
廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 佐方保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域等 1低専

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,076 ㎡ 修繕費 5,222,031 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 988,620 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,991,117 円/年度

建物用途 保育管理棟 その他 10,170 円/年度

建築年月 S51/12 ①小計 9,211,938 円/年度

構造 RC造 人件費 99,420,873 円/年度

階層 地上2階建 事業費 9,191,520 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,076㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 122

耐震・Is値 0.56 業務委託費 172,102 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.03 その他 252,210 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 109,036,705 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 118,248,643 円/年度 9 人 9 人 18 人

【施設名称】 廿日市保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 近商

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 廿日市2-1-6 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,665 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,576 ㎡ 修繕費 4,848,425 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 809,196 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,852,989 円/年度

建物用途 保育管理棟 遊戯棟 その他 570 円/年度

建築年月 S45 S45 ①小計 10,511,180 円/年度

構造 RC造 RC造 人件費 117,595,700 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 事業費 11,581,317 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,213㎡ 363㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 164

耐震・Is値 0.38 0.83 業務委託費 201,073 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.44 3.11 その他 99,960 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築 S46以前建築 ②小計 129,478,050 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 139,989,230 円/年度 12 人 7 人 19 人

【施設名称】 平良保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 平良1-21-8 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 3,116 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,307 ㎡ 修繕費 7,918,264 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 982,620 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,133,061 円/年度

建物用途 保育管理棟 屋外倉庫・便所 自転車置場等 その他 570 円/年度

建築年月 S62/2 S62/2 S62/2 ①小計 12,034,515 円/年度

構造 RC造 RC造 S造/W造/CB造 人件費 145,077,741 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 11,493,133 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,220㎡ 26㎡ 61㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 161

耐震・Is値 － － － 業務委託費 323,605 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 99,960 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 156,994,439 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － － － ③小計（①＋②） 169,028,954 円/年度 14 人 6 人 20 人

1,929.43（借地269.27）
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廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 原保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域等 調整区域

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 985 ㎡ 修繕費 5,710,422 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 982,620 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,752,365 円/年度

建物用途 保育管理棟 その他 24,170 円/年度

建築年月 S56/3 ①小計 8,469,577 円/年度

構造 RC造 人件費 76,165,869 円/年度

階層 地上2階建 事業費 5,923,582 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 985㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 80

耐震・Is値 0.27 業務委託費 182,884 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.11 その他 99,960 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 82,372,295 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 90,841,872 円/年度 7 人 6 人 13 人

【施設名称】 宮内保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 1中高

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 宮内1508-2 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,399 ㎡ 修繕費 6,676,007 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 982,620 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 5,312,104 円/年度

建物用途 保育管理棟 その他 11,170 円/年度

建築年月 S53/3・H10/3増築 ①小計 12,981,901 円/年度

構造 RC造 人件費 147,718,326 円/年度

階層 地上2階建 事業費 13,408,708 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,399㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 190

耐震・Is値 0.61 業務委託費 309,702 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.78 その他 99,960 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 161,536,696 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 174,518,597 円/年度 15 人 8 人 23 人

【施設名称】 宮園保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域 1中高

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 宮園1-1 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 4,068 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,145 ㎡ 修繕費 5,768,357 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 982,620 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,387,787 円/年度

建物用途 保育管理棟 屋外便所 自転車置場等 その他 570 円/年度

建築年月 H2/3 H2/3 H2/3 ①小計 10,139,334 円/年度

構造 RC造 RC造 W造/S造 人件費 139,316,569 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 12,554,294 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,112㎡ 25㎡ 8㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 169

耐震・Is値 － － － 業務委託費 293,288 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 1,355,271 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 153,519,422 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － － － ③小計（①＋②） 163,658,756 円/年度 14 人 7 人 21 人

2,917.35（借地2,195）
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廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 串戸保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域等 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,520 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,106 ㎡ 修繕費 6,724,092 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 971,040 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,370,340 円/年度

建物用途 保育管理棟 保育管理棟 倉庫 その他 570 円/年度

建築年月 S51/3 S61/3 S51/3 ①小計 12,066,042 円/年度

構造 RC造 RC造 RC造 人件費 117,138,998 円/年度

階層 地上2階建 地上2階建 地上1階建 事業費 9,408,125 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 887㎡ 195㎡ 24㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 131

