
廿日市市　公共施設個表

【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 社会課 運営方式 指定管理 容積率

土地 7,329 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 7,996 ㎡ 修繕費 38,325 円/年度

駐車場 115 台 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 0 円/年度

建物用途 保健センター等 その他 71,400 円/年度

建築年月 H14/4 ①小計 109,725 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 0 円/年度

階層 地上3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 7,996㎡ 指定管理料 80,584,340 円/年度 利用者総数 229,746 236,580 227,356

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 － － 7,392,010

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 80,584,340 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 80,694,065 円/年度 0 人 0 人 0 人

【施設名称】 地御前保健福祉活動センター 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 高齢介護課 運営方式 直営 容積率

土地 383 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 262 ㎡ 修繕費 55,650 円/年度

駐車場 10 台 建物維持管理費 89,040 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 502,602 円/年度

建物用途 保健センター等 その他 47,727 円/年度

建築年月 S62/4 ①小計 695,019 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 0 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 262㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 1,869 2,512 2,772

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 111,080 287,550 303,240

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 0 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） 695,019 円/年度 0 人 0 人 0 人

【施設名称】 廿日市市保健福祉研修センター 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 阿品4－51－32 建蔽率

所管課 高齢介護課 運営方式 指定管理 容積率

土地 7,005 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 402 ㎡ 修繕費 0 円/年度

駐車場 52 台 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 0 円/年度

建物用途 保健センター等 その他 0 円/年度

建築年月 H7/2 ①小計 0 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 0 円/年度

階層 地上4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 402㎡ 指定管理料 1,996,000 円/年度 利用者総数 － 5,646 6,585

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 106,306 119,236 97,627

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 1,996,000 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） 1,996,000 円/年度 0 人 0 人 0 人

【Ｈ21年度：
職員数】
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廿日市市　公共施設個表

【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 社会課 運営方式 指定管理 容積率

土地 5,800 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,517 ㎡ 修繕費 297,150 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 0 円/年度

建物用途 保健センター等 その他 0 円/年度

建築年月 H12/4 ①小計 297,150 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 0 円/年度

階層 地上1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 1,517㎡ 指定管理料 15,062,383 円/年度 利用者総数 － 5,399 6,000

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 37,840 43,140 16,660

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 15,062,383 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 15,359,533 円/年度 0 人 0 人 0 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 健康推進課 運営方式 直営 容積率

土地 3,352 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 595 ㎡ 修繕費 94,500 円/年度

駐車場 15 台 建物維持管理費 348,584 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 853,779 円/年度

建物用途 保健センター等 その他 0 円/年度

建築年月 S58/11 ①小計 1,296,863 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 25,669,409 円/年度

階層 地上1階建 事業費 5,834,679 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 595㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 5,872（内歯科542） 5,833（内歯科406） 6,001（内歯科375）

耐震・Is値 － 業務委託費 7,138,940 円/年度 利用総収入 57,597,389（内歯科2,751,135） 55,383,740（内歯科2,065,302） 54,999,094（内歯科1,917,727）

耐震・q値 － その他 3,061,619 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 41,704,647 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） 43,001,510 円/年度 1 人 3 人 4 人

【施設名称】 廿日市市大野福祉保健センター 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 避難所 他規制 －

住居表示 大野4124 建蔽率

所管課 社会課 運営方式 指定管理 容積率

土地 10,132 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 3,327 ㎡ 修繕費 4,098,059 円/年度

駐車場 71 台 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 0 円/年度

建物用途 保健センター等 その他 0 円/年度

建築年月 H2/9 ①小計 4,098,059 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 0 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 3,327㎡ 指定管理料 31,171,000 円/年度 利用者総数 － － 22,405

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 243,510 616,770 1,492,855

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 31,171,000 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） 35,269,059 円/年度 0 人 0 人 0 人

保健福祉施設-4
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廿日市市　公共施設個表

【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 児童課 運営方式 直営 容積率

土地 842 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 1,170 ㎡ 修繕費 510,000 円/年度

駐車場 5 台 建物維持管理費 425,000 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 729,000 円/年度

建物用途 寮 その他 0 円/年度

建築年月 S48/4 ①小計 1,664,000 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 27,139,418 円/年度

階層 地上4階建 事業費 383,000 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,170㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 19 19 14

