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1. 趣旨

本仕様書は，石垣池公園（運動施設・公園施設）・鈴鹿市鈴が谷運動広場の指定管

理者が行う業務の範囲，その他管理運営業務の内容及び実施方法について定めるもの

とする。 

2. 指定管理者の業務

指定管理者が行う業務の内容は以下のとおりとする。

(1) 施設の管理運営に関すること

① 施設の使用申請の受付・予約及び使用許可書の発行に関すること。

② 施設使用の制限及び使用許可の取り消しに関すること。

③ 災害における避難所の開設は，最優先使用とする。使用に伴う，関係者との日

程調整は，指定管理者が行うこと。

④ 石垣池公園運動施設の優先使用等に関すること

ⅰ 鈴鹿市主催事業等，公営性の高い行事については，優先的に事前の施設予約

  を受け付けること（資料，鈴鹿市運動施設優先使用許可基準参照）。 

ⅱ 次年度の大会等行事の専用使用については，必要に応じて関係する競技団体 

等を対象に，原則 1月又は 2月に調整会議を行うこと。 

⑤ 施設の利用状況等の周知

ⅰ 広報すずかへの掲載

ⅱ 鈴鹿市ホームページへの掲載

⑥ 拾得物・残置物の処理

ⅰ 拾得物は拾得物の台帳を作成し，原則として鈴鹿警察署に届けること。

ⅱ 施設内に放置された自転車等で持ち主が不明であり，明らかに廃棄物と判断

されるものについては，一定期間保管した後に処分すること。 

ⅲ 廃棄されたものか疑わしき場合は，一定期間，撤去を要請する旨の警告札を

取り付け，その後所有者が不明の場合は処分する。 

⑦ 緊急対応体制の確立

ⅰ 指定期間中の事故，災害（利用時間外を含む。）などの発生に当たり，迅速か

つ的確に情報を伝達するとともに，緊急時に対応できる体制を確立すること。 

ⅱ 事故が発生した場合は，被害者の救済，保護などの応急措置を講じるほか，

状況に応じて関係機関に連絡を取り対処すること。 

ⅲ プール開設前には，必ず，全従事者により水難救助訓練を実施し，鈴鹿市に

報告を行うこと。 

⑧ 施設賠償責任保険の加入

鈴鹿市が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は，鈴鹿市に損害賠

償義務が生じるが，施設の管理に瑕疵があり被害が生じた場合で，その管理に過
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失があったときは，指定管理者に損害賠償義務が生じることがあるため，自らの

負担において必要な保険に加入すること。 

なお，指定管理者は，鈴鹿市が加入する｢全国市長会 市民総合賠償補償保険｣

の被保険者とみなされる。（ただし，自主事業は除く。） 

指定管理者が対象となる賠償責任保険の内容は，次のとおりです。 

 【賠償責任保険の内容】※平成 29年 4月現在 

   支払限度額 身体賠償 1名につき    1億円 

          〃   1事故につき    10億円 

         財物賠償 1事故につき 2,000万円 

⑨ 利用者の安全の確保 

 利用者の安全対策，監視体制についての各種マニュアルを作成し，職員を指導

し，万一に備えて職員を訓練すること。 

 また，緊急対策・防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを 

作成し，職員を指導し，万一に備えて職員を訓練すること。 

⑩ 個人情報の保護 

「鈴鹿市個人情報保護条例」に基づき，業務に関連して取得した利用者個人に 

関する情報を適切に取り扱うこと。また，個人情報保護の大切さを職員に周知 

徹底し，万一これが漏洩等した場合の対策を講じること。 

⑪ 業務報告 

ⅰ 毎月終了後，利用状況報告書（利用者数・利用料金等），維持管理業務月報を

翌月の 5日までに提出すること。 

ⅱ 毎年度終了後，2か月以内に事業報告書を提出すること。 

ⅲ Suzuka-EMSに関する報告書を提出すること。 

ⅳ その他，鈴鹿市が必要とする報告書を提出すること。 

⑫ 管理運営のための体制の整備 

ⅰ 職員の配置に関すること。 

ア 責任者１名，職員 1名以上を配置すること。（常時 2名以上体制） 

  なお，必要に応じてスポーツ教室指導員を配置すること。 

イ 石垣池公園市民プールにおいては，適正数の業務員を配置すること。 

ウ 管理運営に係る全職員（臨時職員を含む）の勤務形態等については，「労働

基準法」・「労働安全衛生法」・その他労働関係法令を遵守し，管理運営に支

障のないよう配置すること。 

エ 職員に対して，施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

オ 施設の管理については，防火管理者の届出を必要とするため，その資格を

有する者を配置すること。また，運動施設については，（公財）日本体育施

設協会が公認する体育施設管理士の資格を有する者を配置することが望ま
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しい。 

ⅱ 経理業務・受付業務・使用許可業務・利用料金等徴収業務・帳簿作成業務・ 

公園の管理業務・その他（スポーツ教室等），必要な業務を行うこと。 

 ⅲ 指定管理者は，管理運営に係る経費事務を行うにあたり，自身の団体と独立 

した会計帳簿書類及び経理規程を設けるとともに，経費及び収入は，団体自 

身の口座とは別の口座で管理することとする。 

ただし，前指定管理者の支払い金について，引き継ぎ後，4 月以降で発生

する請求については，前年度分であっても次期指定管理者の支払いとする。 

 

