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２）西尾市民病院で満足なことの１位は「特になし」４３．１％、２位は「駐車

場」２５．１％、３位は「看護職員の対応」２０．４％、４位は「医師の対

応」の１９．１％でした。 

３）西尾市民病院で不満足なことの１位は「待ち時間」３８．８％、２位は「医療

技術の水準」２７．１％、３位は「医師の対応」１５．０％でした。 

４）西尾市民病院に今後期待することの１位は「医師、看護師等医療スタッフの充

実」３８．５％、２位は「救急医療の充実」３５．０％、３位は「症状の詳し

い説明と親切な対応」３０．８％、４位は「診療、薬剤の待ち時間の短縮」 

  ２７．２％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白書 ② 施設別データ 

  

 次に、公共施設概要調書の主なデータを「施設別データ」としてお届けします。

今回の公共施設再配置対象施設３２９施設のデータを１枚単位で出力しています。

各施設の土地データ、建物データ、管理運営データを表形式で表し、コスト計算の

欄では、利用者一人当たりのコスト及び市民一人当たりのコストを試算しています。 

なお、維持管理費については、資料編Ｐ１１で説明したとおり、今回の調査では、

施設における事業運営費と維持管理費の合算の仕分けが難しかったため、維持管理

費に事業費を含んだ数字（一部は維持管理費のみを計上）になっています。 

 災害拠点病院（地域災害医療センター）として大規模地震災害などの発生時に 

対応可能な医療機関として西尾市民病院が果たす役割も大きい 
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●白書②施設別データの見方                              

○データ基準日 

データは平成２３年４月１日を基準日とします。 

○「不明」・「－」・「空欄」の表記ルール 

不明…データが不明な場合  －…入力値が「０」の場合  

空欄 

・敷地面積欄・総取得費欄→複合施設の場合は施設ごとの算定できないため空欄 

・複合・併設施設欄→単独施設の場合は空欄 

・利用状況欄→本庁舎・支所など利用者数の把握ができない施設の場合は空欄 

・利用者一人当たりコスト計算欄→利用状況欄が空欄の場合 

・その他→…特記事項がない場合 

１土地データ 

 併設施設の場合、敷地面積はどちらかの施設のデータに計上しています。 

借地面積は敷地面積に含んでいます。 

２建物データ 

 構成施設は主な棟の名称です。延床面積及び総取得費は構成される棟の合計です。 

複合施設は同じ建物内に複数の行政機能がある建物のことです。例）総合福祉センター 

併設施設は同じ建物でも機能ごとに出入口が異なっている場合、また同一敷地内に建設され 

ている場合をいいます。例）幡豆図書館と幡豆児童館、福地ふれあいセンターと福地福祉 

会館など 

３管理運営データ 

 利用状況は過去３年間の年間延利用者数です。 

ただし、小中学校、幼稚園、保育園、白ばら学園、児童クラブなどは在籍児童生徒数、市営

住宅は入居可能戸数を記載しています。 

管理形態は施設の維持管理主体のことで、施設で行われている事業運営の体制とは異なり 

ます。したがって、例えば児童クラブの事業自体は委託事業ですが、施設は市が管理して 

いるため、維持管理の主体は市になります。こうした場合は「直営」という表記をします。 

また、従たる複合施設の場合は空欄になります。 

維持管理費は本来、施設の維持管理費を計上すべきものですが、今回の調査において、各 

施設の維持管理費と事業運営費が仕分けできなかったため、合算されています。 

収入の⑤市費（一般財源分）は維持管理費合計から①利用料から④その他までの合計を差 

し引いた金額です。 

 支出の内訳は施設の維持管理に使われると思われるものを列記してあります。それ以外は 

すべて⑯その他として計上しています。 

支出の①人件費は職員数に平均給与額7,109,000円を乗じた金額ですので、実際の支払額

（決算額）とは異なります。 

その他欄は合併前後で管理形態や用途が変更した施設などの特記事項を記載しています。 

※維持管理費及びコスト計算は決算額と異なるため、目安として考えてください。 

                                      



