
津市公共施設カルテの見方（概要版）

分類
カルテの管理上の分類について記載

しています。

登記情報、法定要件等
不動産としての基礎的な情報につい

て、登記簿の記載事項や、市が保有す
る情報の中で最も確度が高い情報につ
いて記載しています。

行政コスト計算書
このカルテの記載対象に要する維持

管理費等について記載しています。
「経常費用合計」が必要とする総支出
であり、そこから総収入（経常収益合
計）を差し引いたものが「純経常費
用」となります。

カルテ
カルテの種類や、同一施設内の他カ

ルテ管理番号について記載しています。

概要
施設に関する基礎的な情報や、実施

している業務内容等、災害避難に関す
る情報等について記載しています。

交通
設置されている駐車場の状況や、公

共交通機関からの直線距離について記
載しています。

価額
取得時の価格や鑑定評価額等につい

て記載しています。

建築時財源
施設を建築（新築）する際に充当し

た財源の内訳について記載しています。

耐震化
耐震診断・補強の実施状況やIs値

(Iw値)等の耐震に関する情報につい
て記載しています。

バリア
設備等のバリアフリー化の対応状況

について記載しています。

有害物質
石綿やPCBの含有の有無や、その対

応状況について記載しています。

老朽化
建築当時からの経過年数や、老朽化

等の対策として実施した改修について
記載しています。

各室等面積
各部屋の面積等、各建物の面積等に

ついて記載しています。
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津市公共施設カルテの見方（詳細版）  

 

１ 公共施設カルテとは  

津市では、公共施設の実情を把握し、今後の施設整備や維持管理に役立ていくため、公共施設

カルテの作成を行いました。  

公共施設カルテとは、本市に設置されている施設単位に建物や土地の情報、維持管理等のコス

ト、利用状況等の各種情報をまとめたものです。  

 ⑴ 目的  

   本市の公共施設の多くは、高度経済成長期に建築されており、それらが一斉に更新の時期を迎

え、その更新が今後の課題になると見込まれています。  

   公共施設カルテは、公共施設毎に現況を把握し、公共施設により提供を行っている行政サービ

スに支障をきたさないよう計画的な施設の更新整備を行っていくための基礎資料で、市民や利用

者の皆様に公共施設の現状を知っていただくことを目的として作成しました。  

 ⑵ 公共施設カルテからわかること  

  1) 施設の土地・建物等の基礎情報  

  2) 建築年等からわかる劣化の状況  

  3) 維持管理費等の行政コストの情報  

  4) 耐震化、バリアフリー化、有害物質含有の状況  

  5) 設備の設置状況  

  6) 利用状況  

２ 公共施設カルテの見方  

 ⑴ 言葉の定義  

  1) 棟 

    構造上独立建物を指します。  

  2) 面 

    地面又は土地を主体とした施設を指します。  

  3) 施設  

    敷地、構造、機能等において相互に関連する建物等から構成される一定の区切られた敷地上

の公共施設群を指します。  

  4) 個体  

    棟又は面の一つ一つを指します。  

  5) 部分  

    複合建物において、建物内で一定の床面積を占め、地方自治法第２４４条に規定される「公

の施設」、又は他の法令等を根拠として設置される「施設」が占有する箇所を指します。  

  6) 複数施設  
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    施設の敷地内に、複数の棟若しくは面が存在する施設を指します。  