(2) 施設の利用料金等の徴収に関すること 

① 運動施設 

 ⅰ「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例」第 6 条の規定に基づき利用料

金を徴収する。 

ⅱ 利用料金の還付が必要な場合は，「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条

例」第７条の規定に基づき速やかに処理を行う。 

② 公園施設 

公園内行為の使用料を徴収する場合は，「鈴鹿市都市公園条例」の規定に基づき

処理を行う。 

③ 鈴が谷運動広場 

ⅰ 「鈴鹿市鈴が谷運動広場の設置及び管理に関する条例」第 5条の規定に基づき

使用料を徴収する。 

ⅱ 使用料の還付が必要な場合は，「鈴鹿市鈴が谷運動広場の設置及び管理に関す

る条例」第 6 条の規定に基づき速やかに処理を行う。 

 

(3) 施設の維持管理に関する業務 

① 施設の保守管理業務 

ⅰ 施設の外部，内部等の状態を監視し，常に良好な状態を維持すること。 

ⅱ 小破修繕を行うこと。 

   ⅲ 施設の維持管理等で必要な委託業務等は各施設の管理業務仕様書別表１を基

準とすること。  

また，施設の運営に支障をきたさないよう，必要な消耗品を適宜購入し，管

理を行うこと。 

② 施設及び設備が破損した場合は，1 件 30 万円未満の修繕費は，指定管理者の負

担とする。 

③ 光熱水費・消耗品費等は，指定管理者の負担とする。ただし，鈴が谷運動広場

の光熱水費については，年度末において精算を行う。 
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(4) 施設の備品等の管理に関する業務 

 ① 施設の備品について，常に良好な状態を保ち，特にスポーツ機器・器具は専門的

な定期点検を行うほか，常時安全な使用が可能な状態で管理すること。 

 ② スポーツ用具等の必要な消耗品を適宜購入し，使用可能な状態で管理すること。 

 ③ 施設の備品が破損した場合は，1 件 20 万円未満の修繕費は，指定管理者の負担

とする。 

 

(5) スポーツ教室及び自主事業 

施設を利用したスポーツ教室（運動施設を対象）を実施すること（スポーツ教室 

仕様書を参照）。自主事業については，開催の計画がある場合，様式集 1の自主事 

業計画書（様式 6）で示すこと。ただし，施設の設置目的にそぐわないものは認め 

られない。 

 

(6) ホームレスへの対応 

   ホームレスが施設敷地内を起居の場所として使用し，施設・公園等利用者の適正

な利用が妨げられている場合は，鈴鹿市に連絡し，必要な措置を講じること。 

 

(7) 市監査委員による監査 

   法の規定に基づき，公の施設の管理運営業務に係る出納，その他の事務の執行に 

  ついて，市監査委員による監査の実施が決定された場合には，当該監査に誠実に 

  対応し，また，監査結果に指摘事項等があった場合には，速やかに改善等を図る 

  こと。 

 

3. その他 

 

(1) 指定期間終了にあたっての引継ぎ業務 

指定管理者は，指定期間終了時に次期の指定管理者が円滑かつ支障なく業務が行え

るよう，引継ぎを行うこと。 

 

(2) その他管理運営に関し必要な業務 

その他管理運営に関し，鈴鹿市より指示があった場合は，誠意をもって対応するこ

と。 

 

(3) 立入検査について 

鈴鹿市は必要に応じ，施設・物品・各種帳簿等並びに管理運営の実施について検査
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を行う。指定管理者は，合理的な理由なく，これを拒否できないこととする。 

 

(4) 備品・消耗品等の所有権 

指定管理者に貸し付ける備品等については，鈴鹿市の所有とし，その使用及び保管

は十分注意すること。指定管理者が購入した物品は指定管理者の所有とする。 

 

(5) 委託の禁止 

指定管理者は，管理業務を一括して第三者に委託することができないこととする。 

ただし，鈴鹿市の認める場合は清掃・警備等の施設・設備管理業務を個別に委託す

ることはできる。 

 

(6) 行政財産目的外使用 

指定管理者は行政財産の目的外使用（例：自動販売機設置等）を行う場合は，鈴鹿

市の許可を受けること。 

 

(7) 協議 

指定管理者は，この仕様書に定めるほか，指定管理者の業務の内容及び運営につい

て，疑義が生じた場合はその都度，鈴鹿市と協議し決定すること。 

 

(8) 業務を実施するにあたっての注意事項 

① 公の施設であることを常に念頭において，公平・公正な運営を行うこととし，特

定の団体等に有利にあるいは不利になる運営をしないこと。 

② 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合は，鈴鹿市と協議

を行うこと。 

 

(9) 注意報･警報等が発生された場合の対応 

① 荒天が予想される場合は，事前に各施設の点検を行うこと。 

② 荒天後は，施設内を巡視し，被害の有無を確認し，重大な事故がある場合は速や

かに鈴鹿市に報告するとともに，危険箇所については，二次災害を引き起こさな

いように処置を行うこと。 

 

(10) 全国高等学校総合体育大会（インターハイ），国民体育大会等の開催に向けた 

対応について 

    鈴鹿市では，平成 30年に全国高等学校総合体育大会（インターハイ），平成 32 

年に国民体育大会競技別リハーサル大会，平成 33年に国民体育大会（本大会：三 

重とこわか国体）の各競技会を開催予定であるため，別紙１（平成 30年度全国高 
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等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて）及び別紙２（平成 33年度三 

