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⑨公園 

【公園】 

 
 

 

   

 3 ：十王公園

 6 ：東原第一児童公園公衆便所

 16 ：城堀川緑地（第一管理区）

 15 ：ほたるの里公園

 17 ：城堀川緑地（第二管理区）

 5 ：上原第一児童公園

 7 ：天王公園公衆便所

 4 ：南部第一公園公衆便所

 11 ：利根川河川広場公衆便所

 13 ：下町第一児童公園

 21 ：上川田ふれあい公園

 12 ：駅西公園

 22 ：うわの展望広場

 10 ：南原ふれあい公園

 8 ：坊新田第一児童公園

 20 ：土塔原ふれあい広場公衆便所

 1 ：沼田公園
 19 ：荘田城址公園

 2 ：大手前ふれあい広場

 9 ：鍛治町第一児童公園

 14 ：さぎいし公園管理棟

 18 ：佐山ふれあい広場（四阿）

N

 23 ：老神湿地公園公衆トイレ

N

沼田地区 

利根地区 

０ １ ２ ４ｋｍ

０ ２ ４ｋｍ
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

1 沼田公園 西倉内町594 899.91 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

2 大手前ふれあい広場 西倉内町799-2 35.43 平成15(2003) 12 新耐震 × 

3 十王公園 高橋場町1997 53.04 平成5(1993) 22 新耐震 × 

4 南部第一公園公衆便所 材木町1298-11 14.05 平成7(1995) 20 新耐震 × 

5 上原第一児童公園 上原町1709-2 10.96 昭和51(1976) 39 耐震性有 × 

6 東原第一児童公園公衆便所 東原新町1477-1 3.61 平成10(1998) 17 新耐震 × 

7 天王公園公衆便所 中町1141 2.97 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

8 坊新田第一児童公園 坊新田町1060-9 9.73 昭和62(1987) 28 新耐震 × 

9 鍛治町第一児童公園 鍛治町941-6 5.74 平成3(1991) 24 新耐震 × 

10 南原ふれあい公園 鍛冶町3913-11 20.63 平成21(2009) 6 新耐震 × 

11 利根川河川広場公衆便所 薄根町3430地先 23.78 平成16(2004) 11 新耐震 × 

12 駅西公園 薄根町4462-4 43.79 昭和62(1987) 28 新耐震 × 

13 下町第一児童公園 薄根町4108-1 18.93 昭和54(1979) 36 耐震性有 × 

14 さぎいし公園管理棟 戸鹿野町313 46.50 平成10(1998) 17 新耐震 × 

15 ほたるの里公園 上久屋町1746-1 15.97 平成14(2002) 13 新耐震 × 

16 城堀川緑地（第一管理区） 横塚町1132-1地先 34.45 平成6(1994) 21 新耐震 × 

17 城堀川緑地（第二管理区） 横塚町1132-1地先 20.88 平成5(1993) 22 新耐震 × 

18 佐山ふれあい広場（四阿） 佐山町2477 7.29 平成18(2006) 9 新耐震 × 

19 荘田城址公園 井土上町387-3 49.97 平成6(1994) 21 新耐震 × 

20 
土塔原ふれあい広場公衆便

所 
町田町1471 2.76 平成6(1994) 21 新耐震 × 

21 上川田ふれあい公園 上川田町2175 12.31 平成17(2005) 10 新耐震 × 

22 うわの展望広場 岩本町791-1 23.60 平成14(2002) 13 新耐震 × 

23 老神湿地公園公衆トイレ 利根町老神439-1 67.59 平成15(2003) 12 新耐震 × 

※1）新耐震：新耐震基準で建築された建物。改修済み：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準

に準拠済みの建物。耐震性有：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。要改修：旧耐震基準

の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。不明：旧耐震基準の建物であり、耐

震診断を行っていない建物。 

※2）○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。 

避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支

障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。 

 

基本方針（方向性） 

【長寿命化・計画修繕】 

・予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。 

【公民連携】 

・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営等を検討する。 
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⑩供給処理施設 

【供給処理施設】 

   

   

 7 ：秋塚地区 農業集落排水処理施設

 8 ：一般廃棄物最終処分場(上川田)

 1 ：寺久保ボイラー室

 9 ：下川田中継ポンプ場

 4 ：上久屋地区 農業集落排水処理施設

 5 ：一般廃棄物最終処分場(佐山)

