
別紙２

区分 （㎡） （台）

みずほ団地 滝の川町西8丁目927-2の内 鉄筋コンクリート造平家 延床面積 78.75

1 個所

みずほ団地 滝の川町西8丁目927-2の内 鉄筋コンクリート造平家 延床面積 6.11

1 個所

啓南団地 空知町3丁目178-9、178-8の内 ベンチ6、砂場 整備面積 800.00

滝の川団地（北） 滝の川町東3丁目1099-28 ブランコ、シーソー、鉄棒、ベンチ2、砂場 整備面積 1036.34

滝の川団地（南） 滝の川町東3丁目1120-172 ベンチ5、砂場1 整備面積 1271.75

滝の川団地（中耐） 滝の川町東2丁目1088-14の内 ブランコ、鉄棒、ベンチ3、シーソー、スプリング、砂場2、雲梯 整備面積 1511.95

みずほ団地 滝の川町西8丁目3番 ベンチ2

一の坂団地 一の坂町東1丁目43-9の内 鉄棒1、ベンチ4、砂場 整備面積 571.80

東栄団地 東滝川町1丁目459-41、461-11 ブランコ、シーソー、鉄棒、ベンチ7、砂場 整備面積 1346.84

北辰団地 江部乙町西12丁目1526-18 ブランコ、シーソー、滑り台、鉄棒、ベンチ2、砂場 整備面積 943.36

江南団地 江部乙町東11丁目799-23の内 ベンチ2、砂場 整備面積 642.00

新興団地 江部乙町東10丁目772-4の内 整備面積 328.15

10　箇所 8452.19

江陵団地集会所 幸町4丁目3番22号 69.86

銀川団地集会所 有明町3丁目3番5号 鉄筋コンクリート造平家 延床面積 70.00

一の坂団地集会所 一の坂町東1丁目7番5号 鉄筋コンクリート造平家 延床面積 120.00

みずほ団地集会所 滝の川町西8丁目3番1号 鉄筋コンクリート造平家 延床面積 94.57

見晴団地集会所 滝の川町西3丁目3番8号 鉄筋コンクリート造平家 延床面積 98.99

新興団地集会所 江部乙町東10丁目9番43号 補強コンクリートブロック造 延床面積 69.33

開西団地集会室 幸町2丁目16番11号 補強コンクリートブロック造 延床面積 69.33

東栄団地集会室 東滝川町1丁目4番4号 補強コンクリートブロック造 延床面積 69.33

滝の川団地集会室 滝の川町東3丁目9番9号 補強コンクリートブロック造 延床面積 70.20

北辰団地集会室 江部乙町西12丁目12番6号 補強コンクリートブロック造 延床面積 69.33

 10　箇所 800.94

啓南団地7号棟 空知町3丁目12番1号 管理台数 99

啓南団地8号棟 空知町3丁目13番1号 管理台数 99

新町団地 新町2丁目8番4号 管理台数 18

みずほ団地1号棟 滝の川町西8丁目3番1号 管理台数 45

みずほ団地2号棟 滝の川町西8丁目3番2号 管理台数 27

みずほ団地3号棟 滝の川町西8丁目3番3号 管理台数 33

みずほ団地4号棟 滝の川町西8丁目3番4号 管理台数 33

みずほ団地5号棟 滝の川町西8丁目3番5号 管理台数 27

一の坂団地7-1号棟 一の坂町東2丁目7番1号 管理台数 44

一の坂団地8-1号棟 一の坂町東3丁目8番1号 管理台数 33

一の坂団地4-1号棟 一の坂町東1丁目4番1号 管理台数 21

一の坂団地3-1号棟 一の坂町東2丁目3番1号 管理台数 20

一の坂団地4-2号棟 一の坂町東2丁目4番2号 管理台数 22

一の坂団地4-3号棟 一の坂町東2丁目4番3号 管理台数 18

滝の川団地61号棟 滝の川町東2丁目13番1号 管理台数 35

滝の川団地13-2号棟 滝の川町東2丁目13番2号 管理台数 35

滝の川団地16-2号棟 滝の川町東2丁目16番2号 管理台数 18

滝の川団地16-3号棟 滝の川町東2丁目16番3号 管理台数 18

滝の川団地14-4号棟 滝の川町東2丁目16番4号 管理台数 18

滝の川団地14-5号棟 滝の川町東2丁目16番5号 管理台数 18

銀川団地1号棟 有明町3丁目3番1号 管理台数 35

銀川団地2号棟 有明町3丁目3番2号 管理台数 33

銀川団地3号棟 有明町3丁目3番3号 管理台数 33

銀川団地4号棟 有明町3丁目3番4号 管理台数 33

見晴団地8号棟 滝の川町西3丁目3番8号 管理台数 27

江陵団地1号棟 幸町4丁目3番18号 管理台数 44

江陵団地2号棟 幸町4丁目3番25号 管理台数 18

江陵団地3号棟 幸町4丁目3番29号 管理台数 18

江陵団地4号棟 幸町4丁目4番36号 管理台数 5

江陵団地5号棟 幸町4丁目4番33号 管理台数 5

駅前団地さかえ 栄町2丁目9番29号 管理台数 20

泉町団地1号棟 泉町1丁目14番52号 管理台数 11

泉町団地2号棟 泉町1丁目14番48号 管理台数 11

泉町団地3号棟 泉町1丁目14番44号 管理台数 11

泉町団地4号棟 泉町1丁目14番40号 管理台数 11

東町団地1号棟 東町4丁目1番17号 管理台数 33

東町団地2号棟 東町4丁目1番7号 管理台数 33

東町団地3号棟 東町3丁目1番17号 管理台数 33

緑町団地１号棟 緑町6丁目6番16号 管理台数 6

緑町団地２号棟 緑町6丁目6番14号 管理台数 6

緑町団地３号棟 緑町6丁目6番11号 管理台数 6

緑町団地４号棟 緑町6丁目5番24号 管理台数 8

緑町団地５号棟 緑町6丁目5番21号 管理台数 8

緑町団地６号棟 緑町6丁目5番11号 管理台数 6

緑町団地来客者用駐車場 緑町6丁目5番 対象面積 397.60 -

緑町団地来客者用駐車場 緑町6丁目6番 対象面積 223.70 -

開西団地（R6予定） 幸町２丁目16番 管理台数 23

見晴団地9号棟（特公賃） 滝の川町西3丁目3番9号 管理台数 17

49　箇所 1,175

滝川市営住宅等共同施設所在地等一覧
令和４年４月１日現在

数量

共用部に設置

※集会所・集会室について、独立した棟となっている場合は「集会所」、住宅部分と同じ棟となっている場合は「集会室」と表記しています。
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共同施設名 団地名 所在地（地番など） 構造等

受水槽棟

融雪槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室

児童遊園等

集会所
集会室

駐車場