重とこわか国体開催に向けて）に定める事項について対応を行うこと。 
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資料 

鈴鹿市運動施設優先使用許可基準 

 

1. 鈴鹿市主催の大会等 

 

2. 国際大会および国内トップレベルの試合 

 

3. 全国大会，東海大会 

①輪番制で三重県（鈴鹿市）に回ってきた大会であること 

②予選を勝ち抜いてきたチーム（個人）が行う大会であること 

③当該施設で行う事由のある大会であること 

 

上記①～③の条件をすべて満たしている大会であること。 

 

4. 1～3 の条件を満たしている大会については，当該施設が指示する提出期限までに，

主催者および協会長等から依頼文書，大会の要項（本年度のもので可），輪番制がわ

かる資料などを当該施設に提出する。 
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石垣池公園野球場 管理業務仕様書 別表１ 

 

1.石垣池公園野球場の施設及び付属設備の維持管理 

 

1. 自家用電気工作物保安管理業務  

 

(1) 業務内容   電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務 

 

(2) 点検回数   月 1回 

 

(3) 電気工作物設備内容 

① 契約設備電力         147ｋｗ 

② 容 量            20KVA（常時） 200KVA（反復） 

③ 受電電圧           6600V 

④ 非常用予備発電装置容量    0 KVA 

⑤ 非常用予備発電装置電圧    0 V 

 ⑥ 絶縁監視装置取付有無     なし 

 

(4) 結果報告   定期点検を実施した時は，必ず点検の結果報告を提出する。 

 

【参考】委託料基準  110,000円／年（消費税を含まない） 

 

 



 9 

2. 浄化槽保守点検業務  3. 清掃業務  

 

(1) 業務内容   保守点検・清掃は，浄化槽法並びに関係法令の定めるところによる。 

 

(2) 設  備     

① 機種形式   AＷFA2-10型   方法 合併処理  

 ② 容  量   10人槽 2㎥ 

 

(3) 実施時期     保守点検→年 4回（6月，9月，12月，3月） 

と回数     清  掃→年 1回 

 

(4) 結果報告    定期点検を実施した時は，必ず点検の結果報告を提出する。 

 

【参考】委託料基準    保守点検  55,000円／年（消費税を含まない） 

               清  掃  61,000円／年（消費税を含まない） 
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4. 浄化槽法定検査業務  

 

(1) 検査項目     

 ① 外観検査（75項目） 

② 水質検査（pH・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・塩化物イオン濃度・汚泥沈

殿率・BOD） 

③ 書類検査(保守点検・清掃の記録の保存状況，記録内容の特記事項) 

 

(2) 検査回数   年 1回 

 

(3) 検査機関   （社）三重県水質検査センター 

 

(4) 検査手数料  法定手数料の金額とする。 
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5. 放送設備保守点検業務  

 

(1) 設 備   石垣池公園野球場 放送設備 

  ① 音響調整卓       1基 

  ② 電力架         1基 

  ③ ワイヤレスマイク設備   一式 

  ④ 各種スピーカー設備   一式 

  ⑤ 他機器           一式 

 

(2) 点検内容 

① 機能，外観点検 

② 実用音による濁り，歪み雑音点検 

 ③ マイク，スピーカー回線点検 

④ 連続運転試験 

 ⑤ その他必要と認められる事項 

 

(3) 点検回数   年 1回 

     ただし，不時の故障により，連絡があった場合は，直ちに技術者を派遣し，非常 

点検を実施する。 

 

【参考】委託料基準   45,000円／年（消費税を含まない） 
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6. 野球場整地業務  

 

(1) 業務内容 

① 内野整理 

 ⅰ 表面処理         年 2回 

 ⅱ 側溝清掃         年 1回 

ⅲ 薬剤除草芝生外   年 2回 

 ⅳ 充填土           黒土 8㎥，砂 4㎥ 

② 外野芝生管理 

 ⅰ 芝刈り           年 4回 

 ⅱ 芝施肥           年 2回 

 ⅲ 薬剤除草芝生内   年 2回(春・秋) 

 ⅳ 目土散布         年 1回 

 ⅴ ファールライン   適宜（専用塗料で白線を引く） 

※内野と外野の境に段差が生じないよう整地すること。 

 

(2) 器物損傷責任  業務実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物等に損

傷を与えた場合は，受託者がその責任を負う。 

 

【参考】委託料基準  2,500,000円／年（消費税を含まない） 
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石垣池公園陸上競技場（管理室含む） 管理業務仕様書 別表１ 

 

1.石垣池公園陸上競技場（管理室含む）の施設及び付属設備の維持管理 

 

【陸上競技場】 

 

1. 浄化槽保守点検業務  2. 清掃業務  

 

(1) 業務内容   保守点検・清掃は，浄化槽法並びに関係法令の定めるところによる。 

 

(2) 設  備 

 ① 機種形式   AＷCH-T35型   方法 合併処理  

 ② 容  量   35人槽 7㎥ 

 

(3) 実施時期    保守点検→年 4回（6月，9月，12月，3月） 

と回数     清  掃→年 1回 

 

(4) 結果報告    定期点検を実施した時は，必ず点検の結果報告を提出する。 

 

【参考】委託料基準     保守点検   55,000円／年（消費税を含まない） 

                 清  掃  121,000円／年（消費税を含まない） 
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3. 浄化槽法定検査業務  

 

