
磐田市公共施設カルテ R４年度

34年 34年 26年

総延床面積 2,750.59㎡ うち専有面積 0.00㎡

あり

磐田市廃棄物・し尿処理施設個別計画

鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造

Ⅰb Ⅰb Ⅰb －

平成1年3月1日 平成1年3月1日 平成1年3月1日 平成9年3月1日

管理棟 自転車・車庫・トラックスケール グラウンドトイレ

2,154.48㎡ 439.83㎡ 138.30㎡ 17.98㎡

2階（地下1階） 2 階 1 階 1 階

４．建物情報

付属建築物① 付属建築物② その他の建築物

５．バリアフリー情報

出入口の段差なし・幅81㎝以上

エスカレーターの有無

エレベーターの有無

誘導ブロックの有無

あり

なし

なし

なし

なし

なし

なし

音声案内の有無

車椅子用トイレ

駐車場 12台

防災設備
うち、一般車用 12台

うち、大型車用 0台

うち、障害者用 0台

用途地域 市街化調整区域 海抜 4.2m

借地面積 0.00㎡ 災害拠点施設等の指定 なし

土地面積 26,427.00㎡
災害危険区域

洪水浸水想定区域(0.5 ～ 3.0m)、原発
UPZ圏内市有地 26,427.00㎡

休館日 日曜日、祝日、1・3・5土曜日

設置目的 市域の公共下水道未使用の家庭及び事業所から排出されるし尿及び浄化槽汚泥を適正処理し、環境負荷の低減を進める。

２．土地情報 ３．防災情報

開館時間 8:30～17:15

設置根拠法令等 磐田市衛生プラント条例

複合施設の有無 なし

併設事業所等

個別計画の有無

１．基本情報

施設名称 衛生プラント

写真

所在地 千手堂2066

大分類 公衆衛生施設 分類 廃棄物・し尿処理施設

運
営
形
態

所管課 ごみ対策課

管理手法 直営(委託)

管理者名 (水ingAM㈱横浜営業所)

（管理期間） -

竣工年月日 平成1年3月1日

開設年月日 平成1年3月1日

項　　　　　　　　　目

　主な用途

延床面積

階数

構造

耐震性能

建築年月日

経過年/耐用年数

主要な建築物

処理棟

鉄筋コンクリート造

34年

オストメイト対応設備



磐田市公共施設カルテ R４年度

R1

R2

H28 衛生プラント定期修繕工事 9,288

H25 UF膜設備等修繕工事 33,600

H25 衛生プラント定期修繕工事 31,202

H25

48,400

22,022

衛生プラント定期修繕工事

衛生プラント定期修繕工事

乾燥焼却設備修繕工事 24,990

H24 乾燥焼却設備修繕工事 7,455

H23 乾燥焼却設備修繕工事 6,584

H23 曝気装置及びポンプ類修繕工事 6,825

衛生プラント改修工事 844,560

H25

８．主な改修履歴

年　度 内　容 金　額　(単位：千円) 備　考

H23 衛生プラント定期修繕工事 6,542

利用者一人当たり経費

（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ－ａ）/ｆ ---

1日あたりの利用者数 - - -

年間利用者数：ｆ - - -

開館日数 - - -

７．利用情報

項　目 29年度（単位:人) 30年度（単位:人) 令和元年度（単位:人) 備　考

その他経費：ｅ 631,411 642,488 1,197,757

支出計 97,839,772 130,352,032 142,729,204

工事費 22,626,000 40,301,280 52,272,000

借地料：ｄ

光熱水費：ｃ 20,558,321 19,222,078 21,514,155

収入計：ａ 50,035

うち、電気使用料 5,521,207 5,742,344 5,806,959

指定管理者収入(利用料) 0 0 0

支
出

委託料：ｂ 46,654,542 68,964,264 67,140,090

（うち指定管理料） 0 0 0

修繕料 7,324,776 1,177,200 560,480

６・施設維持管理情報

項　目 平成29年度（単位:円) 平成30年度（単位:円) 令和元年度（単位:円) 備　考

衛生プラント定期修繕工事

衛生プラント定期修繕工事

44,722 44,722 44,722

57,383 56,159

うち、ガス使用料 5,707 6,018 1,466

うち、上下水道使用料 15,031,407 13,473,716 15,705,730

21,600

34,992

H29

H30

収
入

使用料・手数料 50,035

経常経費（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ） 67,888,996 88,873,552 89,896,724