耐震・Is値 0.4 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 0.96 その他 305,000 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 27,827,418 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） 29,491,418 円/年度 1 人 3 人 4 人

【施設名称】 廿日市市宮島福祉センター 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 社会課 運営方式 指定管理 容積率

土地 11,432 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 2,492 ㎡ 修繕費 1,944,500 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 0 円/年度

建物用途 保健センター等 その他 0 円/年度

建築年月 H6/12 ①小計 1,944,500 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 0 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 2,492㎡ 指定管理料 24,219,774 円/年度 利用者総数 － 12,587 13,752

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 574,610 400,700 355,700

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 24,219,774 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） 26,164,274 円/年度 0 人 0 人 0 人

【施設名称】 宮島歯科診療所 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域 非線引無指定

防災拠点 － 他規制 風致地区

住居表示 宮島町571 建蔽率

所管課 健康推進課 運営方式 公設民営 容積率

土地 129 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 97 ㎡ 修繕費 0 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 0 円/年度

建物用途 診療所 その他 0 円/年度

建築年月 S47 ①小計 0 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 0 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 97㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 民営につき不明 民営につき不明 民営につき不明

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 617,400 617,400 617,400

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 ②小計 0 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Ⅰ ③小計（①＋②） 0 円/年度 0 人 0 人 0 人

保健福祉施設-7
廿日市市いもせ寮 都市計画区域 施設外観写真

母子生活支援施設 1住居

－ －

梅原2-14-39 60%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

保健福祉施設-8
都市計画区域 施設外観写真

福祉・保健センター等 都市計画区域

避難所 －

宮島町960-2 70%

400%

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】
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施設外観写真

診療所

70%
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管理コスト
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一般個人

【Ｈ21年度：
職員数】



廿日市市　公共施設個表

【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 健康推進課 運営方式 公設民営 容積率

土地 308 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 254 ㎡ 修繕費 194,875 円/年度

駐車場 5 台 建物維持管理費 16,800 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 0 円/年度

建物用途 診療所 その他 0 円/年度

建築年月 H10/4 ①小計 211,675 円/年度

構造 W造 人件費 0 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 254㎡ 指定管理料 0 円/年度 利用者総数 民営につき不明 民営につき不明 民営につき不明

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 1,872,000 1,755,240 1,550,240

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 0 円/年度 正規職員 非正規職員 合計

耐震診断 － ③小計（①＋②） 211,675 円/年度 0 人 0 人 0 人

【施設名称】 廿日市小学校 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 本町2-13 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 16,418 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 5,240 ㎡ 修繕費 4,862,340 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 388,500 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,344,947 円/年度

建物用途 教室 管理特別 体育館・プール附属棟 その他 881,040 円/年度

建築年月 S37/3・S38/3・S41/3・H13/2 H22/3 S57/3・S46/7 ①小計 10,476,827 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 4,935,080 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上1・2階建 事業費 148,915 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,537㎡ 1,327㎡ 1,376㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 683 695 709

耐震・Is値 0.8/0.8/0.8/- － 一部未 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.37/1.37/1.37/- － 一部未 その他 3,004,838 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築/新耐震 新耐震 新耐震/S46以前建築 ②小計 10,035,938 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 一部工事済み － 一部要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 20,512,765 円/年度 0 人 4 人 4 人

【施設名称】 平良小学校 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 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 29,318 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 6,524 ㎡ 修繕費 735,000 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,347,410 円/年度

建物用途 教室・管理特別 地域連携棟 体育館 その他 633,755 円/年度

建築年月 H14/8 H14/8 H14/8 ①小計 5,716,165 円/年度

構造 W造/ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 12,317,265 円/年度

階層 地上1・2階建 地上1・2階建 地上1階建 事業費 88,491 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 4,822㎡ 530㎡ 1,172㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 685 707 684

耐震・Is値 － － － 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 3,144,934 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 17,497,795 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） 23,213,960 円/年度 1 人 5 人 6 人

保健福祉施設-10
宮島クリニック（内科） 都市計画区域 施設外観写真

診療所 都市計画区域

－ 風致地区

宮島町1185-1 70%

400%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

一般個人

【Ｈ21年度：
職員数】

追加避難所

60%

義務教育施設-1
施設外観写真

小学校

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-2
施設外観写真

小学校

避難所

都市計画区域

1中高

－

60%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

陽光台1-4-1



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 原小学校 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

