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■対象施設一覧表 

大分類 中分類 施設名称 施設数 

01 

市民文化系施設 

集会施設 ・中央公民館  ・三木コミュニティスポーツセンター 

・三木南交流センター ・別所町公民館  ・志染町公民館 

・細川町公民館   ・口吉川町公民館  ・緑が丘町公民館 

・自由が丘公民館  ・青山公民館    ・吉川町公民館 

・吉川町公民館貸潮分館 ・市民活動センター 

・市民活動センター分館 ・まなびの郷みずほ ・総合隣保館 

・別所ふるさと交流館  ・福井コミュニティセンター 

・加佐公民館    ・吉田公民館    ・広野公民館 

・西這田公民館   ・鳥町集会所    ・下石野公民館 

・戸田教育集会所  ・細川中公民館   ・笹原公民館 

27 28 

文化施設 ・文化会館 1 

02 

社会教育系施設 

図書館 ・中央図書館    ・青山図書館    ・吉川図書館 3 8 

博物館等 ・旧玉置家住宅   ・旧小河家別邸   ・金物資料館 

・堀光美術館    ・みき歴史資料館 

5 

03 

スポーツ・レクリ

エーション系施設 

スポーツ施設 ・市民体育館    ・勤労者体育センター・三木山総合公園 

・吉川総合公園   ・吉川体育館    ・屋内ゲートボール場 

・緑が丘スポーツ公園管理棟 ・弓道場 

8 14 

レクリエーション施設・観光施設 ・三木ホースランドパーク ・三木鉄道ふれあい館 

・みの川会館    ・別所ゆめ街道旧別所駅跡休憩所 

・別所ゆめ街道旧石野駅跡休憩所 

5 

保養施設 ・温泉交流館 1 

04 

産業系施設 

産業系施設 ・山田錦の館    ・道の駅みき   ・かじやの里メッセみき 

・農産物工房    ・別所ゆめ街道飲食物産館 

・勤労者福祉センター サンライフ三木 

6 6 

05 

学校教育系施設 

小学校 ・三樹小学校    ・平田小学校   ・三木小学校 

・別所小学校    ・志染小学校   ・口吉川小学校 

・豊地小学校    ・緑が丘小学校  ・緑が丘東小学校 

・自由が丘小学校  ・自由が丘東小学校 ・広野小学校 

・東吉川小学校   ・中吉川小学校   ・上吉川小学校 

・みなぎ台小学校 

16 36 

中学校 ・三木中学校    ・三木東中学校   ・別所中学校 

・志染中学校    ・星陽中学校    ・緑が丘中学校 

・自由が丘中学校  ・吉川中学校 

8 

特別支援学校 ・三木特別支援学校 1 



 

9 

 

その他教育施設 ・吉川学校給食共同調理場 ・三樹学校給食共同調理場 

・平田小学校給食調理場  ・三木学校給食共同調理場 

・別所学校給食共同調理場 ・緑が丘学校給食共同調理場 

・緑が丘東小学校給食調理場 ・自由が丘小学校給食調理場 

・自由が丘東学校給食共同調理場 ・広野小学校給食調理場 

・教育センター 

11 

06 

子育て支援施設 

幼稚園・保育園・こども園 ・三樹幼稚園    ・三木幼稚園    ・別所認定こども園 

・清心緑が丘認定こども園 ・緑が丘東幼稚園 

・自由が丘幼稚園  ・広野幼稚園    ・よかわ認定こども園 

・上の丸保育所   ・志染保育所 

10 26 

幼児・児童施設 ・平田ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ   ・豊地ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ   ・口吉川ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ 

・緑が丘ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ ・緑が丘東ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ ・自由が丘東ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ 

・よかわｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ   ・三樹ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ   ・三木ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ 

・別所ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ   ・志染ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ   ・自由が丘ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ 

・広野ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ 

・児童センター   ・吉川児童館 

・わんぱく広場 

16 

07 

保健・福祉施設 

高齢福祉施設 ・デイサービスセンター口吉川 ・デイサービスセンター志染 

・デイサービスセンターひまわり・デイサービスセンター三木南 

・デイサービスセンター三木東 ・デイサービスセンター三木北 

・デイサービスセンター自由が丘 

・高齢者福祉センター 

・地域包括西部サブセンター 

9 17 

障害福祉施設 ・はばたきの丘   ・三木共同作業所   ・口吉川共同作業所 

・星陽やすらぎセンター ・やすらぎ工房 

・こども発達支援センターにじいろ 

6 

保健施設 ・総合保健福祉センター ・吉川健康福祉センター 2 

08 

行政系施設 

庁舎等 ・本庁舎・みっきぃ広場 ・吉川支所 2 19 

消防施設 ・消防本部     ・消防署広野分署  ・消防署吉川分署 

・三木第 2 分団消防器具庫 ・三木第 6 分団消防器具庫 

・三木第 8 分団消防器具庫 

・本町コミュニティ消防センター  

・別所町コミュニティ消防センター ・志染機動隊消防器具庫 

・細川機動隊器具庫 ・口吉川機動隊器具庫 ・細川中器具庫 

・笹原器具庫 

13 

その他行政系施設 ・水防倉庫（別所） ・水防倉庫（末広） 

・水防倉庫（吉川） ・備蓄倉庫 

4 

09 

公営住宅 

公営住宅 ・加佐団地     ・朝日ヶ丘中団地  ・朝日ヶ丘中団地高層 

・朝日ヶ丘南団地  ・新田山団地    ・大塚団地 

・えびす団地    ・跡部団地 

8 8 

  



 

10 

 

10 

公園 

公園 ・美嚢川リバーサイドパーク市民トイレ 

・朝日ヶ丘中央公園トイレ ・三木山多目的広場トイレ 

・緑が丘南公園トイレ ・自由が丘中央公園市民トイレ 

・自由が丘中公園 

6 6 

11 

供給処理施設 

供給処理施設 ・清掃センター   ・吉川クリーンセンター 

・クリーンセンター 

3 3 

12 

その他 

その他 ・ハートフルプラザみき ・みきやま斎場 ・旧火葬場 

・三木鉄道記念公園市民トイレ ・緑が丘駅前市民トイレ 

・上の丸駅前市民トイレ ・本町市民トイレ  

・神鉄三木駅前トイレ  ・永代池市民トイレ  

・恵比須駅前市民トイレ ・市野瀬市民トイレ 

・神戸電鉄志染駅前市民トイレ ・ＭＩＫＩ夢ステーション 

・下石野共同作業場 ・加佐共同作業場  ・吉田共同作業場 

・戸田共同作業場  ・広野共同作業場  ・細川中共同作業場 

・笹原共同作業場  ・西這田共同作業場 ・鳥町共同作業場 

・自由が丘中公園バス待合施設 ・高木公園ﾃﾆｽｺｰﾄｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 

・三木北部土地区画整理事務所 ・シルバー人材センター 

・旧加佐西農作業所 ・旧上の丸庁舎   ・旧南庁舎 

・旧浄化研究所   ・旧勤労青少年ホーム 

・旧三木山ガス工場・旧朝日ヶ丘ガス倉庫 ・選挙管理委員会倉庫 

・旧東吉川幼稚園  ・旧志染幼稚園  ・旧よかわ幼稚園 

・旧吉川保育所   ・旧吉川学校給食共同調理場 

39 39 

合計  210 

 