耐震・Is値 0.57 0.49 － 業務委託費 185,618 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.3 1.29 － その他 202,513 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 旧耐震 ②小計 126,935,254 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ 要診断Ⅱ － ③小計（①＋②） 139,001,296 円/年度 11 人 10 人 21 人

【施設名称】 地御前保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 2中高

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 地御前4-4-30 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,984 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,103 ㎡ 修繕費 6,525,855 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 982,620 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,345,305 円/年度

建物用途 保育管理棟 屋外倉庫・便所 自転車置場等 その他 10,170 円/年度

建築年月 S63 S63 S63 ①小計 9,863,950 円/年度

構造 RC造 RC造 RC造/S造 人件費 120,211,536 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 9,321,257 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,068㎡ 27㎡ 8㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 128

耐震・Is値 － － － 業務委託費 318,515 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 153,510 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 130,004,818 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － － － ③小計（①＋②） 139,868,768 円/年度 12 人 9 人 21 人

【施設名称】 阿品台東保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域 1中高

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 阿品台東3-37 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,947 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,319 ㎡ 修繕費 6,108,877 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 982,620 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,165,442 円/年度

建物用途 保育管理棟 屋外便所 自転車置場 その他 0 円/年度

建築年月 S57/2 S57/2 S57/2 ①小計 10,256,939 円/年度

構造 RC造 RC造 RC造 人件費 106,201,434 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 10,409,566 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,310㎡ 4㎡ 5㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 140

耐震・Is値 － － － 業務委託費 168,885 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 127,260 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 旧耐震 ②小計 116,907,145 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ － － ③小計（①＋②） 127,164,084 円/年度 10 人 9 人 19 人
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廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 阿品台西保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域等 1中高

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 3,225 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,043 ㎡ 修繕費 6,137,672 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 982,620 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,946,938 円/年度

建物用途 保育管理棟 倉庫・屋外便所 自転車置場等 その他 1,140 円/年度

建築年月 S60/3 S60/3 S60/3 ①小計 10,068,370 円/年度

構造 RC造 RC造 W造/S造 人件費 113,267,198 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 8,446,914 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,009㎡ 23㎡ 11㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 116

耐震・Is値 － － － 業務委託費 187,687 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 99,960 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 122,001,759 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 － － － ③小計（①＋②） 132,070,129 円/年度 11 人 5 人 16 人

【施設名称】 玖島保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 非線引無指定

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 玖島4378 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,423 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 356 ㎡ 修繕費 72,535 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 674,144 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 410,443 円/年度

建物用途 保育管理棟 倉庫 診療所 その他 13,770 円/年度

建築年月 S51/3 S51/3 S51/3 ①小計 1,170,892 円/年度

構造 S造 プレハブ W造 人件費 18,058,176 円/年度

階層 地上1階建 地上1階建 地上1階建 事業費 563,076 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 318㎡ 10㎡ 28㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 3

耐震・Is値 － － － 業務委託費 92,456 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 99,960 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 旧耐震 ②小計 18,813,668 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ － － ③小計（①＋②） 19,984,560 円/年度 3 人 1 人 4 人

【施設名称】 友和保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 友田30 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 6,048 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,311 ㎡ 修繕費 1,000,707 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 928,188 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,265,057 円/年度

建物用途 保育管理棟 その他 570 円/年度

建築年月 H11/3 ①小計 6,194,522 円/年度

構造 RC造 人件費 112,779,096 円/年度

階層 地上2階建 事業費 8,118,133 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,311㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 109

耐震・Is値 － 業務委託費 182,511 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 109,960 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 121,189,700 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 127,384,222 円/年度 9 人 10 人 19 人

幼児保育施設-12

幼児保育施設-10

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

施設外観写真

60%

200%

幼児保育施設-11
施設外観写真

幼保育園

70%

400%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

施設外観写真

阿品台西6-63 40%



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 津田保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域等 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,983 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】 平成２２年度建替え
建物 766 ㎡ 修繕費 84,000 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 851,374 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,480,821 円/年度