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 13,286 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 2,335 ㎡ 修繕費 138,600 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,604,381 円/年度

建物用途 教室 管理特別 体育館 その他 475,156 円/年度

建築年月 S43/3 S63/3 S59/1 ①小計 2,218,137 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 1,653,120 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 80,455 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 925㎡ 565㎡ 845㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 54 51 57

耐震・Is値 0.80 － － 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.74 － － その他 2,877,369 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築 新耐震 新耐震 ②小計 6,558,049 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 工事済み － － ③小計（①＋②） 8,776,186 円/年度 0 人 1 人 1 人

【施設名称】 宮内小学校 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1518 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 17,216 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 5,203 ㎡ 修繕費 1,675,800 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 142,800 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 6,793,672 円/年度

建物用途 教室 管理特別1・2 体育館 その他 1,246,539 円/年度

建築年月 S47/2・S50/3・S57/3 S41/3・S61/1 S52/3 ①小計 9,858,811 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 2,453,120 円/年度

階層 地上3階建 地上2・3階建 地上2階建 事業費 61,015 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,549㎡ 1,562㎡ 1,092㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 543 549 543

耐震・Is値 0.79/0.7/- 0.5/- 未 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.29/1.02/- 1.48/- 未 その他 3,064,918 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震/新耐震 S46以前建築/新耐震 旧耐震 ②小計 7,526,158 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 一部工事済み 一部要耐震工事 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 17,384,969 円/年度 0 人 4 人 4 人

【施設名称】 地御前小学校 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/1住居

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 14,567 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 4,849 ㎡ 修繕費 1,095,050 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,323,423 円/年度

建物用途 教室 管理特別 体育館 その他 1,003,767 円/年度

建築年月 S49/5 H20/3 S54/3 ①小計 6,422,240 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 1,965,040 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 127,644 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,731㎡ 2,018㎡ 1,100㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 335 329 314

耐震・Is値 0.72 － 0.78 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.22 － 1.75 その他 3,139,931 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 新耐震 旧耐震 ②小計 7,179,720 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 工事済み － 工事済み ③小計（①＋②） 13,601,960 円/年度 0 人 4 人 4 人

義務教育施設-3
施設外観写真

小学校

追加避難所

70%原433

400%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-4
施設外観写真

小学校

追加避難所

60%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-5
施設外観写真

小学校

追加避難所

60%地御前4-3-1

200%

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】 佐方小学校 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 佐方10-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 26,293 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 5,082 ㎡ 修繕費 1,450,050 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 282,450 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,353,159 円/年度

建物用途 教室1・2 管理特別 体育館 その他 1,061,467 円/年度

建築年月 S51/3・S56/12 S51/5 S52/12 ①小計 6,147,126 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 4,283,780 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 136,044 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,117㎡ 1,879㎡ 1,086㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 453 452 444

耐震・Is値 未 未 未 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 未 未 未 その他 3,043,343 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 旧耐震 ②小計 9,410,272 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） 15,557,398 円/年度 0 人 5 人 5 人

【施設名称】 阿品台東小学校 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 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 28,747 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 5,618 ㎡ 修繕費 697,200 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 6,424,348 円/年度

建物用途 教室 管理特別 体育館 その他 236,447 円/年度

建築年月 S54/3・S56/8・S60/10 S54/5 S54/3 ①小計 7,357,995 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 12,555,601 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 157,196 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,526㎡ 1,996㎡ 1,096㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 332 311 308

耐震・Is値 0.48/0.48/- 0.51 未 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.03/1.03/- 1.11 未 その他 3,017,375 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震/新耐震 旧耐震 旧耐震 ②小計 17,677,277 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 一部要耐震工事 要耐震工事 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 25,035,272 円/年度 1 人 1 人 2 人

【施設名称】 阿品台西小学校 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 阿品台西1-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 21,142 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 5,719 ㎡ 修繕費 138,600 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,991,402 円/年度

建物用途 教室 管理特別 体育館 その他 632,498 円/年度

建築年月 S58/3・H1/2 S58/3 S58/3 ①小計 5,762,500 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 1,589,120 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 82,280 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,331㎡ 2,167㎡ 1,221㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 477 480 514

