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＜特記事項＞ 

・本計画の策定にあたって使用した各種数値等は、2015 年（平成 27 年）3 月末時

点の公有財産台帳（面積や建築年度）と 2015 年度（平成 27 年度）に実施した施

設所管部門への施設カルテ調査結果をもとに作成しています。 

・調査時点以降の施設の増減等を加味していないため、現時点の施設数や延床面積

等の数値と一致しない場合があります。 

・本文中の表中に記載の数値については、四捨五入の関係上、個別数値の合計値と

合計欄の数値が一致しない場合があります。 
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