57,383 56,159

その他収入 0 0 0



磐田市公共施設カルテ R４年度

－ － －

総延床面積 31.85㎡ うち専有面積 0.00㎡

－

平成9年3月25日

31.85㎡

1 階

４．建物情報

付属建築物① 付属建築物② その他の建築物

５．バリアフリー情報

出入口の段差なし・幅81㎝以上

エスカレーターの有無

エレベーターの有無

誘導ブロックの有無

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

音声案内の有無

車椅子用トイレ

駐車場 0台

防災設備
うち、一般車用 0台

うち、大型車用 0台

うち、障害者用 0台

用途地域 第１種住居地域 海抜 3.4m

借地面積 0.00㎡ 災害拠点施設等の指定 -

土地面積 31.85㎡
災害危険区域 洪水浸水想定区域(0.5 ～ 3.0m)

市有地 31.85㎡

休館日 日曜日以外

設置目的 各家庭から排出される新聞・雑誌・段ボールなどの古紙を回収することで、ごみの減量を図る。

２．土地情報 ３．防災情報

開館時間 日 9:00～11:00

設置根拠法令等 なし

複合施設の有無 なし

併設事業所等

個別計画の有無
なし

１．基本情報

施設名称 古紙ストックヤード

写真

所在地 平間1613-1

大分類 公衆衛生施設 分類 廃棄物・し尿処理施設

運
営
形
態

所管課 ごみ対策課

管理手法 直営

管理者名 (磐田市シルバー人材センター)