(1) 検査項目 

 ① 外観検査（75項目） 

② 水質検査（pH・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・塩化物イオン濃度・汚泥沈

殿率・BOD） 

③ 書類検査(保守点検・清掃の記録の保存状況，記録内容の特記事項) 

 

(2) 検査回数     年 1回 

 

(3) 検査機関  （社）三重県水質検査センター 

 

(4) 検査手数料  法定手数料の金額とする。 
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4. 放送設備保守点検業務  

 

(1) 設備名  石垣池公園陸上競技場 放送設備 

 ① 音響調整卓       1基 

 ② 電力架         1基 

 ③ ワイヤレスマイク設備  一式 

 ④ 各種スピーカー設備   一式 

 ⑤ 他 機 器       一式 

 

(2) 点検内容 

① 機能，外観点検 

② 実用音による濁り，歪み雑音点検 

 ③ マイク，スピーカー回線点検 

④ 連続運転試験 

 ⑤ その他必要と認められる事項 

 

(3) 点検回数   年 1回 

   ただし，不時の故障により，連絡があった場合は，直ちに技術者を派遣し，非常 

点検を実施する。 

 

【参考】委託料基準   114,000円／年（消費税を含まない） 
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5. 特殊建築物定期点検業務  

 

(1) 点検内容  有資格者による，建築基準法に基づく建築物，建築設備及び防火設備 

の定期点検 

 

(2) 点検回数  建築物は 3年に 1回（次回は平成 30年度）， 

建築設備，防火設備は 1年に 1回 

 

(3) 報  告  点検の結果，機能に支障をきたす事項がある場合には，直ちに鈴鹿市

に通知し，協議の上，速やかに補修等所要の処置を講ずる。点検終了後，

速やかに点検報告書を鈴鹿市に提出する。 

 

【参考】委託料基準    122,000円／年（消費税を含まない） 

    ※平成 30年度・33年度は，203,000円／年（建築物点検委託料を含む） 
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6. 芝管理業務  

 

(1) 業務内容 

 ① インフィールド  8,600㎡ 

ⅰ 芝施肥（年 2回） 

 ⅱ 人力除草（年１回） 

 ⅲ 薬剤除草（年 2回） 

ⅳ 芝刈り（年 6回） 

 ⅴ 目土散布（年 1回） 

② アウトフィールド  4,700㎡ 

ⅰ 芝施肥（年 2回）  

 ⅱ 人力除草（年 1回） 

 ⅲ 薬剤除草（年 2回） 

ⅳ 芝刈り（年 3回） 

 ⅴ 目土散布（年 1回） 

 ⅵ 側溝清掃（年 1回） 

 

(2) 器物損傷責任  業務実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物等に損

傷を与えた場合は，受託者がその責任を負う。 

 

【参考】委託料基準   2,222,000円／年（消費税を含まない） 
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7. 電子機器保守点検業務  

 

(1) 設備名   写真判定装置一式 

         品名 ニシ・スポーツ RGBフィニッシュコーダー MF700V 

         その他 付属の装置・備品 

 

(2) 点検内容  各種機能動作確認，外観点検，清掃等，メーカーが規定する保守点検

を技術者に依頼し実施する。 

 

(3) 点検回数  年 1回 

         ただし，不時の故障により，連絡があった場合は，直ちに技術者を 

派遣し，非常点検を実施する。 

 

【参考】委託料基準   481,000円／年（消費税を含まない） 
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【管 理 室】 

 

1. 非常通報装置保守点検業務  

 

(1) 作業項目   通報装置設置場所へ 2か月に 1回技術者を派遣して保守を行う。 

       

(2) 作業内容    

① 巡回保守 

ⅰ 通報装置の機能試験 

ⅱ 押しボタンの機能試験 

ⅲ その他必要な保守 

 ② 機械保守 

ⅰ 電池電圧試験 

ⅱ ダイヤルトーン試験 

ⅲ メッセージ試験 

ⅳ ボタン線試験 

 

(3) 通報装置管理責任者 

① 通報装置管理責任者を定め，通報装置の管理及び関係職員に対する通報装置の取

扱い方法並びに誤発報の防止等について周知指導を行う。 

② 通報装置管理責任者は，通報装置に異常を認めた場合，または通報装置を使用し

た場合は，遅滞なく連絡する。 

 

【参考】委託料基準  27,000円／年（消費税を含まない） 
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2. 機械警備業務  

 

(1) 契約物件   石垣池公園運動施設（管理室・陸上競技場・野球場・市民プール） 

        

(2) 使用回線   ISDN 回線（常時断線監視機能付） 

 

(3) 業務内容 

 ① 防犯サービス 

 警報機器等による侵入異常の監視，異常情報受信時の内容確認，警察機関への 

通報等 

② 火災監視サービス 

  火災異常の監視，火災異常受信時の消防機関への通報等 

 

(4) 防犯サービス業務提供時間 

   指定管理者の常駐時間外 

 

【参考】委託料基準  881,000円／年（消費税を含まない） 
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3. 浄化槽保守点検業務  4. 清掃業務  

 

(1) 業務内容   保守点検・清掃は，浄化槽法並びに関係法令の定めるところによる。 

 

(2) 設  備  

 ① 機種形式  接触バッキ方式   方法 合併処理  

 ② 容  量  20人槽 4㎥ 

 

(3) 実施時期   保守点検→年 4回（6月，9月，12月，3月） 

と回数    清  掃→年 1回 

 