耐震・Is値 － － － 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 3,199,067 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 6,817,572 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） 12,580,072 円/年度 0 人 3 人 3 人

義務教育施設-6
施設外観写真

小学校

追加避難所

70%

400%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-7
施設外観写真

小学校

追加避難所

阿品台東2-1 40%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-8
施設外観写真

小学校

追加避難所

40%

200%

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】 金剛寺小学校 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域 1中高

防災拠点 他規制 －

住居表示 地御前2-22-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 24,394 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 5,155 ㎡ 修繕費 147,840 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 137,550 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,943,654 円/年度

建物用途 教室 管理特別 体育館 その他 687,623 円/年度

建築年月 S62/3 S62/3 S62/3 ①小計 3,916,667 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 1,983,280 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 47,835 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,595㎡ 2,362㎡ 1,198㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 159 154 142

耐震・Is値 － － － 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 2,998,825 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 6,977,045 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） 10,893,712 円/年度 0 人 4 人 4 人

【施設名称】 宮園小学校 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 宮園1-1-2 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 28,738 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 6,901 ㎡ 修繕費 315,000 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,721,364 円/年度

建物用途 教室・校舎 管理特別・昇降棟 体育館 その他 643,309 円/年度

建築年月 H2/3 H2/3 H2/3 ①小計 3,679,673 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 2,886,240 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 109,910 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 3,101㎡ 2,606㎡ 1,194㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 243 235 222

耐震・Is値 － － － 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 2,922,185 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 7,865,440 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） 11,545,113 円/年度 0 人 4 人 4 人

【施設名称】 四季が丘小学校 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域 1中高

防災拠点 他規制 －

住居表示 四季が丘8-1-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 33,423 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 6,791 ㎡ 修繕費 420,000 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 3,714,229 円/年度

建物用途 教室 管理特別・昇降棟 体育館 その他 638,190 円/年度

建築年月 H4/3・H6/12 H4/3 H4/3 ①小計 4,772,419 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 1,557,120 円/年度

階層 地上3階建 地上2・3階建 地上2階建 事業費 68,215 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 3,053㎡ 2,548㎡ 1,190㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 504 496 485

耐震・Is値 － － － 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 3,418,429 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 6,990,869 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） 11,763,288 円/年度 0 人 4 人 4 人
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廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 玖島小学校 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域 非線引無指定

防災拠点 他規制 －

住居表示 玖島4323 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 9,959 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 2,809 ㎡ 修繕費 0 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,514,706 円/年度

建物用途 教室 体育館 その他 364,026 円/年度

建築年月 S60/3 S53/12 ①小計 2,878,732 円/年度

構造 ＲＣ造 S造 人件費 11,532,476 円/年度

階層 地上3階建 地上1階建 事業費 123,220 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,113㎡ 696㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 73 67 62

耐震・Is値 － 0.05 業務委託費 2,260,346 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － 0.25 その他 4,647,522 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 旧耐震 ②小計 18,563,564 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 － 要耐震工事 ③小計（①＋②） 21,442,296 円/年度 1 人 5 人 6 人

【施設名称】 友和小学校 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

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 12,133 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 4,789 ㎡ 修繕費 451,500 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 6,780,171 円/年度

建物用途 教室 校舎・管理特別 体育館 その他 217,756 円/年度

建築年月 S53/12・S59/12 H8/3・S46/3 H14/3 ①小計 7,449,427 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 22,259,817 円/年度

階層 地上2階建 地上2階建 地上1階建 事業費 59,900 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,303㎡ 2,320㎡ 1,166㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 338 305 291

耐震・Is値 一部未 ‐/0.81 － 業務委託費 2,260,346 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 一部未 ‐/1.07 － その他 3,264,148 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震/新耐震 新耐震/S46以前新築 新耐震 ②小計 27,844,211 円/年度 正規職員 非正規職員 職員数合計

耐震診断 一部要診断Ⅱ 一部耐震性能あり － ③小計（①＋②） 35,293,638 円/年度 2 人 2 人 4 人

【施設名称】 津田小学校 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 津田2740 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 9,486 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 3,437 ㎡ 修繕費 0 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,213,789 円/年度

