプ小屋 横手 S58 長寿

横手第6分団第3部ポンプ小屋 横手 H25 長寿

横手第6分団第2部ポンプ小屋 横手 S62 長寿

横手第6分団第4部ポンプ小屋 横手 S63 長寿

横手第8分団第2部ポンプ小屋 横手 H2 長寿

山内第1分団第1部消防ポンプ車車庫 山内 H4 長寿

山内第1分団第3部消防ポンプ車車庫 山内 H5 長寿

山内第1分団第2部消防ポンプ車車庫 山内 H5 長寿

山内第3分団第1部消防ポンプ車車庫 山内 H6 長寿

山内第3分団第3部消防ポンプ車車庫 山内 S40 長寿

山内第3分団第2部消防ポンプ車車庫 山内 H5 長寿

山内第2分団第1部消防ポンプ車車庫 山内 H10 長寿

山内第2分団第3部消防ポンプ車車庫 山内 H8 長寿

山内第2分団第2部消防ポンプ車車庫 山内 H2 長寿

山内第4分団第1部消防ポンプ車車庫 山内 H3 長寿

山内第4分団第3部消防ポンプ車車庫 山内 H1 長寿

山内第4分団第2部消防ポンプ車車庫 山内 S40 長寿

増田消防ポンプ置場第1分団1部 増田 S30 長寿

増田消防ポンプ置場第1分団3部 増田 H19 長寿

増田消防ポンプ置場第1分団2部 増田 H19 長寿

増田消防ポンプ置場第1分団4部 増田 S30 長寿

増田消防ポンプ置場第3分団1-1 増田 S30 長寿

増田消防ポンプ置場第3分団1-3 増田 H19 長寿

増田消防ポンプ置場第3分団1-2 増田 H23 長寿

増田消防ポンプ置場第3分団1-4 増田 H7 長寿

増田消防ポンプ置場第3分団3-1 増田 S30 長寿 建替

増田消防ポンプ置場第3分団3-2 増田 S30 長寿

増田消防ポンプ置場第3分団4-1 増田 H19 長寿

増田消防ポンプ置場第3分団4-3 増田 S30 長寿

増田消防ポンプ置場第3分団4-2 増田 S30 長寿

増田消防ポンプ置場第2分団1部 増田 H24 長寿

増田消防ポンプ置場第2分団3部 増田 H23 長寿

増田消防ポンプ置場第2分団2部 増田 H22 長寿

増田消防ポンプ置場第2分団4部 増田 S30 長寿

増田消防ポンプ置場第4分団1-1 増田 S30 長寿 建替

増田消防ポンプ置場第4分団1-2 増田 H22 長寿
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増田消防ポンプ置場第4分団3-1 増田 H26 長寿

増田消防ポンプ置場第4分団3-2 増田 S30 長寿

増田消防ポンプ置場第4分団2-1 増田 H17 長寿

増田消防ポンプ置場第4分団2-2 増田 S30 長寿

十文字防災センター 十文字 H11 長寿

十文字第1分団第1部十文字新田消防倉庫 十文字 H20 長寿

十文字第1分団第9部梨木消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第1分団第5部仁井田消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第1分団第3部新関消防倉庫 十文字 S61 長寿

十文字第1分団第7部腕越消防倉庫 十文字 S44 長寿

十文字第1分団第2部新古内消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第1分団第8部佐吉開消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第1分団第4部古内消防倉庫 十文字 H24 長寿

十文字第1分団第6部1上仁井田消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第1分団第6部2麻当開消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第3分団自動車ポンプ置場車庫 十文字 S40 長寿

十文字第3分団第1部本村消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第3分団第5部二ツ橋消防倉庫 十文字 H1 長寿

十文字第3分団第3部越前消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第3分団第7部沼尻消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第3分団第4部羽場消防倉庫 十文字 H20 長寿

十文字第3分団第6部志摩消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第2分団第1部八兵ヱ丁消防倉庫 十文字 S51 長寿

十文字第2分団第9部田屋消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第2分団第5部新処消防倉庫 十文字 H25 長寿

十文字第2分団第7部住吉消防倉庫 十文字 S40 長寿 建替

十文字第2分団第2部学校通り消防倉庫 十文字 H6 長寿

十文字第2分団第8部柳原消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第2分団第4部能平喜消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第2分団第6部荒田目消防倉庫 十文字 H21 長寿

十文字第4分団自動車ポンプ置場車庫 十文字 S30 長寿

十文字第4分団第1部1川前消防倉庫 十文字 H28 統合 統合

十文字第4分団第1部2館前消防倉庫 十文字 S40 統合 統合

十文字第4分団第9部下村消防倉庫 十文字 H22 長寿

十文字第4分団第5部福島消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第4分団第3部下今泉消防倉庫 十文字 H21 長寿

十文字第4分団第10部別明消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第4分団第7部左馬消防倉庫 十文字 S40 長寿

十文字第4分団第2部中村消防倉庫 十文字 H20 長寿

十文字第4分団第8部根木場消防倉庫 十文字 H23 長寿

十文字第4分団第4部真角消防倉庫 十文字 H27 長寿

十文字第4分団第6部荊島消防倉庫 十文字 S40 長寿

平鹿防災センター 平鹿 H12 長寿

醍醐消防自動車ポンプ置場 平鹿 S44 長寿

醍醐消防自動車ポンプ置場倉庫 平鹿 S57 廃止

平鹿石成消防ポンプ小屋 平鹿 H12 長寿

平鹿沖田消防ポンプ小屋 平鹿 H13 長寿

平鹿釜ノ川消防ポンプ小屋 平鹿 H14 長寿

平鹿十五野消防ポンプ小屋 平鹿 H14 長寿

平鹿新平川消防ポンプ小屋 平鹿 H12 長寿

平鹿甚平消防ポンプ小屋 平鹿 H11 長寿

平鹿高口消防ポンプ小屋 平鹿 H12 長寿

平鹿中清水消防ポンプ小屋 平鹿 H11 長寿

平鹿中山消防ポンプ小屋 平鹿 H14 長寿

平鹿野々助消防ポンプ小屋 平鹿 H17 長寿

平鹿萩ノ目消防ポンプ小屋 平鹿 H14 長寿

平鹿蛭野消防ポンプ小屋 平鹿 H13 長寿

平鹿深間内消防ポンプ小屋 平鹿 H14 長寿

平鹿三嶋消防ポンプ小屋 平鹿 H12 長寿

平鹿都消防ポンプ小屋 平鹿 H13 長寿

平鹿吉田荒処消防ポンプ小屋 平鹿 H13 長寿

雄物川第1分団第1部下川原消防器具置場 雄物川 H12 統減

雄物川第1分団第1部中島消防器具置場 雄物川 S54 長寿

雄物川第1分団第1部八卦消防器具置場 雄物川 S39 長寿

雄物川第1分団第5部狼沢消防器具置場 雄物川 H25 維持

雄物川第1分団第5部矢神消防器具置場 雄物川 S54 長寿

雄物川第1分団第3部石塚消防器具置場 雄物川 S61 長寿

雄物川第1分団第2部今宿消防器具置場 雄物川 H20 長寿

雄物川第1分団第2部郷消防器具置場 雄物川 H22 維持

雄物川第1分団第2部高花消防器具置場 雄物川 H26 維持

雄物川第1分団第4部大塚消防器具置場 雄物川 S32 長寿

雄物川第1分団第4部又兵衛消防器具置場 雄物川 S57 維持

雄物川第1分団第6部二井山消防器具置場 雄物川 T4 長寿

雄物川第1分団第6部水沢消防器具置場 雄物川 S39 維持

雄物川第5分団第1部上ノ山消防器具置場 雄物川 S63 統減

雄物川第5分団第1部坂ノ下消防器具置場 雄物川 S30 統減

雄物川第5分団第2部岩瀬消防器具置場 雄物川 H27 長寿

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間
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雄物川第5分団第2部大沢消防器具置場3 雄物川 S51 長寿

