
地域別施設一覧

地域名 気高 町 資料

建物（施設）数 145 棟

連番 住所
施設分類
（小分類）

建物名称 用途 建年 延床面積 構造 所管課 備　考

1 気高町高江 環境関連施設 高江浄水場 ポンプ室 2000 153.00 その他 農村整備課

2 気高町殿 環境関連施設 殿浄水場 ポンプ室 2002 11.00 コンクリートブロック造 農村整備課

3 気高町八束水 観光施設 気高町遊漁センター 事務所 1980 357.61 鉄筋コンクリート造 観光戦略課

4 気高町八束水 観光施設 気高町遊漁センター（物置） 倉庫・物置 1979 15.74 木造 観光戦略課

5 気高町八束水 観光施設 気高町遊漁センター（シャワー室） 浴場・風呂場 1985 11.29 コンクリートブロック造 観光戦略課

6 気高町八束水 観光施設 遊漁管理所（風呂場） 浴場・風呂場 1987 20.06 鉄筋コンクリート造 観光戦略課

7 気高町八束水 観光施設 気高町遊漁センター（自然環境活用センター） 事務所 1981 492.28 鉄筋コンクリート造 観光戦略課

8 気高町八束水 観光施設 自然環境活用センター（配膳室） 食堂・調理室 1984 19.45 木造 観光戦略課

9 気高町八束水 環境関連施設 船磯浄水場 ポンプ室 1972 19.80 コンクリートブロック造 農村整備課

10 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地 倉庫・物置 1978 38.00 軽量鉄骨造 建築住宅課

11 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地 自転車置場・置場 1979 25.00 木造 建築住宅課

12 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地 倉庫・物置 1981 38.00 軽量鉄骨造 建築住宅課

13 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地 自転車置場・置場 1981 12.00 木造 建築住宅課