  7) 単独施設  

    施設の敷地内に、単独の棟若しくは面しか存在しない施設を指します。  

  8) 母棟  

    複数施設において、用途や床面積等で主となる棟を指します。個体記号においては、Ｙで表

されます。  

  9) 附属棟  

    複数施設において、用途や床面積等で従となる棟を指します。個体記号においては、Ｚで表

されます。  

  10) 母面  

    複数施設において、用途や面積等で主となる面を指します。個体記号においては、Ｔで表さ

れます。  

  11) 附属面  

    複数施設において、用途や面積等で従となる面を指します。個体記号においては、Ｕで表さ

れます。  

  12) 主部分  

    複合建物において、当該建物を代表する機能のある部分を指します。部分記号においては、

Ｙで表されます。  

  13) 従部分  

    複合建物において、従となる機能のある部分を指します。部分記号においては、Ｚで表され

ます。  

  14) 複合建物  

    一つの棟の中に、複数の部分が存在する建物を指します。建物記号においては、Ｗで表され

ます。  

  15) 単一建物  

    一つの棟の中に、一つの部分しか存在しない建物を指します。建物記号においては、Ｖで表

されます。  

 ⑵ カルテの種類  

  1) 建物又は面を区別するための分類  

   ｱ) 棟カルテ  

   ｲ) 面カルテ  

  2) カルテの階層を特定するための分類  

   ｱ) 施設カルテ  

     最も上層にあるカルテ分類ですが、当該施設が単独施設でかつ単一建物から構成される場

合は、施設カルテだけが存在します。  
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   ｲ) 個体カルテ  

    施設カルテの下層で部分カルテの上層にあるカルテ分類ですが、当該個体が単一建物の場合

は、下層に部分カルテは存在しません。  

  ｳ) 部分カルテ  

    最も下層にあるカルテ分類ですが、対象となる棟が単一建物の場合は、存在しません。  

 ⑶ 公共施設カルテの様式  

  1) 表面  

    棟カルテ又は面カルテで統一様式となっています。  

  2) 裏面  

    施設の分類毎にそれぞれの特性を踏まえる必要があるため、異なった様式となっています。  

３ 公共施設カルテの各項目（棟カルテの場合）  

 ⑴ 施設名称  

   当該施設の正式名称を記載しています。この項目は、当該施設内の施設カルテ、個体カルテ及

び部分カルテの全てで同一記載内容となります。  

 ⑵ 略称・通称  

   当該施設の通称名又は一般的に呼称されている略称を記載しています。  

 ⑶ 大分類  

   施設の用途等で仕分けした分類で、市民文化系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、子

育て支援施設、公園、学校教育系施設、社会教育系施設、産業系施設、保健・福祉施設、行政系

施設、供給処理施設、公営住宅、上水道施設、下水道施設、下水道施設、駐車場、モーターボー

ト競走場、その他から構成されています。  

 ⑷ 分野  

   大分類に仕分けした公共施設群をさらに用途に応じて仕分けした分類で、集会施設、文化施設、

スポーツ施設、観光施設、産業施設、教育児童施設、給食センター、福祉施設、保健医療施設、

庁舎等、消防防災施設、公営住宅、公園施設、供給処理施設、交通施設、上水道施設、下水道施

設、駐車場、モーターボート競走場、その他から構成されています。  

 ⑸ 区分  

   分野に仕分けした公共施設分をさらに用途に応じて仕分けした分類で、コミュニティセンター、

公民館、集会所、隣保館、農民研修センター、教育集会所、市営住宅内集会所、文化センター、

中央図書館、地域図書館、図書室、資料館、市民体育館、市民プール、武道館、サッカー場、テ

ニスコート、野球場、グラウンド、陸上競技場、その他運動施設、キャンプ場、浴場、宿泊施設、

レストラン、登山道休憩所、観光センター、河川公園、公衆便所、モーターボート競走場、勤労

会館、労働会館、加工場、小学校、中学校、短期大学、適応指導教室、幼稚園、保育所、児童館、

放課後児童クラブ、給食センター、老人福祉センター、デイサービスセンター、老人憩いの家、

介護保険施設、障碍者総合支援センター、グループホーム、授産施設、児童養護施設、母子生活
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支援施設、福祉会館、社会福祉センター、保健センター、診療所、庁舎、支所庁舎、工事事務所