雄物川第5分団第2部大沢消防器具置場2 雄物川 H10 長寿

雄物川第3分団第3部上西野消防器具置場2 雄物川 H13 長寿

雄物川第3分団第2部柏木消防器具置場 雄物川 H3 長寿

雄物川第3分団第2部道地消防器具置場 雄物川 S40 長寿

雄物川第3分団第2部三ツ屋消防器具置場 雄物川 H23 維持

雄物川第3分団第4部下西野消防器具置場 雄物川 S59 長寿

雄物川第3分団第4部常野消防器具置場 雄物川 H14 維持

雄物川第2分団第1部東里消防器具置場 雄物川 H4 長寿

雄物川第2分団第1部東槻消防器具置場 雄物川 S62 長寿

雄物川第2分団第5部下谷地消防器具置場 雄物川 S34 維持

雄物川第2分団第5部中村消防器具置場 雄物川 S52 長寿

雄物川第2分団第3部旭松消防器具置場 雄物川 H27 長寿

雄物川第2分団第2部桑木消防器具置場 雄物川 S36 長寿 建替

雄物川第2分団第4部沼田消防器具置場 雄物川 S52 長寿

雄物川第4分団第1部薄井消防器具置場 雄物川 S57 長寿

雄物川第4分団第1部小出消防器具置場 雄物川 S37 統減

雄物川第4分団第3部下開消防器具置場 雄物川 H24 長寿

雄物川第4分団第2部船沼消防器具置場 雄物川 H1 長寿

雄物川第4分団第4部上大見内消防器具置場 雄物川 Ｈ29 長寿

雄物川第4分団第4部下大見内消防器具置場 雄物川 S43 統減 統減

雄物川沼館消防ポンプ置場 雄物川 H30 長寿

雄物川新道消防ポンプ置場 雄物川 H30 長寿

第一分団大町班消防器具置き場 大森 S55 長寿

第一分団峠町班消防器具置き場 大森 H21 長寿

第一分団本郷班消防器具置き場 大森 S38 長寿

第九分団板井田班消防器具置き場 大森 S50 長寿

第九分団下田班消防器具置き場 大森 S53 長寿

第九分団平野班消防器具置き場 大森 S45 長寿

第五分団大平班消防器具置き場 大森 S40 長寿

第五分団中ノ又班消防器具置き場 大森 S40 長寿

第五分団前田班消防器具置き場 大森 H6 長寿

第五分団屋敷台班消防器具置き場 大森 S40 長寿

第三分団極楽寺班消防器具置き場 大森 S40 長寿

第三分団猿田班消防器具置き場 大森 H5 長寿

第三分団中野班消防器具置き場 大森 S54 長寿

第三分団昼川班消防器具置き場 大森 S55 長寿

第三分団武道班消防器具置き場 大森 S59 長寿

第三分団松原班消防器具置き場 大森 S43 長寿

第三分団横沢班消防器具置き場 大森 S49 長寿

第十分団金井神班消防器具置き場 大森 H4 長寿

第十分団小屋ノ沢班消防器具置き場 大森 S40 長寿

第十分団矢走班消防器具置き場 大森 H27 長寿

第七分団神成班消防器具置き場 大森 H12 長寿

第七分団袴形班消防器具置き場 大森 H11 長寿

第二分団五日町班消防器具置き場 大森 H9 長寿

第二分団菅生田班消防器具置き場 大森 Ｒ1 長寿 建替

第二分団八日町班消防器具置き場 大森 S54 長寿

第八分団境田班消防器具置き場 大森 H26 長寿

第八分団松田班消防器具置き場 大森 H11 長寿

第四分団太田班消防器具置き場 大森 H16 長寿

第四分団小山班消防器具置き場 大森 S56 長寿

第六分団十日町班消防器具置き場 大森 H15 長寿

大雄第3分団第1部第1班消防ポンプ置き場（折橋）（旧婦人消防会館） 大雄 H4 統合 建替・統合

大雄第1分団第1部第1班消防ポンプ置き場（宮丁） 大雄 S55 統合 改修 統合

大雄第1分団第1部第2班消防ポンプ置き場（藤巻） 大雄 H1 統減 統減・解体

大雄第1分団第1部第1班消防ポンプ置き場（中島） 大雄 S48 統減 統減・譲渡

大雄第1分団第2部第2班消防ポンプ置き場（東桜森） 大雄 S48 統減 統減・解体

大雄第1分団第2部第2班消防ポンプ置き場（三村）《移設前施設》 大雄 S54 譲渡 譲渡

大雄第1分団第2部第2班消防ポンプ置き場（三村）《移設後施設》 大雄 統合 移設・統合

大雄第1分団第2部第1班消防ポンプ置き場（四津屋） 大雄 S55 長寿

大雄第1分団第1部第2班消防ポンプ置き場（田町） 大雄 H4 統合 建替・統合

大雄第3分団第1部第1班消防ポンプ置き場（新町） 大雄 H4 統減 統減・解体

大雄第3分団第1部第1班消防ポンプ置き場（耳取） 大雄 H8 統減 統減・譲渡

大雄第3分団第2部第1班消防ポンプ置き場（大慈寺谷地） 大雄 S56 統減

大雄第3分団第2部第1班消防ポンプ置き場（野崎） 大雄 H24 統合 改修

大雄第3分団第2部第1班消防ポンプ置き場（乗阿気） 大雄 S48 統減

大雄第2分団第1部第1班消防ポンプ置き場（精兵村） 大雄 S54 長寿

大雄第2分団第1部第2班消防ポンプ置き場（根田谷地） 大雄 S48 長寿

大雄第2分団第2部第2班消防ポンプ置き場（一ノ関） 大雄 S57 統合 建替・統合

大雄第2分団第2部第2班消防ポンプ置き場（桜森） 大雄 S48 統減 統減・譲渡

大雄第2分団第2部第1班消防ポンプ置き場（八柏） 大雄 Ｒ1 統合 建替

大雄第2分団第2部第1班消防ポンプ置き場（上田村） 大雄 S60 統減

横手下三枚橋水防倉庫 横手 H5 長寿

横手館水防倉庫 横手 H2 長寿

増田町八木字屋布合地区　水防倉庫 増田 S27 譲渡 譲渡

大雄阿気地区　水防倉庫                         大雄 H3 長寿

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

3
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後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