【施設データ別索引 】

1 本庁舎 寄住町下田２２番地

2 一色支所 一色町一色伊那跨６１番地

3 吉良支所 吉良町荻原川畑２０番地

4 幡豆支所 西幡豆町仲田１４番地２

5 環境事業所 貝吹町大牛切３２番地

6 クリーンセンター 吉良町岡山大岩山６５番地

7 浄化センター 長縄町井ノ元６０番地

8 水道庁舎 丁田町五助１８番地

9 寺津出張所 寺津ふれあいセンター内

10 佐久島出張所 佐久島開発総合センター内

11 総合倉庫 室町中屋敷１５２番地

12 消防本部　消防署庁舎 矢曽根町赤地２３番地１

13 消防署　西分署 楠村町寺前１２番地

14 消防署　北出張所 米津町天竺桂３６番地１

15 消防署　東出張所 米野町松葉内７番地１

16 消防江原防災倉庫 江原町古川新田

17 一色西部分団詰所 一色町治明大江６２番地

18 一色中部分団詰所 一色町一色宮添７４番地１

19 一色東部分団詰所 一色町松木島九軒前５２番地１

20 一色佐久島分団西詰所 一色町佐久島東側７１番地

21 一色佐久島分団東詰所 一色町佐久島東屋敷６番地

22 吉良第１分団詰所 吉良町上横須賀宮前８７番地２

23 吉良第１分団津平車庫 吉良町津平大入６３番地２３

24 吉良第２分団詰所 吉良町荻原城下７０番地

25 吉良第３分団詰所 吉良町吉田大切間１７番地８

26 吉良第３分団富好車庫 吉良町富好新田井戸東１番地２

27 幡豆第１分団詰所 東幡豆町大口４１番地１

28 幡豆第２分団詰所 西幡豆町二本松７９番地

29 消防署　一色分署 一色町一色伊那跨５３番地

30 消防署　吉良分署 吉良町吉田宮前３６番地

31 消防署　幡豆分署 西幡豆町講伏３番地１０

32 西尾小学校資機材庫 錦城町１６２番地１

33 総合防災倉庫 高畠町７丁目５番地

34 三和防災倉庫 米野町下野１番地２

35 米津防災倉庫 米津町天竺桂７２番地１

36 室場防災倉庫 室町中屋敷１５２番地

37 平坂地区防災倉庫 楠村町南浜屋敷１番地１

38 寺津防災倉庫 寺津町美之掛２３番地

39 福地防災倉庫 斉藤町向縄１番地

索　引

ページ

施　設　名 所　在　地

　庁舎等　　本庁舎、支所　　　　１１施設

　庁舎等　　消防庁舎、防災施設　　　　６０施設

（注）この色の施設は複合施設です



40 吉良水防倉庫 吉良町上横須賀杉ノ木３０番地

41 吉良防災倉庫① 吉良町荻原桐杭１８番地

42 吉良防災倉庫② 吉良町荻原桐杭１８番地

43 寺津水防倉庫 巨海町北河原５４番地

44 中畑水防倉庫 中畑町大山７５番地

45 室場水防倉庫 室町中屋敷１５２番地

46 樋門倉庫 吉良町吉田万田１８番地

47 平坂小学校資機材庫 平坂町輪当１番地

48 鶴城中学校資機材庫 鶴城町上道天１番地２

49 中畑小学校資機材庫 中畑町犬塚６５番地

50 寺津中学校資機材庫 巨海町若宮西５番地

51 福地南部小学校資機材庫 熱池町古新田４２番地

52 米津小学校資機材庫 米津町家下１８番地

53 三和小学校資機材庫 米野町松葉内２５番地

54 西野町小学校資機材庫 上町御所ノ下２０番地

55 矢田小学校資機材庫 上矢田町神明寺２４番地

56 室場小学校資機材庫 室町東毘沙門３２番地

57 八ツ面小学校資機材庫 八ッ面町市場７１番地

58 鶴城小学校資機材庫 桜町溜池２７番地５

59 寺津小学校資機材庫 巨海町若宮西２５番地１

60 福地中学校資機材庫 上道目記町上新田３番地

61 福地北部小学校資機材庫 鵜ケ池町大道１０番地

62 西尾中学校資機材庫 今川町土井堀１番地

63 平坂中学校資機材庫 平坂町吉山１番地１

64 東部中学校資機材庫 下永良町西後落２０番地

65 伊文保育園資機材庫 道光寺町天王下３０番地２

66 総合体育館資機材庫 小島町大郷１番地１