建物用途 管理・教室 管理特別 体育館 その他 368,583 円/年度

建築年月 S39/3 S56/2 S56/2 ①小計 4,582,372 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 S造 人件費 19,283,846 円/年度

階層 地上2階建 地上2階建 地上1階建 事業費 71,870 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,434㎡ 1,291㎡ 712㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 178 172 146

耐震・Is値 0.39 未 未 業務委託費 2,260,346 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.44 未 未 その他 3,164,020 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築 旧耐震 旧耐震 ②小計 24,780,082 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 要耐震工事 要診断Ⅱ 要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 29,362,454 円/年度 2 人 5 人 7 人
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廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 浅原小学校 法規制 都市計画区域 都市計画区域外

施設用途 用途地域 －

防災拠点 他規制 －

住居表示 浅原2662-3 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 8,599 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 2,877 ㎡ 修繕費 241,500 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 2,160,725 円/年度

建物用途 教室 体育館 その他 140,402 円/年度

建築年月 S55/2 S53/3 ①小計 2,542,627 円/年度

構造 ＲＣ造 S造 人件費 10,993,521 円/年度

階層 地上3階建 地上1階建 事業費 142,722 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,194㎡ 683㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 22 23 22

耐震・Is値 未 未 業務委託費 2,260,346 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 未 未 その他 3,113,182 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 ②小計 16,509,771 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） 19,052,398 円/年度 1 人 4 人 5 人

【施設名称】 吉和小中学校 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 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 10,159 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 2,362 ㎡ 修繕費 313,950 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 1,400,833 円/年度

建物用途 管特教室 体育館 その他 237,601 円/年度

建築年月 H7/8 H1/3 ①小計 1,952,384 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 1,278,560 円/年度

階層 地上2階建 地上1階建 事業費 122,316 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,502㎡ 860㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 29 28 31

耐震・Is値 － － 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － その他 2,716,616 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 ②小計 6,064,597 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） 8,016,981 円/年度 0 人 1 人 1 人

【施設名称】 大野東小学校 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720 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 19,110 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 7,094 ㎡ 修繕費 2,171,400 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 11,356,076 円/年度

建物用途 校舎 教室 体育館 その他 1,682,092 円/年度

建築年月 S47/3・S47/4 S56/2 S41/1 ①小計 15,209,568 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 34,346,090 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 106,824 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 4,165㎡ 2,170㎡ 759㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 857 856 874

耐震・Is値 0.78/0.77 0.76 0.12 業務委託費 2,260,346 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 2.73/1.77 1.55 0.4 その他 3,573,983 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 S46以前建築 ②小計 40,287,243 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 工事済み 工事済み 建替予定 ③小計（①＋②） 55,496,811 円/年度 3 人 7 人 10 人
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廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 大野西小学校 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4-3-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 20,899 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 8,411 ㎡ 修繕費 665,700 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 10,757,545 円/年度

建物用途 教室 校舎 体育館 その他 1,055,067 円/年度

建築年月 S36/3 S48/3・S48/8 H17/2 ①小計 12,478,312 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 32,571,923 円/年度

階層 地上3階建 地上3階建 地上2階建 事業費 194,873 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,691㎡ 4,307㎡ 1,413㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 670 649 613

耐震・Is値 0.18 0.36/0.33 － 業務委託費 2,260,346 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 0.85 1.44/1.03 － その他 4,498,658 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築 旧耐震 新耐震 ②小計 39,525,800 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 建替予定 建替予定 － ③小計（①＋②） 52,004,112 円/年度 3 人 6 人 9 人

【施設名称】 宮島小中学校 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 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 10,329 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 5,785 ㎡ 修繕費 1,585,000 円/年度

駐車場 － 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 8,125,953 円/年度

建物用途 体育館 教室 管理特別 その他 726,469 円/年度

建築年月 S55/8 S50/8・S55/8 S42/3・S55/8 ①小計 10,437,422 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 964,000 円/年度

階層 地上3階建 地上3・4階建 地上2階建 事業費 134,084 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,439㎡ 3,437㎡ 909㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 69 63 63

耐震・Is値 0.3 0.12/0.6 一部未 業務委託費 1,947,105 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.03 0.55/1.00 一部未 その他 2,934,291 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 旧耐震 S46以前建築/旧耐震 ②小計 5,979,480 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 要耐震工事 廃止予定/要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 16,416,902 円/年度 0 人 2 人 2 人