(4) 結果報告   定期点検を実施した時は，必ず点検の結果報告を提出する。 

 

【参考】委託料基準    保守点検   70,000円／年（消費税を含まない） 

                  清  掃  92,000円／年（消費税を含まない） 
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5. 浄化槽法定検査業務  

 

(1) 検査項目 

 ① 外観検査（75項目） 

② 水質検査（pH・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・塩化物イオン濃度・汚泥沈

殿率・BOD） 

③ 書類検査(保守点検・清掃の記録の保存状況，記録内容の特記事項) 

 

(2) 検査回数   年 1回 

 

(3) 検査機関  （社）三重県水質検査センター 

 

(4) 検査手数料  法定手数料の金額とする 
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6. 消防用設備点検業務及び防火対象物定期点検業務  

 

(1) 点検箇所     石垣池公園管理室・陸上競技場・野球場・市民プール 

 

(2) 点検回数 

 ① 消防用設備    外観及び機能点検 年 1回（8月）総合点検年 1回（2月） 

 ② 防火対象物   年 1回（陸上競技場の防火対象物定期点検業務は，平成 28年度か

ら 3年間は特例認定を受けているため，免除） 

防火対象物の管理について権限を有する者の申請により， 

3年に 1回の特例認定を受ける更新手続きが必要。 

次回：平成 31年 8月，次々回：平成 34年 8月 

 

(3) 報  告    点検の結果，機能に支障をきたす事項がある場合は，直ちに鈴鹿

市に通知し，協議の上，速やかに補修等所要の処置を講ずる。 

           点検終了後，速やかに点検報告書を作成し，鈴鹿市に提出する。 

 

【参考】委託料基準 

消防用設備定期点検業務 177,000円／年（消費税を含まない） 

     防火対象物定期点検業務  77,000円／年（消費税を含まない） 

 

 

消防用設備定期点検業務の詳細（石垣池公園管理室・陸上競技場・野球場・市民プール） 

(1) 消防用設備の種類 

① 自動火災報知設備（一式） 

② 非常警報（放送）設備（一式） 

 ③ 誘導灯設備（一式） 

 ④ 消火器具（一式） 

 ⑤ ガス漏れ火災警報設備（一式） 

    ※各設備器具の明細は下記の「別表」のとおり 

     

(2) 点検内容 

  定期的に消防設備士の資格を有する技術員を派遣し，消防法第 17条 3の 3及び消 

防庁告示第 14号に定められた事項の点検。 
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「別表」 石垣池公園管理室・陸上競技場・野球場・市民プール 

     項 目         仕  様      数量    単位 

 

① 自動火災報知設備 

    受信機          P型 2級 5回線     2     台 

    ｽﾎﾟｯﾄ型感知器      （差動式・補償式）   23      個 

    ﾎﾟｯﾄ型感知器       （定温式）        6      個 

    煙式感知器                    12      個 

発信機                   P型 2級              7       式 

    電  鈴                                          9       式 

    標識灯                                          7       式 

    常用電源         2台分                 1       式 

    予備電源         2台分         1       式 

 

② 非常警報（放送）設備 

    非常放送アンプ                 1     台 

    スピーカー                   4     台 

    スピーカー       ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ         6     台 

    常用電源                    1     式 

    予備電源                    1     式 

 

③ 誘導灯設備  

    誘導灯         32Ｗ 大型       4     個 

    誘導灯         10Ｗ 小型       1     個 

④ 消火器具 

    消火器                     17     本 

 

⑤ ガス漏れ火災警報設備 

    受信機                     1     台 

    検知器                     1     個 

    常用電源                    1     式 
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防火対象物定期点検業務の詳細（石垣池公園陸上競技場） 

(1) 建物の概要 

 ① 施設名        石垣池公園陸上競技場 

 ② 延べ面積及び階数   1311.0㎡ 2階 

 ③ 管理権限者数        1名 

 

(2) 設備の種類 

 ① 自動火災報知設備 

 ② 非常警報（放送）設備 

 ③ 誘導灯設備  

 ④ 消火器具 

 ⑤ ガス漏れ火災警報設備 

 

(3) 点検内容 

   防火対象物点検資格を有する者を派遣し，消防法第 8 条の 2 の規定に基づく点検

を行う。点検後，速やかに防火対象物点検結果報告書を作成，提出する。 
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7. 空調設備保守点検業務  

 

(1) 契約場所   石垣池公園運動施設（管理室・陸上競技場） 

 

(2) 保守物件 

 ① 管理室    室外機（冷房 25,000kcal/H・暖房 28,000kcal/H）→1基 

           室内機（冷房 5,000kcal/H・暖房 5,000kcal/H）→2台 

          室内機（冷房 4,000kcal/H・暖房 4,500kcal/H）→4台 

          全熱交換機換気扇→2台 

 ② 陸上競技場    室外機(東芝 ROG-1255HTM) →1基 

          室内機（東芝 天カセ形 2方吹出） →3台 

 ③ 判定棟        室外機（ダイキン RZYP80AV 1.7kw ) →2 基 

          室内機（ ダイキン 天カセ形 2方吹出 ） →2 台 

 ④ 野球場        室外機（東芝 ROA-351HS 1.4kw ）→1基 

          室外機（東芝 ROA-501HＪ 1.5kw ）→2基 

          室内機（東芝 天カセ形 2方吹出）→3台 

 