建物用途 保育管理棟 遊戯室 その他 12,170 円/年度

建築年月 S49/3 S57/3 ①小計 2,428,365 円/年度

構造 S造 RC造 人件費 73,594,626 円/年度

階層 地上1階建 地上1階建 事業費 5,083,951 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 576㎡ 190㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 66

耐震・Is値 － － 業務委託費 182,511 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － その他 290,918 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 新耐震 ②小計 79,152,006 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 － － ③小計（①＋②） 81,580,371 円/年度 7 人 2 人 9 人

【施設名称】 浅原保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域外

施設用途 用途地域等 －

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 浅原3088-2 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 897 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 221 ㎡ 修繕費 1,523,960 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 471,118 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 446,505 円/年度

建物用途 保育管理棟 その他 570 円/年度

建築年月 S44/4 ①小計 2,442,153 円/年度

構造 W造 人件費 23,851,204 円/年度

階層 地上1階建 事業費 1,155,028 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 221㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 12

耐震・Is値 － 業務委託費 60,536 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 109,960 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築 ②小計 25,176,728 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 27,618,881 円/年度 3 人 1 人 4 人

【施設名称】 吉和保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域外

施設用途 幼保育園 用途地域 －

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 吉和1513 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,045 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 356 ㎡ 修繕費 2,044,652 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 693,303 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,690,944 円/年度

建物用途 保育管理棟 その他 570 円/年度

建築年月 H16/3 ①小計 4,429,469 円/年度

構造 W造 人件費 34,490,446 円/年度

階層 地上1階建 事業費 1,445,319 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 356㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 13

耐震・Is値 － 業務委託費 60,536 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 171,799 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 36,168,100 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 40,597,569 円/年度 4 人 1 人 5 人

幼児保育施設-14

幼保育園

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

200%

－

【Ｈ21年度：
職員数】

－

－

－

施設外観写真

－

施設維持
管理コスト

幼児保育施設-15
施設外観写真

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

60%

幼児保育施設-13
施設外観写真

津田4160-1



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 深江保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域等 1中高

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,523 ㎡ 修繕費 954,498 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 935,103 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,729,319 円/年度

建物用途 保育室棟 遊戯室棟 その他 15,170 円/年度

建築年月 S48/3 S48/3 ①小計 5,634,090 円/年度

構造 RC造 RC-S造 人件費 146,013,884 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 事業費 12,540,948 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,299㎡ 224㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 174

耐震・Is値 － － 業務委託費 126,843 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － その他 215,123 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 ②小計 158,896,798 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 164,530,888 円/年度 13 人 11 人 24 人

【施設名称】 池田保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 1低専

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 物見西3-7-10 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 7,086 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,057 ㎡ 修繕費 3,540,090 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 1,004,859 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,657,050 円/年度

建物用途 育児室棟 遊戯室棟 保育室棟 その他 570 円/年度

建築年月 S45/3 S45/3 S50/3・S53/7 ①小計 8,202,569 円/年度

構造 RC造 RC造 S造 人件費 113,171,544 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 9,815,271 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 701㎡ 151㎡ 205㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 133

耐震・Is値 0.26 0.37 0.37 業務委託費 126,843 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.18 1.27 1.54 その他 212,722 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築 S46以前建築 旧耐震 ②小計 123,326,380 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ 要診断Ⅱ 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 131,528,949 円/年度 11 人 6 人 17 人

【施設名称】 いもせ保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域 1住居（都計道）

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 大野原2-10-3 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 3,789 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,398 ㎡ 修繕費 1,943,247 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 869,059 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,498,102 円/年度

建物用途 保育室棟 屋外便所倉庫 プロパン庫 その他 570 円/年度

建築年月 S61/3 S61/3 S61/3 ①小計 7,310,978 円/年度

構造 RC造 RC造 不詳 人件費 130,764,034 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 10,977,974 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,355㎡ 39㎡ 4㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 154

耐震・Is値 － － － 業務委託費 126,843 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 152,722 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 － ②小計 142,021,573 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － － － ③小計（①＋②） 149,332,551 円/年度 13 人 10 人 23 人

4429.78(借地470.2)