【施設名称】 廿日市中学校 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 桜尾3-9-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 17,785 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 6,689 ㎡ 修繕費 284,781 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 267,750 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 5,598,273 円/年度

建物用途 教室1-1・1-2・2 管理特別 体育館・柔剣 その他 0 円/年度

建築年月 S40/3・S60/1・S57/2 S43/3・S49/6 S60/1 ①小計 6,150,804 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 14,417,216 円/年度

階層 地上3階建 地上2・3階建 地上2階建 事業費 260,420 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,844㎡ 2,854㎡ 1,991㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 490 498 528

耐震・Is値 0.41/-/- 0.39/0.78/未 － 業務委託費 1,972,810 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.44/-/- 1.07/1.50/未 － その他 3,246,437 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築/新耐震 S46以前建築/旧耐震 新耐震 ②小計 19,896,883 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 一部要耐震工事 要耐震工事/工事済み/要診断Ⅱ － ③小計（①＋②） 26,047,687 円/年度 1 人 1 人 2 人

義務教育施設-18
施設外観写真

小学校

－

60%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-19
施設外観写真

小中学校

追加避難所

宮島町779-2、779 70%

400%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-20
施設外観写真

中学校

避難所

60%

200%

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】 七尾中学校 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/1住居

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 17,908 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 5,572 ㎡ 修繕費 136,500 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 5,137,349 円/年度

建物用途 教室・管理特別 管理特別・校舎 体育館・プール附属棟 その他 0 円/年度

建築年月 S48/3・S42/3・S54/3 H15/12・H16/12 S50/9・S45/6 ①小計 5,273,849 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 5,317,040 円/年度

階層 地上2・3階建 地上3階建 地上1・2階建 事業費 71,524 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 3,356㎡ 661㎡ 1,555㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 372 365 402

耐震・Is値 0.84/0.2/0.86 － 0.82/未 業務委託費 1,972,810 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.12/0.83/1.07 － 1.31/未 その他 3,314,253 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震/S46以前建築 新耐震 旧耐震/S46以前建築 ②小計 10,675,627 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/工事済み － 要診断Ⅱ/工事済み ③小計（①＋②） 15,949,476 円/年度 0 人 3 人 3 人

【施設名称】 阿品台中学校 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 阿品台東1-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 35,708 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 7,705 ㎡ 修繕費 556,500 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 5,656,628 円/年度

建物用途 教室・管理特別 管理特別・教室 柔剣道場・体育館 その他 0 円/年度

建築年月 S56/3・5 S60/1・S63/8 S58/3・S56/3 ①小計 6,213,128 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 4,785,360 円/年度

階層 地上3・4階建 地上4階建 地上1・2階建 事業費 160,419 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 4,864㎡ 967㎡ 1,874㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 401 377 378

耐震・Is値 未/0.46/未 － 一部未 業務委託費 1,972,810 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 未/1.00/未 － 一部未 その他 5,865,661 円/年度 利用者属性

耐震基準 旧耐震 新耐震 新耐震/旧耐震 ②小計 12,784,250 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/要耐震工事 － 一部要診断Ⅱ ③小計（①＋②） 18,997,378 円/年度 0 人 3 人 3 人

【施設名称】 野坂中学校 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域 1中高

防災拠点 他規制 －

住居表示 地御前北1-3-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 44,601 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 8,027 ㎡ 修繕費 2,215,500 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,931,748 円/年度

建物用途 校舎 多目的ホール 体育館 その他 0 円/年度

建築年月 H2/3 H2/3 H2/3 ①小計 7,147,248 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 5,461,930 円/年度

階層 地上4階建 地上1階建 地上2階建 事業費 190,693 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 5,724㎡ 270㎡ 2,033㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 463 461 423

耐震・Is値 － － － 業務委託費 1,972,810 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 3,232,753 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 10,858,186 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） 18,005,434 円/年度 0 人 3 人 3 人

義務教育施設-23

義務教育施設-21
施設外観写真

中学校

追加避難所

平良2-2-34 60%

施設外観写真

中学校

避難所

40%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-22
施設外観写真

中学校

追加避難所

40%

200%

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】



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 四季が丘中学校 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域 1中高

