
周南市施設白書 施設別データ

耐震診断の結果

主要建物建築費

複合（併設）施設

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 214 218 221

市が支払うコスト（支出-収入） 32,028 32,588 33,012

利用1件あたりのコスト（円） 39,835 38,657 37,728

支出合計 34,137 34,479 35,155

収入 2,109 1,891 2,143

減価償却費(公営企業会計のみ)

763 735

31,788 31,788 31,143

22 42

需
用
費

313 514 2,241

50

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

1,273 1,420 1,679 ●指定管理(太陽アーモ株式会
社）H25.4.1～H30.3.31

●利用に際し、合併後は旧徳
山西部地区の方の利便性が向
上していると考えられます。

●集合でのペット火葬を行っ
ています。

ペット火葬件数 332件 306件 362件 一般市民

年間利用件数 472件 537件 513件 一般市民

平成23年度 平成24年度 平成25年度 主な利用者 備考

 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 －

主な構成施設

主要施設 斎場、ペット火葬施設

主要設備 一般火葬炉3基、汚物炉1基、葬儀場、霊安室、ペット火葬炉

耐震性あり 主要建物建築年 Ｈ5 2階

耐震工事の実施状況  避難所の指定 有 247,270千円

1,176㎡

耐震診断の実施 不要 構造耐震指標(Is値) 新耐震 建物構造・階数 ＲＣ造

単独施設

所在地 周南市大字米光2185
駐車可能台数 100台 敷地面積 5,275㎡

管理形態 指定管理 延床面積

【施設の概要】

施設分類 その他 施設区分 斎場
単独複合
施設の別

施設名： 1054  新南陽斎場

所管部署： 環境生活部環境政策課

施設の設置目的

　周南市民の葬儀、火葬及びペット火葬を目
的に設置しています。
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耐震診断の結果

主要建物建築費

複合（併設）施設

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 31 31 35

市が支払うコスト（支出-収入） 4,661 4,656 5,200

利用1件あたりのコスト（円） 116,525 122,526 144,444

支出合計 4,661 4,661 5,200

収入 5

減価償却費(公営企業会計のみ)

4,586 4,586 4,654

需
用
費

476

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

75 75 70 ●指定管理(太陽アーモ株式会
社）H25.4.1～H30.3.31

年間利用件数 40件 38件 36件 一般市民

平成23年度 平成24年度 平成25年度 主な利用者 備考

 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 －

主な構成施設

主要施設 斎場

主要設備 一般火葬炉1基

耐震性あり 主要建物建築年 Ｈ8 1階

耐震工事の実施状況  避難所の指定 無 178,121千円

295㎡

耐震診断の実施 不要 構造耐震指標(Is値) 新耐震 建物構造・階数 ＲＣ造

単独施設

所在地 周南市大字鹿野上3456
駐車可能台数 30台 敷地面積 2,545㎡

管理形態 指定管理 延床面積

【施設の概要】

施設分類 その他 施設区分 斎場
単独複合
施設の別

施設名： 1055  鹿野斎場

所管部署： 環境生活部環境政策課

施設の設置目的

　周南市民の葬儀を目的に設置しています。
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耐震診断の結果

主要建物建築費

複合（併設）施設

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 1 0

市が支払うコスト（支出-収入） 44 124 44

利用1件あたりのコスト（円） － － －

支出合計 44 124 44

収入

37 37 37

減価償却費(公営企業会計のみ)

需
用
費

7 7 4

80

3

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

●火葬場の利用に際しては、
使用者が火葬を行うことに
なっています。

●平成20年2月以降は利用が
ありません。

年間利用件数 0件 0件 0件 一般市民

平成23年度 平成24年度 平成25年度 主な利用者 備考

 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 －

主な構成施設

主要施設 斎場

主要設備 一般火葬炉1基

 主要建物建築年 Ｓ52 1階

耐震工事の実施状況  避難所の指定 無 31,357千円

67㎡

耐震診断の実施 対象外 構造耐震指標(Is値)  建物構造・階数 ＣＢ造

単独施設

所在地 周南市大字大津島1705-1
駐車可能台数 10台 敷地面積 906㎡

管理形態 直営 延床面積

【施設の概要】

施設分類 その他 施設区分 斎場
単独複合
施設の別

施設名： 1056  大津島火葬場

所管部署： 環境生活部環境政策課

施設の設置目的

周南市民の火葬を目的に設置しています。
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●1号地：40区画、2号地：38区画

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場 収入

市が支払うコスト（支出-収入） 35 35 38

その他

支出合計 35 35 38

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

33 38

使用料 設定なし 使用料・賃借料

区画数 78 充足率 100% 委託料 33

延床面積  役務費

敷地面積 551㎡ その他 2 2

供用開始年 Ｓ47 運営形態 直営 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1058  川崎墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市川崎2-506-1番地他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 1 5 0

特記事項

●2号地：175区画、3号地：146区画、3号地の2：77区画、3号地の3：125区画、3号地の5：
135区画、5号地：149区画

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場、駐車場
7台

収入 598 620

市が支払うコスト（支出-収入） 120 811 0

その他 3

支出合計 718 811 620

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費 143

公債費

653 589

使用料 133,000円／㎡ 使用料・賃借料

区画数 807 充足率 100% 委託料 653

延床面積  役務費

敷地面積 9,664㎡ その他 3 3 8

12

供用開始年 Ｓ42 運営形態 直営 修繕料 50 8

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費 12 12

施設名： 1057  光万寺墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字富田3501-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 10 4 2

特記事項

●2号地：390区画、3号地：198区画、5号地：135区画

主要設備

水汲み場、駐車場7台 収入 7 7 384

市が支払うコスト（支出-収入） 1,461 660 267

その他 14

支出合計 1,468 667 651

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

555 528

使用料 120,000円／㎡ 使用料・賃借料

区画数 723 充足率 100% 委託料 555

延床面積  役務費

敷地面積 8,762㎡ その他 2 2 8

8

供用開始年 S46 運営形態 直営 修繕料 901 102 93

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費 10 8

施設名： 1060  石仏墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市皿山440-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

主要設備

水汲み場 収入

市が支払うコスト（支出-収入） 43 43 35

その他

支出合計 43 43 35

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

40 35

使用料 設定なし 使用料・賃借料

区画数 49 充足率 100% 委託料 40

延床面積  役務費

敷地面積 677㎡ その他 3 3

供用開始年 S44 運営形態 直営 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1059  丸尾墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市川崎2-445-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 1 1 3

特記事項

●1号地：403区画、2号地：39区画

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場 収入

市が支払うコスト（支出-収入） 200 198 411

その他 1

支出合計 200 198 411

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

187 215

使用料 設定なし 使用料・賃借料

区画数 442 充足率 100% 委託料 187

延床面積  役務費

敷地面積 3,111㎡ その他 3 3 5

7

供用開始年 S44 運営形態 直営 修繕料 183

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費 10 8

施設名： 1062  丸山墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市若山1-444番地他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 1 1