14 気高町下光元 社会福祉施設 気高人権福祉センター 集会場・会議室 1986 16.20 鉄骨造 人権推進課

15 気高町下光元 社会福祉施設 気高人権福祉センター（旧老人憩の家） 集会場・会議室 1999 259.00 木造 人権推進課

16 気高町下光元 農業振興施設 旧夏ヶ谷農機具保管施設 車庫 1977 70.00 鉄骨造 農業振興課

17 気高町下光元 農業振興施設 夏ヶ谷共同作業所 処理場・加工場 1979 130.00 鉄骨造 農村整備課

18 気高町下光元 社会福祉施設 気高人権福祉センター 集会場・会議室 1987 159.57 鉄筋コンクリート造 人権推進課

19 気高町下光元 保育・子育て支援施設 夏ヶ谷（気高）児童館 保育室・育児室 1978 199.71 鉄骨造 児童家庭課

20 気高町下光元 その他施設 旧夏ヶ谷共同作業所 車庫 1973 93.04 鉄骨造 農業振興課

21 気高町下光元 農業振興施設 農機具保管施設兼共同集出荷施設 処理場・加工場 1988 54.00 鉄骨造 農村整備課

22 気高町下光元 環境関連施設 下光元浄水場 ポンプ室 1975 24.00 コンクリートブロック造 農村整備課

23 気高町下光元 環境関連施設 夏ヶ谷ポンプ格納庫 倉庫・物置 1996 11.10 コンクリートブロック造 農村整備課

24 気高町下光元 農業振興施設 農機具保管施設兼共同育苗施設 車庫 1982 79.60 鉄骨造 農村整備課

25 気高町下光元 農業振興施設 夏ヶ谷共同作業所（農機具保管施設） 処理場・加工場 1973 77.18 鉄骨造 農村整備課

26 気高町下坂本 防災関連施設 気高第４分団ポンプ車格納庫 車庫 1998 90.00 木造 危機管理課

27 気高町下坂本 地区集会施設 瑞穂地区公民館 公民館 1982 432.50 鉄骨造 協働推進課

28 気高町下坂本 地区集会施設 瑞穂地区公民館 公民館 2000 43.30 鉄骨造 協働推進課

29 気高町下坂本 農業振興施設 農産物加工施設 処理場・加工場 1991 99.00 木造 農業振興課

30 気高町下坂本 公営住宅等施設 矢口団地 12A 3棟、6戸 住宅 2000 491.70 木造 建築住宅課

31 気高町下坂本 公営住宅等施設 矢口団地　12B 5棟、10戸 住宅 2001 819.50 木造 建築住宅課

32 気高町下坂本 公営住宅等施設 矢口団地　13　6棟、12戸 住宅 2001 983.40 木造 建築住宅課

33 気高町下坂本 公営住宅等施設 矢口団地　14　1棟、2戸 住宅 2003 163.90 木造 建築住宅課

34 気高町下坂本 公営住宅等施設 矢口団地集会所 住宅 2006 55.48 木造 建築住宅課

35 気高町下坂本 小学校 瑞穂小学校校舎 校舎・園舎 1988 1,905.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

36 気高町下坂本 小学校 瑞穂小学校（体育館） 体育館 1993 1,025.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

37 気高町下坂本 小学校 瑞穂小学校（プール） 洗場・水飲場 2002 375.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

38 気高町下坂本 小学校 瑞穂小学校（プール付属建物） 倉庫・物置 2002 71.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

39 気高町会下 その他施設 緑の郷・管理棟 事務所 1980 259.92 鉄骨造 生涯学習・スポーツ課

40 気高町会下 未活用施設 緑の郷（便所） 便所 1982 12.90 鉄骨造 生涯学習・スポーツ課

41 気高町会下 未活用施設 緑の郷（風呂場・増築） 浴場・風呂場 1994 23.00 コンクリートブロック造 生涯学習・スポーツ課

42 気高町郡家 環境関連施設 会下浄水場 ポンプ室 1975 40.00 コンクリートブロック造 農村整備課

43 気高町山宮 防災関連施設 気高第３分団ポンプ車格納庫 車庫 2000 90.00 木造 危機管理課

44 気高町山宮 地区集会施設 逢坂地区公民館 公民館 1979 340.51 コンクリートブロック造 協働推進課

45 気高町山宮 小学校 逢坂小学校校舎 校舎・園舎 1984 1,778.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

46 気高町山宮 小学校 逢坂小学校（体育館） 体育館 1992 1,025.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

47 気高町山宮 小学校 逢坂小学校（プール） 洗場・水飲場 2001 375.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

48 気高町山宮 小学校 逢坂小学校（プール付属建物） 倉庫・物置 2001 74.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

