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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 昭和45年度 取得等額 69,090,000 耐用年数 24

稼動年数 40 残年数 0

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 9,799 8,702 9,486

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

平成２２年度末簿価 12,164,652

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

雁宿公園管理事務所 半田市雁宿町3-204-1

都市計画課
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 昭和61年度 取得等額 24,800,000 耐用年数 38

稼動年数 24 残年数 14

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 1,434 1,372 1,532

平成２２年度末簿価 9,342,175

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

任坊山公園便所 半田市南二ツ坂町1-10

都市計画課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造（モルタル） 取得年度 昭和50年度 取得等額 17,650,000 耐用年数 17

稼動年数 35 残年数 0

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 5,655 5,772 5,758

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

平成２２年度末簿価 6,275,761

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

乙川白山公園東屋 半田市乙川源内林町1-43

都市計画課
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 昭和54年度 取得等額 5,750,000 耐用年数 15

稼動年数 31 残年数 0

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 530 530 599

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

平成２２年度末簿価 1,434,483

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

花園公園倉庫 半田市花園町5-12-1

都市計画課
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 昭和54年度 取得等額 8,700,000 耐用年数 38

稼動年数 31 残年数 7

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 1,251 418 614

平成２２年度末簿価 1,606,890

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

州の崎公園便所 半田市州の崎町2-131

都市計画課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 昭和59年度 取得等額 7,940,000 耐用年数 38

稼動年数 26 残年数 12

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 1,196 558 581

平成２２年度末簿価 2,510,628

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

横川公園便所 半田市横川町3-202-1

都市計画課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 平成12年度 取得等額 24,080,000 耐用年数 31

稼動年数 10 残年数 21

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 858 811 798

平成２２年度末簿価 16,795,290

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

にごり池公園便所 半田市のぞみが丘3-120

都市計画課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 平成10年度 取得等額 20,770,000 耐用年数 38

稼動年数 11 残年数 27

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 415 511 478

平成２２年度末簿価 14,761,239

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

のぞみが丘公園便所 半田市のぞみが丘2-82

都市計画課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 平成21年度 取得等額 18,620,000 耐用年数 31

稼動年数 1 残年数 30

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 184 278 507

平成２２年度末簿価 16,251,292

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

こうせい公園 半田市更生町1-10

都市計画課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 昭和54年度 取得等額 51,030,000 耐用年数 38

稼動年数 32 残年数 6

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 3,358 3,535 3,220

平成２２年度末簿価 20,082,408

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

みなと公園便所 半田市11号地19-8

都市計画課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標
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所管部 建設部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 平成6年度 取得等額 17,130,000 耐用年数 38

稼動年数 16 残年数 22

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

0 0 0 1,080 646 587

平成２２年度末簿価 9,505,392

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

潮風の丘緑地公衆便所 半田市潮干町1-38

都市計画課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和50年度 取得等額 8,990,000 耐用年数 38

稼動年数 35 残年数 3

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

2,790 2,411 2,581

6,095 6,104 6,858

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

2,157 2,365 2,351 3,390 2,928 2,798

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

テニスコート利用者数（人）

フットサルコート利用者数（人）

平成２２年度末簿価 651,901

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

衣浦西部臨海公園 半田市１１号地

スポーツ課

 

 

 

 