（管理期間） -

竣工年月日 平成9年3月25日

開設年月日 平成9年4月1日

オストメイト対応設備

項　　　　　　　　　目

　主な用途

延床面積

階数

構造

耐震性能

建築年月日

経過年/耐用年数

主要な建築物

収集棟

鉄骨造

26年



磐田市公共施設カルテ R４年度

８．主な改修履歴

年　度 内　容 金　額　(単位：千円) 備　考

利用者一人当たり経費

（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ－ａ）/ｆ 508444334

1日あたりの利用者数 7.5 5.8 5.2

経常経費（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ） 89,913 93,201 94,501

年間利用者数：ｆ 269 210 186

開館日数 36 36 36

７．利用情報

項　目 29年度（単位:人) 30年度（単位:人) 令和元年度（単位:人) 備　考

その他経費：ｅ 0 0 0

支出計 89,913 93,201 94,501

工事費 0 0 0

借地料：ｄ

光熱水費：ｃ 3,360 3,349 3,390

うち、電気使用料 3,360 3,349 3,390

指定管理者収入(利用料) 0 0 0

支
出

委託料：ｂ 86,553 89,852 91,111

（うち指定管理料） 0 0 0

修繕料 0 0 0

0 0 0

その他収入 0 0 0

収入計：ａ 0

６・施設維持管理情報

項　目 平成29年度（単位:円) 平成30年度（単位:円) 令和元年度（単位:円) 備　考

0 0 0

0 0

うち、ガス使用料 0 0 0

うち、上下水道使用料 0 0 0

収
入

使用料・手数料



磐田市公共施設カルテ R４年度

エレベーターの有無 あり オストメイト対応設備 なし

誘導ブロックの有無 なし

５．バリアフリー情報

出入口の段差なし・幅81㎝以上 あり 音声案内の有無 なし

エスカレーターの有無 なし 車椅子用トイレ あり

経過年/耐用年数 12年 12年 41年 -

総延床面積 12,412.83㎡ うち専有面積 0.00㎡

耐震性能 Ⅰa Ⅰa Ⅰb -

建築年月日 平成23年4月30日 平成23年4月30日 昭和57年3月25日 -

階数 5 階 2 階 1 階 -

構造 鉄筋コンクリート・鉄骨造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 -

　主な用途 工場棟 管理棟 厚生会館 破砕処理棟ほか４棟

延床面積 10,118.69㎡ 1,119.89㎡ 496.26㎡ 677.99㎡

４．建物情報

項　　　　　　　　　目 主要な建築物 付属建築物① 付属建築物② その他の建築物

駐車場 52台

防災設備
うち、一般車用 49台

うち、大型車用 2台

うち、障害者用 1台

用途地域 市街化調整区域 海抜 6.1m

借地面積 0.00㎡ 災害拠点施設等の指定 -

２．土地情報 ３．防災情報

土地面積 17,585.03㎡
災害危険区域

洪水浸水想定区域(3.0～5.0m)、原発UPZ
圏内市有地 17,585.03㎡

開館時間 平日８：30～16:15

休館日 土曜日、第１、第３、第５日曜日

設置目的 市域の家庭及び事業所から排出される一般廃棄物を適正処理し、環境負荷の低減を進める。

昭和57年2月15日

開設年月日 平成23年5月1日

設置根拠法令等 磐田市クリーンセンター条例

個別計画の有無
あり

磐田市廃棄物・し尿処理施設個別計画

複合施設の有無 なし

１．基本情報

施設名称 クリーンセンター

写真

所在地 刑部島301

大分類 公衆衛生施設 分類 廃棄物・し尿処理施設

運
営
形
態

所管課 ごみ対策課

管理手法 直営(委託)

管理者名 (日立造船㈱中部支社)

（管理期間） R13.3.31

併設事業所等

竣工年月日



磐田市公共施設カルテ R４年度

R1 厚生会館屋根防水改修工事 15,226

８．主な改修履歴

年　度 内　容 金　額　(単位：千円) 備　考

H30 厚生会館給湯設備等修繕工事 12,100

（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ－ａ）/ｆ

利用者一台当たり経費

1,6611,9331,578

経常経費（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ） 329,346,257 379,222,293 368,925,788