幼児保育施設-16

施設維持
管理コスト

施設運営
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－
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廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 梅原保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域等 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,841 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,325 ㎡ 修繕費 2,519,940 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 869,059 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,841,421 円/年度

建物用途 保育室棟 プロパン庫 自転車置場 その他 570 円/年度

建築年月 S59/2 S59/2 S59/2 ①小計 6,230,990 円/年度

構造 RC造 RC造 S造 人件費 74,412,859 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 5,201,069 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,315㎡ 7㎡ 3㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 65

耐震・Is値 － － － 業務委託費 126,843 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 683,454 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 80,424,225 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 － － － ③小計（①＋②） 86,655,215 円/年度 7 人 5 人 12 人

【施設名称】 丸石保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 1中高

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 丸石2-16-17 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 3,274 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,751 ㎡ 修繕費 951,043 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 869,059 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,719,922 円/年度

建物用途 保育室棟 その他 570 円/年度

建築年月 S48/3 ①小計 5,540,594 円/年度

構造 RC造 人件費 73,216,975 円/年度

階層 地上2階建 事業費 4,533,244 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,751㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 58

耐震・Is値 0.29 業務委託費 126,843 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.35 その他 167,722 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 78,044,784 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 83,585,378 円/年度 7 人 3 人 10 人

【施設名称】 鳴川保育園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域 1低専（都計道）

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 大野1664-6 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 4,252 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 743 ㎡ 修繕費 674,750 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 935,103 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,330,135 円/年度

建物用途 保育室棟 倉庫 屋外便所 その他 10,170 円/年度

建築年月 S53/3 S53/3 S53/3 ①小計 2,950,158 円/年度

構造 S造 S造 CB造 人件費 30,172,821 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 地上1階建 事業費 1,479,731 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 700㎡ 32㎡ 11㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 13

耐震・Is値 0.26 － － 業務委託費 126,843 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.15 － － その他 173,722 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 旧耐震 ②小計 31,953,117 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要診断Ⅱ － － ③小計（①＋②） 34,903,275 円/年度 4 人 1 人 5 人

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

幼児保育施設-21
施設外観写真

40%

80%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

幼児保育施設-20
施設外観写真

幼保育園

60%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

幼児保育施設-19
施設外観写真

梅原2-5-12 60%



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 宮島幼稚園 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 幼保育園 用途地域等 非線引無指定

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 4,662 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,386 ㎡ 修繕費 561,750 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,665,155 円/年度

建物用途 幼稚園 その他 0 円/年度

建築年月 S55/5 ①小計 2,226,905 円/年度

構造 RC造 人件費 33,636,224 円/年度

階層 地上2階建 事業費 0 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,386㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 21 25 27

耐震・Is値 0.39 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.33 その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 33,636,224 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 要耐震工事 ③小計（①＋②） 35,863,129 円/年度 4 人 5 人 9 人

【施設名称】 平良児童館 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 1中高

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 陽光台1-4-1 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 874 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 312 ㎡ 修繕費 68,670 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 236,460 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,176,756 円/年度

建物用途 児童館 その他 2,760 円/年度

建築年月 H15/2 ①小計 1,484,646 円/年度

構造 W造 人件費 7,056,117 円/年度

階層 地上1階建 事業費 285,162 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 312㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 19人/日

耐震・Is値 － 業務委託費 184,814 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 618,705 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 8,144,798 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 9,629,444 円/年度 0 人 0 人 0 人

【施設名称】 津田児童館 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 児童館 用途地域 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 津田4109 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 2,084 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 290 ㎡ 修繕費 0 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 690,560 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,315,746 円/年度

建物用途 児童館 その他 12,600 円/年度

建築年月 H11/2 ①小計 2,018,906 円/年度

構造 RC造 人件費 4,956,112 円/年度

階層 地上1階建 事業費 211,507 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 290㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 14人/日

耐震・Is値 － 業務委託費 184,814 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 239,794 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 5,592,227 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 7,611,133 円/年度 0 人 0 人 0 人