庁舎、出張所庁舎、その他庁舎、その他（テナント）、車庫、倉庫、書庫、ケーブルテレビセン

ター、消防署、分署、分遣所、消防団施設、消防倉庫、防災センター、公営住宅、公園、公園管

理棟、公園倉庫、公園便所、公園その他、ごみ処理場、浄化センター、飛行場、旅客船ターミナ

ル、斎場、墓苑、自転車保管場詰所、駐輪場、浄水処理場、下水処理施設、農業集落排水施設、

駐車場から構成されます。  

 ⑹ 施設番号  

   施設毎に割り振られた番号で番号に続いて複数施設又は単独施設の別を記載しています。  

 ⑺ 個体記号  

   Ｙ  母棟、Ｚ 付属棟、Ｔ  母面、Ｕ 付属面、Ｘ  無区別、Ｓ  下層存在のいずれかを記載

しています。  

   Ｙ  母棟  複数施設の場合において、個体カルテ又は部分カルテの対象となる棟が、母棟の場

合の表記  

   Ｚ  付属棟 複数施設の場合において、個体カルテ又は部分カルテの対象となる棟が、付属棟

の場合の表記（Ｚに続いて、付属棟の号数が表示されます。）  

   Ｔ  母面  複数施設の場合において、個体カルテ又は部分カルテの対象となる面が、母面の場

合の表記  

   Ｕ  付属面 複数施設の場合において、個体カルテ又は部分カルテの対象となる面が、付属面

の場合の表記（Ｕに続いて、付属面の号数が表示されます。）  

   Ｘ  無区別 単独施設の場合における施設カルテの表記（この場合、施設カルテのみが作成さ

れ、個体カルテ及び部分カルテは作成されません。）  

   Ｓ 下層存在  複数施設の施設カルテの下層に個体カルテがある場合の表記  

 ⑻ 建物記号  

   Ｗ 複合建物、Ｖ  単一建物、Ｘ  無区別、Ｓ  下層存在のいずれかを記載しています。  

   Ｗ  複合建物 複数施設の場合における個体カルテ又は部分カルテ若しくは単独施設の施設カ

ルテ又は部分カルテにおいて対象となる棟が、複合建物の場合の表記  

   Ｖ  単一建物 複数施設の場合における個体カルテ又は部分カルテ若しくは単独施設の施設カ

ルテにおいて対象となる棟が、の単一建物の場合の表記  

   Ｘ 無区別 面カルテの場合における表記  

   Ｓ 下層存在  複数施設の施設カルテの下層に個体カルテがある場合の表記  

 ⑼ 部分記号  

   Ｙ 主部分、Ｚ 従部分、Ｘ  無区別、Ｓ  下層存在のいずれかを記載しています。  

   Ｙ 主部分 部分カルテにおいて対象となる部分が、主部分の場合の表記   

   Ｚ 従部分 部分カルテにおいて対象となる部分が、従部分の場合の表記  

   Ｘ 無区別 施設カルテ又は個体カルテにおいて、下層に部分カルテが存在しない場合の表記  
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   Ｓ 下層存在  施設カルテ又は個体カルテにおいて、下層に部分カルテが存在する場合の表記  