特記事項

●1号地：972区画、3号地：76区画

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場 収入 692 404 756

市が支払うコスト（支出-収入） 0 79 187

その他 15

支出合計 485 483 943

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

472 687

使用料 120,000円／㎡ 使用料・賃借料

区画数 1048 充足率 100% 委託料 472

延床面積  役務費

敷地面積 7,244㎡ その他 3 3 11

8

供用開始年 S25 運営形態 直営 修繕料 222

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費 10 8

施設名： 1061  平床墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市皿山890番地他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 25 44 39

特記事項

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場、駐車場
130台

収入 5,188 621 2,363

市が支払うコスト（支出-収入） 3,676 6,652 5,818

その他 3,434 149 80

支出合計 8,864 7,273 8,181

主要施設

墓地区画、墓参道、管理人詰
所、便所

工事請負費 128 268

公債費

2,516 2,590

使用料 167,000円／3.3㎡ 使用料・賃借料

区画数 4,381 充足率 100% 委託料 911

延床面積 13㎡ 役務費 102 20 5

敷地面積 163,418㎡ その他 160 67 37

99

供用開始年 Ｓ24 運営形態 直営 修繕料 500 403 355

施設の設置
目的

4,120

嘱託職員 994 1,989 895

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員 2,396 1,644

需
用
費

光熱水費 239 217

施設名： 1064  大迫田墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字徳山119番地他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●未使用分：357区画、返還分：7区画

主要設備

ごみ捨て場、水汲み場、駐車場
13台

収入 1,235 1,582 1,228

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他 4

支出合計 1,235 1,582 1,228

主要施設

墓地区画、墓参道、便所 工事請負費 382

公債費

1,061 897

使用料 89,000円／㎡ 使用料・賃借料

区画数 926 充足率 61% 委託料 1,061

延床面積 5㎡ 役務費 50 32 51

敷地面積 14,580㎡ その他 3 3 15

34

供用開始年 H12 運営形態 直営 修繕料 81 68 227

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費 40 36

施設名： 1063  馬神墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字馬神1610-2番地他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 2 2 1

特記事項

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場、駐車場
4台

収入 165 1

市が支払うコスト（支出-収入） 233 301 213

その他 158 1

支出合計 398 302 213

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

75

使用料 18,250円／0.825㎡ 使用料・賃借料

区画数 278 充足率 100% 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 4,373㎡ その他 9 3 1

7

供用開始年 S25 運営形態 直営 修繕料 1

施設の設置
目的

96

嘱託職員 71 142 32

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員 150 149

需
用
費

光熱水費 10 8

施設名： 1066  泉原共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字徳山4304 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 5 5 2

特記事項

主要設備

ごみ捨て場、水汲み場、駐車場
3台

収入 164

市が支払うコスト（支出-収入） 772 775 352

その他 181 25 27

支出合計 936 775 352

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

230 120

使用料 18,250円／0.825㎡ 使用料・賃借料

区画数 370 充足率 100% 委託料 230

延床面積 － 役務費

敷地面積 5,391㎡ その他 6 3 2

8

供用開始年 S25 運営形態 直営 修繕料 36 2

施設の設置
目的

144

嘱託職員 99 284 49

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員 374 224

需
用
費

光熱水費 10 9

施設名： 1065  岩黒共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字徳山580 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 3 4 5

特記事項

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場、駐車場
5台

収入 233 126

市が支払うコスト（支出-収入） 486 616 711

その他 168 3

支出合計 719 616 837

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

380 314

使用料 18,250円／0.825㎡ 使用料・賃借料

区画数 1032 充足率 100% 委託料 380

延床面積 － 役務費

敷地面積 6,918㎡ その他 9 3 5

14

供用開始年 S26 運営形態 直営 修繕料 53

施設の設置
目的

335

嘱託職員 71 142 113

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員 75 75

需
用
費

光熱水費 16 16

施設名： 1068  北山共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字徳山1017-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,158㎡ その他

供用開始年 H4 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1067  横矢墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字下上1644-1他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●未使用分：1区画、返還分：2区画

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場、駐車場
10台

収入 432 322 234

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他 165 1

支出合計 432 322 234

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

102 103

使用料 103,000円／3.3㎡ 使用料・賃借料

区画数 160 充足率 98% 委託料 102

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,947㎡ その他 9 3 1

供用開始年 S58 運営形態 直営 修繕料 10 1

施設の設置
目的

96

嘱託職員 71 142 32

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員 75 75

需
用
費

光熱水費

施設名： 1070  才ヶ峠共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字須々万本郷1153-5 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場 収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 18,250円／0.825㎡ 使用料・賃借料

区画数 16 充足率 100% 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 247㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 直営 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1069  川本共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字上村690の2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 16,913㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1072  下戸田共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字戸田45-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

主要設備

水汲み場、ごみ捨て場、駐車場
3台

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 設定なし 使用料・賃借料

区画数 16 充足率 100% 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,650㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 直営 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1071  米山共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字鹿野上375-4 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 8,407㎡ その他

供用開始年 造成未実施 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

墓地造成予定地です。 人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1074  皿山（堤迫）墓地（予定地） 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 694㎡ その他

供用開始年 S54 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1073  佐畑墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字戸田1007 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 8,030㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1076  譲羽墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字譲葉435 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,263㎡ その他

供用開始年 S61 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1075  上馬屋墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字徳山102-3 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,485㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1078  成川墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字樋口 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,227㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1077  新畑墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字大道理1472-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●大迫田墓地公園用駐車場

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

駐車場 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 2,502㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 直営 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設として、市営墓地を
整備しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1080  墓地公園用地駐車場用地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字徳山 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,322㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1079  内谷墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字下上224-1他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 6 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 905 0

その他 158

支出合計 0 905 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,980㎡ その他

供用開始年 S50 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員 747

需
用
費

光熱水費

施設名： 1082  シダヶ迫墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字久米909-38 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,186㎡ その他

供用開始年 Ｈ5 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1081  矢地峠共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字馬神1023 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 27,541㎡ その他

供用開始年 H9 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1084  八ノ木墓地墓参道 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字須々万699他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 2,372㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1083  羽島墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,040㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1086  下須野河内墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●大迫田墓地公園内に設置しています。

主要設備  

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設  

工事請負費

公債費

駐車可能台数 3台 使用料・賃借料

建物構造 木造 階数 1階 委託料

延床面積 7㎡ 役務費

敷地面積 大迫田墓地公園内7㎡ その他

建物建築年 H9 運営形態 直営 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　身寄りがなく引き取り手のな
い行旅死亡人の遺骨を保管する
ため納骨堂を設置しています。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1085  身元不明者・行旅死亡人納骨堂 所管部署： 生活支援課