67 花ノ木小学校資機材庫 高畠町６丁目１番地

68 西尾公園総合グラウンド資機材庫 山下町泡原７０番地

69 戸ヶ崎公園資機材庫 戸ケ崎３丁目１２番地

70 鶴城丘高等学校資機材庫 亀沢町３００番地

71 西尾高等学校資機材庫 桜町奥新田２番地２

72 市民活動センター 鶴ケ崎町６番地２

73 吉田地区コミュニティセンター 吉良町吉田東中浜２７番地３

74 法光寺町公民館 法光寺町屋敷６０番地４

75 山下会館 山下町西八幡山１２番地１

76 西小梛町集会場 西小梛町ロノ割１８番地

77 小栗町集会場 小栗町二丁目９４番地１

78 奥田町集会場 奥田町一丁目１３０番地

79 南奥田町集会場 南奥田町２５番地１

80 つくしが丘集会場 つくしが丘二丁目８番地２

81 寺津地域漁民センター 寺津町東一割５番地２

82 佐久島開発総合センター 一色町佐久島掛梨４０番地

　庁舎等　　その他の施設　　　　１４施設



83 野々宮コミュニティーセンター 野々宮町北大割１番地２

84 下町多目的集会場 下町七長１７９番地

85 八ヶ尻町集会場 八ケ尻町郷中１１５番地

86 西尾小学校 錦城町１６２番地１

87 花ノ木小学校 高畠町６丁目１番地

88 八ツ面小学校 八ツ面町市場７１番地

89 鶴城小学校 桜町溜池２７番地５

90 西野町小学校 上町御所ノ下２０番地

91 米津小学校 米津町家下１８番地

92 中畑小学校 中畑町犬塚６５番地

93 平坂小学校 平坂町輪当１番地

94 矢田小学校 上矢田町神明寺２４番地

95 寺津小学校 巨海町若宮西２５番地１

96 福地南部小学校 熱池町古新田４２番地

97 福地北部小学校 鵜ケ池町大道１０番地

98 室場小学校 室町東毘沙門３２番地

99 三和小学校 米野町松葉内２５番地

100 西尾中学校 今川町土井堀１番地

101 鶴城中学校 鶴城町上道天１番地２

102 平坂中学校 平坂町吉山１番地１

103 寺津中学校 巨海町若宮西５番地

104 福地中学校 上道目記町上新田３番地

105 東部中学校 下永良町西後落２０番地

106 一色中部小学校 一色町一色下乾地５５番地

107 一色東部小学校 一色町野田堤外３６番地

108 一色西部小学校 一色町治明通縄６８番地

109 一色南部小学校 一色町中外沢大割１１５番地

110 佐久島小学校 一色町佐久島影無５０番地

111 一色中学校 一色町坂田新田沖向９５番地

112 佐久島中学校 一色町佐久島影無５０番地

113 横須賀小学校 吉良町上横須賀菱池１３番地１

114 津平小学校 吉良町津平大入１番地

115 荻原小学校 吉良町荻原烏帽子１６番地

116 吉田小学校 吉良町吉田大切間１８番地

117 白浜小学校 吉良町白浜新田北切１番地

118 吉良中学校 吉良町富田油田８番地

119 幡豆小学校 西幡豆町北岡割１番地

120 東幡豆小学校 東幡豆町中尾１０番地２

121 幡豆中学校 西幡豆町京田３３番地

122 西尾市立看護専門学校 戸ケ崎町広美１０９番地１

123 西尾幼稚園 錦城町１６２番地１３

124 鶴城幼稚園 伊藤二丁目４番地１

　学校教育施設　　小学校、中学校等　　　　３７施設

　学校教育施設　　幼稚園　　　　３施設



125 平坂幼稚園 楠村町北巴１番地１

126 一色学校給食センター 一色町対米長池１６番地

127 吉良学校給食センター 吉良町荻原下川田２４番地

128 幡豆学校給食センター 東幡豆町黒田３７番地

129 青年の家 錦城町１６２番地１４

130 働く婦人の家 錦城町１６２番地１４

131 寺津ふれあいセンター 寺津町天王山２７番地

132 米津ふれあいセンター 米津町天竺桂７２番地

133 福地ふれあいセンター 斉藤町向縄１番地

134 西野町ふれあいセンター 上町下屋敷１７番地２