 ⑽ 所管課等、電話番号  

   当該施設、個体又は部分を所管する所属名称及び電話番号を記載しています。  

 ⑾ 登記情報  

  1) 土地  

    当該施設の代表地番等の登記情報を記載しています。したがって、当該施設の敷地が複数の

筆から成っている場合は、敷地全体の面積ではなく、当該代表地番等の一筆の土地の登記情報

を記載しています。  

  2) 建物  

    当該施設の建物の登記情報です。建物登記が未登記の場合は、設計図書等に基づいて記載し

ています。  

    また、複数施設の施設カルテにあっては、母棟の情報、個体カルテにあっては、当該棟の情

報、部分カルテにあっては、当該部分が含まれる棟の情報を記載しています。  

 ⑿ 法定要件等  

   都市計画の指定状況等を記載しており、原則的には、同一施設内で同一記載内容となっていま

す。  

  1) 都市計画区域  

    都市計画区域の指定状況を記載しています。  

  2) 区域区分  

    都市計画の区域区分の指定状況を記載しています。  

  3) 用途地域  

    用途地域（基本的地域地区）の指定状況を記載しています。  

  4) その他事項  

    補助的地域地区等の指定状況を記載しています。  

  5) 防火指定  

    「準防火地域」等の地域地区の指定状況で、記載の内容は、次のとおりです。  

   ・「準防火地域」  

   ・「法２２条地域」  

     ※ 法２２条地域とは、建築基準法第２２条で定められた地域で、屋根や外壁に不燃材料

を使わなければいけないと決まっています。  

   ・「防火指定なし」  

  6) 耐火建築等  

    当該建物の耐火構造等の状況で、記載内容は次のとおりです。  

   ・「耐火建築物」  

   ・「準耐火建築物」  
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   ・「その他」  

   ・「１級構造建物」  

   ・「２級構造建物」  

   ・「３級構造建物」  

     ※ 「１級構造建物」、「２級構造建物」及び「３級構造建物」は、本市が加入している

社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済の構造級で、１級構造建物は概ね

「耐火建築物」に、２級構造建物は概ね「準耐火建築物」に相当し、３級構造建物は木

造建物を指します。  

  7) 容積率  

    都市計画法上の容積率を記載しています。 

  8) 建ぺい率  

    都市計画法上の建ぺい率を記載しています。  

  9) 主接道  

    当該施設の敷地に接している道路の幅員、接道の長さ及び道路が接している方角を記載して

います。  

  10) 文化財等の指定  

    周知の埋蔵文化財包蔵地、史跡名勝天然記念物の指定状況を記載しています。  

 ⒀ 行政コスト計算書  

行政コスト計算書は、道路や建物等の資産形成につながらない人的サービスや給付サービス

などの行政サービスのかかった費用（コスト）を示すものです。  

公共施設カルテの行政コスト計算書は、施設の維持管理費又は施設の事業運営費を含む管理

費に関連するコストを記載しており、事業運営費を含む場合は、「行政コスト計算書（維持管

理費の他、事業運営費を含む）」と項目欄に記載されています。  

また、施設カルテの行政コスト計算書は、施設内の各個体カルテ及び各部分カルテを合計し

た金額となっています。  

  1) 経常業務費用  

    人件費、物件費、経費、業務関連費用を記載しています。  

  2) 移転支出  

    他会計への移転支出、補助金等移転支出、社会保障関係費等移転支出、その他移転支出を記

載しています。  

  3) 経常費用合計（総行政コスト）  

    経常業務費用に移転支出を加算したコストです。  

  4) 経常業務収益  

    使用料・手数料などの業務収益、業務関連収益を記載しています。  

  5) 純経常費用（純行政コスト）  



7 

 

    経常費用合計（総行政コスト）から経常業務収益を差し引いた額で、市税や地方交付税とい

った一般財源で賄われなければならないコストを記載しています。  

 ⒁ 所在区  

   当該施設のおおよその場所を知るための区分けで、次のいずれかの地区を記載しています。  

1) 橋内区……東橋内中学校区、西橋内中学校区  

2) 橋北区……橋北中学校区  

3) 橋南区……橋南中学校区、南が丘中学校区  

4) 一身田区……一身田中学校区  

5) 豊里区……豊里中学校区  

6) 西郊区……西郊中学校区  

7) 南郊区……南郊中学校区  

8) 久居東区……久居中学校区、久居東中学校区  

9) 久居西区……久居西中学校区  

10) 河芸区……朝陽中学校区  

11) 芸濃区……芸濃中学校区  

12) 美里区……美里中学校区  

13) 安濃区……東観中学校区  

14) 香良洲区……香海中学校区  

15) 一志区……一志中学校区  

16) 白山区……白山中学校区  

17) 美杉区……美杉中学校区  

 ⒂ 管理番号  

   施設カルテ、個体カルテ及び部分カルテを特定する記号及び番号を記載しています。  

⒃ カルテ  

 1) 当該種類  

   当該カルテが施設カルテ、個体カルテ又は部分カルテのいずれに該当するかを記載してい

ます。  

 2) 類別 

   当該施設の属性を表す項目で、次のいずれかが記載されています。  

   ・複数施設  

・単独施設  

・母棟－複合建物  

・母棟－単一建物  

・附属棟－複合建物  

・附属棟－単一建物  



8 

 

