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まちの主な公共施設
施　設　名　称 所　在 建設年度 管理費 

（単位：万円）

【コミュニティ施設】　　担当課：まちづくり推進課
○ 中央コミュニティセンター 北浦字駒米13番地

昭和48年度 587…
施設の概要・・・大会議室345㎡、研修室（3）、和室、調理室 33-2180

○ 本小牛田コミュニティセンター 南小牛田字町浦10番地８
昭和56年度 1,278…

施設の概要・・・集会室168㎡、研修室、図書室、和室、調理室、窯場 33-2739

○ 下小牛田コミュニティセンター 南小牛田字下小牛田屋敷37番地１
平成6年度 118…

施設の概要・・・多目的集会室97㎡、研修室、調理実習室、創作実習室

○ 北浦コミュニティセンター 北浦字道祖神前７番地５
平成2年度 1,292…施設の概要・・・多目的ホール313㎡、研修室、和室、生活改善室、

　　　　　　　　創作室、図書展示コーナー
34-2224

○ 中埣コミュニティセンター 中埣字夘時３番地９
昭和58年度 1,354…施設の概要・・・軽運動場423㎡、音楽室、講習室、集会室、図書室、

　　　　　　　　児童室、大会議室、視聴覚室、調理実習室、和室（2）
34-1321

○ 青生コミュニティセンター 青生字和谷地175番地１
平成17年度 722…施設の概要・・・多目的ホール195㎡、調理室、和室（2）、創作活動室、

　　　　　　　　集会室
32-5801

○ 駅東地域交流センター 駅東二丁目17番地４
平成19年度 1,210…施設の概要・・・多目的ホール384㎡、大会議室、小会議室、

　　　　　　　　和室（2）、調理室
31-1321

○ 農村環境改善センター 木間塚字高田33番地
昭和57年度 581…施設の概要・・・多目的ホール248㎡、調理実習室、和室、視聴覚室、

　　　　　　　　会議室（2）、サークル作業室
58-0123

○ 下二郷コミュニティセンター 二郷字蔵人主二号10番地
平成20年度 133…

施設の概要・・・多目的ホール322㎡、会議室、調理室

【文化施設】　　担当課：まちづくり推進課
○ 文化会館 北浦字駒米13番地

昭和53年度 4,780…
施設の概要・・・ホール固定席831席、舞台421㎡、楽屋（3）、練習室（2） 33-2730

【図書館施設】　　担当課：教育総務課
○ 小牛田図書館（近代文学館） 北浦字待江98番地

平成2年度 652…施設の概要・・・（1Ｆ）図書館923㎡、（2Ｆ）町民ギャラリー、
　　　　　　　　千葉亀雄記念文学室、視聴覚会議室

33-3030

○ 南郷図書館 木間塚字中央１番地
平成18年度 17…

施設の概要・・・図書館260㎡　（南郷庁舎内） 58-1212

【地域文化伝承施設】　　担当課：教育総務課
○ 不動堂記念館 字西舘８番地

平成7年度 155…
施設の概要・・・和室36畳
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施　設　名　称 所　在 建設年度 管理費 
（単位：万円）

【教育施設】　　担当課：教育総務課　※生徒数、児童数、幼児数、学級数は、平成28年４月１日現在の数値です。
○ 小牛田小学校 牛飼字清水江220番地

昭和63年度 2,255…
児童数・・・151　…学級数・・・9 32-2319

○ 不動堂小学校 字峯山12番地１
昭和50年度 2,422…

児童数・・・376　…学級数・・・14 32-2036

○ 北浦小学校 北浦字浦田上129番地
平成5年度 1,769…

児童数・・・153　…学級数・・・7 34-2332

○ 中埣小学校 荻埣字朝日壇78番地
平成14年度 2,207…

児童数・・・110　…学級数・・・8 34-2331

○ 青生小学校 青生字中の橋128番地１
昭和54年度 1,561…

児童数・・・112　…学級数・・・9 32-2278

○ 南郷小学校 木間塚字高田５番地
昭和59年度 1,684…

児童数・・・260　…学級数・・・13 58-1106

○ 小牛田中学校 牛飼字新西原310番地
昭和40年度 2,090…

生徒数・・・254　…学級数・・・11 32-2402

○ 不動堂中学校 字志賀殿72番地
昭和45年度 1,572…

生徒数・・・229　…学級数・・・9 32-2068

○ 南郷中学校 木間塚字高田66番地
昭和55年度 1,590…

生徒数・・・136　…学級数・・・7 58-1142

○ 南郷学校給食センター 木間塚字高田66番地
平成7年度 1,258…

施設の概要・・・調理能力1,000食、ドライ方式を採用 58-1244

○ こごた幼稚園 北浦字中新田142番地
平成24年度 725…

幼児数・・・155　　…学級数・・・7 35-2031

○ ふどうどう幼稚園 字志賀町３丁目２番地１
平成21年度 894…

幼児数・・・189　　…学級数・・・8 33-2192

○ なんごう幼稚園 木間塚字中央１番地
平成17年度 480…

幼児数・・・92　　…学級数・・・6 58-1272
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【スポーツ施設】　　担当課：まちづくり推進課
○ トレーニングセンター 北浦字下新田97番地１