1日あたりの利用者数 242.8 261.5 269.9

年間利用者数：ｆ 81,081 87,073 90,672

開館日数 334 333 336

指定管理者収入(利用料) 0 0 0

７．利用情報

項　目 29年度（単位:台) 30年度（単位:台) 令和元年度（単位:台) 備　考

その他経費：ｅ 2,607,624 2,582,899 1,688,627

支出計 332,333,422 392,785,635 384,422,416

工事費 2,229,600 12,100,320 15,226,200

借地料：ｄ 0 0 0

210,936,580 218,318,273

うち、ガス使用料 4,504 4,624 4,584

うち、上下水道使用料 0 627,610 517,522

光熱水費：ｃ 4,504 632,234 748,420

うち、電気使用料 0 0 226,314

支
出

委託料：ｂ 326,734,129 376,007,160 366,488,741

（うち指定管理料）

収
入

使用料・手数料 200,546,480 210,388,490 217,968,970

その他収入 835,517 548,090 349,303

- - -

修繕料 757,565 1,463,022 270,428

収入計：ａ 201,381,997

６・施設維持管理情報

項　目 平成29年度（単位:円) 平成30年度（単位:円) 令和元年度（単位:円) 備　考



磐田市公共施設カルテ R４年度

５．バリアフリー情報

併設事業所等

竣工年月日

運
営
形
態

所管課 ごみ対策課

管理手法 直営

管理者名 -

（管理期間） -

１．基本情報

施設名称 ごみ対策課分室

写真
《準備中》

所在地 新島252-2

大分類 行政施設 分類 庁舎

昭和61年8月19日

開設年月日 昭和61年8月16日

設置根拠法令等 -

個別計画の有無
なし

複合施設の有無 なし

開館時間 -

休館日 -

設置目的 衛生業務で使用する車両や機材等の保管並びに事務所　令和２年度4月１日からリサイクルステーションを併設

２．土地情報 ３．防災情報

土地面積 927.26㎡
災害危険区域

洪水浸水想定区域(0.5～3.0m)、原発UPZ
圏内市有地 927.26㎡

借地面積 0.00㎡ 災害拠点施設等の指定 -

用途地域 市街化調整区域 海抜 5.6m

駐車場 0台

防災設備
うち、一般車用 0台

うち、大型車用 0台

うち、障害者用 0台

４．建物情報

項　　　　　　　　　目 主要な建築物 付属建築物① 付属建築物② その他の建築物

　主な用途 事務室・車庫 自転車置場 油庫

延床面積 894.23㎡ 28.06㎡ 4.97㎡

階数 2 階 1 階 1 階

構造 鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造

耐震性能 Ⅰb － －

建築年月日 昭和61年8月19日 昭和61年8月19日 昭和61年8月19日

経過年/耐用年数 37年 37年 37年 －

総延床面積 927.26㎡ うち専有面積 0.00㎡

出入口の段差なし・幅81㎝以上 なし 音声案内の有無 なし

エスカレーターの有無 なし 車椅子用トイレ なし

エレベーターの有無 なし オストメイト対応設備 なし

誘導ブロックの有無 なし
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0

収入計：ａ 0

６．施設維持管理情報

項　目 平成29年度（単位:円) 平成30年度（単位:円) 令和元年度（単位:円) 備　考

収
入

使用料・手数料 0 0 0

その他収入 0 0 0

支
出

委託料：ｂ 0 0 0

（うち指定管理料） - - -

修繕料

うち、上下水道使用料 0 0 0

光熱水費：ｃ 56,846 58,932 58,759

うち、電気使用料 56,846

58,759

工事費 0 0

0

うち、ガス使用料 0 0 0

58,932 58,759

0 0

指定管理者収入(利用料) - - -

７．利用情報

項　目 29年度（単位:人) 30年度（単位:人)

0

借地料：ｄ 0 0 0

令和元年度（単位:人) 備　考

その他経費：ｅ 0 0 0

支出計 56,846 58,932

0

年間利用者数：ｆ - - -

開館日数 246 246 246

1日あたりの利用者数 - - -

経常経費（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ） 56,846 58,932 58,759

（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ－ａ）/ｆ

利用者一人当たり経費

---

８．主な改修履歴

年　度 内　容 金　額　(単位：千円) 備　考
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総延床面積 509.84㎡ うち専有面積 0.00㎡

Ⅰb Ⅰb Ⅰb

平成1年3月24日 平成1年3月24日 平成1年3月24日 平成3年10月31日

34年 34年 34年 32年

53.24㎡ 23.18㎡

1 階 1 階 1 階 1 階

鉄骨造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 木造

４．建物情報

付属建築物① 付属建築物② その他の建築物

５．バリアフリー情報

出入口の段差なし・幅81㎝以上

エスカレーターの有無

エレベーターの有無

誘導ブロックの有無

なし

なし

なし

事務室 廃プラスチック処理棟 機械棟 厚生室

43.42㎡ 390.00㎡

駐車場 0台

防災設備
うち、一般車用 0台

うち、大型車用 0台

うち、障害者用 0台

用途地域 市街化調整区域 海抜 99.9m

借地面積 0.00㎡ 災害拠点施設等の指定 -

土地面積 25,968.89㎡
災害危険区域 土石流危険警戒区域(一部)

市有地 25,968.89㎡

休館日 閉鎖

設置目的
家庭から排出される不燃性一般廃棄物を埋立処分する一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の
2）