・主部分  

・従部分  

 3) 関係カルテ管理番号  

   当該施設内の関連する施設カルテ管理番号、個体カルテ管理番号、部分カルテ管理番号の

全てを記載しています。  

   また、関連するカルテ間で同一内容となります。  

⒄ 概要  

 1) 住居表示、郵便番号  

   当該施設の住居表示又は所在地及び郵便番号を記載しています。原則的に、同一施設内の

施設カルテ、個体カルテ又は部分カルテで同一記載内容となりますが、各個体で個別の住居

表示又は所在地を有する場合は、当該個別の内容となっています。  

 2) 対象名称  

   当該施設、建物又は部分の名称を記載しています。  

 3) 対象の主要用途  

   施設カルテにあっては、当該施設内のすべての用途、固定カルテにあっては、当該個体内

のすべての用途、部分カルテにあっては、当該部分の用途を記載しています。  

 4) 設置年月日  

   当該施設の設置年月日を記載しています。ただし、平成１８年１月１日より前に設置した

施設については、平成１８年１月１日となっています。  

また、原則的に、同一施設内の施設カルテ、個体カルテ又は部分カルテで同一記載内容と

なっています。  

 5) 施設の地積  

当該施設の敷地面積を記載しており、原則的に、同一施設内の施設カルテ、個体カルテ又

は部分カルテで同一記載内容となっています。  

 6) 根拠となる法律、条例、規則、要綱等  

   当該施設の設置等に根拠となる法令等を記載しており、施設カルテにあっては、当該施設

を含むすべての個体又は部分の根拠法令を、個体カルテにあっては、当該個体を含むすべて

の部分の根拠法令を、部分カルテにあっては、当該部分の根拠法令を記載しています。  

 7) 業務内容等の概略  

   当該施設の業務内容の概要を記載しており、施設カルテにあっては、当該施設を含むすべ

ての個体又は部分の主な業務内容を、個体カルテにあっては、当該個体を含むすべての部分

の業務内容を、部分カルテにあっては、当該部分の業務内容を記載しています。  

 8) 避難所の指定状況、収容人数、海抜  

   当該施設の避難所の指定状況を記載しており、施設カルテにあっては、当該施設内のすべ

ての個体又は部分の指定状況を、個体カルテにあっては、当該個体内のすべての部分の指定
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状況を、部分カルテにあっては、当該部分の指定状況を記載しています。  

   ただし、避難所の指定がされているものの、施設内の特定の場所を避難所とすることが決

まっていない場合は、記載できる範囲で記載しています。  

 9) 会計 

   当該施設、個体又は部分の維持管理若しくは管理運営を行う本市の会計等を記載していま

す。  

⒅ 交通  

 1) 駐車場、形状、駐車台数  

   当該施設全体の駐車場の有無、形状、駐車台数を記載しています。原則的に、同一施設内

の施設カルテ、個体カルテ又は部分カルテで同一記載内容となります。  

 2) 最寄駅  

   当該施設の最寄り駅を記載しています。  

 3) 最寄バス停  

   当該施設の最寄りのバス停を記載しています。  

⒆ 価格  

 1) 取得等価格  

   ・建物  

    当該施設内の施設、個体又は部分の建築価格を記載しています。ただし、建築価格が不

明な場合は、社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済で使用する建築価格を

記載しています。  

    また、複数施設の場合の各個体又は複合建物の場合の各部分の取得価格が不明の場合は、

按分等で算出した金額を記載しています。  

   ・土地  

    当該施設の敷地の価格を記載しています。原則的に、同一施設内の施設カルテ、個体カ

ルテ又は部分カルテで同一記載内容となります。  

 2) 鑑定評価額  

   ・建物  

    過去に鑑定評価を実施している場合に当該鑑定評価額を記載しています。  

   ・土地  

    過去に鑑定評価を実施している場合に当該鑑定評価額を記載しています。  

 3) 路線価等  

   固定資産税路線価等の１㎡当たり単価を記載しています。原則的に、同一施設内の施設カ

ルテ、個体カルテ又は部分カルテで同一記載内容となります。  

⒇ 建築時財源  

  建築時の財源を記載しており、原則的に一般財源、市債、県補助、国補助、その他の合計額
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は、取得等価格の建物の価格と一致します。  

