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所管部 教育部 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58年度 取得等額 1,404,900,000 耐用年数 50

稼動年数 27 残年数 23

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

401,257 396,380 392,898

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

276 584 561 40,886 38,808 38,154

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

入館者数（人）

平成２２年度末簿価 622,492,481

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

図書館博物館 半田市桐ケ丘4－209－1

博物館

 

 

 



18 

所管部 教育部 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60年度 取得等額 771,620,000 耐用年数 50

稼動年数 25 残年数 25

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

27,867 26,440 31,356

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

3,091 2,705 3,163 82,068 71,866 81,271

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

入館者数（人）

平成２２年度末簿価 385,810,000

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

空の科学館 半田市桐ケ丘4－210

生涯学習課
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所管部 教育部 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5年度 取得等額 1,091,880,000 耐用年数 47

稼動年数 17 残年数 30

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

53,411 52,879 53,928

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

370 369 360 38,574 41,860 39,150

平成２２年度末簿価 693,716,710

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

新美南吉記念館 半田市岩滑西町1－10－1

博物館

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

新美南吉記念館入館者数（人）
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 昭和60年度 取得等額 17,080,000 耐用年数 22

稼動年数 24 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 0 485 741 736

平成２２年度末簿価 2

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

新美南吉生家 半田市岩滑中町1－83

博物館

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 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 平成2年度 取得等額 17,080,000 耐用年数 38

稼動年数 20 残年数 18

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 0 642 564 540

平成２２年度末簿価 7,792,560

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

南吉公衆トイレ（八幡社内） 半田市岩滑中町7丁目

博物館

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 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 平成2年度 取得等額 8,900,000 耐用年数 38

稼動年数 20 残年数 18

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 0 457 460 470

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 4,218,600

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

南吉公衆トイレ（養家前） 半田市平和町7—60―1

博物館
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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 平成19年度 取得等額 9,848,895 耐用年数 38

稼動年数 3 残年数 35

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

1,577 1,016 1,231

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 1,378 523 1,145

平成２２年度末簿価 8,979,494

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

鉄道資料館 半田市御幸町110-4

生涯学習課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

来館者数
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 木造 取得年度 昭和33年度 取得等額 49,580,000 耐用年数 15

稼動年数 52 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 1

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

元・図書館 半田市堀崎町2－11－1

博物館

 

 

 