49 気高町酒津 防災関連施設 気高第５分団ポンプ車格納庫 車庫 2001 105.00 木造 危機管理課

50 気高町酒津 地区集会施設 酒津地区公民館 公民館 1978 318.12 鉄筋コンクリート造 協働推進課

51 気高町酒津 地区集会施設 逢坂地区公民館（倉庫） 倉庫・物置 2000 29.00 木造 協働推進課

52 気高町宿 環境関連施設 瑞穂浄水場ポンプ室 ポンプ室 1977 22.34 コンクリートブロック造 農村整備課

53 気高町勝見 公営住宅等施設 勝見第２団地 住宅 1978 166.40 プレキャストコンクリート造 建築住宅課

54 気高町勝見 その他施設 旧気高第１分団ポンプ車格納庫 車庫 1972 56.61 鉄骨造 気高町総合支所地域振興課

55 気高町勝見 その他施設 焼き物工房 処理場・加工場 1992 70.00 木造 生涯学習・スポーツ課

56 気高町勝見 保養施設 浜村温泉集中管理施設中継ポンプ所No.1 ポンプ室 1997 12.20 鉄筋コンクリート造 観光戦略課

57 気高町勝見 防災関連施設 気高第１分団消防ポンプ車格納庫 車庫 2011 90.02 鉄骨造 危機管理課

58 気高町勝見 観光施設 気高町観光センター 案内所 1991 228.03 鉄骨造 観光戦略課

59 気高町常松 環境関連施設 常松浄水場 ポンプ室 1978 40.00 コンクリートブロック造 農村整備課

60 気高町常松 環境関連施設 常松浄水場 ポンプ室 1979 23.00 コンクリートブロック造 農村整備課

61 気高町新町一丁目 保育・子育て支援施設 浜村小学校放課後児童クラブ 校舎・園舎 1978 553.20 鉄筋コンクリート造 学校教育課

62 気高町日光 防災関連施設 防災行政無線中継局 配電室・電気室 1997 7.00 コンクリートブロック造 危機管理課

63 気高町日光 スポーツ施設 気高町龍見台テニスコート（便所） 便所 1996 48.00 木造 生涯学習・スポーツ課

64 気高町八束水 その他施設 公衆便所 便所 1998 35.00 鉄筋コンクリート造 農村整備課
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65 気高町八束水 環境関連施設 水道ろ過施設 濾過室 1998 91.00 鉄骨造 農村整備課

66 気高町八束水 環境関連施設 ながおクリーンステーション 焼却場 1994 1,367.44 鉄骨造 生活環境課

67 気高町八束水 環境関連施設 ながおクリーンステーション 車庫 1994 85.00 鉄骨造 生活環境課

68 気高町八束水 環境関連施設 ながおクリーンステーション 倉庫・物置 2002 56.00 鉄骨造 生活環境課

69 気高町八束水 環境関連施設 ながおクリーンステーション 車庫 1985 42.42 鉄骨造 生活環境課

70 気高町八幡 公営住宅等施設 勝見団地 集会場・会議室 2006 122.00 木造 建築住宅課

71 気高町八幡 公営住宅等施設 勝見団地 住宅 2003 815.00 木造 建築住宅課

72 気高町八幡 公営住宅等施設 勝見団地 住宅 2004 815.00 木造 建築住宅課

73 気高町八幡 公営住宅等施設 勝見団地　12～14　3棟、6戸 住宅 2006 489.00 木造 建築住宅課

74 気高町八幡 公営住宅等施設 勝見団地　15～16　2棟、4戸 住宅 2006 244.00 木造 建築住宅課

75 気高町八幡 保育・子育て支援施設 鳥取市立浜村保育園 校舎・園舎 2006 1,589.98 木造 児童家庭課

76 気高町八幡 保育・子育て支援施設 鳥取市立浜村保育園 配電室・電気室 2006 44.63 鉄骨造 児童家庭課

77 気高町八幡 環境関連施設 浜村浄水場 ポンプ室 1979 66.30 コンクリートブロック造 農村整備課

78 気高町八幡 小学校 浜村小学校校舎 校舎・園舎 1977 1,617.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

79 気高町八幡 小学校 浜村小学校（体育館） 体育館 1997 1,213.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

80 気高町八幡 小学校 浜村小学校（特別教室） 校舎・園舎 1983 1,536.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