 2 ：南明中継ポンプ場

 6 ：奈良地区 農業集落排水処理施設

 3 ：水道会館

N

 12 ：尾合・岩室地区 農業集落排水処理施設

 13 ：平出地区 農業集落排水処理施設

 14 ：白沢水質浄化センター

 11 ：家畜糞尿処理施設（尾合）

 15 ：家畜糞尿処理施設（上古語父）

 16 ：家畜糞尿処理施設（下古語父）

 10 ：白沢栗生浄水場（高平）

N

白沢地区 

沼田地区 

０ １ ２ ４ｋｍ

０ １ ２ｋｍ
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総延

床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

1 寺久保ボイラー室 柳町2485-6 319.00 － － 不明 × 

2 南明中継ポンプ場 柳町2554-4 103.92 昭和62(1987) 28 新耐震 × 

3 水道会館 下久屋町915 975.00 昭和55(1980) 35 耐震性有 × 

4 
上久屋地区 農業集落排水処理施

設 
上久屋町2277-1 104.20 平成14(2002) 13 新耐震 × 

5 一般廃棄物最終処分場(佐山) 佐山町1998-16 82.93 昭和57(1982) 33 新耐震 × 

6 奈良地区 農業集落排水処理施設 奈良町236-1 135.24 平成9(1997) 18 新耐震 × 

7 秋塚地区 農業集落排水処理施設 秋塚町448-2 44.00 平成10(1998) 17 新耐震 × 

8 一般廃棄物最終処分場(上川田) 上川田町字日影 479.54 平成2(1990) 25 新耐震 × 

9 下川田中継ポンプ場 下川田町1022-3 84.52 昭和61(1986) 29 新耐震 × 

10 白沢栗生浄水場（高平） 白沢町高平2460-1 103.82 昭和60(1985) 30 新耐震 × 

11 家畜糞尿処理施設（尾合） 白沢町尾合2377-1 1516.00 平成5(1993) 22 新耐震 × 

12 
尾合・岩室地区 農業集落排水処

理施設 
白沢町尾合5-1 141.16 平成8(1996) 19 新耐震 × 

13 平出地区 農業集落排水処理施設 白沢町平出613 143.38 平成5(1993) 22 新耐震 × 

14 白沢水質浄化センター 白沢町上古語父92 1759.69 平成12(2000) 15 新耐震 × 

15 家畜糞尿処理施設（上古語父） 白沢町上古語父2296-1 1769.00 平成10(1998) 17 新耐震 × 

16 家畜糞尿処理施設（下古語父） 白沢町下古語父1151 2615.00 平成8(1996) 19 新耐震 × 

17 北部管理水道第２配水池 利根町追貝2184-1 280.00 平成3(1991) 24 新耐震 × 

18 利根水質浄化センター 利根町老神1280 954.00 平成13(2001) 14 新耐震 × 

19 輪組地区 農業集落排水処理施設 利根町輪組140 64.80 平成10(1998) 17 新耐震 × 

 17 ：北部管理水道第２配水池

 20 ：輪久原地区 農業集落排水処理施設

 21 ：中倉地区 農業集落排水処理施設

 22 ：多那･二本松地区 農業集落排水処理施設

 19 ：輪組地区 農業集落排水処理施設

 18 ：利根水質浄化センター

N

利根地区 

０ ２ ４ｋｍ
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総延

床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

20 
輪久原地区 農業集落排水処理施

設 
利根町輪組606 48.60 平成11(1999) 16 新耐震 × 

21 中倉地区 農業集落排水処理施設 利根町多那759-7 89.05 平成13(2001) 14 新耐震 × 

22 
多那･二本松地区 農業集落排水

処理施設 
利根町多那2704 234.24 平成21(2009) 6 新耐震 × 

※1）新耐震：新耐震基準で建築された建物。改修済み：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準

に準拠済みの建物。耐震性有：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。要改修：旧耐震基準

の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。不明：旧耐震基準の建物であり、耐

震診断を行っていない建物。 

※2）○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。 

避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支

障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。 

 

基本方針（方向性） 

【最適配置・規模】 

・インフラ整備計画に基づき、今後とも整備を行うが、需要動向に応じて計画の中止や規模の縮

減等を図る。 

【長寿命化・計画修繕】 

・予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。 
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⑪その他 

【その他】 

 
 

 

  