横手地域局道路管理センター（防雪センター） 横手 S46 長寿

横手地域局道路管理センター（防雪センター）赤坂車庫 横手 S63 長寿

よこてイースト管理事務所棟 横手 H22 長寿

美術品収蔵庫 横手 S61 長寿

横手観光事業用倉庫（01） 横手 H9 維持

横手観光事業用倉庫（02） 横手 H9 維持

横手シルバー人材センター貸付 横手 S53 譲渡 譲渡

勤労者等福祉施設　いっぷく館 横手 S50 廃止 解体

農林部倉庫（旧大豆センター） 横手 S53 廃止

市史編さん室　 横手 S47 維持

二葉町バス用車庫 横手 H10 維持

山内黒沢除雪ステーション 山内 H17 長寿

山内除雪ステーション 山内 S50 統合

山内三又除雪ステーション 山内 H17 長寿

第2除雪ステーション 山内 H15 長寿

山内ゴミ収集車庫 山内 H4 長寿

旧大松川ダム事務所 山内 H13 廃止

山内林道機械保管庫 山内 S53 維持

山内小学校スクールバス車庫 山内 H2 長寿

吉野除雪車車庫 増田 H3 維持

増田地域局道路管理センター 増田 H7 長寿

増田（スクールバス車庫） 増田 H13 長寿

十文字地域維持課機械センター 十文字 S45 長寿

十文字建設課技能員詰所（一部車庫） 十文字 H16 長寿

十文字建設機械格納庫 十文字 H16 長寿

十文字地域局バス車庫 十文字 S46 長寿

平鹿道路管理センター 平鹿 H11 長寿

平鹿地域局倉庫 平鹿 S51 維持

平鹿交通指導車車庫 平鹿 S58 維持

平鹿資材置場 平鹿 S53 廃止

平鹿バス車庫 平鹿 S54 長寿

吉田スクールバス車庫 平鹿 H9 長寿

大森地域局　除雪車車庫 大森 S56 長寿

除雪機械格納庫（白山） 大森 H9 長寿

大森地域局　駐車場・車庫 大森 S52 長寿

特別豪雪地帯克雪管理センター（旧前田保育所） 大森 S53 廃止
廃止
解体

山下記念館（倉庫） 大森 S52 維持

松原団地共同倉庫 大森 S49 譲渡 譲渡

オペレーションセンター 大雄 S63 長寿

大雄ふるさとセンター2号館（旧公民館） 大雄 H4 長寿

旧大雄分署倉庫（バス車庫） 大雄 S47 維持

旧大雄分署庁舎（バス車庫） 大雄 S47 維持

横手消防団第2分団第2部消防ポンプ置場 横手 H28 長寿

朝倉小学校 横手 S57 長寿

旭小学校 横手 S58 長寿 改修 改修 改修

栄小学校　 横手 H5 長寿

横手南小学校 横手 H3 長寿

横手北小学校 横手 H27 長寿

山内小学校 山内 H1 長寿

増田小学校 増田 S61 長寿

植田小学校 十文字 H2 統減 統減

十文字第一小学校 十文字 S52 統減 統減

十文字第二小学校（Ｒ2閉校予定） 十文字 H7 長寿

睦合小学校 十文字 S47 統減 統減

浅舞小学校 平鹿 S62 長寿 改修 改修

醍醐小学校 平鹿 S55 長寿

吉田小学校 平鹿 S55 長寿

雄物川小学校 雄物川 H26 長寿

大森小学校（校舎他9棟分） 大森 S63 長寿

大雄小学校 大雄 H4 長寿

横手南中学校 横手 S49 統合 改修 統合

横手北中学校 横手 H24 長寿

山内中学校 山内 H21 統減 統減

増田中学校 増田 S47 長寿 改修 改修 改修

十文字中学校 十文字 S62 長寿

平鹿中学校 平鹿 H8 長寿 改修 改修

横手明峰中学校 大雄 H22 長寿

朝倉小学校バス待避所 横手 S58 長寿

朝倉小学校バス待合室 横手 S58 長寿

山内新処スクールバス待合室 山内 H5 維持

山内筏スクールバス待合室 山内 H5 維持

山内大畑スクールバス待合室 山内 H3 維持

山内大平スクールバス待合室 山内 H6 維持

山内落合スクールバス待合室 山内 H3 維持

山内甲下タ村スクールバス待合室 山内 H9 維持

山内甲・松沢スクールバス待合室 山内 H9 維持

学校教育系施設

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

4



28 29 30 R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

山内上筏スクールバス待合室 山内 H6 維持

山内上黒沢スクールバス待合室 山内 H3 維持

山内上長瀞スクールバス待合室 山内 H4 維持

山内小松川スクールバス待合室 山内 H3 維持

山内李原スクールバス待合室 山内 H3 維持

山内下黒沢スクールバス待合室 山内 H4 維持

山内下南郷スクールバス待合室 山内 H5 維持

山内中黒沢スクールバス待合室 山内 H4 維持

山内中南郷スクールバス待合室 山内 H4 維持

山内畑南郷スクールバス待合室 山内 H4 維持

山内武道スクールバス待合室 山内 H5 維持

横手学校給食センター（新） 横手 H25 長寿

平鹿学校給食センター 平鹿 H10 長寿

雄物川学校給食センター 雄物川 H7 長寿

大森学校給食センター 大森 H10 長寿

山内診療所 山内 S52 長寿 改修

山内三又診療所 山内 S54 維持

増田町診療所 増田 S28 長寿

大町ポンプ場 横手 S60 長寿

上内町ポンプ場 横手 S59 長寿

蛇ノ崎ポンプ場 横手 H14 長寿

本郷ポンプ場 横手 H19 長寿

一本木簡易水道組合ポンプ置場 横手 S56 譲渡 譲渡

平柳地区消雪用揚水ポンプ 大雄 S62 譲渡

大雄字三村地区　槻の木団地ポンプ　　　　　 大雄 H3 譲渡

赤坂地区水質障害対策処理施設 横手 H5 維持

吉乃鉱山坑廃水処理施設 増田 S60 長寿

五十田団地排水処理施設 平鹿 H9 長寿

死亡獣畜保冷施設 平鹿 S54 長寿 修繕

ペットボトル等処理センター 横手 H12 維持

横手衛生センター 横手 H7 長寿

南東地区最終処分場 平鹿 H9 長寿

雄物川衛生センター 雄物川 S60 統減

西部地区最終処分場 大森 H4 維持

東部斎場 横手 H17 長寿

前郷墓園 横手 S50 長寿

南部斎場 増田 H13 長寿

十文字墓園　聖安公園 十文字 S53 長寿

西部斎場 雄物川 H1 長寿

クリーンプラザよこて 横手 H28 長寿

県南愛児園　ドリームハウス 横手 H8 譲渡 譲渡

母子生活支援施設　横手市サンハイム 横手 S64 譲渡 譲渡

横手市高齢者センター 横手 H2 維持

山内ほっとパレス　ゆうらく館 山内 H4 譲渡 譲渡

増田町　老人憩の家 増田 S37 維持

十文字町健康福祉センター（在宅介護支援センター） 十文字 H9 譲渡 譲渡

十文字農家高齢者創作館 十文字 S51 複減 複減

十文字町　幸福会館 十文字 S53 複減 複減

平鹿農家高齢者創作館 平鹿 S54 譲渡 譲渡

平鹿町ゆとり館（社会福祉協議会　平鹿福祉センター） 平鹿 H5 維持

養護老人ホーム　ひらか荘 平鹿 S50 廃止 廃止

学童保育施設「にこにこキッズ雄物川Ⅲ（旧雄物川在宅介護支援センター） 雄物川 H12 長寿

雄物川町老人憩の家　和楽苑 雄物川 S48 廃止 解体

大森町生きがい創作館 大森 S63 長寿 改修

大森町高齢者生活支援ハウス 大森 H16 長寿

大森町指定通所介護事業所 大森 H16 長寿

介護老人保健施設老健おおもり 大森 H9 長寿

健康の丘居宅支援センター　森の家 大森 H16 長寿

特別養護老人ホーム　白寿園 大森 S58 長寿

大雄地域福祉センター 大雄 H4 維持

障害者支援施設　ひまわり社 横手 S54 複減 解体

障害者支援施設　大和更生園 大雄 S53 譲渡

障害者支援施設　ユー・ホップハウス 大雄 H8 譲渡

横手保健センター（すこやか横手） 横手 H6 長寿

雄物川保健センター 雄物川 S61 長寿

大森町高齢者等保健福祉センター 大森 H10 長寿

さんない保育園 山内 H14 譲渡 譲渡

増田町総合子育て支援施設（ますだ保育園） 増田 H17 譲渡 譲渡

学童保育なかよし4（旧植田保育所） 十文字 H1 長寿

十文字保育所 十文字 H12 譲渡 譲渡

十文字保育所（増築部分） 十文字 H21 譲渡 譲渡

三重保育所 十文字 S43 廃止 廃止

川西保育所 大森 H18 譲渡 譲渡

医療施設

供給処理施設

保健・福祉施設

子育て支援施設

設備改修検討期間

設備改修検討期間

大規模改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間
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後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