81 気高町八幡 小学校 浜村小学校（プール） 洗場・水飲場 1971 450.00 鉄骨造 教育総務課

82 気高町八幡 小学校 浜村小学校（プール付属建物） 倉庫・物置 1971 28.00 鉄骨造 教育総務課

83 気高町浜村 行政関連施設 気高町総合支所乗用車車庫 車庫 1984 178.66 鉄骨造 気高町総合支所地域振興課

84 気高町浜村 保養施設 浜村温泉集中管理施設配湯ポンプ所 ポンプ室 1997 32.20 鉄筋コンクリート造 観光戦略課

85 気高町浜村 保養施設 浜村温泉集中管理施設中継ポンプ所No.2 ポンプ室 1997 12.20 鉄筋コンクリート造 観光戦略課

86 気高町浜村 保養施設 浜村温泉館（中二階増築） 浴場・風呂場 2004 198.17 木造 観光戦略課

87 気高町浜村 その他施設 有線テレビジョン放送施設（浜村） 配電室・電気室 2006 25.04 鉄骨造 情報政策課

88 気高町浜村 保健・医療施設 気高地区保健センター 保健室・医務室・衛生室 2003 2,250.00 鉄骨鉄筋コンクリート造 中央保健センター

89 気高町浜村 保健・医療施設 健康増進・健康管理センター（足湯） 浴場・風呂場 2003 61.16 木造 中央保健センター

90 気高町浜村 公園施設 浜村砂丘公園便所 便所 2010 42.00 鉄筋コンクリート造 都市環境課

91 気高町浜村 行政関連施設 除雪車車庫 車庫 1997 88.00 木造 道路課

92 気高町浜村 その他施設 リサイクルドリームハウス 作業所・工作物 1992 190.00 木造 生活環境課

93 気高町浜村 庁舎等 気高町総合支所本庁舎 庁舎 1970 1,419.03 鉄筋コンクリート造 気高町総合支所地域振興課

94 気高町浜村 庁舎等 気高町総合支所庁舎 庁舎 1994 561.88 鉄骨造 気高町総合支所地域振興課

95 気高町浜村 行政関連施設 気高町総合支所乗用車車庫 車庫 1994 33.00 鉄骨造 気高町総合支所地域振興課

96 気高町浜村 行政関連施設 気高町総合支所車庫（消防車・マイクロバス） 車庫 1994 71.50 鉄骨造 気高町総合支所地域振興課

97 気高町浜村 行政関連施設 気高町総合支所車庫（東倉庫） 倉庫・物置 1994 132.00 鉄骨造 気高町総合支所地域振興課

98 気高町浜村 行政関連施設 気高町総合支所車庫（自転車置場） 自転車置場・置場 1994 14.36 鉄骨造 気高町総合支所地域振興課

99 気高町浜村 防災関連施設 水防倉庫（浜村） 倉庫・物置 1988 59.70 木造 気高町総合支所地域振興課

100 気高町浜村 中学校 気高中学校校舎 校舎・園舎 1967 1,559.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

101 気高町浜村 中学校 気高中学校（体育館） 体育館 1968 1,220.00 鉄骨造 教育総務課

102 気高町浜村 中学校 気高中学校（特別教室） 校舎・園舎 1967 1,952.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

103 気高町浜村 中学校 気高中学校（武道館） 校舎・園舎 1982 406.00 鉄骨造 教育総務課

104 気高町浜村 中学校 気高中学校（倉庫） 倉庫・物置 1983 15.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