 6 ：引揚者住宅（十二木）

 4 ：旧沼田警察署

 10 ：滝坂公衆便所

 3 ：総務課倉庫

 9 ：公衆便所(天王公園・中町）

 7 ：上之町土蔵

 24 ：上野農産物収出荷施設

 23 ：旧川田小学校岩本分校

 13 ：市民ふれあい農園

 5 ：防災倉庫

 14 ：チェーン脱着所

 15 ：透門駐車場便所

 19 ：薄根の大クワ公衆便所

 16 ：沼田まつり用具倉庫

 17 ：福祉機器倉庫

 18 ：青少年教育器具倉庫

 20 ：旧川田小学校上川田分校

 2 ：建築課倉庫

 1 ：建築課工務室

 8 ：中町土蔵

 12 ：駅前公衆便所

 11 ：沼田駅前駐輪場

 21 ：川田書庫

 22 ：旧川田小学校屋形原分校

N

 26 ：農業団地センター

 25 ：市有住宅

N

沼田地区 

０ １ ２ ４ｋｍ

０ １ ２ ４ｋｍ

白沢地区 
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

1 建設課工務室 西倉内町626 154.96 － － 不明 × 

2 建設課倉庫 西倉内町629 75.69 昭和45(1970) 45 不明 × 

3 総務課倉庫 西倉内町777-4 29.99 平成20(2008) 7 新耐震 × 

4 旧沼田警察署 上原町1801-68 365.36 － － 不明 × 

5 防災倉庫 東原新町1801-1 7.20 平成9(1997) 18 新耐震 × 

6 引揚者住宅（十二木） 西原新町1490-1 28.92 昭和29(1954) 61 不明 × 

7 上之町土蔵 上之町183-1 83.00 － － 不明 × 

8 中町土蔵 中町866-1 139.00 － － 不明 × 

9 公衆便所(天王公園・中町） 中町1141 7.80 － － 不明 × 

10 滝坂公衆便所 下之町935 7.42 昭和38(1963) 52 不明 × 

11 沼田駅前駐輪場 清水町3153-22 164.67 平成18(2006) 9 新耐震 × 

12 駅前公衆便所 清水町3155-2 19.76 昭和62(1987) 28 新耐震 × 

13 市民ふれあい農園 戸鹿野町599-1 39.00 － － 不明 × 

14 チェーン脱着所 上発知町35-5 37.18 平成11(1999) 16 新耐震 × 

15 透門駐車場便所 上発知町514 6.40 昭和29(1954) 61 不明 × 

16 沼田まつり用具倉庫 白岩町198-3 79.49 平成5(1993) 22 新耐震 × 

17 福祉機器倉庫 白岩町211-1 31.97 昭和60(1985) 30 新耐震 × 

18 青少年教育器具倉庫 硯田町626 10.00 昭和59(1984) 31 新耐震 × 

19 薄根の大クワ公衆便所 石墨町1777 13.73 平成16(2004) 11 新耐震 × 

 29 ：市有住宅（森山）

 38 ：市有住宅（南郷）

 32 ：皇海山登山口トイレ

 36 ：旧根利小中学校教職員住宅

 30 ：利根町庁用車管理センター

 31 ：利根村移動通信用鉄塔施設

 33 ：根利市有建物（倉庫）

 37 ：有償バス南郷線車庫

 34 ：根利市有建物（車庫）

 28 ：市有住宅（追貝御座）

 27 ：市有住宅（追貝原開戸）

 39 ：旧南郷小学校

 35 ：旧根利小学校

N

４ｋｍ２０

利根地区 
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

20 旧川田小学校上川田分校 上川田町2216-1 373.05 － － 不明 × 

21 川田書庫 下川田町甲798 127.67 昭和62(1987) 28 新耐震 × 

22 旧川田小学校屋形原分校 屋形原町1216-3 544.62 － － 不明 × 

23 旧川田小学校岩本分校 岩本町428-5 286.78 － － 不明 × 

24 上野農産物収出荷施設 岩本町771-3 48.60 平成13(2001) 14 新耐震 × 

25 市有住宅 白沢町高平25-3 59.94 － － 不明 × 

26 農業団地センター 白沢町高平153-1 384.20 昭和59(1984) 31 新耐震 × 

27 市有住宅（追貝原開戸） 利根町追貝140 96.05 平成3(1991) 24 新耐震 × 

28 市有住宅（追貝御座） 利根町追貝373 102.66 昭和39(1964) 51 不明 × 

29 市有住宅（森山） 利根町追貝826-1 65.18 昭和39(1964) 51 不明 × 

30 利根町庁用車管理センター 利根町高戸谷161-1 198.75 平成7(1995) 20 新耐震 × 

31 利根村移動通信用鉄塔施設 利根町穴原781番地丙 76.14 平成7(1995) 20 新耐震 × 

32 皇海山登山口トイレ 
利根町根利字根利山国有

林95林班 
11.59 平成12(2000) 15 新耐震 × 

33 根利市有建物（倉庫） 利根町根利439 49.58 － － 不明 × 

34 根利市有建物（車庫） 利根町根利439 143.00 － － 不明 × 

35 旧根利小学校 利根町根利769-2 1266.00 昭和61(1986) 29 新耐震 × 

36 旧根利小中学校教職員住宅 利根町根利853-1,-2 189.54 昭和58(1983) 32 新耐震 × 

37 有償バス南郷線車庫 利根町日影南郷90-3 40.50 昭和61(1986) 29 新耐震 × 

38 市有住宅（南郷） 利根町日影南郷120-1 167.26 平成10(1998) 17 新耐震 × 

39 旧南郷小学校 利根町日影南郷335-1 1063.00 昭和59(1984) 31 新耐震 × 

※1）新耐震：新耐震基準で建築された建物。改修済み：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準

に準拠済みの建物。耐震性有：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。要改修：旧耐震基準

の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。不明：旧耐震基準の建物であり、耐

震診断を行っていない建物。 

※2）○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。 

避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支

障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。 

 

基本方針（方向性） 

・施設ごとに「再編等に向けた考え方」に基づき方向性を検討する。 

 

 

 