135 八ツ面ふれあいセンター 戸ケ崎町豊美１１５番地１

136 鶴城ふれあいセンター 伊藤二丁目４番地３

137 室場ふれあいセンター 室町中屋敷１５２番地

138 三和ふれあいセンター 米野町土井ノ内１番地１

139 一色町公民館 一色町一色東前新田８番地

140 横須賀ふれあいセンター 吉良町小牧郷前５番地

141 吉良町公民館 吉良町荻原川畑１６番地１

142 幡豆ふれあいセンター 寺部町浜田６９番地

143 幡豆公民館 寺部町林添８９番地１

144 文化会館 山下町泡原３０番地

145 西尾市立図書館 亀沢町４７４番地

146 一色学びの館 一色町一色東前新田８番地

147 吉良図書館 吉良町荻原大道通１４番地１

148 幡豆図書館 寺部町林添８９番地１

149 資料館 錦城町２２９番地

150 吉良歴史民俗資料館 吉良町白浜新田宮前５９番地１

151 幡豆歴史民俗資料館 寺部町浜田６９番地

152 歴史公園 錦城町２３１番地１

153 岩瀬文庫 亀沢町４７４番地

154 旧糟谷邸 吉良町荻原大道通１８番地１

155 尾﨑士郎記念館 吉良町荻原大道通１８番地１

156 吉良文化広場 吉良町白浜新田宮前５９番地１

157 西尾勤労会館 平坂町山崎９番地１

158 西尾いきものふれあいの里 家武町小草３番地

159 総合体育館 小島町大郷１番地１

160 鶴城体育館 鶴城町上道天２４番地１

161 中央体育館 丁田町前通１２０番地

162 一色町体育館 一色町坂田新田沖向９５番地

163 B&G海洋センター 一色町坂田新田沖向１００番地８

164 コミュニティ公園 吉良町上横須賀杉ノ木３０番地

　学校教育施設　　給食施設　　　　３施設

　生涯学習施設　　社会教育施設　　　　１５施設

　生涯学習施設　　文化施設　　　　１５施設

　生涯学習施設　　スポーツ・レクリエーション施設　　　　９施設



165 吉良野外趣味活動施設 吉良町吉田大切間１９番地１

166 東幡豆体育館 西尾市東幡豆町中尾３番地１

167 ふれあい広場 吉良町岡山大岩山７０番地

168 八ツ面保育園 戸ケ崎町豊美１２１番地１

169 西野町保育園 上町丸山１１番地１

170 花ノ木保育園 今川町石橋８番地２

171 寺津保育園 寺津町十三塚３９番地５

172 米津保育園 米津町天竺桂７２番地１

173 室場保育園 室町中屋敷９５番地

174 福地南部保育園 斉藤町新田６２番地

175 矢田保育園 上矢田町神明寺５０番地

176 三和保育園 米野町下野１番地１

177 巨海保育園 巨海町宮岸１０番地２

178 伊文保育園 道光寺町天王下３０番地２

179 東部保育園 貝吹町油ノ木６１番地３

180 平坂保育園 平坂町山崎１７番地

181 中野郷保育園 中原町新道１番地

182 中畑保育園 中畑二丁目３４番地

183 福地北部保育園 細池町天神東１１番地

184 一色保育園 一色町一色前新田２００番地

185 一色西部保育園 一色町治明東川田２番地１

186 一色南部保育園 一色町中外沢中大割２１番地

187 一色東部保育園 一色町野田堤外５４番地

188 一色中部保育園 一色町一色下乾地８５番地１

189 佐久島保育園 佐久島開発総合センター内

190 横須賀保育園 吉良町上横須賀宮腰１６２番地

191 吉田保育園 吉良町吉田斉藤久１２３番地

192 白浜保育園 吉良町白浜新田上七八１番地

193 離島保育園 吉良町吉田忠四郎前３８番地

194 津平保育園 吉良町津平下天神３４番地

195 荻原保育園 吉良町荻原烏帽子２５番地

196 東幡豆保育園 東幡豆町中尾３６番地

197 幡豆保育園 西幡豆町前田３５番地

198 見影保育園 西幡豆町北岡割１番地

199 鳥羽保育園 鳥羽町古新田１６番地３８