所在地 周南市大字徳山119-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 676㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1088  上清尾墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字清尾224-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 655㎡ その他

供用開始年 Ｓ26 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1087  宮ヶ迫墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 710㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1090  大泉部落の共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 424㎡ その他

供用開始年 Ｓ52 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1089  大神墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 355㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 直営 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1092  東善寺墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字小松原1401 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,943㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1091  知源庵墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字福川1174 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 1 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 97 70 0

その他 97 70 0

支出合計 97 70 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 4,389㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1094  兼久共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字長穂12-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 1,673㎡ その他

供用開始年 Ｓ25 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1093  樋口墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 2,640㎡ その他

供用開始年 Ｓ26 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1096  土地迫共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字須々万本郷680 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民１人あたりのコスト（円） 2 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 367 0 0

その他 367

支出合計 367 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 2,640㎡ その他

供用開始年 Ｓ27 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1095  峰市共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字中須北985 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●利用者：共同墓地管理組合規約に規定する者

主要設備

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要施設

墓地区画、墓参道 工事請負費

公債費

使用料 使用料・賃借料

区画数 充足率 委託料

延床面積 － 役務費

敷地面積 786㎡ その他

供用開始年 不明 運営形態 その他 修繕料

施設の設置
目的

嘱託職員

臨時職員

　公衆衛生その他公共の福祉の
見地から、亡くなられた方を埋
葬する施設としての共同墓地で
す。

人
件
費

正職員

需
用
費

光熱水費

施設名： 1097  十郎共同墓地 所管部署： 環境政策課

所在地 周南市大字米光617 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 墓地
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【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

駐車１台あたりのコスト（円） 0 0 0

支出合計 16,894 18,366 20,530

収入 25,671 28,358 26,501

10 989 230

減価償却費(公営企業会計のみ)

2,394

8,639 8,639 8,639

0 0 0

1,675 2,605 2,432

1,334 1,323 1,379

需
用
費

2,934 2,717 2,973

904 534

50

人
件
費

1,348 2,093 1,949 ●指定管理（洋林建設株式会社）
H25.4.1～H30.3.31
徳山駅前駐車場、代々木公園地下
駐車場、熊毛インター前駐車場3
施設一括公募
●利用料金制による独立採算施
設。利用料金は指定管理者の収入
となり、指定管理者から市へは納
付金が収められています。
【納付金】（3施設分）
H20：37,000千円
H21：34,000千円
H22：26,229千円
H23：23,445千円
H24：23,614千円
●都市計画に定められた路外駐車
場です。
●主な改修履歴
①平成8年電気設備改修。
②平成17年度に環境省の補助金
を活用して、ESCO事業により換
気設備等の省エネ改修工事を行っ
ています。
●収入には、駐車場基金繰入金と
前年度繰越金を含みます（額は按
分により計算）。
●御幸通2丁目100-8の一部（県
有地）、100-9の一部（県有
地）、27の一部（市有地）を敷
地としています。

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

〃

利用率(a)/定員*年間共用日数） 208.03% 209.05% 182.08% 〃

年間駐車台数(a) 91,118台 91,564台 79,749台 一般市民

H20：104,885台
H21：101,875台

1日当たり駐車台数 250台 251台 218台

平成23年度 平成24年度 平成25年度 主な利用者 備考

料金

料金：1時間以内200円
1時間を超える30分ごとに100
円を加算
夜間泊1,050円(午後8時から翌
日の午前8時まで）

耐震診断の実施 対象外

構造耐震指標(Is値) －

耐震診断の結果 －

耐震工事の実施状況 －

建物構造 RC造 階数 地下2階

主要建物建築費（千円） 366,455千円

延床面積 5,799㎡ 収容台数 120台

主要建物建築年 Ｓ46 管理形態 指定管理
営業時間

午前7時～午後10時

単独施設

所在地 周南市御幸通2-20地先 型式 地下自走式

敷地面積 3,209㎡ 収容サイズ 高さ2.0ｍ　幅2.0ｍ　長さ5m

【施設の概要】

施設分類 その他 施設区分 駐車場
単独複合
施設の別

施設名： 1098  徳山駅前駐車場

所管部署： 生活安全課

施設の設置目的

　市街地における長時間の駐車需要に応じ、
道路効用の保持と円滑な道路交通の確保を図
るために設置しています。

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

駐車１台あたりのコスト(円) 0 0 0

支出合計 3,924 7,218 12,607

収入 6,669 7,452 15,974

減価償却費(公営企業会計のみ)

1,218 4,767

191

0 0 0

38 130 21

572 722 698

需
用
費

2,192 2,304 2,174

448 1,586 4,390

21

人
件
費

674 1,046 557 ●指定管理（洋林建設株式会社）
H25.4.1～H30.3.31
徳山駅前駐車場、代々木公園地下
駐車場、熊毛インター前駐車場3
施設一括公募
●利用料金制による独立採算施
設。利用料金は指定管理者の収入
となり、指定管理者から市へは納
付金が収められています。
【納付金】（3施設分）
H20：37,000千円
H21：34,000千円
H22：26,229千円
H23：23,445千円
H24：23,614千円
●都市計画に定められた路外駐車
場です。
●主な改修履歴
①平成17年度アスベスト除去工
事
②平成17年度に環境省の補助金
を活用して、ESCO事業により換
気設備等の省エネ改修工事を行っ
ています。
●収入には、駐車場基金繰入金と
前年度繰越金を含みます（額は按
分により計算）。

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

〃

利用率(a)/定員*年間共用日数） 95.24% 83.28% 79.58% 〃

年間駐車台数(a) 34,382台 30,315台 29,047台 一般市民

H20：33,661台
H21：32,577台

1日当たり駐車台数 95台 83台 80台

平成23年度 平成24年度 平成25年度 主な利用者 備考

料金

料金：1時間以内200円
1時間を超える30分ごとに50円
を加算
夜間泊840円(午後8時から翌日
の午前8時まで）

耐震診断の実施 対象外

構造耐震指標(GIS値) －

耐震診断の結果 －

耐震工事の実施状況 －

建物構造 RC造 階数 地下1階

主要建物建築費（千円） 918,418千円

延床面積 4,388㎡ 収容台数 100台

主要建物建築年 Ｓ51 管理形態 指定管理
営業時間

午前7時～午後8時

単独施設

所在地 周南市代々木通2-24 型式 地下自走式

敷地面積 4,261㎡（代々木公園地下） 収容サイズ 高さ1.9ｍ幅1.85ｍ長さ5.0m

【施設の概要】

施設分類 その他 施設区分 駐車場
単独複合
施設の別

施設名： 1099 代々木公園地下駐車場

所管部署： 生活安全課

施設の設置目的

　市街地における長時間の駐車需要に応じ、
道路効用の保持と円滑な道路交通の確保を図
るために設置しています。
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【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