(3) 保守点検時期 

 ① 冷房開始時の点検・運転・整備（6月）  1回 

 ② 冷房期間中の点検・運転・整備（8月） 1回 

 ③ 暖房開始時の点検・運転・整備（10月） 1回 

 ④ 故障時 その都度 

 

(4) 点検内容 

① 暖房終了・冷房開始時の作業  

ⅰ 電気関係の点検 

  ⅱ 保護リレーの作動確認 

ⅲ 冷媒漏れ点検  

ⅳ 送風機,電動機の点検及び軸受の給油 

ⅴ 機械本体の点検 

  ⅵ 機械本体及びエアーフィルターの清掃 

ⅶ 確認運転 

② 冷房期間中の作業→①と同じ  

 ③ 冷房終了・暖房開始時の作業  

  ⅰ 冷媒漏れ点検  

ⅱ 機械本体の点検 
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ⅲ 機械本体及びエアーフィルターの清掃 

ⅳ 送風機,電動機の点検  

ⅴ 電気関係の点検 

ⅵ 付属機器の作動確認点検  

ⅶ 調整 

ⅷ 確認運転 

 

【参考】委託料基準  217,000円／年（消費税を含まない） 
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8. 植栽剪定業務  

 

(1) 契約場所    石垣池公園運動施設（管理室・陸上競技場・野球場） 

 

(2) 作業内容    植栽の剪定と処理 

 

(3) 剪定回数    年１回 

 

(4) 報  告    作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する。 

 

(5) 器物損傷責任  剪定実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷

を与えた場合は，受託者がその責任を負う。 

 

【参考】委託料基準  117,000円／年（消費税を含まない） 
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2.清掃業務 

 

1. 除草・清掃業務  

 

(1) 契約場所    石垣池公園関係施設(管理室・陸上競技場・野球場) 

 

(2) 報  告    定期作業の状況を，定期的に鈴鹿市に報告する。 

 

(3) 器物損傷責任  清掃実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷

を与えた場合は受託者がその責任を負う。 

 

(4) 作業内容    石垣池公園関係施設(管理室・陸上競技場･野球場)内の除草，清

掃，ごみ処理 

 

 2 名（4月～11月） 

         →1勤（8：00～16：00）休憩時間 12：00～13：00 計 225日 

         →2勤（13：00～19：00）               計 230日 

      

         １名（12月～3月） 

         →1勤（8：00～15：00）休憩時間 12：00～13：00 計 112日 

        ※状況により，変更有り。雨の日の振り替えは，なし。 

 

【参考】委託料基準  1,393,000円／年（消費税を含まない） 
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2.  清掃業務  

 

 

(1) 清掃箇所     石垣池公園管理室 

             石垣池公園陸上競技場 運営棟 

          

(2) 清掃回数     年 2回（年末及び年度末） 

 

(3) 報  告     定期作業の状況を，定期的に鈴鹿市に報告する。 

 

(4) 器物損傷責任   清掃実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損

傷を与えた場合は受託者がその責任を負う。 

 

(5) 定期清掃作業内容  

 ① 管理室及び運営棟の床面清掃（石鹸水拭き・ワックスかけ） 

② 管理室及び運営棟のガラス清掃（石鹸水拭き・空拭き） 

 

 

【参考】委託料基準  68,000円／年（消費税を含まない） 
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石垣池公園市民プール 管理業務仕様書 別表１ 

1.石垣池公園市民プールの施設及び付属設備の維持管理

1. 浄化槽保守点検業務 2. 清掃業務

(1) 業務内容 保守点検・清掃は，浄化槽法並びに関係法令の定めるところによる 

(2) 設  備 

① 形  式   接触バッキ方式  方法 合併処理 

② 容  量 135人槽 12㎥ 

(3) 実施時期 保守点検→年 4回（6月，9月，12月，3月） 

と回数 清  掃→年 1回 

(4) 結果報告    定期点検を実施した時は，必ず点検の結果報告を提出する。 

【参考】委託料基準   保守点検 83,000円／年（消費税を含まない） 

清  掃  132,000円／年（消費税を含まない） 
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3. 浄化槽法定検査業務  

 

(1) 検査項目 

 ① 外観検査（75項目） 

② 水質質検査（pH・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・塩化物イオン濃度・汚泥

沈殿率・BOD） 

③ 書類検査(保守点検・清掃の記録の保存状況，記録内容の特記事項) 

 

(2) 検査回数    年 1回 

 

(3) 検査機関   （社）三重県水質検査センター 

 

(4) 検査手数料  法定手数料の金額とする。 
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4. プール循環ろ過装置保守点検業務  

 

(1) 施設内容   ろ過機 2基（50ｍプール及び幼児用プール） 

 

(2) 点検内容  

 ① 前期保守点検 

   ⅰ 機械内部の組み立て 

  ⅱ 薬注装置の点検 

 ⅲ ポンプコック等の点検調整 

  ⅳ 各部の水抜き箇所の点検 

 ② 中間保守点検 

  ⅰ プール水質分析 

  ⅱ ろ過水濁度の分析 

  ⅲ 薬注装置の稼動確認 

  ⅳ 計器表示状態の確認 

  ⅴ 機器，配管の水漏れ確認 

 ③ 後期保守点検 

  ⅰ 機械内の洗浄 

  ⅱ 薬注装置の水洗い 

  ⅲ ポンプコック類のグリスアップ及び注油 

 ⅳ 各部の水抜き 

   

 ※その他，機器可動停止に必要な箇所の調整点検を行う。 

 