 1) 一般財源  

   地方公共団体の財源のうち、使途が特定されないもので、地方税、地方譲与税、地方交付

税等から構成されています。  

 2) 市債 

   地方公共団体が資金調達のため発行する公債で、主に学校その他の文教施設、保育所その

他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の

建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地の購入費の財源として発行されます。  

 3) 県補助  

   三重県から交付される補助金等を記載しています。  

 4) 国補助  

   国から交付される補助金等を記載しています。  

21 概算の減価償却費  

 1) 耐用年数  

   当該建物の耐用年数を記載しています。ただし、複数施設の施設カルテにあっては、同一

施設内に複数の建物があるため、「－」となっています。  

 2) 経過年数  

   当該建物の建築時からの経過年数を記載しています。ただし、複数施設の施設カルテにあ

っては、同一施設内に複数の建物があるため、「－」となっています。  

 3) 年減価額  

   当該建物の毎年の減価償却額を記載しています。減価償却の方法は、取得等価格の建物の

価格を耐用年数で均等に除して行っています。  

   なお、当該建物が耐用年数を経過している場合は、０円となっています。  

 4) 償却残価  

   取得価格等から減価償却累計額（年減価額×経過年数）を控除した残りの価格を記載してい

ます。  

22 老朽化 

 1) 建築年  

   当該施設の建築年を記載しており、複数施設の施設カルテにあっては、当該施設内の最も

古い建物の建築年を記載しています。  

   また、個体カルテにあっては、当該建物の建築年、部分カルテにあっては、当該部分が含

まれている建物の建築年を記載しています。  

 2) 経過年数  

   建築年から平成２６年３月３１日までの経過年数を記載しています。  

 3) 改修歴  



11 

 

   当該施設、個体又は部分の改修歴を規模の大きいものから３件記載しています。  

23 耐震化 

 1) 耐震診断  

   当該施設の耐震診断調査の実施状況を記載しており、記載内容は、次のとおりとなってい

ます。  

   ・実施済  

   ・未実施  

   ・新耐法適用  

    ※現行耐震基準に基づく設計が行われている昭和５６年６月以降の建物であることを表

しています。  

なお、複数施設の施設カルテにあっては、母棟の実施状況を記載しており、個体カルテに

あっては、当該建物の実施状況、部分カルテのあっては、当該部分が含まれる建物の実施状

況を記載しています。  

また、実施済の場合には、実施日を記載しています。  

 2) Is 値（Iw 値）  

   耐震診断調査結果に基づき、構造耐震指標Ｉｓ値（木造の場合はＩｗ値）を記載していま

す。  

 3) 耐震補強  

   当該施設の耐震補強工事の実施状況を記載しており、記載内容は、次のとおりとなってい

ます。  

   ・実施済  

   ・未実施  

    ※耐震補強が必要な耐震診断調査結果である場合に、耐震補強が実施されていないこと

を表しています。  

   ・補強不要  

    ※耐震診断調査の結果、補強が不要であることを表しています。  

   ・新耐法適用  

    ※現行耐震基準に基づく設計が行われている昭和５６年６月以降の建物であることを表

しています。  

なお、複数施設の施設カルテにあっては、母棟の補強工事実施状況を記載しており、個体

カルテにあっては、当該建物の補強工事実施状況、部分カルテのあっては、当該部分が含ま

れる建物の補強工事実施状況を記載しています。  

また、実施済の場合には、補強工事実施日を記載しています。  

 4) 対象棟基準値  

   本市が耐震基準基本方針において定める基準値で、０．６、０．７、０．７５の３種類の
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いずれかが記載されています。（木造の場合は、１．０ .） 

   ・０．６  一般的な施設     例）出張所、集会所、公民館等  

   ・０．７  学校等教育関係施設  例）小中学校、幼稚園等  

   ・０．７５ 防災拠点となる施設  例）本庁舎、総合支所庁舎、消防署所、水道局庁舎等  

24 バリア 

   当該施設のバリアフリー化の状況を「○」、「△」、「×」、「－」で記載しており、複数施

設の施設カルテにあっては、母棟の状況となっています。  

   また、個体カルテにあっては、当該建物の状況、部分カルテにあっては、当該部分が含まれて

いる建物の状況を記載しています。  

 1) 車椅子対応床面、通路面  

   「○」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪する棟の主な入口・通路・廊下等

にスロープ等が設置されており、バリアフリーとなっている場合  

   「△」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪する棟の入口・通路・廊下等の一

部にスロープ等が設置されているものの全体的にはバリアフリーとなっていな

い場合  

   「×」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪する棟の入口・通路・廊下等にスロ

ープ等がまったく設置されていない場合  

   「－」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に往来する入口・通路・廊下等がそもそ

もない場合  

 2) 階段等手すり  

   「○」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪する棟の主な階段等に手すりが設

置されている場合  

    「△」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪する棟の階段等で一部にのみ手すり

が設置されている場合  

   「×」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪する棟の階段等に手すりがまったく

設置されていない場合  

   「－」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪する棟の階段等がそもそもない場

合 

 3) エレベーター  

   「○」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟にエレベーターが設置されて

いる場合  

   「×」・・・来館者来庁者・来場者が日常的に来訪する棟にエレベーターがまったく設置さ

れていない場合  

   「－」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪する棟がそもそも平屋の場合  

 4) 自動ドア  
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    「○」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟の主なドアに自動ドアが設置さ