朝日が丘児童センター 横手 H5 長寿 修繕

学童保育施設　児童クラブ「あさくら」 横手 H21 長寿

学童保育施設「にこにこキッズ雄物川」 雄物川 H26 長寿

大森町　子どもと老人のふれあいセンター 大森 H1 長寿

学童保育「おおもり」 大森 H21 長寿

学童保育施設「大雄子どもセンター」 大雄 H26 長寿

げんキッズよこてきた 横手 H27 長寿

市営住宅　赤谷地住宅　 横手 S48 維持

市営住宅　郷士館住宅　 横手 S45 維持

市営住宅　七日市住宅　 横手 S56 長寿 改修

市営住宅　南朝日が丘住宅 横手 S57 長寿 改修 改修

市営住宅　南朝日が丘住宅セカンド（Ⅰ、Ⅱ）　 横手 S63 長寿 改修

市営住宅　南町住宅　 横手 S54 長寿 改修

市営住宅　吉沢住宅　 横手 S53 維持

定住促進住宅　南相野々住宅 山内 H17 維持

ニュータウンいわせ（特定公共賃貸住宅　ニュータウンいわせ） 山内 H8 維持

市営住宅　月山団地 増田 H4 維持

市営住宅　下川原団地 増田 S60 維持

市営住宅　田町団地（特定公共賃貸住宅　田町団地） 増田 H15 維持

市営住宅　二本杉団地 増田 S50 維持

市営住宅　増田新町団地 増田 S63 維持

市営住宅　町東団地 増田 S51 維持

市営住宅　石神団地 増田 S45 廃止 廃止

市営住宅　旭団地 十文字 H17 維持

市営住宅　上掵住宅 十文字 S46 維持

市営住宅　十五野住宅 十文字 S50 維持

市営住宅　山道住宅 十文字 S44 廃止 廃止

十文字西原住宅 十文字 S46 維持

市営住宅　五十田団地（特定公共賃貸住宅　五十田団地） 平鹿 H9 維持

市営住宅　諏訪野団地 平鹿 H2 維持

市営住宅　醍醐団地 平鹿 H18 維持

市営住宅　第二道川団地 平鹿 S48 維持

市営住宅　平鹿伊勢堂団地 平鹿 S41 廃止 廃止

市営住宅　平鹿新町団地 平鹿 S42 廃止 廃止

市営住宅　今宿第三団地 雄物川 H5 維持

市営住宅　今宿第二団地 雄物川 S62 維持

市営住宅　今宿第四団地 雄物川 H14 維持

市営住宅　今宿団地 雄物川 S58 維持

市営住宅　下鶴田団地 雄物川 H15 維持

市営住宅　大中島住宅 大森 S56 長寿 改修

市営住宅　影取住宅 大森 S63 維持

市営住宅　菅生田住宅 大森 S63 維持

市営住宅　西野住宅 大森 H2 維持

市営住宅　西野団地住宅 大森 H7 長寿 改修 改修

特定公共賃貸住宅　西野住宅 大森 H11 長寿 改修

市営住宅　大谷地団地 大雄 S53 維持

市営住宅　大雄東団地 大雄 S50 維持

柳田運動広場 横手 H12 維持

大鳥公園 横手 S53 長寿 解体
（プール）

金沢公園　 横手 H3 長寿

記念公園 横手 H26 長寿

平安の風わたる公園 横手 H3 長寿

横手公園 横手 S28 長寿

横手公園　展望台 横手 S40 長寿

旭公園　 横手 H2 長寿

梅ノ木街区公園 横手 H11 長寿

大堤児童公園（堤公園） 横手 H2 維持

光明寺街区公園 横手 H10 長寿

木陰沼公園　 横手 H10 維持

境町健康広場　 横手 S63 維持

条里跡広場　 横手 S54 維持

七日市公園　 横手 H19 維持

西ヶ坂史跡公園（前郷地区） 横手 H1 維持

西河畔公園 横手 S63 統減 解体

八王寺公園 横手 H3 長寿

本郷第一公園 横手 H5 長寿

本郷第二公園 横手 H3 長寿

荒沼児童公園 横手 H21 長寿

駅南児童公園　 横手 H2 長寿

追廻第一児童公園 横手 S60 長寿

追廻第二児童公園　 横手 S54 長寿

花端木児童公園 横手 H2 長寿

清川児童公園 横手 S57 長寿

西山児童公園 横手 S55 長寿

三井寺児童公園 横手 H14 長寿

公営住宅

公園内施設

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

設備改修検討期間

設備改修検討期間

設備改修検討期間

設備改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

6



28 29 30 R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

水上児童公園 横手 S53 長寿

安田やすらぎパーク 横手 S62 維持

生の森公園 横手 H4 維持

蛇ノ崎河川公園広場 横手 H13 維持

田久保沼遊歩道用地 横手 H12 維持

長岡沼公園 横手 H12 維持

二併堂公園 横手 H3 維持

羽黒町ポケットパーク 横手 H11 維持

羽黒の小公園 横手 H13 維持

明永沼湖畔公衆便所 横手 H7 維持

立馬郊公園（金沢中野財産区） 横手 S60 長寿

オアシス館農村広場　 横手 H15 維持

横手西地区グラウンド 横手 S55 統合

外目児童公園　 横手 H8 維持

貴船公園 横手 H14 維持

旭西部農村公園（オホン清水農村公園） 横手 S63 維持

金沢地区運動広場（金沢中野農村公園） 横手 S58 維持

久保の目農村公園 横手 H1 維持

黒川農村公園 横手 H17 維持

やんちゃるパーク（百万刈農村公園） 横手 H13 維持

鶴ヶ池公園　管理ハウス 山内 H7 長寿

鶴ヶ池公園 山内 S50 長寿

相野々ダム公園 山内 S59 維持

大松川ダム公園 山内 H16 長寿

真人公園 増田 S60 長寿 改修

上川原団地公園 増田 S54 維持

梨木公園 十文字 H21 長寿

宝竜公園 十文字 H23 長寿

十文字中央団地児童公園 十文字 S60 長寿

西原児童公園 十文字 S44 長寿

十文字健康広場 十文字 H1 維持

能平喜農村公園 十文字 S58 維持

睦合農村公園 十文字 H6 維持

柳原農村公園 十文字 S55 維持

浅舞公園 平鹿 S58 長寿

浅舞都市公園 平鹿 H3 長寿

白藤清水公園 平鹿 H21 長寿

金屋農村公園 平鹿 H3 維持

下醍醐農村公園 平鹿 S60 維持

下高口農村公園 平鹿 H4 維持

樽見内地区農村総合運動公園 平鹿 S61 維持

馬鞍農村広場 平鹿 S63 維持

下吉田農村公園 平鹿 S58 維持

下鍋倉農村公園 平鹿 H20 維持

雄物川河川公園 雄物川 H6 長寿

雄物川中央公園 雄物川 H6 長寿

造山遊園地 雄物川 S59 維持

石塚農村公園 雄物川 H5 維持

薄井農村公園 雄物川 S61 維持

大沢農村公園 雄物川 H3 維持

下開農村公園 雄物川 H1 維持