防災拠点 他規制 －

住居表示 四季が丘2-1-1 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 44,941 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 8,466 ㎡ 修繕費 0 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 5,181,004 円/年度

建物用途 教室 管理特別・昇降棟 多目的ホール・体育館 その他 0 円/年度

建築年月 H3/3・H7/12 H3/3 H3/3 ①小計 5,181,004 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 5,560,960 円/年度

階層 地上2・4階建 地上4階建 地上1・2階建 事業費 156,700 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 3,064㎡ 2,972㎡ 2,430㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 503 466 431

耐震・Is値 － － － 業務委託費 1,972,810 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 3,214,873 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 10,905,343 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） 16,086,347 円/年度 0 人 3 人 3 人

【施設名称】 佐伯中学校 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 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 55,137 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 7,127 ㎡ 修繕費 1,285,200 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 7,199,729 円/年度

建物用途 教室 管理特別 体育館・給食棟 その他 0 円/年度

建築年月 S44/4 S59/3・S45/3 H6/3・H10/3 ①小計 8,484,929 円/年度

構造 ＲＣ造 ＲＣ造/S造 ＲＣ造 人件費 26,268,709 円/年度

階層 地上3階建 地上1・3階建 地上1・2階建 事業費 300,113 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,103㎡ 2,534㎡ 2,490㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 374 364 340

耐震・Is値 0.31 ‐/0.43/0.22 － 業務委託費 2,286,051 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 1.22 ‐/1.03/0.88 － その他 7,832,567 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築 新耐震/S46以前建築 新耐震 ②小計 36,687,440 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 一部要耐震工事 － ③小計（①＋②） 45,172,369 円/年度 2 人 2 人 4 人

【施設名称】 大野中学校 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4-2-60 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 24,707 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 6,425 ㎡ 修繕費 1,792,350 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 4,850,922 円/年度

建物用途 校舎 校舎 体育館・管理特別 その他 0 円/年度

建築年月 S42/11・56/1・S42/3 H18/1 S45/4 ①小計 6,643,272 円/年度

構造 ＲＣ造 S造 ＲＣ造 人件費 3,168,000 円/年度

階層 地上3・4階建 地上4階建 地上4階建 事業費 114,588 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 4,667㎡ 138㎡ 1,620㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 283 301 312

耐震・Is値 0.28/0.28 － 0.11 業務委託費 1,072,810 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 0.81/1.00 － 0.18 その他 3,545,859 円/年度 利用者属性

耐震基準 S46以前建築 新耐震 S46以前建築 ②小計 7,901,257 円/年度 正規職員数 非正規職員数 職員数合計

耐震診断 建替予定 － 建替予定 ③小計（①＋②） 14,544,529 円/年度 0 人 2 人 2 人

義務教育施設-24
施設外観写真

中学校

追加避難所

40%

200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-25
施設外観写真

中学校

避難所

津田69-1 60%

200%
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管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

施設外観写真

中学校

－

60%
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200%
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管理コスト

施設運営
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－

【Ｈ21年度：
職員数】



廿日市市　公共施設個表

【施設名称】 大野東中学校 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 大野414 建蔽率

所管課 教育総務課 運営方式 直営 容積率

土地 64,136 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 7,721 ㎡ 修繕費 2,702,648 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 5,673,845 円/年度

建物用途 教室 管理特別・技術棟 体育館 その他 0 円/年度

建築年月 S61/3・H18/3 S61/3 S61/3 ①小計 8,376,493 円/年度

構造 ＲＣ造/S造 ＲＣ造 ＲＣ造 人件費 5,083,120 円/年度

階層 地上3階建 地上3・1階建 地上3階建 事業費 201,307 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 1,733㎡ 3,953㎡ 2,035㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 367 359 384

耐震・Is値 － － － 業務委託費 1,972,810 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － － － その他 3,610,619 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 新耐震 新耐震 ②小計 10,867,856 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） 19,244,349 円/年度 0 人 3 人 3 人

【施設名称】 廿日市学校給食センター 法規制 都市計画区域 都市計画区域

施設用途 用途地域等 工業

防災拠点 他規制 －

住居表示 建蔽率

所管課 教育指導課 運営方式 直営 容積率

土地 6,500 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 2,995 ㎡ 修繕費 7,172,005 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 1,727,250 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 0 円/年度