200 白ばら学園 室町別曽２９番地

201 中央児童館 鶴ケ崎町６番地２

202 こどもひろば 寺津ふれあいセンター内

203 一色児童センター 一色町一色中屋敷８４番地１

204 吉良児童館 吉良保健センター内

205 幡豆児童館 幡豆図書館内

206 地域子育て支援センターやつおもて 八ツ面保育園内

207 地域子育て支援センターふくなん 福地南部保育園内

　福祉施設　　児童福祉施設、子育て支援施設　　　　８０施設



208 地域子育て支援センターよねづ 米津保育園内

209 地域子育て支援センターと～ぶ 東部保育園内

210 地域子育て支援センターなかばた 中畑保育園内

211 つどいの広場 総合福祉センター内

212 子育て支援センターいっしき 一色町味浜上乾地４番地４

213 とことこ広場 コミュニティ公園管理棟内

214 子育て広場はず 幡豆老人憩の家内

215 中央児童クラブ 中央児童館内

216 しおかぜ児童クラブ 寺津小学校内

217 米津児童クラブ 米津小学校内

218 花ノ木児童クラブ 花ノ木小学校内

219 平坂児童クラブ 平坂小学校内

220 みつわ児童クラブ 三和小学校内

221 八ツ面児童クラブ 八ツ面小学校内

222 くすのき児童クラブ 西野町小学校内

223 ホクホク児童クラブ 福北小学校内

224 中畑児童クラブ 中畑小学校内

225 あすなろ児童クラブ 矢田小学校内

226 鶴城児童クラブ 鶴城小学校内

227 福南児童クラブ 福地南部小学校内

228 室場児童クラブ 室場小学校内

229 一色中部児童クラブ 一色中部小学校内

230 一色東部児童クラブ 一色東部小学校内

231 一色南部児童クラブ 一色南部小学校内

232 一色西部児童クラブ 一色西部小学校内

233 きらっこクラブ 吉良保健センター内

234 よこすか児童クラブ コミュニティ公園管理棟内

235 おぎわら児童クラブ 荻原小学校内

236 しらはま児童クラブ 白浜小学校内

237 つひら児童クラブ 津平老人憩の家内

238 はずっ子クラブ 幡豆小学校内

239 はずっ子クラブ東 東幡豆小学校内

240 ファミリーサポートセンター 総合福祉センター内

241 西尾市療育センター 総合福祉センター内

242 西尾市療育センター吉良分室 吉良保健センター内

243 吉良町療育センター 吉良保健センター内

244 一色町療育センター 子育て支援センターいっしき内

245 幡豆町療育センター 幡豆いきいきセンター内

246 西尾市母子福祉センター 総合福祉センター内

247 西尾市家庭児童相談室 総合福祉センター内

248 総合福祉センター 花ノ木町２丁目１番地

249 西尾デイサービスセンター 総合福祉センター内

250 寺津デイサービスセンター 寺津ふれあいセンター内

　福祉施設　　高齢者福祉施設　　　　２３施設



251 老人の家鶴城会館 末広町１０番地

252 高齢者交流広場さくら会館 桜町２丁目３５番地

253 高齢者交流広場平坂ことぶき会館 平坂町山崎２６番地４

254 高齢者交流広場寺津福祉会館 寺津町天王山２７番地

255 高齢者交流広場福地福祉会館 斉藤町向縄４番地１

256 高齢者交流広場伊文福祉会館 伊文町１６番地

257 高齢者交流広場とくつぎ福祉会館 徳次町宮廻１０番地１

258 一色老人福祉センター 一色町前野新田４８番地３

259 一色いきいき健康プラザ 一色町中外沢上羽瀬１１番地１

260 一色シルバーワークプラザ 一色町生田一ノ切６６番地

261 横須賀老人憩の家 吉良町上横須賀宮腰８７番地２

262 津平老人憩の家 吉良町津平中谷７６番地

263 吉田老人憩の家 吉良町吉田離島１７番地

264 荻原老人憩の家 吉良町荻原大道通１８番地１

265 白浜老人憩の家 吉良町富好新田紺屋堀６番地１

