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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9年度 取得等額 1,485,787,000 耐用年数 47

稼動年数 13 残年数 34

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

122,473 119,103 118,916

8,047 9,189 10,823

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

43,161 42,264 42,131 111,682 104,793 99,146

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

個人利用者数（人）

団体利用者数（人）

平成２２年度末簿価 1,074,058,839

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田福祉ふれあいプール 半田市乙川末広町50－1

スポーツ課
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 軽量鉄骨造 取得年度 平成3年度 取得等額 15,240,000 耐用年数 17

稼動年数 19 残年数 0

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

4,255 3,950 5,259

2,517 2,791 2,267

10,989 11,858 11,805

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

647 728 895 4,228 2,879 2,135

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

野球利用者数（人）

ソフトボール利用者数（人）

サッカー利用者数（人）

平成２２年度末簿価 658,145

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田ポートグラウンド 半田市１１号地25－1

スポーツ課
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和64年度 取得等額 24,480,000 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

496 405 243

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

39 31 20 303 288 544

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

利用者数（人）

平成２２年度末簿価 7,926,624

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田市ヨットハウス 半田市川崎町4－1－2

スポーツ課
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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10年度 取得等額 2,526,593,333 耐用年数 45

稼動年数 12 残年数 33

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

37,001 41,334 49,962

37,276 35,021 32,147

22,575 23,583 21,994

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

25,349 24,903 28,288 90,525 90,776 84,817

平成２２年度末簿価 1,808,784,120

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田運動公園 半田市池田町3－1－1

スポーツ課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

陸上競技場利用者数（人）

テニスコート利用者数（人）

デイキャンプ場利用者数（人）
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和58年度 取得等額 19,850,000 耐用年数 34

稼動年数 27 残年数 7

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

2,419 2,825 3,901

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

301 352 489 1,797 1,566 1,459

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

弓道場利用者数（人）

平成２２年度末簿価 4,486,460

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田市営弓道場 半田市１１号地24

スポーツ課
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和56年度 取得等額 4,020,000 耐用年数 31

稼動年数 29 残年数 2

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

7,974 6,872 8,107

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

1,030 1,230 1,127 4,378 5,027 4,675

平成２２年度末簿価 434,712

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

州の崎公園グランド 半田市州の崎町2－131

スポーツ課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

ナイター利用者数（人）
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 平成15年度 取得等額 1,025,240,000 耐用年数 47

稼動年数 7 残年数 40

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

58,928 57,924 60,632

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 23,387 21,104 20,677

平成２２年度末簿価 871,825,270

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス 半田市昭和町3－8

スポーツ課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

施設使用者数
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 平成6年度 取得等額 1,235,870,000 耐用年数 47

稼動年数 16 残年数 31

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

60,545 51,451 50,230

23,838 22,717 21,427

15,872 13,078 14,833

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

6,612 6,093 6,402 34,518 31,239 30,902

平成２２年度末簿価 816,662,896

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

青山記念武道館 半田市青山2－1－2

スポーツ課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

大道場利用者数（人）

小道場利用者数（人）

会議室利用者数（人）
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 取得年度 昭和60年度 取得等額 1,147,430,000 耐用年数 47

稼動年数 25 残年数 22

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

38,242 40,449 40,503

57,917 57,803 55,057

5,921 5,743 5,473

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

7,812 8,038 7,964 5,434 0 0

平成２２年度末簿価 538,933,960

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田市体育館 半田桐ケ丘4－209－1

スポーツ課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

アリーナ利用者数（人）

卓球室・体育室利用者数（人）

会議室利用者数（人）

 

 

 

 

 



34 

 

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 平成5年度 取得等額 26,180,000 耐用年数 24

稼動年数 17 残年数 7

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

1,935 2,319 4,024

13,421 11,519 14,015

2,038 4,105 5,450

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

426 536 791 14,831 12,985 12,674

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

硬式野球利用者数（人）

軟式野球利用者数（人）

テニスコート利用者数（人）

平成２２年度末簿価 8,680,142

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田市営半田球場 半田市雁宿町2－1

スポーツ課
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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 取得年度 平成21年度 取得等額 9,975,000 耐用年数 50

稼動年数 1 残年数 29

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

－ － 10,302

－ － 7,856

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

0 315 2,640 0 49,096 14,492

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

野球場利用者数（人）

多目的グラウンド利用者数（人）

平成２２年度末簿価 9,775,500

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田北部グラウンド 半田市石塚町3-1

スポーツ課
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所管部 教育部 所管課

施設名 所在地

構造区分 鉄骨造 取得年度 昭和63年度 取得等額 137,590,000 耐用年数 38

稼動年数 22 残年数 16

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

1,542 1,537 1,504

366 383 351

75 55 66

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

414 432 448 5,136 4,354 4,262

平成２２年度末簿価 33,615,017

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

半田市野外活動センター 新城市作手善夫字キツ子ハサ28

スポーツ課

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

利用者数（人）

バンガロー使用回数（回）

テント使用回数（回）
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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21年度 取得等額 6,426,000 耐用年数 20

稼動年数 1 残年数 19

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

－ － 19,992

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 5,189

施設に係るコスト

歳入（単位：千円） 歳出（単位：千円）

指標

レジ客数（人）

平成２２年度末簿価 6,104,700

各　公　共　施　設　の　概　要

利用状況

蔵のまちお休み処 半田市中村町2－12

商工観光課

 

 

 

 