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

幼児保育施設-24
施設外観写真

60%

200%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

幼児保育施設-23
施設外観写真

児童館

60%

幼児保育施設-22
施設外観写真

宮島779-5 70%

400%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 友和児童館 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 児童館 用途地域等 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 308 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 238 ㎡ 修繕費 402,360 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 236,460 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 627,427 円/年度

建物用途 児童館 その他 6,076 円/年度

建築年月 H8/3 ①小計 1,272,323 円/年度

構造 RC造 人件費 4,972,812 円/年度

階層 地上2階建 事業費 231,544 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 238㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 22人/日

耐震・Is値 － 業務委託費 184,814 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 449,873 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 5,839,043 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 7,111,366 円/年度 0 人 0 人 0 人

【施設名称】 大野東児童館 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 大野840-6 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 745 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 240 ㎡ 修繕費 6,300 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 469,490 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 607,966 円/年度

建物用途 児童館 その他 11,600 円/年度

建築年月 H5/3 ①小計 1,095,356 円/年度

構造 W造 人件費 5,294,439 円/年度

階層 地上1階建 事業費 225,094 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 240㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 10人/日

耐震・Is値 － 業務委託費 184,814 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 180,009 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 5,884,356 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 6,979,712 円/年度 0 人 0 人 0 人

【施設名称】 大野西児童館 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域 1住居

防災拠点 － 他規制 －

住居表示 大野原4-3-11 建蔽率

所管課 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 871 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 240 ㎡ 修繕費 23,520 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 147,876 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 644,989 円/年度

建物用途 児童館 その他 3,240 円/年度

建築年月 H5/3 ①小計 819,625 円/年度

構造 W造 人件費 4,981,816 円/年度

階層 地上1階建 事業費 225,725 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 240㎡ 指定管理料 0 円/年度 園児数 － － 12人/日

耐震・Is値 － 業務委託費 184,814 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 180,011 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 5,572,366 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 6,391,991 円/年度 0 人 0 人 0 人

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

幼児保育施設-27
施設外観写真

児童館

60%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

幼児保育施設-26
施設外観写真

児童館

60%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

幼児保育施設-25
施設外観写真

友田30-1 60%



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 近商

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 80%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 300%

土地 2,707 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 2,276 ㎡ 修繕費 285,180 円/年度

駐車場 22 台 建物維持管理費 4,802,796 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 6,234,602 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 S47/3 ①小計 11,342,578 円/年度

構造 RC造 人件費 27,636,391 円/年度

階層 地上3階建 事業費 1,228,447 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,276㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 53,677 51,389 54,001

耐震・Is値 0.15 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 381,890 879,190 937,580

耐震・q値 0.4 その他 288,248 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 30,766,531 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 42,109,109 円/年度 3 人 1 人 4 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 2中高

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 60%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 1,342 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 929 ㎡ 修繕費 85,515 円/年度

駐車場 － 台 建物維持管理費 3,280,421 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,518,604 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 S50/4 ①小計 5,904,540 円/年度

構造 RC造 人件費 13,678,795 円/年度

階層 地上3階建 事業費 425,691 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 929㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 27,659 25,320 24,484

耐震・Is値 0.48 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 161,280 342,250 334,200

耐震・q値 1.4 その他 446,277 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 16,164,208 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 22,068,748 円/年度 1 人 1 人 2 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 調整区域

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 70%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 400%

土地 1,105 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 713 ㎡ 修繕費 1,062,600 円/年度

駐車場 23 台 建物維持管理費 1,188,595 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,378,519 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 S60/4 ①小計 3,649,714 円/年度

構造 RC造 人件費 19,333,317 円/年度

階層 地上2階建 事業費 363,568 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 713㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 12,003 10,649 10,640

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 34,810 125,690 151,110

耐震・q値 － その他 381,183 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 21,691,513 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 25,341,227 円/年度 2 人 0 人 2 人

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

施設外観写真

公民館等

避難所

原439-2

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

施設外観写真

公民館等

市民活動拠点施設-2

避難所

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

市民活動拠点施設-1
中央市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

天神11-29

施設維持
管理コスト

平良市民センター(公民館)

平良2-7-6

施設維持
管理コスト

市民活動拠点施設-3
原市民センター(公民館)