２．土地情報 ３．防災情報

開館時間 閉鎖

設置根拠法令等 なし

複合施設の有無 なし

併設事業所等

個別計画の有無
なし

１．基本情報

施設名称 旧一般廃棄物最終処分場

写真

所在地 藤上原723-4

大分類 公衆衛生施設 分類 廃棄物・し尿処理施設

運
営
形
態

所管課 ごみ対策課

管理手法 直営

管理者名 -

（管理期間） -

竣工年月日 平成3年10月31日

開設年月日 平成1年4月1日

なし

なし

なし

なし

音声案内の有無

車椅子用トイレ

オストメイト対応設備

項　　　　　　　　　目

　主な用途

延床面積

階数

構造

耐震性能

建築年月日

経過年/耐用年数

主要な建築物

Ⅰb
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H27 浸出水処理施設修繕工事 32,940

R2 浸出水処理施設修繕工事 6,215

H28 浸出水処理施設修繕工事 14,580

H29 浸出水処理施設修繕工事 7,020

H26 浸出水処理施設修繕工事

H30 浸出水処理施設修繕工事 12,204

R1 浸出水処理施設修繕工事 13,200

7,776

H23 浸出水処理施設修繕工事 7,980

H24 浸出水処理施設修繕工事 5,670

８．主な改修履歴

年　度 内　容 金　額　(単位：千円) 備　考

H25 浸出水処理施設修繕工事 5,670

利用者一人当たり経費

（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ－ａ）/ｆ ---

1日あたりの利用者数 - - -

年間利用者数：ｆ - - -

開館日数 - - -

７．利用情報

項　目 29年度（単位:人) 30年度（単位:人) 令和元年度（単位:人) 備　考

その他経費：ｅ 2,452,365 1,836,417 847,888

支出計 23,628,205 32,627,013 32,863,051

工事費 8,218,800 13,446,000 13,200,000

借地料：ｄ

光熱水費：ｃ 3,139,948 3,232,884 3,168,861

うち、電気使用料 3,018,600 3,114,573 3,115,737

指定管理者収入(利用料) - - -

支
出

委託料：ｂ 8,901,252 12,799,512 15,027,002

（うち指定管理料） - - -

修繕料 915,840 1,312,200 619,300

0

うち、上下水道使用料 87,996

745,380 969,870 13,500

その他収入 0 0 0

収入計：ａ 745,380

６・施設維持管理情報

項　目 平成29年度（単位:円) 平成30年度（単位:円) 令和元年度（単位:円) 備　考

0 0 0

969,870 13,500

うち、ガス使用料 33,352 24,288

94,023 53,124

収
入

使用料・手数料

経常経費（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ） 14,493,565 17,868,813 19,043,751



磐田市公共施設カルテ R４年度

総延床面積 781.80㎡ うち専有面積 0.00㎡

４．建物情報

付属建築物① 付属建築物② その他の建築物

浸出水処理棟 管理棟 中間処理棟 ストックヤード

駐車場 0台

防災設備
うち、一般車用 0台

24年 24年 24年 24年

336.00㎡ 105.00㎡

2 階 1 階 1 階 1 階

鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造

227.80㎡ 113.00㎡

－ － － －

平成11年3月25日 平成11年3月25日 平成11年3月25日 平成11年3月25日

５．バリアフリー情報

出入口の段差なし・幅81㎝以上

エスカレーターの有無

エレベーターの有無

誘導ブロックの有無

あり

なし

なし

なし

なし

なし

なし

音声案内の有無

車椅子用トイレ

オストメイト対応設備

うち、大型車用 0台

うち、障害者用 0台

用途地域 市街化調整区域 海抜 2.5m

借地面積 0.00㎡ 災害拠点施設等の指定 -

土地面積 26,527.00㎡
災害危険区域

洪水浸水想定区域(3.0～5.0m)、津波浸水
想定区域（0.5～1.0m)、原発UPZ圏内市有地 26,527.00㎡

休館日 閉鎖

設置目的
家庭から排出される不燃性一般廃棄物を埋立処分する一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の
2）

２．土地情報 ３．防災情報

開館時間 閉鎖

設置根拠法令等 なし

複合施設の有無 なし

併設事業所等

個別計画の有無
なし

１．基本情報

施設名称 旧竜洋最終処分場

写真
《準備中》

所在地 大中瀬951-7

大分類 公衆衛生施設 分類 廃棄物・し尿処理施設

運
営
形
態

所管課 ごみ対策課

管理手法 直営

管理者名 -

（管理期間） -

竣工年月日 平成11年3月25日

開設年月日 平成11年4月1日

項　　　　　　　　　目

　主な用途

延床面積

階数

構造

耐震性能

建築年月日

経過年/耐用年数

主要な建築物



磐田市公共施設カルテ R４年度

７．利用情報

項　目 29年度（単位:人) 30年度（単位:人) 令和元年度（単位:人) 備　考

その他経費：ｅ 1,061,021 867,912 2,257,070

支出計 8,457,034 13,308,024 17,564,096

H28 浸出水処理施設定期修繕工事 8,316

H26 搬入路築造工事 24,462

H27 最終覆土工事 18,878

８．主な改修履歴

年　度 内　容 金　額　(単位：千円) 備　考

利用者一人当たり経費

（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ－ａ）/ｆ --

経常経費（ｂ＋Ｃ＋ｄ＋ｅ） 6,405,034 8,100,264 7,804,896

-

年間利用者数：ｆ - - -

開館日数 - - -

1日あたりの利用者数 - - -

工事費 2,052,000 4,968,000 9,127,800

借地料：ｄ

光熱水費：ｃ 1,273,709 1,651,344 2,406,259

579,251 680,220 704,137

0

うち、上下水道使用料 694,458 971,124

うち、電気使用料

指定管理者収入(利用料) - - -

支
出

委託料：ｂ 4,070,304 5,581,008 3,141,567

（うち指定管理料） - - -

修繕料 0 239,760 631,400

1,702,122

0 0 0

うち、ガス使用料 0 0

収
入

使用料・手数料 0 0 0

その他収入 0 0 0

収入計：ａ 0 0 0

６・施設維持管理情報

項　目 平成29年度（単位:円) 平成30年度（単位:円) 令和元年度（単位:円) 備　考


