
付　  　録
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令和３年４月１日現在

町長部局

町 副

町

長 長

税 務 課

福 祉 課

子育て健康課 保　育　園

生活環境課

行 政 機 構 図

総 務 課

町 民 課

企画財政課

防災安全課

会計管理者 会 計 室

地域振興課

都市整備課

協働推進課
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令和２年４月１日現在

教育委員会

教
　
育
　
長

事　務　局 書　記

農 業 委 員 会 事　務　局 書　記

議 会

監 査 委 員 事　務　局 書　記

選 挙 管 理 委 員 会 事　務　局 書　記

固 定 資 産評 価 審 査 委 員会 事　務　局

水 道 事 業

書　記

下 水 道 事 業
生活環境課

　　※水道事業・下水道事業職員は町長部局生活環境課職員との併任

生涯学習課

教育総務課

給食センター

そうわ会館生涯学習センター

総合体育館 山田総合グラウンド

小　学　校

中　学　校

幼　稚　園
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主な施設等一覧表

名　　　　　　　　　称 所　　　在　　　地 電　　　　話

大井町役場 大井町金子１９９５ ８３－１３１１

町立　生涯学習センター（旧 中央公民館） 大井町金子１９９５ ８３－５４０９

町立　大井町図書館 大井町金子１９９５ ８３－５４０９

大井町総合体育館 大井町金子１９７０ ８２－９７９９

大井町山田総合グラウンド 大井町山田２０００－１ ８２－８５７０

大井町保健福祉センター 大井町金子１９６４－１ ８３－８０１１

町立　そうわ会館 大井町山田５０２ ８５－１６０１

町立　学校給食センター 大井町上大井　２８７－１ ８２－２７６１

町立　大井保育園 大井町金子２８５４ ８２－４２４９

町立　相和幼稚園 大井町山田５６６ ８２－３６５６

町立　大井幼稚園 大井町金手４５１－１ ８２－３６５０

町立　大井第二幼稚園 大井町金子１２７０－１ ８３－０５４５

町立　相和小学校 大井町山田５８０ ８２－１６１１

町立　大井小学校 大井町金子１４３６ ８２－０９１８

町立　上大井小学校 大井町上大井１７１ ８３－１１５１

町立　湘光中学校 大井町金子１９５０ ８２－２５４１

県立　大井高等学校 大井町西大井９８４－１ ８３－４１０１

大井町ふれあい館 大井町金子２８３３ ８２－６０４６

おおい児童コミュニティクラブ 大井町金子１９０８ ８３－３９６２

かみおおい児童コミュニティクラブ 大井町上大井２８４－１ ８３－８３１７

（社会福祉法人）大井町社会福祉協議会 大井町上大井６８－２ ８４－３２９４

大井町生きがい事業団 大井町金子１９６４－１ ８３－８０１４

大井町地域作業所ほほえみ 大井町金子１９６４－１ ８３－８０１３

（社会福祉法人）あしがら広域福祉センター 大井町西大井１０５５ ８２－２２９４

（社会福祉法人）育秀会栄光愛児園 大井町西大井３８５－１ ８３－３２２５

昭和女子大学東明学林 大井町山田１８６８ ８３－５１０１

金子児童公園 大井町金子１６５

相模金子駅前公園 大井町金子１４９９

水神宮公園 大井町金手１９－８

町営第一浄水場 大井町金手７９７

町営第二浄水場 大井町金手６３９－１ ８３－０２８１

小田原市消防本部　 小田原市前川１８３－１８ ４９－４４１０

災害情報テレフォンサービス ０１８０-９９-４９４９

足柄上衛生組合 南足柄市斑目１５４７ ７４－０７２２

松田警察署 松田町松田庶子４７７－１ ８２－０１１０

金田交番 大井町金子１８４５－３

相和駐在所 大井町山田３４８－３ ８３－５４８３
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名　　　　　　　　　　称 所　　　在　　　地 電　　　　話