施設維持
管理コスト

避難所



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 近商

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 80%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 1,688 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 877 ㎡ 修繕費 690,300 円/年度

駐車場 27 台 建物維持管理費 3,696,940 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,869,576 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 S52/4 ①小計 6,276,816 円/年度

構造 RC造 人件費 13,410,897 円/年度

階層 地上3階建 事業費 336,500 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 877㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 26,776 23,757 24,893

耐震・Is値 0.29 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 99,260 291,090 282,070

耐震・q値 1.33 その他 214,051 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 15,574,893 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 21,851,709 円/年度 1 人 2 人 3 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 2中高

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 60%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 1,599 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 883 ㎡ 修繕費 693,840 円/年度

駐車場 28 台 建物維持管理費 367,429 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,164,914 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 H5/4 ①小計 4,246,183 円/年度

構造 RC造 人件費 13,596,630 円/年度

階層 地上2階建 事業費 295,191 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 883㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 31,685 32,016 30,524

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 153,740 377,730 375,070

耐震・q値 － その他 244,499 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 15,749,765 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 19,995,948 円/年度 1 人 2 人 3 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 2中高

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 60%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 2,278 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,114 ㎡ 修繕費 3,097,500 円/年度

駐車場 28 台 建物維持管理費 1,167,929 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,328,983 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 H20/3 ①小計 5,614,412 円/年度

構造 RC造 人件費 13,355,490 円/年度

階層 地上2階建 事業費 367,423 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,114㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 33,305 27,623 38,788

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 231,470 468,630 690,650

耐震・q値 － その他 254,659 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 15,591,017 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 診断不要 ③小計（①＋②） 21,205,429 円/年度 1 人 2 人 3 人

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

佐方1-4-28

施設維持
管理コスト

避難所

地御前3-10-5

施設維持
管理コスト

地御前市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

市民活動拠点施設-5

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

市民活動拠点施設-4
宮内市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

避難所

宮内1553

施設維持
管理コスト

避難所

佐方市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

市民活動拠点施設-6



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 1住居

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 60%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 872 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 850 ㎡ 修繕費 197,400 円/年度

駐車場 20 台 建物維持管理費 1,080,445 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,019,501 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 S56/4 ①小計 3,317,346 円/年度

構造 RC造 人件費 13,847,954 円/年度

階層 地上3階建 事業費 452,276 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 850㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 32,630 28,517 29,235

耐震・Is値 未 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 398,970 612,740 655,390

耐震・q値 未 その他 193,848 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 16,107,523 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 19,424,869 円/年度 1 人 2 人 3 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 1住居

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 60%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 1,418 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 808 ㎡ 修繕費 901,110 円/年度

駐車場 21 台 建物維持管理費 654,429 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,565,649 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 S57/4 ①小計 3,141,188 円/年度

構造 RC造 人件費 13,421,554 円/年度

階層 地上3階建 事業費 470,134 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 808㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 39,173 37,088 36,917

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 351,220 595,940 634,260

耐震・q値 － その他 326,091 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 15,831,224 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 18,972,412 円/年度 1 人 2 人 3 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 近商

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 80%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 960 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,031 ㎡ 修繕費 620,595 円/年度

駐車場 37 台 建物維持管理費 636,579 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,244,074 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 S58/4 ①小計 3,521,248 円/年度

構造 RC造 人件費 26,633,091 円/年度

階層 地上3階建 事業費 312,531 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,031㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 38,123 40,331 39,192

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 184,710 692,270 661,960

耐震・q値 － その他 517,390 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 29,076,457 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 32,597,705 円/年度 3 人 0 人 3 人

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

避難所

阿品台4-1-41

施設維持
管理コスト

阿品台市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

市民活動拠点施設-9

阿品2-23-8

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

阿品市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

避難所

市民活動拠点施設-7

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

避難所

串戸2-13-13

施設維持
管理コスト

串戸市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

市民活動拠点施設-8



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 2中高

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 60%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 2,092 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 867 ㎡ 修繕費 551,739 円/年度

駐車場 21 台 建物維持管理費 819,429 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,498,099 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 H1/4 ①小計 3,889,267 円/年度

構造 RC造 人件費 13,564,175 円/年度

階層 地上2階建 事業費 421,725 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 867㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 49,242 40,331 42,352