105 気高町浜村 中学校 気高中学校（技術教室） 校舎・園舎 1992 190.00 木造 教育総務課

106 気高町浜村 体育館 気高町農業者トレーニングセンター（体育館） 体育館 1983 1,946.00 鉄骨造 生涯学習・スポーツ課

107 気高町浜村 スポーツ施設 気高町B&G海洋センター 事務所 1985 1,268.00 コンクリートブロック造 生涯学習・スポーツ課

108 気高町浜村 スポーツ施設 気高町B&G海洋センター 倉庫・物置 1995 33.00 木造 生涯学習・スポーツ課

109 気高町浜村 体育館 気高町体育館 体育館 1975 622.00 鉄筋コンクリート造 生涯学習・スポーツ課

110 気高町浜村 中央公民館 気高町中央公民館 公民館 1975 923.31 鉄筋コンクリート造 生涯学習・スポーツ課

111 気高町浜村 中央公民館 気高町中央公民館 公民館 2000 65.95 鉄筋コンクリート造 生涯学習・スポーツ課

112 気高町浜村 スポーツ施設 気高町運動広場（便所） 便所 1987 9.27 鉄骨造 生涯学習・スポーツ課

113 気高町浜村 スポーツ施設 気高町運動広場（物置） 倉庫・物置 1987 7.93 鉄骨造 生涯学習・スポーツ課

114 気高町浜村 教育関連施設 気高学校給食センター 食堂・調理室 1995 1,109.32 鉄筋コンクリート造 学校保健給食課

115 気高町浜村 保養施設 浜村温泉館 浴場・風呂場 1982 1,808.61 鉄骨鉄筋コンクリート造 観光戦略課

116 気高町浜村 保養施設 浜村温泉館（展望浴場機械室） ボイラー室 1997 24.98 木造 観光戦略課

117 気高町宝木 地区集会施設 宝木支所（地区公民館） 庁舎 1977 27.57 鉄骨造 気高町総合支所地域振興課

118 気高町宝木 防災関連施設 気高第２分団ポンプ車格納庫 車庫 2004 97.50 木造 危機管理課

119 気高町宝木 その他施設 宝木駅トイレ 便所 2003 30.00 木造 都市環境課

120 気高町宝木 地区集会施設 宝木地区公民館 公民館 1977 359.86 鉄骨造 協働推進課

121 気高町宝木 保育・子育て支援施設 鳥取市立ひかり保育園 校舎・園舎 2006 1,482.67 木造 児童家庭課

122 気高町宝木 保育・子育て支援施設 鳥取市立ひかり保育園 配電室・電気室 2006 43.22 鉄骨造 児童家庭課

123 気高町宝木 農業振興施設 水耕栽培施設ハウス（管理棟） 処理場・加工場 1994 305.40 コンクリートブロック造 農業振興課

124 気高町宝木 農業振興施設 水耕栽培施設ハウス（温室） 温室 1994 1,209.60 鉄骨造 農業振興課

125 気高町宝木 農業振興施設 水耕栽培施設ハウス（温室） 温室 1995 1,209.60 鉄骨造 農業振興課

126 気高町宝木 農業振興施設 水耕栽培施設ハウス（温室） 温室 1996 2,419.20 鉄骨造 農業振興課

127 気高町宝木 農業振興施設 水耕栽培施設ハウス（温室） 温室 1997 1,209.60 鉄骨造 農業振興課

128 気高町宝木 環境関連施設 宝木浄水場ポンプ室 ポンプ室 1979 24.13 コンクリートブロック造 農村整備課

129 気高町宝木 その他施設 一般住宅 住宅 1996 140.31 木造 気高町総合支所地域振興課

130 気高町宝木 小学校 宝木小学校校舎 校舎・園舎 1986 2,609.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

131 気高町宝木 小学校 宝木小学校（体育館） 体育館 1987 1,032.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

132 気高町宝木 小学校 宝木小学校（プール） 洗場・水飲場 2004 375.00 鉄筋コンクリート造 教育総務課

133 気高町宝木 小学校 宝木小学校（プール付属建物） 倉庫・物置 2004 72.96 鉄筋コンクリート造 教育総務課

134 気高町宝木 小学校 宝木小学校（倉庫） 倉庫・物置 2004 19.74 鉄筋コンクリート造 教育総務課
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135 気高町宝木 保育・子育て支援施設 宝木小学校放課後児童クラブ専用施設 保育室・育児室 1997 65.00 木造 学校教育課 前名称：寺前地区会館

136 気高町宝木 体育館 気高町勤労者体育センター 体育館 1982 928.59 コンクリートブロック造 生涯学習・スポーツ課

137 気高町北浜三丁目 生涯学習施設 図書館分室（気高図書館） 書庫 2003 466.82 鉄骨造 中央図書館

138 気高町北浜三丁目 生涯学習施設 図書館分室（気高図書館車庫） 車庫 2006 63.00 木造 中央図書館

139 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地　53-1 住宅 1979 710.61 鉄筋コンクリート造 建築住宅課

140 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地 ポンプ室 1979 8.00 コンクリートブロック造 建築住宅課

141 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地　54-2 住宅 1980 710.61 鉄筋コンクリート造 建築住宅課

142 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地 倉庫・物置 1979 8.00 コンクリートブロック造 建築住宅課

143 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地　56-3 住宅 1981 710.61 鉄筋コンクリート造 建築住宅課

144 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地 ポンプ室 1981 8.00 コンクリートブロック造 建築住宅課

145 気高町北浜二丁目 公営住宅等施設 西浜団地集会所 集会場・会議室 1997 70.40 木造 建築住宅課
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