駐車台数１台あたりのコスト(円) 0 0 0

支出合計 3,542 3,621 1,007

収入 3,327 3,718 3,401

減価償却費(公営企業会計のみ)

2,620 2,618 0

629 629 615

0 0 0

需
用
費

68 114

人
件
費

225 374 278 ●指定管理（洋林建設株式会
社）H25.4.1～H30.3.31
徳山駅前駐車場、代々木公園地
下駐車場、熊毛インター前駐車
場3施設一括公募
●利用料金制による独立採算施
設。利用料金は指定管理者の収
入となり、指定管理者から市へ
は納付金が収められています。
【納付金】（3施設分）
H20：37,000千円
H21：34,000千円
H22：26,229千円
H23：23,445千円
H24：23,000千円
●敷地のうち1,449㎡を賃借し
ています。
●収入には、駐車場基金繰入金
と前年度繰越金を含みます（額
は按分により計算）。

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

〃

利用率(a)/定員*年間共用日数） 80.16% 73.70% 83.21% 〃

年間駐車台数(a) 33,064台 30,399台 34,318台 一般市民

H20：38,116台
H21：33,815台

1日当たり駐車台数 91台 83台 94台

平成23年度 平成24年度 平成25年度 主な利用者 備考

料金

料金：30分未満無料
24時間以内300円
24時間を超えるごとに300円を
加算

耐震診断の実施 －

構造耐震指標(GIS値) －

耐震診断の結果 －

耐震工事の実施状況 －

建物構造 － 階数 －

主要建物建築費（千円） 32,963千円

延床面積 － 収容台数 113台

主要施設建設年 Ｈ15 管理形態 指定管理
営業時間

24時間営業

単独施設

所在地 周南市大字安田1392-2 型式 広場自走式

敷地面積 3,168㎡ 収容サイズ 高さ2.3ｍ幅2.5ｍ長さ5.0m

【施設の概要】

施設分類 その他 施設区分 駐車場
単独複合
施設の別

施設名： 1100  熊毛インター前駐車場

所管部署： 生活安全課

施設の設置目的

　市街地における長時間の駐車需要に応じ、
道路効用の保持と円滑な道路交通の確保を図
るために設置しています。
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

その他

市民１人あたりのコスト（円） 192 241 318

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 28,684

特記事項

●指定管理（まどころ商店街駐
車場運営協議会）H23.4.1-
H28.3.31
●平成20年度に市が土地開発
公社から取得。取得にかかる起
債残あり。

支出合計 28,684 36,041 47,590

36,041 47,590

利用率(a)/定員*年間共用日数） 47.92% 52.02% 53.61% 公債費 27,763 34,449 45,646

1日当たり駐車台数 59台 65台 66台 工事請負費

年間駐車台数(a) 21,747台 23,543台 24,265台 指定管理料

委託料 846 845 845

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 無料 役務費

営業時間 午前9時～午後10時 その他

駐車可能台数 62台 修繕料

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費

1,099

延床面積 － 嘱託職員

敷地面積 1,254㎡ 人
件
費

正職員 75 747

主要施設取得年 Ｈ20 管理形態 指定管理 臨時職員

施設の設置目的
来街者の駐車場確保や円滑な交通確保のために設置しています。

所在地 周南市政所3-15-1他 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1101  政所駐車場

施設分類 その他 施設区分 駐車場 所管部署 商工振興課
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

特記事項

●平成4年に日本国有鉄道清算
事業団より旧熊毛町が取得。

支出合計 0 0 0

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐車台数 － － － 工事請負費

年間駐車台数(a) － － － 指定管理料

委託料

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他

駐車可能台数 42台 修繕料

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費

延床面積 － 嘱託職員

敷地面積 2,669㎡ 人
件
費

正職員

主要施設取得年 Ｈ7 管理形態 直営 臨時職員

施設の設置目的
駅利用者の利便性を図るために設置しています。

所在地 周南市大字呼坂1195-14 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐車場 所管部署 生活安全課

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

施設名： 1103  勝間駅駐車場

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

特記事項

●平成6年日本国有鉄道清算事
業団より旧熊毛町土地開発公社
が取得し、平成8年に旧熊毛町
土地開発公社より市が取得した
ものです。

支出合計 0 0 0

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐車台数 － － － 工事請負費

年間駐車台数(a) － － － 指定管理料

委託料

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他

駐車可能台数 33台 修繕料

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費

延床面積 － 嘱託職員

敷地面積 3,191㎡ 人
件
費

正職員

主要施設取得年 H8 管理形態 直営 臨時職員

施設の設置目的
駅利用者の利便性を図るために設置しています。

所在地 周南市高水原3-5-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1102  高水駅駐車場

施設分類 その他 施設区分 駐車場 所管部署 生活安全課
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

0

0

0

0

駅利用者の利便性を図るために設置しています。

道路課

市が支払うコスト（支出-収入） 0

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

特記事項

●タクシー区画4、自動二輪区画
3

支出合計 0 0

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐車台数 － － － 工事請負費

年間駐車台数(a) － － － 指定管理料

委託料

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他

駐車可能台数 18台 修繕料

管理形態 直営 臨時職員

階数

主要施設開設年 Ｈ21

光熱水費

延床面積 － 嘱託職員

建物構造 － － 需
用
費

平成23年度 平成24年度

敷地面積 1,542㎡ 人
件
費

正職員

平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐車場 所管部署

施設の設置目的

所在地 周南市大字夜市3477-3他 区分

0

その他

施設名： 1105  戸田駅前駐車場

特記事項

●指定管理（新南陽商工会議所）
H24.4.1-H29.3.31利用料金制
●20区画のうち、7区画は一般開
放で無料としています（うち、1区画
は身障者用）。残り13区画は、1区
画あたり4,000円/月で近隣商店に
貸し出しています。