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 295,890 421,970 482,270

耐震・q値 － その他 186,187 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 15,785,532 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 19,674,799 円/年度 1 人 2 人 3 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 近商

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 80%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 1,515 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 872 ㎡ 修繕費 266,360 円/年度

駐車場 18 台 建物維持管理費 654,189 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,030,002 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 H3/4 ①小計 2,970,551 円/年度

構造 RC造 人件費 13,582,415 円/年度

階層 地上2階建 事業費 453,811 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 872㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 48,607 43,847 43,226

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 150,540 336,720 339,780

耐震・q値 － その他 223,986 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 15,873,657 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 18,844,208 円/年度 1 人 2 人 3 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 非線引無指定

防災拠点 他規制 －

住居表示 玖島4347-1 建蔽率 70%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 400%

土地 2,642 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 830 ㎡ 修繕費 102,900 円/年度

駐車場 40 台 建物維持管理費 526,469 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,155,720 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 H8/7 ①小計 2,805,089 円/年度

構造 RC造 人件費 12,363,830 円/年度

階層 地上1階建 事業費 163,466 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 830㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 12,384 11,430 10,839

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 55,770 137,000 144,010

耐震・q値 － その他 250,767 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 14,391,508 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 17,196,597 円/年度 1 人 2 人 3 人

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

玖島市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等（類似施設）

避難所

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

市民活動拠点施設-12

避難所

四季が丘5-13-3

施設維持
管理コスト

四季が丘市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

市民活動拠点施設-11

宮園3-1-5

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

宮園市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

避難所

市民活動拠点施設-10



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 近商

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 80%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 200%

土地 1,889 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,306 ㎡ 修繕費 106,280 円/年度

駐車場 53 台 建物維持管理費 1,327,632 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,268,809 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 S61/3 ①小計 3,722,721 円/年度

構造 RC造 人件費 13,947,685 円/年度

階層 地上2階建 事業費 416,384 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,306㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 24,523 21,969 22,709

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 65,990 224,900 239,320

耐震・q値 － その他 2,596,172 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 18,573,686 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 22,296,407 円/年度 1 人 2 人 3 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 商業

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 80%

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 300%

土地 6,368 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 2,885 ㎡ 修繕費 0 円/年度

駐車場 88 台 建物維持管理費 1,070,540 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 118,356 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 H19/4 ①小計 1,208,896 円/年度

構造 RC造 人件費 25,224,391 円/年度

階層 地上2階建 事業費 507,557 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,885㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 15,415 15,003 14,130

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 9,680 207,320 232,690

耐震・q値 － その他 3,543 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 27,348,936 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 28,557,832 円/年度 3 人 0 人 3 人

【施設名称】 法規制 都市計画区域

施設用途 用途地域等 －

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率 －

所管課 自治振興課 運営方式 直営 容積率 －

土地 1,510 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 761 ㎡ 修繕費 56,700 円/年度

駐車場 4 台 建物維持管理費 390,322 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,358,289 円/年度

建物用途 公民館 その他 20,000 円/年度

建築年月 H6/4 ①小計 1,825,311 円/年度

構造 RC造 人件費 12,378,830 円/年度

階層 地上2階建 事業費 288,414 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 761㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 9,279 6,891 7,220

耐震・Is値 － 業務委託費 1,613,445 円/年度 利用総収入 19,740 72,000 83,200

耐震・q値 － その他 185,073 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 14,465,762 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 16,291,073 円/年度 1 人 2 人 3 人

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

公民館等（類似施設）

避難所

浅原2654-3

施設維持
管理コスト

浅原市民センター(公民館) 都市計画区域外 施設外観写真

市民活動拠点施設-15

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

施設運営
コスト

一般個人・一般団体

【Ｈ21年度：
職員数】

市民活動拠点施設-13
友和市民センター(公民館)・佐伯保健センター 施設外観写真

公民館等

避難所

友田407-1

施設維持
管理コスト

避難所

津田4218

施設維持
管理コスト

廿日市市さいき文化センター・津田市民センター(公民館) 施設外観写真

公民館等

市民活動拠点施設-14