れている場合  

   「△」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟の一部のドアに自動ドアが設

置されている場合  

   「×」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟に自動ドアがまったく設置され

ていない場合  

   「－」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に来訪するドアがそもそもない場合  

 5) 点字ブロック  

   「○」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する全棟の必要箇所全部に点字ブロ

ックが設置されている場合  

   「△」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟の一部にのみ点字ブロックが

設置されている場合  

   「×」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟に点字ブックがまったく設置さ

れていない場合  

   「－」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟がそもそもない場合  

 6) 障害者用トイレ  

    「○」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟に障害者用トイレが設置されて

いる場合  

   「×」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟に障害者用トイレが設置されて

いない場合  

   「－」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に使用するトイレがそもそもない場合  

 7) トイレ様式化  

   「○」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟において便房の相当数が様式化さ

れている場合  

例１）すべての便房が様式化されている。  

例２）各階層フロアに複数個以上の様式化された便房がある。  

例３）数か所ある便所のうち、複数箇所で様式化された便房がある。  

   「△」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟の便房のごく一部のみが様式

化されている場合  

   「×」・・・来館者・来庁者・来場者が日常的に来訪する棟にまったく様式化した便房が設

置されていない場合  

   「－」・・・来館者・来庁者・来場者等が日常的に使用するトイレがそもそもない場合  

25 有害物質  

 1) 石綿（6 種）（吹付け材）  

    当該施設の石綿吹付け材の含有状況及び飛散防止対策の状況を次の内容（ただし、施設によ
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っては、当該施設特有の記載内容となっています。）で記載しており、複数施設の施設カルテ

にあっては、母棟の状況となっています。  

    また、個体カルテにあっては、当該建物の状況、部分カルテにあっては、当該部分が含まれ

ている建物の状況を記載しています。  

  ① 含有の有無（調査等の結果）欄  

・「含有なし」  

   ・「含有あり」  

・「未調査（平成８年以降に竣工したため）」  

   ・「不明」  

  ② 飛散防止対策欄  

   ・「除去工事済み」  

   ・「封じ込め工事済」  

   ・「囲い込み工事済」  

   ・「未対応」  

 2) ＰＣＢ  

    当該施設のＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の含有状況を次の内容で記載しており、複数施設

の施設カルテにあっては、母棟の状況となっています。  

    また、個体カルテにあっては、当該建物の状況、部分カルテにあっては、当該部分が含まれ

ている建物の状況を記載しています。  

   ・「含有なし」  

   ・「含有あり（電路上）」  

   ・「廃棄物として保管中」  

   ・「既に処理済」  

   ・「未調査」  

26 各室等面積  

  当該施設の面積を記載しており、複数施設の施設カルテにあっては、当該施設の各棟又は各

面の面積を記載しており、単独施設の施設カルテにあっては、当該単独施設の建物の諸室面積、

個体カルテにあっては、当該建物の諸室面積、部分カルテにあっては、当該部分が含まれてい

る建物の諸室面積が記載されています。  

４ 公共施設カルテの各項目（面カルテの場合）  

 ⑴ 施設名称  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⑵ 略称・通称  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⑶ 大分類  
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   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⑷ 分野  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⑸ 区分  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⑹ 施設番号  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⑺ 個体記号  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⑻ 建物記号  

   Ｘ 無区別を記載しています。  

 ⑼ 部分記号  

   Ｘ 無区別を記載しています。  

 ⑽ 所管課等、電話番号  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⑾ 登記情報  

  1) 代表筆  

    棟カルテと同一内容となっています。  

  2) 他筆  

    当該施設の代表地番以外の土地の情報を記載しています。  

 ⑿ 法定要件等  

   都市計画の指定状況等を記載しており、原則的には、同一施設内で同一記載内容となっていま

す。  

  1) 都市計画区域  

    棟カルテと同一内容となっています。  

  2) 区域区分  

    棟カルテと同一内容となっています。  

  3) 用途地域  

    棟カルテと同一内容となっています。  

  4) その他事項  

    棟カルテと同一内容となっています。  

  5) 容積率  

    棟カルテと同一内容となっています。  

  6) 建ぺい率  

    棟カルテと同一内容となっています。  
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  7) 主接道  