支出合計 0 0

収入

0

市民１人あたりのコスト（円） 0

利用率(a)/定員*年間共用日数） 48.01% 50.43% 50.00% 公債費

1日当たり駐車台数 35台 36台 36台 工事請負費

年間駐車台数(a) 12,618台 13,254台 13,146台 指定管理料

委託料

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 役務費

営業時間 午前9時～午後9時 その他

駐車可能台数 20台 修繕料

臨時職員

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費

延床面積 － 嘱託職員

敷地面積 417㎡ 人
件
費

正職員

主要施設開設年 Ｓ42 管理形態 指定管理

施設の設置目的

所在地 周南市清水1400-2の一部 区分 平成23年度 平成24年度

施設分類 その他 施設区分 駐車場 所管部署 道路課

平成25年度

　駅利用者の利便性を図るとともに、駅前商店街の活性化に寄与することを目的に設置し
ています。

施設名： 1104  新南陽駅前駐車場

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

0

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

市民１人あたりのコスト（円） 0 0

収入

0

その他

特記事項

支出合計 0 0

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐車台数 － － － 工事請負費

年間駐車台数(a) － － － 指定管理料

委託料

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他

駐車可能台数 58台 修繕料

臨時職員

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費

延床面積 － 嘱託職員

管理形態 直営

敷地面積 2,209㎡ 人
件
費

正職員

主要施設開設年 Ｈ4

施設の設置目的

所在地 周南市大字大河内2071-2他 区分 平成23年度 平成24年度

駅利用者の利便性を図るために設置しています。

平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐車場 所管部署 道路課

施設名： 1106  大河内駅前駐車場

市民１人あたりのコスト（円） 30 32 32

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 4,555 4,786 4,711

その他

特記事項

●敷地のうち878㎡を賃借してい
ます。

支出合計 4,555 4,786 4,711

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐輪台数 － － － 工事請負費

799 860

年間駐輪台数(a) － － － 指定管理料

委託料 3,240 3,228 3,228

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料 868

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他 2

駐輪可能台数 450台 修繕料 16

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費 73 86 92

513

延床面積 4㎡ 嘱託職員

敷地面積 924㎡ 人
件
費

正職員 374 673

主要施設開設年 Ｈ9 管理形態 直営 臨時職員

施設の設置目的
　駅利用者の利便性を図るとともに、駅周辺の歩行等への迷惑駐輪を解消させるために設
置しています。

所在地 周南市有楽町22 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐輪場 所管部署 生活安全課

施設名： 1107  徳山駅前駐輪場
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 2 2 2

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 243 246 230

その他

特記事項

●敷地は全て借地です。 支出合計 243 246 230

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐輪台数 － － － 工事請負費

43 28

年間駐輪台数(a) － － － 指定管理料

委託料 122 128 128

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料 46

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他 1

駐輪可能台数 50台 修繕料

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費

73

延床面積 － 嘱託職員

敷地面積 46㎡ 人
件
費

正職員 75 75

主要施設開設年 Ｈ9 管理形態 直営 臨時職員

施設の設置目的
　駅利用者の利便性を図るとともに、駅周辺の歩行等への迷惑駐輪を解消させるために設
置しています。

所在地 周南市大字久米3975-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐輪場 所管部署 生活安全課

市民１人あたりのコスト（円） 7 7 7

施設名： 1109  櫛ヶ浜駅東駐輪場

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 990 1,088 973

その他

特記事項

●平成20年改修工事
●敷地は全て借地です。

支出合計 990 1,088 973

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐輪台数 － － － 工事請負費

311 196

年間駐輪台数(a) － － － 指定管理料

委託料 581 612 613

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料 319

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他 1

駐輪可能台数 194台 修繕料

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費 15 16 17

146

延床面積 － 嘱託職員

敷地面積 223㎡ 人
件
費

正職員 75 149

主要施設開設年 Ｓ57 管理形態 直営 臨時職員

施設の設置目的
　駅利用者の利便性を図るとともに、駅周辺の歩行等への迷惑駐輪を解消させるために設
置しています。

所在地 周南市大字久米3975-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐輪場 所管部署 生活安全課

施設名： 1108  櫛ヶ浜駅西駐輪場
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 13 13 12

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 1,884 1,878 1,847

その他

特記事項

●財団法人日本自転車普及協
会より寄贈
●平成19年改修工事

支出合計 1,884 1,878 1,847

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐輪台数 － － － 工事請負費

年間駐輪台数(a) － － － 指定管理料

委託料 10

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他

駐輪可能台数 122台 修繕料

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費 12 9 6

1,831

延床面積 － 嘱託職員

敷地面積 235㎡ 人
件
費

正職員 1,872 1,869

主要施設開設年 Ｓ62 管理形態 直営 臨時職員

施設の設置目的
　駅利用者の利便性を図るとともに、駅周辺の歩行等への迷惑駐輪を解消させるために設
置しています。

所在地 周南市大字呼坂1196-4 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐輪場 所管部署 生活安全課

市民１人あたりのコスト（円） 3 4 3

施設名： 1111  勝間駅駐輪場

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 431 602 472

その他

特記事項

●平成22年改修工事 支出合計 431 602 472

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐輪台数 － － － 工事請負費

年間駐輪台数(a) － － － 指定管理料

委託料 260 282 301

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他 2

駐輪可能台数 295台 修繕料

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費 21 21 22

147

延床面積 306㎡ 嘱託職員

敷地面積 317㎡ 人
件
費

正職員 150 299

主要施設開設年 Ｓ60 管理形態 直営 臨時職員

施設の設置目的
　駅利用者の利便性を図るとともに、駅周辺の歩行等への迷惑駐輪を解消させるために設
置しています。

所在地 周南市清水1-13-19 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐輪場 所管部署 生活安全課

施設名： 1110  新南陽駅前駐輪場

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

【施設の利用状況】

コスト計算

その他

市民１人あたりのコスト（円） 1 1 2

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 111

特記事項

●ＪＲ管理地に設置していた従
前の駐輪場を廃止し、未利用地
に新たに整備したものです。

支出合計 111 111 277

111 277

利用率(a)/定員*年間共用日数） － － － 公債費

1日当たり駐輪台数 － － － 工事請負費

年間駐輪台数(a) － － － 指定管理料

委託料 36 36 36

平成23年度 平成24年度 平成25年度 使用料・賃借料

料金 無料 役務費

営業時間 24時間 その他

駐輪可能台数 248台 修繕料 168

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費

73

延床面積 － 嘱託職員

敷地面積 1,043㎡ 人
件
費

正職員 75 75

主要施設開設年 Ｈ18 管理形態 直営 臨時職員

施設の設置目的
　駅利用者の利便性を図るとともに、駅周辺の歩行等への迷惑駐輪を解消させるために設
置しています。

所在地 周南市社地町6-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 駐輪場 所管部署 生活安全課

施設名： 1112  福川駅前駐輪場
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耐震診断の結果

主要建物建築費

複合（併設）施設

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 56 54 54

市が支払うコスト（支出-収入） 8,359 8,070 8,085

利用者１人あたりのコスト（円） 358 310 309

支出合計 8,359 8,070 8,085

収入

40 122

減価償却費(公営企業会計のみ)