(3) 点検回数    3回（前期点検・中間点検・後期点検） 

 

(4) 契約外事項   部品類の取替え及び修繕工事 

 

 【参考】委託料基準  153,000円／年（消費税を含まない） 
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5. 低木剪定業務  

 

(1) 作業内容    市民プールの植栽の剪定と処理 

 

(2) 報  告    作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する。 

 

(3) 器物損傷責任  剪定実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷

を与えた場合は受託者がその責任を負う。 

 

(4) 剪定回数    年 1回 

 

【参考】委託料基準  108,000円／年（消費税を含まない） 
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6. 放送設備保守点検業務  

 

(1) 設備名  石垣池公園市民プール 放送設備 

 ① 放送機器ラック   一式 

 ② スピーカー設備   一式 

 

(2) 点検内容 

 ① 機能，外観点検 

② 実用音による濁り，歪み雑音点検 

 ③ スピーカー回線点検 

 ④ 連続運転試験 

 ⑤ その他必要と認められる事項 

 

(3) 点検回数  年１回 

   ただし，不時の故障により，連絡があった場合は，直ちに技術者を派遣し，非常 

点検を実施する。 

 

【参考】 委託料基準  25,000円／年（消費税を含まない） 
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7. プール内清掃業務  

          

(1) 清掃箇所 

① 50ｍプール 

 ② 幼児用プール 

③ 人工芝 

④ テント 

⑤ プールサイド 

 

(2) 清掃回数    年 1回 

 

(3) 清掃時期    プール開設期間前 

 

(4) 報  告    定期作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する 

 

(5) 器物損傷責任  清掃実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷

を与えた場合は受託者がその責任を負う。 

 

【参考】委託料基準  333,000円／年（消費税を含まない） 
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8. プール監視，プール機械管理及び清掃業務  

 

(1) 業務期間・時間  

7月 1日～8月 31 日(プール開設期間中，毎日 8：30～17：30) 

ただし，プール機械管理及び清掃業務については，6月 30日～9月 1日とする。 

 

(2) 施設内容      

50ｍプール及び幼児用プール 

 

(3) 業務員の配置   

管理責任者，衛生管理者，監視員，救護員（必要に応じて事務員）を配置すること。 

①管理責任者とは，プールについて管理上の権限を行使し，関与する全ての従事者 

に対するマネージメントを総括して，プールにおける安全で衛生的な管理及び 

運営にあたる者で，公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する 

講習会等を受講し，プールの安全及び衛生に関する資格や知識を備えていること。

②衛生管理者とは，プールの衛生及び管理の実務を担当する者で，水質に関する基 

本的知識，プール水の浄化消毒についての知識等を有し，プール管理のための施 

設の維持，水質浄化装置の運転管理，その他施設の日常の衛生管理を主に担う。 

プールの安全及び衛生に関する知識を有し，公的な機関や公益法人等の実施する 

プールの施設及び衛生に関する講習会等を受講し，これらに関する資格を取得し 

ていること。 

  ③監視員とは，プール利用者が安全に利用できるよう，プール利用者の監視及び指 

導を行うとともに，事故等の発生時における救助活動を行う者で，公的な機関や 

公益法人等の実施する救助方法及び応急手当に関する講習会等を受講し，これら 

に関する資格を取得していることが望ましい。 

  ④救護員とは，プール施設内で傷病者が発生した場合に応急救護にあたる者で，公 

的な機関や公益法人等が実施する救急救護訓練を受け，これらに関する資格を取 

得していることが望ましい。 

 

    上記の業務員を，50ｍプール及び幼児用プールをあわせて，常時 6名以上配置す 

ること。 

 

(4) 業務員の任務 

   ①水難者の発見，救助(監視台からの監視及びプールサイド巡回による監視) 

   ②危険な行動や他人への迷惑な行為の発見と注意（指導） 

③プール利用者への安全確認と指導及び，必要な連絡事項の伝達 
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   ④プールサイド，人工芝，プール内（水面・内底）の衛生管理 

   ⑤ビート板，パラソル，水泳帽等の各備品の点検及び整理整頓 

   ⑥更衣室，機械室，事務室内の清掃，忘れ物の点検及び管理 

   ⑦救命器具や AEDの点検及び緊急時の取り扱い 

  ⑧プール内排水口蓋等の点検 

  ⑨三重県水浴場指導要領に準じて，プールの衛生基準を確保（残留塩素等の測定， 

消毒槽及びプールへの給水，消毒剤の注入及び投入，浄化装置の点検など）する 

こと 

  ⑩入場券の販売など，施設入口での受付・案内窓口を設置すること 

 

(5) 服装 

     指示されたユニフォームを着用し，監視員であることが識別できるようにする（水 

着着用）。また，警笛やメガホンを携行する (ユニフォーム・警笛・メガホンは指 

定管理者が揃える)。 

 

(6) 報告通知      

管理責任者は，毎日，監視報告書を作成し，施設長に報告する。また，業務遂行 

中に発生した事故や機械設備の不具合などの事案については，施設長を通じて速や 

かに鈴鹿市スポーツ課へ報告すること。 

 

(7) 施設の点検    

当該年度のプール使用開始前に，清掃後，プールの水を抜いた状態で，指定管理 

者，鈴鹿市スポーツ課の立会いのもと，下記のとおり点検を行う。 

   ①排水口蓋等の二重構造の安全対策の確認 

   ②排水口蓋等やそれを固定しているネジ・ボルトの腐食，変形，欠落，ゆるみ等 

の確認 

 