東槻農村公園 雄物川 H10 維持

八卦農村公園 雄物川 H9 維持

大塚農村公園 雄物川 H8 維持

大森公園 大森 H3 長寿

大森町交流広場 大森 H2 維持

山村広場（お祭り広場） 大森 S61 維持

板井田農村公園 大森 H6 維持

坂部農村公園 大森 H3 維持

前田農村公園（前田保育所広場） 大森 S64 維持

ほたるの里公園 大雄 S62 維持

田根森地区農村運動広場 大雄 S58 維持

手代森公園 大雄 S55 維持

阿気本村農村公園 大雄 S56 維持

潤井野地区農村公園 大雄 S56 維持

上田村農村公園 大雄 S56 維持 解体

根田谷地農村公園 大雄 H4 維持

下根田谷地農村公園 大雄 H4 維持

高津野農村公園 大雄 S58 維持

八柏農村公園 大雄 S60 維持

折橋地区農村公園 大雄 H2 維持

桜森地区農村公園 大雄 H2 維持

四ツ屋農村公園 大雄 H2 維持

四津屋農村公園 大雄 H3 維持

ふれあいセンターかまくら館 横手 H3 複合 改修

横手市交流センター(Y2ぷらざ） 横手 H22 長寿

市民文化系施設

外部仕上材改修検討期間
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28 29 30 R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

横手駅東西交流施設 横手 H23 長寿

勤労者等福祉施設　サンサン横手　 横手 H5 譲渡 譲渡

横手就業改善センター 横手 S54 維持

顧客利便施設　こうじ庵 横手 H13 長寿

交流促進施設　オアシス館（黒川公民館）　 横手 H4 長寿

あさくら館（朝倉公民館・横手生涯学習センター）　 横手 H14 長寿

総合交流促進施設　旭ふれあい館（旭公民館） 横手 H19 長寿

総合交流促進施設　さかえ館（栄公民館） 横手 H12 長寿

ふるさと館（境町公民館）　 横手 H10 長寿

金沢孔城館（金沢公民館）（旧金沢小学校） 横手 S61 長寿 改修 複合

横手市女性センター（横手中央公民館） 横手 S58 維持

山内ふれあい交流センター　「ぽっぽあいのの」 山内 H7 維持

山内総合交流促進施設　ふれあい館 山内 H10 譲渡 譲渡

山内公民館　筏分館 山内 H14 維持

横手市山内南郷コミュニティセンター 山内 Ｈ29 長寿

山内公民館三又分館 山内 H11 維持

山内公民館吉谷地分館 山内 S34 維持

増田共同利用施設　コミュニティラウンジ 増田 H3 長寿 改修

増田地区多目的研修センター 増田 S57 長寿 改修

亀田地域センター（亀田公民館） 増田 S63 長寿

狙半内地域センター（狙半内公民館） 増田 S57 長寿

西成瀬地域センター（西成瀬公民館） 増田 S63 長寿

十文字西原職員住宅 十文字 S46 維持

十文字地域局西地区館(十文字農村環境改善センター) 十文字 H4 長寿

十文字地域局西地区館（西公民館） 十文字 H4 長寿

十文字西スポーツ交流センター 十文字 H11 長寿

三重公民館 十文字 S43 譲渡 譲渡

総合文化センター（十文字公民館、十文字生涯学習センター） 十文字 S46 復減 復減 解体

平鹿就業改善センター 平鹿 S52 廃止 廃止

平鹿ショッピングエリア 平鹿 H3 長寿

浅舞公民館 平鹿 H1 長寿

吉田地区生涯学習センター 平鹿 H10 長寿

醍醐公民館 平鹿 S56 長寿

浅舞公民館　樽見内分館 平鹿 S53 譲渡 譲渡

浅舞公民館　蛭野分館（横手市教育センター） 平鹿 S63 維持

吉田公民館 平鹿 S52 複減 複減

野中児童館 平鹿 S42 譲渡 譲渡

雄物川就業改善センター 雄物川 S49 廃止 廃止

雄物川コミュニティセンター（生涯学習センター） 雄物川 S57 長寿

雄物川大沢地区農村集落多目的センター 雄物川 S57 長寿

雄物川共同福祉施設　アスパル雄物川（沼館公民館） 雄物川 H2 長寿

福地コミュニティセンター（体育館部分は旧福地小） 雄物川 Ｒ1 長寿 建替

里見公民館 雄物川 H1 長寿

舘合公民館 雄物川 H6 長寿

里見公民館分館　雄南のびる館 雄物川 S54 維持

舘合公民館　つきの木舘 雄物川 S52 維持

大森就業改善センター 大森 S51 長寿

大森コミュニティセンター 大森 S51 長寿

大森町中心部活性化施設 大森 H16 維持

大森公民館 大森 S52 維持

川西公民館（大森農村環境改善センター） 大森 S57 長寿

前田公民館 大森 H1 長寿

八沢木公民館 大森 S47 長寿

農村婦人の家 大森 S58 譲渡

大森コミュニティ交流センター 大森 S46 維持

大雄農業団地センター 大雄 S55 長寿

大雄交流研修館（ふれあいホール） 大雄 H7 長寿

大雄コミュニティ交流センター 大雄 S45 長寿

大沢児童館 横手 S47 維持

山内相野々地区生活改善センター 山内 S54 維持

山内三又コミュニティセンター 山内 H12 譲渡 改修 譲渡

荻袋地区　書庫 増田 S54 廃止 解体

昭和通町内会館 増田 S40 廃止

十文字石倉会館 十文字 H5 廃止 解体

十文字町仁井田総合コミュニティセンター 十文字 H6 譲渡 譲渡

十文字真角会館 十文字 S36 廃止 廃止・解体

平鹿下鍋倉地区多目的共同利用施設 平鹿 S59 譲渡 譲渡

横手市十五野多目的集落集会所 平鹿 H22 譲渡

平鹿醍醐コミュニティセンター 平鹿 S52 維持

旭町児童館 雄物川 S58 廃止 廃止

石塚児童館 雄物川 S52 譲渡 譲渡

下西野児童館 雄物川 S43 譲渡 譲渡

中村児童館 雄物川 S50 廃止 廃止

馬場・下川原児童館 雄物川 S40 廃止 廃止

深井・大巻・末舘児童館 雄物川 S53 譲渡 譲渡

回館児童館 雄物川 S54 譲渡 譲渡

大塚多目的集落集会所 雄物川 H17 譲渡 譲渡

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

設備改修検討期間

大規模改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

大規模改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間
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28 29 30 R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