266 幡豆いきいきセンター 西幡豆町仲田１４番地２

267 幡豆シルバーワークプラザ 西幡豆町中央台１８番地

268 東幡豆老人憩の家 東幡豆町中尾３６番地

269 幡豆老人憩の家 西幡豆町前田３５番地

270 鳥羽老人憩の家 鳥羽町壱丁田３２番地２

271 保健センター 熊味町小松島３２番地

272 休日診療所 熊味町小松島１２番地

273 佐久島診療所 一色町佐久島掛梨４４番地

274 一色健康センター 一色町一色前新田１９５番地

275 吉良保健センター 吉良町吉田大切間１７番地３

276 市民病院 熊味町上泡原６番地

277 中野郷住宅 中原町半谷２０番地

278 宮浦住宅 米津町宮浦６８番地

279 下町住宅 下町宮東１２番地１

280 犬塚住宅 中畑一丁目５６番地

281 巨海住宅 巨海町泉田６０番地２

282 父橋住宅 室町中屋敷８０番地

283 室住宅 室町中川原１７番地２

284 野々宮住宅 野々宮町茶木２番地

285 鎌谷住宅 鎌谷町大河田６番地

286 中原住宅 中原町堀割１６番地１

287 住崎住宅 住崎町荒子２８番地１

288 遠ノ子住宅 一色町赤羽遠ノ子３６番地１

289 治明住宅 一色町治明丑新田北ノ切２４５番地

290 生田住宅 一色町生田竹生新田５番地４

291 赤羽住宅 一色町赤羽東乾地２９番地

292 対米住宅 一色町対米三斗蒔１番地

　福祉施設　　医療保健施設　　　　６施設

　市営住宅　　市営住宅　　　　３３施設



293 東入舟住宅 一色町一色東上二ノ割９番地１

294 藤江住宅 一色町藤江宮西３０番地

295 味浜住宅 一色町味浜上乾地２０番地

296 分散住宅（5住宅） 一色町大字佐久島入ケ浦１４番地１　他

297 埋畑住宅 吉良町荻原埋畑９１番地１

298 大切間住宅 吉良町吉田大切間５番地

299 王塚住宅 吉良町友国王塚２４番地

300 神明塚住宅 吉良町吉田神明塚３０番地

301 神ノ木住宅 吉良町上横須賀神ノ木１４番地１

302 上町住宅 吉良町上横須賀池端１８番地

303 木田住宅 吉良町木田祐言７５番地

304 須原住宅 吉良町吉田須原３３番地１

305 富好住宅 吉良町富好新田中川並２７番地

306 元屋敷住宅 吉良町上横須賀元屋敷５０番地

307 鳥羽住宅 鳥羽町十三新田４６番地１８

308 鳥羽第２住宅 鳥羽町十三新田１番地３２

309 鳥羽第３住宅 鳥羽町十三新田１番地３４

310 西尾駅西地区再開発連絡所 桜木町３丁目４３番地

311 西尾市土地区画整理組合連合会館 住崎一丁目１０１番地

312 旧大給駐在所 大給町１番地２

313 旧吉見邸 錦城町５・６合併地

314 西尾駅東自転車駐車場 高畠町３丁目１６６番地１

315 西尾駅北自転車駐車場 花ノ木町３丁目３５番地

316 桜町前駅前自転車駐車場 緑町４丁目２８番地１

317 福地駅前自転車駐車場 川口町松原２８番地

318 米津駅前自転車駐車場 米津町仲之畑１番地１

319 三河鳥羽駅前自転車駐車場 鳥羽町古新田６４番地８

320 西幡豆駅前自転車駐車場 西幡豆町高久２０番地２

321 東幡豆駅前自転車駐車場 東幡豆町森３６番地２

322 旧上横須賀郵便局 吉良町上横須賀宮前１０９番地２

323 一色しおさい広場（旧海の歴史館） 一色町小薮船江東176番地

324 旧一色郷土資料館 一色町味浜北乾地３７番地１

325 前野新田倉庫 一色町前野新田３４番地

326 杉浦氏住宅 一色町一色東上二割８番地６

327 旧佐久島観光ホテル 一色町佐久島古々畑６１番地１

328 佐久島火葬場 一色町佐久島秋葉山１－１

329 やすらぎ苑 吉良町宮迫樫ノ木１５番地

　その他　　その他　　　　１８施設

　その他　　斎場　　　　２施設


	★施設別データ索引