92 73 107

5,356 5,229 5,070

需
用
費

332 357 371

22 120

147 220 61

1,643 1,646 1,648

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

749 523 586 ●この施設では、幼児交通安
全クラブ（ニコニコクラ
ブ）、各種団体を対象とした
交通安全教室の他、施設の一
般開放も行っています。

●周南緑地公園の一角（国有
地）に位置しています。

年間利用者数 23,368人 26,018人 26,142人

年間共用日数 293日 293日 291日 市民

平成23年度 平成24年度 平成25年度 主な利用者 備考

－ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 －

主な構成施設

主要施設 管理棟、模擬交通施設

主要設備
模擬交通施設（自転車コース）、視聴覚教室（70人）、自転車（約１
００台）、遊具（すべり台、ブランコ）

－ 主要建物建築年 Ｓ49 2階

耐震工事の実施状況 － 避難所の指定 無 61,351千円

400㎡

耐震診断の実施 対象外 構造耐震指標(Is値) － 建物構造・階数 ＲＣ造

単独

所在地
周南市大字徳山406 駐車可能台数 15台 敷地面積 10,000㎡

管理形態 直営 延床面積

【施設の概要】

施設分類 その他 施設区分 その他
単独複合
施設の別

施設名： 1113  交通教育センター

所管部署： 生活安全課

施設の設置目的

交通教育の拠点施設として、交通安全指導や
地域巡回教育等を通じて、歩行者と自転車利
用者に交通事故に遭わないための正しい交通
知識や技術を体得してもらうことを目的とし
ています。

　



周南市施設白書 施設別データ

耐震診断の結果

主要建物建築費

複合（併設）施設

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

市民１人あたりのコスト 25 25 20

市が支払うコスト（支出-収入） 3,787 3,756 2,971

利用者１人あたりのコスト 7,666 12,562 12,127

支出合計 3,787 3,756 2,971

収入

減価償却費(公営企業会計のみ)

70 70 70

1,734 2,029 1,696

需
用
費

93 79 67

34

18 8 5

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

1,872 1,570 1,099 ●市長公舎は、洋館部分と和
館部分を併せ持つ、大正時代
を代表する和洋折衷の木造住
宅であり、建物のいたるとこ
ろに様々な特徴や工夫が施さ
れ、当時の暮らしや時代の面
影、趣きを見ることができま
す。

●国の登録有形文化財として
登録を受けました。洋館部分
と和館部分、それぞれ特徴が
異なるため、「周南市長公舎
洋館」、「周南市長公舎和
館」として2つに分けて登録
を受けました。

●平成20年に大正時代に建て
られて以来の大規模な改修が
行われました。

公邸部分利用者数 494人 299人 245人 市民

公邸部分利用日数 44日 15日 11日 市民

平成23年度 平成24年度 平成25年度 主な利用者 備考

市長公舎公邸、市長公舎私邸 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 －

主な構成施設

主要施設 市長公舎公邸、市長公舎私邸

主要設備
公邸部分：洋室1、和室3、台所、トイレ
私邸部分：和室3、台所、風呂、トイレ

－ 主要建物建築年 Ｔ15 1階

耐震工事の実施状況 － 避難所の指定 無 不明

288㎡

耐震診断の実施 対象外 構造耐震指標(Is値) － 建物構造・階数 木造

複合施設

所在地
周南市慶万町1821-2 駐車可能台数 － 敷地面積 1,565㎡

管理形態 直営 延床面積

【施設の概要】

施設分類 その他 施設区分 その他
単独複合
施設の別

施設名： 1114  市長公舎

所管部署： 財務課

施設の設置目的

大正15年に海軍燃料廠長官舎として建築さ
れ、昭和25年に旧徳山市長公舎として払い下
げを受けた施設です。
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 17 14 15

特記事項

●不登校対策の適応指導教室
を開催していますが、空き室
を行政財産の目的外使用とし
て老人クラブ、自治会、地区
社協へ貸し付けています。

収入 26 30 28

市が支払うコスト（支出-収入） 2,586 2,156 2,265

その他

支出合計 2,612 2,186 2,293

主要設備

会議室、和室等 工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 － 役務費 160 120 112

構造耐震指標(Is値) － その他 19 12 31

耐震診断の実施 対象外 修繕料 345 66

建物構造 ＣＢ造 階数 2階 需
用
費

光熱水費 446 415 436

延床面積 551㎡ 嘱託職員 1,642 1,639 1,648

敷地面積 1,522㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｓ47 臨時職員

施設の設置目的
　当初は母子健康センターとして設置されましたが、H22年に当該センターは「ゆめ
プラザ熊毛」に移転しました。従前から当施設で不登校対策の適応指導教室を開設して
いましたが、母子健康センター移転後も引き続き開設しています。

所在地 周南市大字呼坂418-175 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1116  旧熊毛母子健康センター

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 学校教育課

市民１人あたりのコスト（円） 6 6 6

特記事項

●市内の単位老人クラブを中
心に、年間約1,100人程度の
利用者があります。

収入 1 1 1

市が支払うコスト（支出-収入） 939 921 921

その他

支出合計 940 922 922

主要設備

農園、倉庫、トイレ 工事請負費

公債費

管理形態 直営（一部委託） 指定管理料

駐車可能台数 10 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料 940 922 922

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 木造 階数 1階 需
用
費

光熱水費

延床面積 26㎡ 嘱託職員

敷地面積 4,162㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｈ1 臨時職員

施設の設置目的
　農園作業を通じて、高齢者の生きがいづくりに寄与するもので、福祉農園の作業用と
して倉庫及びトイレを設置しています。

所在地 周南市大字大向803-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1115  向道湖福祉農園

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 高齢者支援課

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●平成14年3月に建築後、平
成14年4月に山口県から旧新
南陽市に譲渡されました。

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備

作業小屋 工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 木造 階数 1階 需
用
費

光熱水費

延床面積 28㎡ 嘱託職員

敷地面積 49㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｈ14 臨時職員

施設の設置目的
　地域住民が森林に入ることで心身の健康保持を図り、自然と親しめるよう保健・休養
の場として森林環境の整備を図ることを目的として設置されています。

所在地 周南市大字高瀬1796-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1118  生活環境保全林作業小屋

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 農林課

市民１人あたりのコスト（円） 25 32 21

特記事項

●熊毛公民館として使用され
てきた施設であるが、熊毛公
民館が「ゆめプラザ熊毛」に
移転したため本施設に転用し
たものです。

収入 361 1,420 1,990

市が支払うコスト（支出-収入） 3,756 4,802 3,171

その他

支出合計 4,117 6,222 5,161

主要設備

事務室、応接室、ロビー、
図書室、講座室、調理実習
室、視聴覚室、団体室、小
会議室、大会議室

工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 7台 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料 2,421 2,468 2,310

耐震診断の結果 － 役務費 23 224 0

構造耐震指標(Is値) － その他 16

耐震診断の実施 未実施 修繕料 299 85

489

建物構造 ＲＣ造 階数 2階 需
用
費

光熱水費 909 980 958

1,319

延床面積 1,056㎡ 嘱託職員

敷地面積 1,987㎡ 人
件
費

正職員 449 2,242

主要建物建築年 Ｓ48 臨時職員 308

施設の設置目的
障害学童休日リフレッシュ事業を実施する施設として設置されています。

所在地 周南市大字呼坂9-3 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1117  旧熊毛公民館

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 障害者支援課

　