上西野交流センター 雄物川 H15 譲渡 譲渡

下開多目的集落集会所 雄物川 H20 譲渡

東槻多目的集落集会所 雄物川 H18 譲渡

二井山地区農村集落多目的共同利用施設 雄物川 H2 譲渡

桑ノ木交流館 雄物川 H23 譲渡

三ツ屋交流館 雄物川 H23 譲渡

船沼交流館 雄物川 H25 譲渡

上溝児童館 大森 S55 譲渡 譲渡

神成児童館 大森 S52 譲渡 譲渡

観音寺児童館 大森 S59 譲渡 譲渡

昼川児童館 大森 S51 譲渡 譲渡

板井田多目的集落集会所 大森 H17 譲渡 譲渡

大町多目的集落集会所 大森 H17 譲渡

十日町多目的集落集会所 大森 H13 譲渡 譲渡

武道多目的集落集会所 大森 S57 譲渡

松田児童館 大森 S48 譲渡 譲渡

大森町八日町老人憩の家 大森 S53 譲渡 譲渡

葛ヶ沢・坂ノ下多目的集落集会所 大森 H17 譲渡

境田多目的集落集会所 大森 H14 譲渡 譲渡

坂部多目的集落集会所 大森 H3 長寿

下田多目的集落集会所 大森 H15 譲渡 譲渡

下村多目的集落集会所 大森 S51 譲渡 譲渡

十二ノ木農村集落生活館 大森 S55 譲渡 譲渡

百目木集落センター 大森 S56 譲渡 譲渡

中ノ又多目的集落集会所 大森 H16 譲渡 譲渡

中村多目的集落集会所 大森 H16 譲渡 譲渡

平野多目的集落集会所 大森 H16 譲渡 譲渡

船沢農村集落集会所 大森 S54 譲渡 譲渡

松原団地集会所 大森 S49 譲渡 譲渡

横沢多目的集落集会所 大森 H14 譲渡 譲渡

根田谷地児童館（譲渡済） 大雄 S52 譲渡

下狐塚児童館（譲渡済） 大雄 S52 譲渡

八柏会館 大雄 H12 譲渡 譲渡

横手市民会館 横手 S43 長寿

横手図書館 横手 S59 長寿

十文字図書館 十文字 H1 長寿

雄物川図書館 雄物川 H4 長寿

大森総合学習センター（大森図書館含） 大森 H11 長寿

後三年合戦金沢資料館 横手 H3 複減

石坂洋次郎文学記念館 横手 S62 複減

横手市増田まんが美術館 増田 H7 長寿 改修 改修

増田地区伝統的建造物伝承施設 増田 T15 長寿

平鹿農村文化伝承館 平鹿 S54 複減

雄物川郷土資料館 雄物川 S56 長寿

雄物川民家苑木戸五郎兵衛村 雄物川 H3 長寿

ほろわの里資料館 大森 H6 複減

赤坂総合公園 横手 H13 長寿

横手体育館 横手 S53 長寿

横手多目的運動広場（旧市営球場） 横手 S52 譲渡 譲渡

横手スキー場 横手 S56 廃止 廃止 解体

横手武道館 横手 H8 長寿

山内体育館 山内 S59 統減 統減

山内テニスコート 山内 H7 長寿

山内野球場 山内 S55 統減 統減

山内陸上競技場 山内 S55 統減 統減

天下森スキー場 増田 S58 長寿

増田体育館 増田 H3 長寿

増田野球場 増田 S55 維持

増田ニュースポーツ広場 増田 H4 維持

十文字野球場 十文字 S58 複合

十文字陸上競技場 十文字 H15 長寿

十文字テニスコート 十文字 H2 長寿

十文字B＆G海洋センター 十文字 S58 維持

十文字相撲場 十文字 H16 維持

十文字卓球場 十文字 S47 複減 複減

総合文化センター（十文字体育館） 十文字 S46 廃止 廃止 解体

浅舞都市公園相撲場 平鹿 H3 長寿

浅舞スポーツセンター 平鹿 H10 維持

浅舞陸上競技場 平鹿 S46 維持

十五野公園（平鹿野球場） 平鹿 H5 長寿

平鹿体育館 平鹿 S50 維持

吉田多目的運動広場 平鹿 S46 維持

平鹿農業者トレーニングセンター 平鹿 S59 維持

雄物川体育館 雄物川 S54 長寿

雄物川陸上競技場 雄物川 S57 維持

スポーツ・レクリエーション系施設

社会教育系施設

建替検討期間

建替検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

大規模改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間
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28 29 30 R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

