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福祉施設利用状況

施設名
令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度

件数 人数 件数 人数 件数 人数

町民会館 2,172 50,405 1,343 17,544 2,025 43,258

北長沼会館 126 4,748 93 1,781 52 1,165

南長沼会館 417 7,011 81 2,006 12 580

西長沼会館 209 2,597 70 590 61 362

舞鶴会館 49 588 28 481 17 285

北長沼福祉センター 143 1,720 42 509 44 326

南長沼福祉センター 98 2,009 21 219 18 180

東部福祉センター 302 4,700 100 1,133 27 417

西部福祉センター 769 21,393 488 17,530 439 12,246

中央長沼会館 402 9,186 178 846 84 1,376

計 4,687 104,357 2,444 42,639 2,779 60,195

資料提供 ：税務住民課国保年金係

体育施設利用状況

施設名
令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度

日数 利用者数 日数 利用者数 日数 利用者数

スキー場 60 390,994 80 498,566 75 517,083

室内ゲートボール場 258 1,766 44 692 81 1,009

パークゴルフ場 （2か所） 184 15,616(2ヶ所 ) 138 11,572(2ヶ所 ) 132 7,321(2ヶ所 )

スポーツセンター 316 43,507 289 14,772 291 12,581

水泳プール （4か所） 35～ 162 9,487 131（1か所） 3,865 93（1か所） 2,959

舞鶴スポーツ公園 - - - - - -

総合公園・運動広場 181 12,591 111 7,067 134 7,921

りふれ 268 51,200 262 37,193 236 39,646

資料提供 ：社会教育課スポーツセンター、 保健福祉課福祉係

資料提供 ：保健福祉課介護支援係

施設サービス 事業所数 定員

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）
3 36

介護老人福祉施設 1 140

介護老人保健施設 1 80

介護療養型老人保健施設 1 65

介護付有料老人ホーム 1 100

介護保険サービス事業所

在宅サービス 事業所数 備考

地域包括支援センター 1
ケアプランの作成、
介護相談

指定居宅介護支援事業所 3
ケアプランの作成、
介護相談

指定介護予防支援事業所 1
ケアプランの作成、
介護相談

訪問介護 2

訪問看護 2

通所介護 2

地域密着型通所介護 2

通所リハビリテーション 1

ショートステイ 3

福祉用具貸与 ・購入 1

住宅改修 12

高齢者向け住宅 事業所数 定員

サービス付き高齢者住宅 1 20

（令和4年4月1日現在）

資料提供 ：保健福祉課福祉係

種別 施設数 定員数
居宅介護 1 -
重度訪問介護 1(休止中 ) -
生活介護 1 84

相談支援 2 -
共同生活介護 6 31
施設入所支援 1 36

就労継続支援 （A型） 2 40
就労継続支援 （B型） 4 60
就労移行支援 1(休止中 ) 6(休止中 )

障害者福祉施設の状況 （令和4年4月1日現在）



施設の状況

総合保健福祉センターりふれ 総合公園多目的広場
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施設名 設置年 備考

北長沼福祉センター 昭和 45 年 282㎡ 研修室 ・図書室・遊戯室 ・娯楽室 ・調理室

南長沼福祉センター 昭和 45 年 279㎡ 研修室 ・図書室・遊戯室 ・娯楽室 ・調理室

馬追コミュニティセンター 昭和 47 年 2,035㎡ 個室 （17室 73人宿泊） ・娯楽室 ・大集会室・会議室

北長沼会館 昭和 49 年 524㎡ 集会室 ・学習室 ・保育室 ・休養室

南長沼会館 昭和 49 年 519㎡ 集会室 ・学習室 ・保育室 ・休養室

中央長沼会館 昭和 53 年 663㎡ 集会室 ・学習室 ・保育室 ・休養室

東部福祉センター 昭和 53 年
331㎡ 和室Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ 集会室 ・会議室

西部福祉センター 昭和 53 年

舞鶴会館 昭和 56 年 162㎡ 集会室 ・学習室 ・保育室 ・休養室

西長沼会館 昭和 57 年 333㎡ 集会室 ・学習室 ・保育室 ・休養室

町民会館 昭和 57 年

1,906 ㎡ 大集会室・ 老人研修室・ 和室・ 婦人研修室・ 料理教室・
中会議室・視聴覚室・児童室・談話室・小会議室・住民相談室・ 図
書室

レストハウスながぬま温泉 平成元年 1,097㎡ 個室 （14室 53人宿泊） ・休憩所 ・温泉 ・軽食コーナー

ながぬまコミュニティ公園 平成 3年
227,000㎡ ながぬま温泉 ・ オートキャンプ場 ・ ウォーターパーク ・
野外ステージ ・ テニスコート ・ パークゴルフ 18ホール

マオイオートランド 平成 4年

27,875 ㎡ コテージ 5 棟・キャンピングカーサイト 6 区画・スタンダ
ー ドカーサイト 27 区画 ・ フリーテントサイト 19 区画 ・ 利用期間
4/28～ 10/31(令和 4年度 )

ふれあいターミナル 平成 4年 366㎡ バス待合室 ・会議室

物産館 平成 5年 483㎡ 物産品販売所・焼肉コーナー

ふれあいセンター 平成 6年
1,086㎡ 事務所・ロビー・調理室・研修室・会議室・売店・宴会場・
レストラン

北長沼水郷公園 平成 7年
252,000㎡ センターハウス ・ エントランス広場 ・ 遊水路 ・ パークゴ
ルフ場 36ホール

道の駅マオイの丘公園 平成 9年
46,834㎡ レストラン・地場産品販売店・ギャラリー・展示室・会議室・
展望台 ・ インフォメーション ・ 12/31～ 1/3休館日

米の館 平成 10年
6,583㎡ 貯蔵設備サイロ （500 ｔ） 22基 ・ 荷受設備 ・ 乾燥設備 ・
調整設備 ・籾精選設備 ・籾酢 ・ くん炭装置

総合保健福祉センターりふれ
平成 12年

4,391 ㎡ ふれあいホール・ 三世代交流室・ デイサービスセンター・
運動指導室 ・ 一般浴室 ・ フィットネスプール ・ 電子浴治療室 ・調
理実習室 ・ 研修室 (A ・ B ・ C) ・ シニアクラブ室 ・ 子ども発達支援
センター

総合公園 平成 17年 21,619.31㎡ 多目的広場・パークゴルフ場18ホール・展望台・遊具

児童センター 令和元年

997 ㎡ ホール・ 図書コーナー・ 子育て支援センターはぴはぽ・ ファ
ミリーサポートセンター・集会室・創作活動室・文化活動室・遊戯室・
放課後児童クラブ


