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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 平成3年度 取得等額 1,362,900,000 耐用年数 31

稼動年数 19 残年数 12

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

57,528 56,783 56,141

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

24,873 23,487 23,817 27,516 26,492 25,020

平成２２年度末簿価 529,077,780

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

雁宿駐車場立体駐車場 半田市星崎町3－39

防災交通課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

利用台数
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所管部 総務部 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17年度 取得等額 266,860,000 耐用年数 31

稼動年数 5 残年数 26

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

246,058 227,522 240,803

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

7,334 5,263 5,125 4,681 5,356 6,714

平成２２年度末簿価 223,895,540

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田市知多半田駅前再開発ビル立体駐車場 半田市広小路町90

防災交通課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

利用台数
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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和57年度 取得等額 3,910,000 耐用年数 29

稼動年数 27 残年数 2

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

9 9 9 1,068 780 869

平成２２年度末簿価 258,842

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

乙川駅自転車駐車場 半田市乙川町１12－1

防災交通課

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 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和57年度 取得等額 7,810,000 耐用年数 28

稼動年数 25 残年数 3

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

9 9 9 1,377 1,099 1,190

平成２２年度末簿価 768,504

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

亀崎駅前自転車駐輪場 半田市亀崎常盤町

防災交通課

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 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和61年度 取得等額 4,180,000 耐用年数 31

稼動年数 24 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

9 9 9 997 718 814

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 949,696

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

亀崎駅東自転車駐車場 半田市亀崎常盤町2－156

防災交通課
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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和60年度 取得等額 2,640,000 耐用年数 31

稼動年数 25 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

9 9 9 990 712 806

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 514,800

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

住吉駅東第一自転車駐車場 半田市宮路町505

防災交通課
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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 平成2年度 取得等額 1,340,000 耐用年数 31

稼動年数 25 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

9 9 9 1,011 729 819

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 261,300

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

住吉町駅東自転車駐車場 半田市宮路町548

防災交通課
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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和59年 取得等額 5,000,000 耐用年数 31

稼動年数 26 残年数 5

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

9 9 9 966 677 827

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 814,000

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

成岩駅西自転車駐車場 半田市昭和町1－3－2

防災交通課
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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 平成1年度 取得等額 12,180,000 耐用年数 31

稼動年数 21 残年数 10

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

9 9 9 2,411 2,163 2,283

平成２２年度末簿価 2,145,400

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

青山駅西自転車駐車場 半田市青山5－83

防災交通課

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 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 平成20年度 取得等額 5,910,680 耐用年数 31

稼動年数 2 残年数 29

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 9 9 0 601 690

平成２２年度末簿価 5,530,036

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

知多半田駅東第1自転車等駐車場 半田市泉町48－2

防災交通課

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 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 平成20年度 取得等額 2,489,320 耐用年数 31

稼動年数 2 残年数 29

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 9 9 0 591 681

平成２２年度末簿価 2,329,010

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

知多半田駅東第２自転車等駐車場 半田市広小路町7

防災交通課

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 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和59年 取得等額 9,060,000 耐用年数 31

稼動年数 28 残年数 3

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

9 9 9 1,268 587 678

平成２２年度末簿価 354,241

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

天王町自転車駐車場 半田市天王町1－3－2

防災交通課

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 市民経済部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 平成7年度 取得等額 13,550,000 耐用年数 17

稼動年数 15 残年数 2

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

216,810 206,800 167,492

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

13,050 11,400 16,650 5,019 5,275 4,142

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

北部墓地利用者数(人)

平成２２年度末簿価 3,648,313

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

北部墓地東屋 半田市平地馬場町2－8

環境課
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所管部 市民経済部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 平成10年度 取得等額 4,680,000 耐用年数 17

稼動年数 12 残年数 5

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

125,325 133,025 121,145

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 4,021 4,669 4,039

平成２２年度末簿価 1,698,640

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

北谷墓地東屋 半田市柊町4－208－1

環境課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

北谷墓地利用者数(人)
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所管部 市民経済部 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1年度 取得等額 2,310,000 耐用年数 38

稼動年数 21 残年数 17

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

26,070 39,050 38,975

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 3,556 3,665 3,412

平成２２年度末簿価 1,034,187

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

有脇墓地物置 半田市有脇町1－104

環境課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

有脇墓地利用者数(人)
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所管部 市民経済部 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15年度 取得等額 12,150,000 耐用年数 38

稼動年数 7 残年数 31

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

75,240 78,245 78,355

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

15,600 13,200 0 4,105 4,143 4,289

平成２２年度末簿価 9,085,787

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

黒石墓地便所 半田市黒石町46－2

環境課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

黒石墓地利用者数(人)
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所管部 総務部 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43年度 取得等額 468,780,000 耐用年数 50

稼動年数 42 残年数 8

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 0 0 0

平成２２年度末簿価 73,088,002

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

消防本部半田庁舎 半田市東洋町1－6

財政課

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 総務部 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37年度 取得等額 97,690,000 耐用年数 50

稼動年数 48 残年数 2

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 0 0 0

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 5,890,351

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

新居区民館 半田市新居町2-63

財政課
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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 昭和50年度 取得等額 13,950,000 耐用年数 22

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 0 0 0

平成２２年度末簿価 1

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

寺町集会所 半田市寺町8

財政課

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 総務部 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1年度 取得等額 224,250,000 耐用年数 50

稼動年数 21 残年数 29

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 0 0 0

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 129,016,744

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

乙川北部区画整理記念館 半田市新池町1-201-6

財政課
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所管部 総務部 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2年度 取得等額 258,790,000 耐用年数 50

稼動年数 20 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 0 0 0

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 154,915,320

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

瑞穂記念館 半田市瑞穂町3-1-6

財政課
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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 昭和51年度 取得等額 44,180,000 耐用年数 22

稼動年数 34 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 0 0 0

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 704,003

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

元・上池作業所 半田市上池町5-44-1

財政課
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所管部 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 昭和49年度 取得等額 22,790,000 耐用年数 15

稼動年数 30 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 0 0 0

平成２２年度末簿価 1

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

旧葵保育園倉庫 半田市宮本町4-15

財政課

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 総務部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 昭和49年度 取得等額 4,750,000 耐用年数 15

稼動年数 36 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 0 0 0

平成２２年度末簿価 1

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

元・消防乙川東分団2号車車庫倉庫 半田市新居町4-77

財政課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

 

 

 


