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保健福祉部関係施設一覧

１． 社 会 福 祉 課

２． 高 齢 者 支 援 課

３． 健 康 推 進 課



　　　　　　　　　　　　　保健福祉部関係施設一覧表　　  （令和4年4月1日現在）

施設名 所在地 建設年月日 面積 施設の内容
〔社会福祉課〕 館林市 ㎡

敷地
13,358.98
建物

4,771.80

敷地
7,526.80

建物
1,281.91

〔高齢者支援課〕
敷地

2,879.70
建物

1,431.79
(728.78)

教養講座陶芸室 仲町14-20 平2.3.15 50.36 窯室

〔健康推進課〕
敷地

2,879.70
建物

1,431.79
(703.01)

敷地
1,652.91

建物
220.00

〔こども局こども課〕
敷地

昭27.7.25 2,598.00 昭和59年3月改築
許可年月日 建物 定員　75名

488.11
敷地

昭36.4.1 2,309.29 平成2年3月改築
許可年月日 建物 定員120名

758.35
敷地

昭28.6.1 4,843.00 昭和52年11月改築
許可年月日 建物 定員100名

1,071.40
敷地

昭31.3.1 2,110.00 昭和63年3月改築
許可年月日 建物 定員　60名

468.53
敷地

昭42.4.1 3,910.00 平成14年3月改築
許可年月日 建物 定員　90名

980.30

健康教育室、栄養指導実習室、診
察室、歯科相談室、体力測定室兼
小児行動観察室、予防接種室、保
健相談室、保健指導室

館林市保健福祉センター
(保健センター)

仲町14-1 昭58.3.19

昭59.3.21

診療室、処置室、救急診察室、回
復室、薬局事務室、医師控室、看
護師控室、検査室、倉庫、機械
室、待合ホール

館林市夜間急病診療所 新栄町1844-3

温水プール、ふれあい大ホール、
浴室、家族ふれあい工作室、高齢
者伝承創作室、教養娯楽室、機能
回復訓練室、療育訓練室、プレイ
ルーム、ふれあい通り、喫茶コー
ナー、事務室、会議室、その他

館林市総合福祉センター 苗木町2452-1 平成3～4年度

重度デイサービス室、児童デイ
サービス室、学童サービス室、地
域活動支援センター室、相談支援
室、事務室、食堂（多目的スペー
ス）、入浴室、会議室、その他

館林市保健福祉センター
（老人福祉センター）

仲町14-1 昭和58.3.19

身障者便所、トイレ、機能回復室、
創作室、談話ロビー、事務室、教
養娯楽室、集会室

本町3-6-1南保育園

東保育園 瀬戸谷町2240-17

館林市障がい者総合支援
センター 成島町1565 平成26.6.9

六郷保育園 新宿2-14-18

多々良保育園 日向町1147-16

渡瀬保育園 足次町486-1
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施設名 所在地 建設年月日 面積 施設の内容
〔こども局こども課〕

敷地
昭45.4.1 1,864.73 平成11年3月改築
許可年月日 建物 定員　90名

962.14
敷地

昭46.4.1 7,470.00 平成16年3月改築
許可年月日 建物 定員150名

1,428.00
敷地

昭52.4.1 1,669.07 昭和52年3月新築
許可年月日 建物 定員　50名

1,052.33
敷地 昭和55年3月新築

昭55.4.1 2,958.00 平成25年5月耐震・大規模改修
許可年月日 建物 　　　　　　　　給食室増築

699.62 定員　90名
敷地

昭24.4.1 1,319.00 宗教法人　永明寺
許可年月日 建物 定員　40名

276.67
敷地

昭43.4.1 2,595.02 社会福祉法人聖ルカ会
許可年月日 建物 定員110名

1,083.00
敷地

昭47.4.1 2,044.65 社会福祉法人館林双葉会
許可年月日 建物 定員　70名

506.15
敷地 社会福祉法人山びこ会

昭53.2.22 2,446.93 平成15年3月改築
許可年月日 建物 定員　90名

924.90
敷地

昭56.3.30 2,881.29 社会福祉法人ひかり会
許可年月日 建物 定員220名

1,203.82
敷地

大12.4 3,245.00 定員180名
創立 建物

1,203.00
敷地

昭23.4 3,867.00 定員160名
創立 建物

925.00
敷地

昭32.4 2,193.00 定員　80名
創立 建物

584.00
敷地

昭48.4 5,141.00 定員160名
創立 建物

1,044.00

成島保育園 北成島町1645-1

美園保育園 美園町10-26

松波保育園 高根町400-96

ルンビニ保育園

長良保育園 台宿町7-12

赤生田本町1510

大街道3-5-1

杉並幼稚園 新宿2-14-18

北幼稚園 台宿町9-1

南幼稚園 本町3-6-1

東幼稚園 大島町4364-1

青柳保育園

聖ルカ保育園

ももの木保育園 楠町1943-1

青柳町1596-1

双葉保育園 松原1-23-1
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施設名 所在地 建設年月日 面積 施設の内容
〔こども局こども課〕

敷地
昭56.4 3,442.00 定員160名
創立 建物

1,038.00

敷地 学校法人光楽学園
昭40.4 1,178.78 （S63.3宗教法人から変更）
創立 建物 定員　45名

376.44

敷地
昭53.12.1 5,032.00 学校法人富士学園
認可年月日 建物 定員　280名

2,051.01
昭41.3.31 敷地 平成6年3月改築
許可年月日 3,540.00 定員135名
平18.4.1 建物 平成18年3月改修（民営化の為）
（民営化により） 861.05 社会福祉法人ひかり会(平18.4.1）

敷地
4,174.61

延床面積
737.37

敷地
1,979.00

延床面積
362.79

敷地
1,170.26

延床面積
420.72

　※平成31年度より、保育園・こども園の定員は利用定員で記載
　※令和4年度機構改革に伴い、幼稚園事務が教育委員会からこども局こども課へ移管

西幼稚園 近藤町178-273

富士原町1241-80

上三林町107-1

常楽幼稚園 木戸町580

赤羽児童館 赤生田町1964-1

児童センター 大手町10-55

事務室、遊戯室、集会室、多目的
室、図書室、屋外施設

昭58.3.25

平元.3.15

平6.2.24

西児童館

富士こども園 富士見町5-1

認定こども園MINOYA

事務室、遊戯室、絵画工作室、集
会室、図書室、屋外施設

事務室、遊戯室、集会室、図書
室、屋外施設
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