周南市施設白書 施設別データ

施設名：

施設分類 その他 施設区分

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備

護岸、駐車場用地、港湾緑
地

工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 40台 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 － 役務費

構造耐震指標(Is値) － その他

耐震診断の実施  修繕料

建物構造  階数  需
用
費

光熱水費

延床面積  嘱託職員

敷地面積 7,426㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｓ34 臨時職員

施設の設置目的
　フェリー基地として、スオーナダフェリー、大津島巡航の利用者等の利便施設として
使用されています。

所在地 周南市築港町2592 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 河川港湾課

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

施設名： 1120  フェリー基地

特記事項

●馬島待合所
●S57に建築した建物をH20
に改築

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備

チケットブース、ウッド
デッキ、トイレ、多目的ト
イレ

工事請負費

公債費

管理形態 直営（一部委託） 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 Ｓ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費

延床面積 71㎡ 嘱託職員

敷地面積 1,779㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 H20 臨時職員

施設の設置目的
大津島巡航利用者の利便性確保のために設置されています。

所在地 周南市大字大津島2830-6 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1119  客船待合所

その他 所管部署 生活安全課

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●建物は大津島巡航㈱が使用
しています。

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備

工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 ＲＣ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費

延床面積 10㎡ 嘱託職員

敷地面積 10㎡（フェリー基地敷地内） 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｈ12 臨時職員

施設の設置目的
　大津島巡航管理業務に必要な資機材の保管倉庫として、フェリー基地内に整備された
ものです。

所在地 周南市築港町2592 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 河川港湾課

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

施設名： 1122  大津島巡航倉庫

特記事項

●建物は徳山通船㈱が使用し
ています。

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備

待合所関連施設として、送
迎用船舶の乗船・係留施設
として浮桟橋が設置されて
います。

工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 － 役務費

構造耐震指標(Is値) － その他

耐震診断の実施 対象外 修繕料

建物構造 ＲＣ造 階数 2階 需
用
費

光熱水費

延床面積 135㎡ 嘱託職員

敷地面積 130㎡（県有地） 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｓ47 臨時職員

施設の設置目的
　徳山港に入港する外航、内航船舶の船員等の送迎施設として整備されたものです。

所在地 周南市築港町6-44 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1121  公共船客待合所

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 河川港湾課

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備

農機具保管庫 工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 Ｓ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費

延床面積 63㎡ 嘱託職員

敷地面積 久米老人憩の家内 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｓ57 臨時職員

施設の設置目的
地域住民が農機具保管庫として利用することを目的に設置しています。

所在地 周南市大字久米3021-6 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 農林課

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

施設名： 1124  久米農機具保管庫

特記事項

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備

農業倉庫、共同作業場 工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 － 役務費

構造耐震指標(Is値) － その他

耐震診断の実施 対象外 修繕料

建物構造 Ｓ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費

延床面積 97㎡ 嘱託職員

敷地面積 387㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｓ46 臨時職員

施設の設置目的
地域住民が作業場として利用することを目的に設置しています。

所在地 周南市大字須々万本郷448-3 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1123  共同作業場

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 農林課

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備

農機具保管庫 工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 － 役務費

構造耐震指標(Is値) － その他

耐震診断の実施 対象外 修繕料

建物構造 Ｓ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費

延床面積 63㎡ 嘱託職員

敷地面積 191㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｓ52 臨時職員

施設の設置目的
地域住民が農機具保管庫として利用することを目的に設置しています。

所在地 周南市大字長穂1612-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1125  長穂農機具保管庫

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 農林課

市民１人あたりのコスト（円） 2 2 2

特記事項

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 361 351 343

その他

支出合計 361 351 343

主要設備

男子トイレ、女子トイレ、
多目的トイレ

工事請負費

公債費

管理形態 直営（一部委託） 指定管理料

駐車可能台数  避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況  委託料 192 192 192

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 ＲＣ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費 169 159 151

延床面積 23㎡ 嘱託職員

敷地面積 23㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｈ18 臨時職員

施設の設置目的
JR戸田駅利用者の利便性を図るために設置するものです。

所在地 周南市大字夜市3477-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1126  戸田駅前公衆トイレ

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 公園花とみどり課

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 5 6 6

特記事項

●勝間駅に併設されていたＪ
Ａ勝間支所の廃止に伴い、平
成23.3に建物が撤去されたた
め、新たにトイレを建設した
ものです。

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 767 910 947

その他 5 5

支出合計 767 910 947

主要設備

男子トイレ、女子トイレ、
多目的トイレ、駐輪場他

工事請負費

公債費

管理形態 直営（一部委託） 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料 15 93 92

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他 10

耐震診断の実施 不要 修繕料 11 61

建物構造 Ｓ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費 3 54 46

733

延床面積 14㎡ 嘱託職員

敷地面積 216㎡ 人
件
費

正職員 749 747

主要建物建築年 Ｈ24 臨時職員

施設の設置目的
ＪＲ勝間駅利用者の利便性を図るために設置するものです。

所在地 周南市大字呼坂1183 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 生活安全課

市民１人あたりのコスト（円） 7 7 6

施設名： 1128  勝間駅前トイレ

特記事項

●ＪＲ高水駅のトイレ撤去に
伴い、駅利用者の利便性の維
持を目的としとして、市が新
たにトイレを設置したもので
す。

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 974 972 956

その他 5 5 5

支出合計 974 972 956

主要設備

男子トイレ、女子トイレ、
多目的トイレ

工事請負費

公債費

22 22

管理形態 直営（一部委託） 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料 22

耐震工事の実施状況 － 委託料 91 91 91

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他 1

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 Ｓ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費 32 32 32

805

延床面積 19㎡ 嘱託職員

敷地面積 高水駐車場内 人
件
費

正職員 824 822

主要建物建築年 Ｈ21 臨時職員

施設の設置目的
ＪＲ高水駅利用者の利便性を図るために設置するものです。

所在地 周南市高水原3-5-1 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1127  高水駅前トイレ

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 生活安全課

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 20 29 24

特記事項

収入 993

市が支払うコスト（支出-収入） 3,006 4,402 3,628

その他

支出合計 3,006 5,395 3,628

主要設備

エレベーター棟2、機械室
2

工事請負費 462 2,817 1,054

公債費

管理形態 直営（一部委託） 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料 1,197 1,197 1,197

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 － 階数 － 需
用
費

光熱水費 1,347 1,381 1,377

延床面積 36㎡ 嘱託職員

敷地面積 市道敷地内37㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｈ13 臨時職員

施設の設置目的
　古市大橋利用者のバリアフリー化と利便性の向上を図ることを目的に設置されていま
す。

所在地 周南市中央町古市大橋 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1129  古市大橋北エレベーター棟