中島グラウンド 雄物川 H7 維持

沼館野球場 雄物川 S50 維持

八幡野グラウンド 雄物川 H20 維持

大森体育館 大森 S55 維持

大森テニスコート 大森 H11 長寿

大森野球場 大森 S61 長寿

大森公園スキー場 大森 S57 廃止 廃止 解体

大森多目的広場 大森 S63 長寿

白山体育館 大森 S51 維持

大雄運動公園（スタジアム大雄） 大雄 H8 長寿

大雄農業者トレーニングセンター 大雄 S53 維持

横手いこいの森 横手 S52 維持 改修 改修

小目倉沢生活環境保全林　東屋（01） 山内 H1 維持

小目倉沢生活環境保全林　東屋（02） 山内 H1 維持

山内地場産品直売施設 山内 H15 譲渡 譲渡

国産材需要開発センター 山内 H7 譲渡 譲渡

道の駅さんない 山内 H11 長寿 改修 改修 改修

天下森ふれあい農園 増田 H1 維持

あしたの森 増田 H15 廃止 廃止

亀田稲荷の森 増田 H12 廃止 廃止

増田地区伝統的建造物群観光拠点施設 増田 M24 長寿

十字の里屋外ステージ 十文字 H1 維持

十字の里チェリープラザ 十文字 H1 維持

道の駅十文字 十文字 H18 長寿 改修

平鹿いこいの森 平鹿 H1 維持

平鹿いこいの森東屋 平鹿 H1 維持

鍛冶台いこいの森 雄物川 S51 維持

大森バーベキュー広場 大森 S63 譲渡

大森リゾート村休憩施設 大森 H4 譲渡

緑地等利用休養施設（スキー場） 大森 H5 維持

横手市緑地休養センター（スキー場） 横手 S57 廃止 廃止 解体

山内林業者等緑地休養施設　やまばと山荘 山内 S59 維持

増田休養施設　真人山荘 増田 S43 譲渡 譲渡

平鹿ときめき交流センター　ゆっぷる 平鹿 H6 譲渡

農村体験学習施設　アイリス 平鹿 H3 長寿

大森産業振興館（さくら荘） 大森 S61 譲渡

大森林業者等休養福祉施設さくら荘 大森 S57 譲渡

大森コテージ 大森 S63 譲渡

大雄ふるさとセンター1号館 大雄 H4 譲渡

大雄ふるさとセンター3号館（１号館と同） 大雄 H4 譲渡

ゆとりおん温泉送湯施設 大雄 H4 譲渡

増田生活環境施設「ほたる」 増田 Ｈ27 長寿

大森子どもの広場トイレ 大森 Ｒ1 長寿

横手市総合技能センター 横手 H10 維持

葉たばこ育苗センター 山内 S52 譲渡 改修 譲渡

水稲育苗センター 山内 S54 譲渡 譲渡

山内農林産物加工施設 山内 H1 譲渡 譲渡

鍋ヶ沢牧場 山内 H3 維持

増田ふるさと公園 増田 H11 譲渡 譲渡

増田特産品開発研修施設 増田 H1 維持

特産品生産振興センター　穀類乾燥貯蔵施設 増田 S57 譲渡 譲渡

増田堆肥処理センター 増田 S56 譲渡 譲渡

地域ふれあい施設　たかね 増田 H11 譲渡 譲渡

外畑牧場 増田 S45 譲渡 譲渡

BDF精製施設 平鹿 Ｒ1 長寿 移設

平鹿有機センター 平鹿 H6 長寿

平鹿地域市民農園 平鹿 H24 維持

わらび園 大森 S54 廃止 廃止

大森農産物食品加工体験施設 大森 H15 譲渡 譲渡

大森堆肥センター 大森 H6 譲渡 譲渡

いきいき農園 大森 H13 廃止 廃止

大雄堆肥センター 大雄 H16 長寿

横手市地域種苗センター（旧実験農場部分） 大雄 S53 長寿 改修

横手市地域種苗センター 大雄 H4 長寿 改修

旧堆肥供給公社 大雄 S56 長寿

横手市園芸振興拠点センター 大雄 H30 長寿

横手駅前自転車駐輪場 横手 H5 長寿

富士見大橋下トイレ 横手 H8 長寿

ふるさとの川公衆トイレ(南小前) 横手 H4 長寿

横手駅西口駐輪場 横手 H24 長寿

本庁職員駐輪場 横手 H23 維持

駅東口歩行者用シェルター 横手 H24 長寿

横手簡易保険保養センター揚湯施設 横手 S41 譲渡 譲渡

鐘楼堂　 横手 S39 長寿

筏の大杉観光トイレ 山内 H9 維持

産業系施設

その他施設

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間

外部仕上材改修検討期間
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28 29 30 R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

増田町朝市トイレ 増田 H19 維持

古内河川運動公園 十文字 S57 維持

志摩河川運動公園 十文字 S59 維持

醍醐駅前自転車駐車場 平鹿 S54 長寿

醍醐駅トイレ 平鹿 H18 長寿

ひらかニュータウン前バス停待合所 平鹿 H9 維持

平鹿レストハウス 平鹿 H3 譲渡 譲渡

大森町総合案内所 大森 H2 維持

前田地区公衆トイレ 大森 H4 維持

保呂羽山公衆トイレ 大森 H23 長寿

横手第4分団第3部ポンプ小屋 横手 H3 -

旧鳳中学校　（閉校）　 横手 S58 長寿 改修 改修

旧金沢中学校　（閉校） 横手 S57 -

旧横手西中学校（閉校） 横手 S39 - 解体 解体

旧境町小学校 横手 S54 統減 統減 解体

旧山内学校給食センター（貸付） 山内 H4 譲渡 貸付

軽井沢木炭生産組合作業場（廃止） 山内 H5 -

旧りんごの里物産館（貸付） 増田 H2 譲渡 貸付 譲渡

旧雄物川北小学校（閉校） 雄物川 S46 - 解体 解体

大森武道館（廃止） 大森 S53 -

旧大雄中学校（閉校、食堂貸付、校舎棟解体予定） 大雄 S48 譲渡 貸付 譲渡

旧大雄学校給食センター　（貸付）　　 大雄 S47 譲渡 貸付 譲渡

清真苑公衆便所 増田 H28 長寿

旧東部環境保全センター（リサイクル工場含む）） 横手 S58 廃止 廃止 解体 解体 解体

旧西部環境保全センター 大森 H2 廃止 廃止 解体 解体 解体

旧消防署増田分署 増田 S47 統減 統減

旧消防署十文字分署 十文字 S47 統減 統減

旧消防署大森大雄分署 大森 S48 統減 統減

旧福地公民館 雄物川 S51 長寿 建替

旧平鹿庁舎車庫 平鹿 Ｈ2 維持

旧山内歯科診療所 山内 H5 譲渡 譲渡

旧睦合保育所 十文字 S57 廃止 廃止 解体

旧里見高花児童館 雄物川 S51 廃止 廃止

旧大森プール 大森 S59 廃止 解体

デイサービスセンター　雄風荘（廃止）車庫 雄物川 H4 譲渡 譲渡

旧市民一時避難所仮設住宅 横手 H13 廃止 廃止

へき地保育所　大沢保育所 雄物川 S56 廃止 廃止 解体

荒処児童館 平鹿 S47 譲渡 譲渡

旧金沢公民館 横手 S47 複減 解体

雄物川林業者等緑地休養施設　あかまつ荘 雄物川 S59 廃止 廃止 解体

旧たいゆう保育園 大雄 S50 廃止 廃止 解体

旧わんぱく館（旧いきいき館含む） 横手 Ｓ49 廃止 廃止 解体

旧雄物川庁舎 雄物川 S35 廃止 建替 建替 建替 解体

旧十文字庁舎 十文字 S33 複合 建替 建替 建替 解体

旧増田地域間交流拠点施設（旧上畑温泉　さわらび） 増田 H11 譲渡 譲渡

旧増田緑地管理センター（旧上畑温泉　ゆーらく） 増田 H4 — 譲渡

消防署駅前出張所　 横手 S52 廃止 解体

横手第1分団第2部ポンプ小屋（旧1－3） 横手 S60 廃止 解体

横手第3分団第1部ポンプ小屋（旧3－2） 横手 S60 廃止 解体

雄物川第1分団第1部高畑消防器具置場 雄物川 S63 廃止 解体

雄物川第5分団第1部大沢消防器具置場1 雄物川 S51 廃止 解体

雄物川第3分団第1部深井消防器具置場 雄物川 S49 廃止 解体

雄物川第2分団第3部廻館消防器具置場 雄物川 S54 統減 解体

雄物川水防倉庫 雄物川 H1 複減 解体

十文字第4分団第1部3中島消防倉庫 十文字 S55 統合 統合

文化財保護課倉庫（蛭野分館に同じ） 平鹿 S63 維持

雄物川除雪センター格納庫 雄物川 S56 維持

大持沢団地物置 雄物川 S62 譲渡 譲渡

平鹿下掵宅地分譲団地残地　ポンプ室（棟） 平鹿 H12 譲渡 譲渡

白山保育所 大森 S50 廃止 廃止 解体

市営住宅　松原住宅 大森 S53 廃止 廃止

市営住宅　竹原寮(Ｈ27廃止・解体) 増田 S33 廃止 廃止

上町集落会館 増田 S50 譲渡 譲渡

増田町吉野会館 増田 S50 譲渡 譲渡

釜ノ川児童館 平鹿 S45 譲渡 譲渡

二井山児童館 雄物川 S57 廃止 解体

菅生田児童館 大森 S54 譲渡 譲渡

山内スキー場 山内 S56 廃止 廃止・解体

温泉保養施設　鶴ケ池荘おんせん館 山内 H9 譲渡 譲渡

雄物川地域間交流施設　交流センター雄川荘 雄物川 H16 譲渡 譲渡

雄物川温泉保健施設　雄物川温泉　えがおの丘 雄物川 H7 譲渡 譲渡

大森農業者休養健康増進施設 大森 H6 譲渡 譲渡

炭焼作業棟（管理棟含む） 雄物川 H6 廃止 解体

秋田自動車道山内バス停トイレ 山内 H9 廃止 廃止

平鹿下掵宅地分譲団地残地　下掵団地ゴミ置場 平鹿 H12 譲渡 譲渡

旧横手学校給食センター（廃止） 横手 S48 廃止 解体

解体・譲渡済施設

外部仕上材改修検討期間
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28 29 30 R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