大井町農業体験施設　四季の里 大井町柳２６５ ８２－３７５１

大井町農産加工所 大井町柳２４８

大井町郷土資料館 大井町柳２４８

かながわ西湘農業協同組合大井支店 大井町金子１４６４ ８２－０１５４

かながわ西湘農業協同組合相和支店 大井町山田３７９－１ ８２－２２８６

足柄東部清掃組合 大井町柳５４０ ８３－１５５４

　　　大井美化センター 大井町柳５４０ ８３－１５５４

　　　中井美化センター 中井町岩倉４９１－１ ８１－３３５６

神奈川県農業共済組合西部支所 開成町吉田島２４８９－２ ８２－０１３８

曽我郵便局 大井町上大井４９７－３ ８２－１９０７

大井金子郵便局 大井町金子１６６９－４ ８３－８２２２

さがみ信用金庫大井支店 大井町金子１１４－１ ８３－４１３５

さがみ信用金庫上大井支店 大井町上大井１１３ ８３－５５００

ＪＲ東海　御殿場線　上大井駅 大井町上大井６１７

ＪＲ東海　御殿場線　相模金子駅 大井町金子

中日本高速道路株式会社大井松田ＩＣ料金所 大井町金子３０６９ ８２－３１０１

渥美医院 大井町金子４８ ８２－２５３９

佐藤病院 大井町金子１９２２－３ ８３－５６１１

友和クリニック 大井町金手１２７ ８３－６１２１

瀬戸クリニック 大井町山田１１３３ ８２－７８８６

大井町クリニック 大井町上大井４０９－５ ８２－８９７１

すずき小児科 大井町金子１６４３－１ ４３－６６０８

まえかわクリニック 大井町金子２６０１－１ ８６－０７７７

武田耳鼻咽喉科クリニック 大井町金子１３７５ ８３－７７３３

堀内医院 大井町金子５９３ ８２－１３０１

鈴木歯科医院 大井町金子２５９３－１ ８３－１３５７

小宮歯科医院 大井町西大井２６ ８３－１１８１

楢山歯科医院 大井町金手９５５－３ ８３－５０００

間宮歯科医院 大井町金子２１０ ８３－５６２２

大井歯科医院 大井町金子１８２ ８３－７０２０

岡部歯科医院 大井町金手１０８１－９ ８５－１６２２

めぐみ歯科医院 大井町上大井１０４－１ ８５－０００８

足柄上地区休日急患診療所 開成町吉田島５８０ ８３－１８００

いこいの村あしがら 大井町柳２６０ ８２－２３８１

令和３年４月１日現在
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主な施設等の状況

施        設 所  在  地 備                考

大井町役場 大井町金子１，９９５ 敷地面積　　　６，８８０㎡

延べ床面積　 ４，４４８㎡

構 　　 造      鉄筋コンクリート造　３階（一部４階)建

　　　　　　　　 昭和５８年１１月３０日完成

大井町総合体育館 大井町金子１，９７０ 敷地面積　  　５，１６７㎡

延べ床面積　 ５，７０５㎡

構  　　造      鉄骨鉄筋コンクリート造　３階建

　　　　　　　　 平成５年２月２８日完成

   大井町保健 大井町金子 敷地面積　  　３，０１２．０２㎡

      福祉センター 　　　　１，９６４－１ 延べ床面積　 ２，４５４．８５㎡

構 　　 造      鉄筋コンクリート造　２階建

　　　　　　　　 平成９年１０月２８日完成

大井町立 大井町金子１，９９５ 敷地面積　  　４，３１３．５２㎡

　 生涯学習センター 延べ床面積 　３，４８７．９３㎡

（旧 大井町立中央公民館） 構 　　 造      鉄筋コンクリート造　３階建

　　　　　　　　 昭和６２年１１月１日開館

大井町立 大井町山田５０２ 敷地面積　  　１，７０４㎡

　 そうわ会館 延べ床面積　 ８８０．５７㎡

構　　  造    　鉄筋コンクリート造　２階建

　　　　　　　　 平成１１年１月５日開館

　　大井町山田 大井町山田 敷地面積　   ３０，０００㎡

　  総合グラウンド 　　　　２，０００－１ 施　　　設　　 多目的運動場・

　　　　　　　　 テニスコート（人工芝４面・クレー４面）・

　　　　　　 　　管理棟・倉庫

                   平成６年３月１５日完成

大井町    大井町上大井 敷地面積　  　２，９８７．８３㎡

　 学校給食センター 　　　　　　　２８７－１ 建物面積　　  １，４１９．７６㎡

構　　  造    　鉄骨造　２階建

　　　　　　　　 平成２０年２月２９日完成

　　大井町ふれあい館 大井町金子２，８３３ 敷地面積　  　９５５．６㎡

建物面積　  　４８０．０㎡

構  　　造    　鉄筋コンクリート造　２階建

　　　　　　　　     　　　（１階子育て支援センター・２階多目的室・会議室）

　　　　　　　　 昭和４７年３月３１日完成

　　　　　　　　 平成１４年度改修工事

大井町 大井町上大井６７ 敷地面積　 　１，２９９㎡