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 道路課

施設名： 1130  徳山駅南口エスカレーター棟

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 中心市街地整備課

施設の設置目的
　様々な人が利用する施設を、より安全で快適に利用できるようにするために設置され
ています。

所在地 周南市大字徳山9005-2 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

正職員 4,493 5,232

主要建物建築年 Ｈ19 臨時職員

5,128

延床面積 765㎡ 嘱託職員

敷地面積 482㎡ 人
件
費

建物構造 Ｓ造 階数 2階 需
用
費

光熱水費 1,826 1,802 1,944

耐震診断の実施 不要 修繕料 99 249 220

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費 52 53 53

耐震工事の実施状況 － 委託料 4,942 5,150 4,792

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

15,007 14,821

管理形態 直営 指定管理料

27,493 26,958

主要設備

エスカレーター２基 工事請負費

公債費 15,227

市が支払うコスト（支出-収入） 22,157 22,687 24,932

その他

支出合計 26,639

市民１人あたりのコスト（円） 148 152 167

特記事項

●今後完成する徳山駅南北自
由通路と連携することで、よ
り利便性を高めることができ
ます。

収入 4,482 4,806 2,026

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 2 0

特記事項

●市民が使用する施設ではあ
りません。

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 295 0

その他

支出合計 0 295 0

主要設備

防災行政無線中継施設一式 工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況 － 委託料

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他

耐震診断の実施 不要 修繕料

建物構造 S造 階数 1階 需
用
費

光熱水費 295

延床面積 5㎡ 嘱託職員

敷地面積 60㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年 Ｈ15 臨時職員

施設の設置目的
鹿野地区を範囲とする防災行政無線の中継局として建設されたものです。

所在地 周南市大字鹿野中田原山 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名：

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 防災危機管理課

1132  防災行政無線田原山中継局舎

施設名：

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 教育政策課

1131  旧防災資機材倉庫

施設の設置目的
周南建設管理試験所として建てられた建物を、平成2年に譲り受けたものです。

所在地 周南市港町3-21 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

正職員

主要建物建築年 S54 臨時職員

延床面積 46㎡ 嘱託職員

敷地面積 46㎡ 人
件
費

建物構造 Ｓ造 階数 1階 需
用
費

光熱水費

耐震診断の実施 対象外 修繕料

構造耐震指標(Is値) － その他

耐震診断の結果 － 役務費

耐震工事の実施状況 － 委託料

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料

管理形態 直営 指定管理料

0 0

主要設備

倉庫 工事請負費

公債費

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

平成２７年３月から教育政策
課へ所管換となり、現在はふ
るさと振興財団のイベント
用・貸出用の機材置場 兼 書庫
として利用しています。

収入

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項  

収入

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0 0 0

主要設備  

工事請負費

公債費

管理形態 直営 指定管理料

駐車可能台数  避難所指定 なし 使用料・賃借料

耐震工事の実施状況  委託料

耐震診断の結果  役務費

構造耐震指標(Is値)  その他

耐震診断の実施  修繕料

建物構造  階数  需
用
費

光熱水費

延床面積  嘱託職員

敷地面積 227㎡ 人
件
費

正職員

主要建物建築年  臨時職員

施設の設置目的
簡易水道事業における配水池用地として設置されましたが、新しい配水池が設置された
ため現在は使用されていません。

所在地 周南市坂根町 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名： 1135  旧坂根団地配水池

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 環境政策課

施設名：

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 学校教育課

1134  教育長住宅（旧鹿野町）

施設の設置目的
昭和38年に旧鹿野町の教育長庁舎として建設され、利用がなされていましたが、合併
により、現在は未利用となっています。

所在地 周南市大字鹿野上2860-5 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

正職員

主要建物建築年 S38 臨時職員

延床面積 80㎡ 嘱託職員

敷地面積 275㎡ 人
件
費

建物構造 木造 階数 2階 需
用
費

光熱水費

耐震診断の実施 対象外 修繕料

構造耐震指標(Is値)  その他

耐震診断の結果  役務費

耐震工事の実施状況  委託料

駐車可能台数  避難所指定 なし 使用料・賃借料

管理形態 直営 指定管理料

0 0

主要設備

 工事請負費

公債費

市が支払うコスト（支出-収入） 0 0 0

その他

支出合計 0

市民１人あたりのコスト（円） 0 0 0

特記事項

●H15.4～入居者なし 収入

　



周南市施設白書 施設別データ

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

コスト計算

市民１人あたりのコスト（円） - - -

1144   徳山駅南北自由通路

1145  防災資機材倉庫

特記事項

１階（８１８．４３㎡）の一
部を防災倉庫として使用して
います。

収入 - - -

市が支払うコスト（支出-収入） - - -

その他 - - -

支出合計 - - -

主要設備

倉庫 工事請負費 - - -

公債費 - - -

- -

管理形態 直営 指定管理料 - - -

駐車可能台数 - 避難所指定 無 使用料・賃借料 -

耐震工事の実施状況 - 委託料 - - -

耐震診断の結果 - 役務費 - - -

構造耐震指標(Is値) - その他 - - -

耐震診断の実施 - 修繕料 - - -

-

建物構造 RC造 階数 ３階 需
用
費

光熱水費 - - -

-

延床面積 57.0㎡ 嘱託職員 - - -

敷地面積 - 人
件
費

正職員 - -

主要建物建築年 S51 臨時職員 - -

施設の設置目的
周南市清掃事務所として建てられた建物です。

所在地 周南市大字徳山２９８-１ 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 財務課

市民１人あたりのコスト（円） - - -

施設名：

特記事項

収入 - - -

市が支払うコスト（支出-収入） - - -

その他 - - -

支出合計 - - -

主要設備

エスカレーター4基（南北
各2基）
エレベーター2基（南北各
1基）

工事請負費 - - -

公債費 - - -

- -

管理形態 直営 指定管理料 - - -

駐車可能台数 － 避難所指定 無 使用料・賃借料 -

耐震工事の実施状況 － 委託料 - - -

耐震診断の結果 耐震性あり 役務費 - - -

構造耐震指標(Is値) 新耐震 その他 - - -

耐震診断の実施 不要 修繕料 - - -

-

建物構造 Ｓ造 階数 2階 需
用
費

光熱水費 - - -

-

延床面積 2,160㎡ 嘱託職員 - - -

敷地面積 徳山駅敷地内（31,882㎡） 人
件
費

正職員 - -

主要建物建築年 Ｈ26 臨時職員 - -

施設の設置目的
　徳山駅の南北をバリアフリーでつなぎ、より安全で快適に利用できるようにするため
に設置されています。

所在地 周南市大字徳山字佐渡町南浦地内 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設名：

施設分類 その他 施設区分 その他 所管部署 中心市街地整備課

　