十二牲部落私設消防団 横手 S34 譲渡 譲渡

旧増田学校給食センター（廃止） 増田 S61 廃止 解体

増田狙半内地区基幹集落センター(廃止） 増田 S53 廃止 解体

旧十文字西中学校（閉校校舎棟のみ） 十文字 S40 - 解体

旧平鹿庁舎 平鹿 Ｓ47 複合 解体

沼館土地改良会館（貸付） 雄物川 S54 廃止 廃止

旧消防分署平鹿分署 平鹿 Ｓ48 複減 解体

旧福地小学校（閉校） 雄物川 S53 廃止 解体

旧南小学校（閉校） 雄物川 S53 - 解体

へき地保育所　福地保育所 雄物川 S55 廃止 廃止 解体

保育所　里見保育所 雄物川 S54 譲渡 廃止 譲渡

へき地保育所　館合保育所 雄物川 S54 廃止 廃止 解体

大雄字木戸口地区　子どもセンター（Ｈ２６閉鎖） 大雄 S52 - 解体 解体

旧阿気小学校（閉校） 大雄 S41 - 解体 解体

旧境町公民館 横手 S45 廃止 解体

山内地域局簡易水道　中央管理棟 山内 S56 — 解体

睦成字久保目地区　資材倉庫 横手 S63 — 廃止

十文字建設課資材置場 十文字 S59 — 解体

旧本郷児童館 大森 S56 譲渡 譲渡

旧黒川公民館　（解体） 横手 S41 -

普通財産建物（管財課所管）（解体） 横手 S43 -

市営住宅　鶴巻住宅（解体） 横手 S45 -

横手市デイサービスセンター　康寿館（譲渡） 横手 H2 -

山内公民館（解体） 山内 S47 -

山内地域局車庫物置（解体） 山内 S43 -

山内地域局車庫物置（解体） 山内 S44 -

増田町増田字館花地区　水防倉庫（解体） 増田 S27 -

十文字荒田目住宅(解体) 十文字 S55 -

腕越児童公園(解体) 十文字 S50 -

蟹沢ポンプ車格納庫（解体済み） 平鹿 S40 -

雄物川高等学校　バレー部合宿場（解体） 雄物川 S46 -

雄物川国民保養センター　三吉山荘(解体) 雄物川 S46 -

雄物川柔剣道場(解体) 雄物川 S48 -

雄物川町老人憩の家　鶴楽苑（解体） 雄物川 S54 -

新城小出児童館（解体） 雄物川 S41 -

横手地区交通安全協会　車庫（解体） 雄物川 S46 -

三吉山荘跡地（解体） 雄物川 H22 -

雄物川薄井字小出地区　遊休地（2）（解体） 雄物川 S57 -

里見公園（解体） 雄物川 S48 -

三吉公園（解体） 雄物川 S56 -

憩いの森（解体済） 大森 S48 -

大森生涯学習センター　物置（解体） 大森 S51 -

大森総合学習センター（図書館）自転車置場（解体） 大森 H20 -

保呂羽山少年自然の家（駐車場公衆便所）（解体） 大森 S49 -

保呂羽山スキー場跡地（管理棟）（解体） 大森 S54 -

大雄消防団第2分団第1部第1班消防ポンプ置場（解体） 大雄 H3 -

大雄消防団第2分団第3部第2班消防ポンプ置場（解体）　 大雄 S48 -

旭川水系土地改良区貸付事務所（譲渡） 横手 S59 譲渡

安田コミュニティーセンター（建物譲渡済み） 横手 S54 -

特別養護老人ホーム　鶴寿苑（譲渡） 山内 S63 -

旧松川プール（廃止） 山内 S45 -

特別養護老人ホーム　シルバードームいきいきの郷(譲渡） 増田 H3 -

増田デイサービスセンター（譲渡） 増田 H3 -

特別養護老人ホーム　憩寿園(譲渡) 十文字 S50 -

特別養護老人ホーム　雄水苑（譲渡） 雄物川 S59 -

若者定住住宅（01）（譲渡） 大森 H8 -

若者定住住宅（02）（譲渡） 大森 H5 -

きのこ培養センタ　（譲渡） 大森 H7 -

大森温泉自動分譲施設（廃止） 大森 H6 -

横手第7分団第3部ポンプ小屋（02） 横手 H20 -

横手市デイサービスセンター　ふるさと館（譲渡） 横手 H10 -

横手第3分団第1部研修施設（Ｎｏ．３２と同一） 横手 S63 -

横手病院　伝染病棟（貸付） 横手 S46 -

旧黒沢駐在所敷地（対象外） 山内 H5 -

旧黒沢部落倉庫敷地（対象外） 山内 S35 -

増田　りんごの里　物産館（重複） 増田 H2 -

旧吉野保育園車庫 増田 S53 -

十文字地域局西地区館（西公民館）(重複) 十文字 H4 -

十文字西スポーツ交流センター(重複) 十文字 S59 -

総合文化センター（十文字公民館）（重複） 十文字 -

下郷児童館（払下済） 平鹿 S44 -

浅舞公民館　蛭野分館（文化財保護課物置含む） 平鹿 S63 -

特別養護老人ホーム平寿苑（譲渡） 平鹿 H11 -

明沢児童館（払下） 平鹿 S44 -

道川児童館（払下） 平鹿 S44 -

今宿上児童館(譲渡） 雄物川 S56 -

旧前田保育所（重複） 大森 S56 -

旧白山小学校（重複） 大森 S51 -
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後期計画（ＦＭ計画）

建　物　名 地域
建築
年度

再配置
方針

前期計画 中期計画（ＦＭ計画）

前期計画（個別施設計画） 後期計画（個別施設計画）

大雄ふるさとセンター2号館（旧図書室）（重複） 大雄 H4 -

増田住宅（竹原住宅） 増田 S33 廃止 廃止

特産品生産振興センター　特産品開発施設 増田 S57 廃止 解体

旧高齢者及び世代間交流施設いきいき館　（わんぱく館でカウント） 横手 S49 廃止 廃止 廃止

旧女郎出児童館 大森 S50 譲渡 譲渡

旧五味川児童館 平鹿 S43 譲渡 譲渡

旧十文字学校給食センター 十文字 S55 譲渡 貸付 譲渡

平鹿文書資料館 平鹿 S55 複減 解体

旧消防署雄物川分署 雄物川 S48 統減 統減 譲渡

旧南部環境保全センター 十文字 H3 廃止 廃止 解体 解体 解体

旧大森中学校（閉校、校舎棟のみ） 大森 S44 - 解体 解体

旧黒川小学校　 横手 S53 統減 統減 解体 解体
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