　　ほほえみハウス 建物面積　 　９５．７２㎡

構  　　造      軽鉄造平屋建

　　　　　　　　 平成１４年３月１８日完成
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令和３年４月１日現在

施        設 所  在  地 備                考

   馬場老人憩いの家 大井町金子１，８２０ 敷地面積　　　２５０．３㎡

建物面積　　　１１５．７㎡

構  　　造     　木造　２階建

　　　　　　　　 （集会室・和室）

　　　　　　　 　 昭和５１年度建設

保育所
　　　町立大井保育園 大井町金子２，８５４ 敷地面積　　　３，３３８㎡

建物面積　　　５４１．９２㎡
定　　　員　　　７０人
認可年月日　　昭和６０年４月１日

　　　育秀会栄光愛児園 大井町西大井３５８－１ 敷地面積　　　１，２０５㎡
建物面積　　　３５８．９㎡
定　　　員　　　９０人
認可年月日　　昭和５８年２月１８日

幼稚園
　　　相和幼稚園 大井町山田５６６ 開設年度　　　平成１０年度

（ 旧園舎 　  　昭和３９年度 ）
　　　大井幼稚園 大井町金手４５１－１ 開設年度　　　平成１６年度

（ 旧園舎 　  　昭和４４年度 ）
　　　大井第二幼稚園 大井町金子１，２７０－１ 開設年度　　　昭和４８年度

小・中学校
　　　相和小学校 大井町山田５８０ 開設年度　　　昭和２６年度
　　　大井小学校 大井町金子１，４３６ 開設年度　　　昭和３４年度
　　　上大井小学校 大井町上大井１７１ 開設年度　　　昭和５３年度
　　　湘光中学校 大井町金子１，９５０ 開設年度　　　昭和２２年度

コミュニティクラブ
　　　おおい児童 大井町金子１９０８ 敷地面積　　　２，３４２．２１㎡
　　　　　 コミュニティクラブ 建物面積　　　５７１㎡

構　　　造　　　木造平屋建
　　　　　　　　　平成１６年５月６日開所

　　　かみおおい児童 大井町上大井２８４－１ 敷地面積　　　６２７．４２㎡
　　　　　 コミュニティクラブ 建物面積　　　２００．４０㎡

構　　　造　　　木造平屋建
　　　　　　　　　平成２１年４月１日開所

農業施設
　　　大井町農業体験施設 大井町柳２６５ 敷地面積　　　２，４０３．６６㎡

四季の里 延べ床面積　 ２９７．１１㎡
構　　　造　　　木造平屋建
　　　　　　　　　平成２４年４月２９日開館
　　　　　　　　　四季の里直売所併設

　　　大井町農産加工所 大井町柳２４８ 敷地面積　　　８９３㎡
建物面積　　　９２．５４㎡
構　　　造　　　木造平屋建
　　　　　　　　　昭和６３年４月１日開館

　　　大井町郷土資料館 大井町柳２４８ 敷地面積　　　９２２㎡
建物面積　　　９９㎡
構　　　造　　　木造平屋（一部２階）建
　　　　　　　　　平成元年４月１日開館
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令和３年４月１日現在

名　　　称 所　　在　　地 概　　　　　　　　要

取　水　場 大井町金手７９７　他 第１～第７号水源　　　（設置：昭和４１・４９年度・平成２・３・９年度）

面　 積　１，００１㎡

口　 径　２５０～３００㎜　、　深　さ　８３～１５０ｍ　

取水ポンプ　７台

第一浄水場 大井町金手７９７ 面　 積　８７６㎡　　　　　建屋RC造り１階

浄水池　１００m3　　　　（設置：昭和４１年度）

送水ポンプ　２台

第二浄水場 大井町金手６３９－１ 面　 積　１，７３０㎡　　　建屋RC造り２階

浄水池　４９０m3　　　　（設置：昭和５０年度・平成２年度）

送水ポンプ　５台

根岸山配水池 大井町金子３４８２ 面　 積　８４８㎡　　　　（設置：昭和４１・４９年度）　　

貯水量　１，０００m3　　　緊急遮断弁　３基

馬場配水池 大井町金子 面　 積　２，６１０㎡　　（設置：昭和５４年度・平成４年度）　　　　

　　　　　　３７５５－２ 貯水量　５，３００m3　　　緊急遮断弁　４基

山田配水池 大井町山田１６１７ 面　 積　１，０９７㎡　　（設置：平成５年度）　　　　

貯水量　９１０m3　　　　　緊急遮断弁　２基

赤田配水池 小田原市上曽我 面　 積　６２５㎡　　    （設置：平成７年度）　　　　

　　　　　　２１８４－１ 貯水量　４５０m3　　　　　緊急遮断弁　２基

柳・高尾配水池 大井町柳４１４－３ 面　 積　３００㎡　　　  （設置：平成８年度）　　　

貯水量　１９２m3　　　　　緊急遮断弁　２基

篠窪配水池 大井町篠窪８３３－７ 面　 積　２００㎡　　　　（設置：平成９年度）　　　

貯水量　２１０m3　　　　　緊急遮断弁　２基

資料：生活環境課

町営水道施設の状況

 

 

 