建物用途 給食センター その他 0 円/年度

建築年月 H17/4 ①小計 8,899,255 円/年度

構造 S造 人件費 16,818,112 円/年度

階層 地上2階建 事業費 3,480 円/年度 【利用情報】 H19年度 H20年度 H21年度

延面積 2,995㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 小学4764/中学3131 小学4741/中学3074 小学4704/中学3095

耐震・Is値 － 業務委託費 163,300,996 円/年度 利用総収入 329,973,784 337,929,505 342,723,511

耐震・q値 － その他 2,813,737 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 182,936,325 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） 191,835,580 円/年度 2 人 5 人 7 人

【施設名称】 廿日市市こども相談室 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/準工業

防災拠点 他規制 －

住居表示 下平良1丁目-1-4 建蔽率

所管課 教育指導課 運営方式 直営 容積率

土地 － ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 360 ㎡ 修繕費 346,500 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 0 円/年度

建物用途 事務所 その他 0 円/年度

建築年月 H5.3 ①小計 346,500 円/年度

構造 S造 人件費 0 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 360㎡(複合) 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 － － －

耐震・Is値 － 業務委託費 0 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 0 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） 346,500 円/年度 0 人 0 人 0 人

中学校

－

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

60%

200%

施設維持
管理コスト

義務教育施設-27
施設外観写真
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200%

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-29
施設外観写真

その他（相談室）

－

80%/60%

300%/200%

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】 吉和学校給食センター 法規制 都市計画区域 都市計画区域外

施設用途 用途地域 －

防災拠点 他規制 －

住居表示 吉和1555-1 建蔽率

所管課 教育指導課 運営方式 直営 容積率

土地 － ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 156 ㎡ 修繕費 290,850 円/年度

駐車場 有 建物維持管理費 0 円/年度

【建物概要】 1 2 3 光熱水費 481,474 円/年度

建物用途 給食センター その他 0 円/年度

建築年月 H7/8 ①小計 772,324 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 16,967,947 円/年度

階層 地上1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 156㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 － － 小学31/中学15

耐震・Is値 － 業務委託費 313,241 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 173,250 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 17,454,438 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） 18,226,762 円/年度 2 人 0 人 2 人

【施設名称】 吉和教員住宅 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 建蔽率

所管課 教育指導課 運営方式 直営 容積率

土地 2,415 ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 503 ㎡ 修繕費 0 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 4,038 円/年度

建物用途 共同住宅 共同住宅 その他 0 円/年度

建築年月 S62/12 S56/11 ①小計 4,038 円/年度

構造 W造 ＲＣ造 人件費 0 円/年度

階層 地上1階建 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 220㎡ 283㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 － － －

耐震・Is値 － 未 業務委託費 5,770 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － 未 その他 0 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 旧耐震 ②小計 5,770 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） 9,808 円/年度 0 人 0 人 0 人

【施設名称】 宮島学校給食センター 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 宮島町779-2 建蔽率

所管課 教育指導課 運営方式 直営 容積率

土地 － ㎡ 【Ｈ21年度：施設のコスト情報】

建物 960 ㎡ 修繕費 0 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 199,883 円/年度

建物用途 給食センター その他 0 円/年度

建築年月 S60/9 ①小計 199,883 円/年度

構造 ＲＣ造 人件費 8,558,891 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 960㎡ 指定管理料 0 円/年度 児童生徒数 － － 小学63/中学38

耐震・Is値 － 業務委託費 313,241 円/年度 利用総収入 － － －

耐震・q値 － その他 173,250 円/年度 利用者属性

耐震基準 新耐震 ②小計 9,045,382 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） 9,245,265 円/年度 1 人 0 人 1 人

義務教育施設-30
施設外観写真

給食センター

－

－

－

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-31
施設外観写真

教員・消防住宅

－

吉和1525-1、590-5 －

－

施設維持
管理コスト

施設運営
コスト

－

施設運営
コスト

－

【Ｈ21年度：
職員数】

【Ｈ21年度：
職員数】

義務教育施設-32
施設外観写真

給食センター

－

70%

400%

施設維持
管理コスト