    棟カルテと同一内容となっています。  

  8) 文化財等の指定  

    棟カルテと同一内容となっています。  

 ⒀ 取得時財源  

  当該施設（面）の土地の取得時財源を記載しており、原則的に一般財源、市債、県補助、国

補助、その他の合計額は、価格－土地－取得価格の価格と一致します。  

 ⒁ 価格  

  1) 取得価格  

当該施設（面）の敷地全体の土地の取得価格を記載しています。  

  2) 鑑定評価額  

   過去に鑑定評価を実施している場合に当該鑑定評価額を記載しています。  

3) 路線価等  

   固定資産税路線価等の１㎡当たり単価を記載しています。原則的に、同一施設内の施設カ

ルテ、個体カルテ又は部分カルテで同一記載内容となります。  

 ⒂ 行政コスト計算書  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⒃ 所在区  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 ⒄ 管理番号  

   棟カルテと同一内容となっています。  

⒅ カルテ  

 1) 当該種類  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 2) 類別 

   当該施設の属性を表す項目で、次のいずれかが記載されています。  

   ・複数施設  

・単独施設  

・母面  

・附属面  

 3) 関係カルテ管理番号  

   棟カルテと同一内容となっています。  

⒆ 概要  

 1) 住居表示、郵便番号  

   棟カルテと同一内容となっています。  
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 2) 対象名称  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 3) 対象の主要用途  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 4) 設置年月日  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 5) 施設の地積  

棟カルテと同一内容となっています。  

 6) 根拠となる法律、条例、規則、要綱等  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 7) 利用状況等の概略  

   当該施設（面）の利用状況を記載しています。  

 8) 周辺環境・地形・特徴等  

   当該施設（面）の周辺環境・地形・特徴等を記載しています。  

 9) 管理運営方法  

   当該施設（面）の運営方法を、「直営」、「指定管理」等の内容で記載しています。  

 10) 会計 

   棟カルテと同一内容となっています。  

⒇ 交通  

 1) 駐車場、形状、駐車台数  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 2) 最寄駅  

   棟カルテと同一内容となっています。  

 3) 最寄バス停  

   棟カルテと同一内容となっています。  

(21) バリア  

 1) 施設内の車いすバリアフリー  

    当該施設（面）のバリアフリー化の状況を「対応済」、「未対応」、「－」で記載しており、

複数施設の施設カルテにあっては、母面の状況となっています。  

   また、個体カルテにあっては、当該面の状況を記載しています。  

   「対応済」・・・来場者が日常的に来訪する主な入口・通路等にスロープ等が設置されて

おり、バリアフリーとなっている場合  

   「未対応」・・・来場者等が日常的に来訪する入口・通路等の一部にスロープ等が設置さ

れているものの全体的にはバリアフリーとなっていない場合又はまったくスロー

プ等が設置されていない場合  
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   「－」・・・来場者等が日常的に往来する入口・通路・廊下等がそもそもない場合  

 2) 車いす用駐車場  

   「対応済」・・・車いす使用者駐車区画が設置されている場合  

   「未対応」・・・車いす使用者駐車区画が設置されていない場合  

   「－」・・・来場者等が日常的に使用する駐車場がそもそもない場合  

 3) 身体障害者対応トイレ  

   「対応済」・・・来場者が日常的に来訪する面に障害者用トイレが設置されている場合  

   「未対応」・・・来場者が日常的に来訪する面に障害者用トイレが設置されていない場合     

「－」・・・来場者が日常的に使用するトイレがそもそもない場合  

 4) 点字ブロック等表示  

   「対応済」・・・来場者が日常的に来訪する主な入口・通路等に点字ブロック等が設置さ

れている場合  

   「未対応」・・・来場者等が日常的に来訪する入口・通路等の一部に点時ブロックが設置

されているものの全体的にはバリアフリーとなっていない場合又はまったく点

時ブロック等が設置されていない場合  

「－」・・・来場者等が日常的に往来する入口・通路・廊下等がそもそもない場合  

(22） 対象の機能等  

  対象となる面が有する各種の機能を記載しています。  

(21) 簡易建物  

  対象となる面に設置されている簡易な建物（小屋等）を記載しています。  