昭和56年度 4,050…
施設の概要・・・第1競技場1,461.6㎡、第2競技場292.125㎡、
　　　　　　　　卓球練習場、役員室、研修室、放送室、医務室、
　　　　　　　　観覧席（330席）、ロビー
　　　　　　　　※同敷地内に弓道場277.5㎡

34-2865

○ 南郷体育館 木間塚字高田33番地
昭和52年度 745…

施設の概要・・・延べ面積2,535㎡　大体育室、舞台、ロビー 58-0913
○ スイミングセンター 木間塚字高田48番地

平成4年度 7,035…施設の概要・・・一般遊泳プール425㎡（25ｍ×8コース）、
　　　　　　　　多目的プール491㎡、幼児プール31.8㎡、更衣室、…
　　　　　　　　採暖室、シャワー室、観覧席

58-2220

○ 素山野球場 字桜木町164番地
昭和32年度 213…施設の概要・・・グラウンド11,304㎡（左・右翼90ｍ、中堅105ｍ）、

　　　　　　　　ダッグアウト
34-2865
（トレーニングセンター）

○ 南郷球場 木間塚字中央１番地

平成3年度 1,791…施設の概要・・・グラウンド12,759㎡（左・右翼93ｍ、中堅120ｍ）、
　　　　　　　　ダッグアウト、選手控室、放送・本部役員室、
　　　　　　　　スコアボード、メインスタンド848人収容

58-0913（南郷体育館）

○ 牛飼テニスコート 牛飼字牛飼98番地
昭和59年度 264…

施設の概要・・・クレーコート4面、照明設備、クラブハウス 34-2865
（トレーニングセンター）

○ 南郷テニスコート 木間塚字中央１番地
平成3年度 15…

施設の概要・・・全天候型3面、照明設備 58-0913（南郷体育館）
○ 南郷運動場 木間塚字高田３３番地

昭和48年度 154…施設の概要・・・グラウンド13,376㎡、野球場、
　　　　　　　　ソフトボール場、照明設備 58-0913（南郷体育館）

○ 野外活動施設 木間塚字中央１番地
平成2年度 108…施設の概要・・・敷地面積5,274㎡、調理場、トイレ、

　　　　　　　　ステージ、遊具 58-0913（南郷体育館）

【保健施設】　　担当課：健康福祉課
○ 健康福祉センター 牛飼字新町51番地

平成5年度 1,521…施設の概要・・・多目的ホール、大広間、研修室、保健指導室、
　　　　　　　　調理室、牛飼児童館、地域活動支援センター
　　　　　　　　障害者相談支援センター

32-2941

○ 活き生きセンター 木間塚字原田５番地
平成4年度 776…施設の概要・・・研修室、集団検診室、健康相談室、

　　　　　　　　機能訓練室、学習室 58-0636

【老人福祉施設】　　担当課：健康福祉課
○ 老人憩いの家　ことぶき荘…
老人憩いの家……白寿館…
シルバー創作館……鶴寿館

牛飼字新町51番地
473…

施設の概要・・・ことぶき荘、中央白寿館、青生白寿館、駅前白寿館、
　　　　　　　　北浦西部白寿館、シルバー創作館鶴寿館 32-2941(健康福祉センター)
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施　設　名　称 所　在 建設年度 管理費 
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【児童福祉施設】　　担当課：子ども家庭課　※児童数、クラス数は、平成28年４月１日現在の数値です。

○ 小牛田保育所 北浦字駒米８番地
平成10年度 633…

児童数・・・105　…クラス数・・・6 32-2676
○ 小牛田保育所分園 字桜木町１９８番地

平成12年度 1,261…
児童数・・・41　…クラス数・・・3 31-1344

○ なんごう保育園 木間塚字中央１番地
平成17年度 457…

児童数・・・44　…クラス数・・・6 58-1272
○ 牛飼児童館 牛飼字新町５１番地

平成5年度 15…
施設の概要・・・図書室、工作室、遊戯室 32-2943

○ 不動堂児童館 字峯山１２番地１
昭和56年度 427…

施設の概要・・・遊戯室、クラブ室、図書コーナー 32-4339
○ 青生児童館 青生字和谷地１７５番地１

平成18年度 292…
施設の概要・・・遊戯室、クラブ室、図書コーナー 32-5758

○ 南郷児童館 木間塚字夫婦沼東５番地
平成3年度 171…施設の概要・・・遊戯室、児童クラブ室、図書コーナー、

　　　　　　　　視聴覚室、集会室 58-0081

【その他施設】　　担当課：防災管財課
○ 本庁舎 北浦字駒米１３番地

昭和47年度 2,065…施設の概要・・・総務課、防災管財課、企画財政課、町民生活課、
　　　　　　　　税務課、会計課、議会事務局

○ 東庁舎 北浦字駒米７番地５
昭和55年度 571…

施設の概要・・・建設課、下水道課

○ 南郷庁舎 木間塚字中央１番地
平成元年度 2,427…施設の概要・・・町民窓口室、徴収対策課、産業振興課、農業委員会、

　　　　　　　　教育委員会総務課、南郷図書館、多目的ホール
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