(8) 緊急時の対応   

施設の異常によりプール利用者に危害が及ぶ場合，又は，人身事故が発生する 

  場合を想定し，フローチャート図を作成し業務員間や関係機関との連携などについ 

て周知徹底を図ること。 

   ①施設の異常が発見された場合 

  ・危険箇所に遊泳者を近づけない措置をとる 

  ・遊泳者を速やかに避難させ，プール使用を中止する 

  ・プールの使用を中止した場合は，当該箇所の修理が完了するまでプールを使用し 

ない 
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  ・排（環）水口の異常が発見された場合は，循環または起流ポンプを停止する 

  ②人身事故の場合 

  ・傷病者を救助し，安全な場所を確保する 

  ・適切な応急措置を行う。 

  ・二次災害を防止するため，遊泳者を速やかにプールサイドに避難させる等の措 

置を行う 

  ・必要に応じて救急車を要請し，緊急対応の内容に従い関係者に連絡する 

 

（9）監視員等の教育・訓練 

    プール施設の管理は，利用者の命を守る重要な任務であることを認識した上で， 

   安全管理に関わる専門的な業務内容を詳細にわたって把握しておくことが必要で 

   ある。その上で，監視員等の安全管理に携わる全ての業務員に対し，徹底した教 

   育及び訓練を就業前に行っておくことが必要である。 

   ○教育内容として，次の項目を含むようにすること。 

   ①プールの構造及び維持管理 

   ②プール施設内での事故防止対策 

   ③事故発生等緊急時の措置と救護 

   ④緊急事態の発生を想定した実地訓練 

   ⑤循環または起流ポンプの停止方法の確認 

   ○訓練内容として，次の項目を含むようにすること。 

   ①飛び込み事故を想定したもの 

   ②溺死事故等を想定したもの 

   ③排（環）水口における吸い込み事故を想定したもの 

   ④排（環）水口の異常を察知した場合の対応（他の業務員への連絡方法，ポンプ 

の異常停止手順等） 

   ⑤地震等天災を想定したもの 

   ⑥施設利用者への接遇を想定したコミュニケーショントレーニング 

 

    上記の教育・訓練項目については，プール使用期間中に新たに雇用した業務員に 

対しても,就業前に同様の教育・訓練を行うこと。 

 

（10）その他 

   ○プールを管理するにあたっては，警備業法第 4条の認定を有するものとする 

   ○プール管理に関して，「プールの安全標準指針」（平成 19年 3月文部科学省 

及び国土交通省策定）を遵守して管理運営を行うこと。 

○プール開設期間中の開設中止の判断については， 
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   ・台風の接近や落雷の危険など，天候の悪化が明らかに予測される場合 

   ・水温＋気温が 50度未満の場合 

   ・その他，施設長及び管理責任者が協議した上で開設に不適当と判断した場合 

     上記の判断基準をもって，施設長が中止の判断を行うものとする。 

○プール就業開始前とプール就業終了後で，指定管理者，鈴鹿市スポーツ課（場 

合によっては，プール管理業務の受託者（請負者を含む）を加えて）で，プー 

ル管理に関する協議・情報共有の場を設けること。また，仕様書に定めのない 

事項や不測の事態が発生した場合は，必要に応じて関係者間で協議の場を設け 

ることとする。 

   

【参考】委託料基準  6,004,000円／年（消費税を含まない） 
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石垣池公園（公園施設）管理業務仕様書 別表 1 

 

1.石垣池公園（公園施設）の施設及び付属設備の維持管理 

【 公園施設 】 

維持管理の基本方針 

公園利用者が安心，快適かつ楽しく公園を利用できるよう，積極的に創意工夫を持って，

常にこれらを良好で適正な状態に維持すること。 

維持管理に当たっては，年間維持管理業務計画書を作成し，次の各号の業務を行うもの

とする。また，常に巡視，点検を実施し，利用者及び施設等の安全確保に万全を期すこと。

作業の実施に当たっては，利用者及び作業者に対する安全対策を徹底すること。 

この仕様書の記載の有無に関わらず，指定管理者は，健全で良好な公園の管理運営に努

め，利用者の安全確保と園内の快適な環境の確保のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

１ 施設管理業務 

公園施設の機能を十分に活用し，公園利用者が安全かつ快適に利用できるよう，常に

巡視･点検を実施し，異常を発見したときは，速やかに使用を停止した上で，破損箇所の

小規模な修繕，交換，補充を適切に行うこと。また，便益施設，遊具施設等の衛生的環

境の確保を行うこと。公園における事故，事件，火災などの予防措置を講じると共に，

不慮の事象が発生した場合には，速やかに解決するよう努めること。 

 

２ 植物管理業務 

  植物の特性にあった年間管理作業計画を作成し，常に良好な状態を維持すること。ま

た，各植栽地の管理に当たっては，来園者の公園利用と安全を確保しつつ，清掃，病害

虫防除，施肥，剪定，刈り込み，草刈り，花壇管理，湿性植物管理等，植物の生育や育

成に必要な作業を，最も適切な時期や方法を選び管理すること。 

 

３ 用地の保全 

公園外周の境界杭や不法占用の有無などの状況を把握し，異常があった場合は随時，

鈴鹿市に報告すること。 

 

 

１．園内管理業務 

（１） 業務内容 

   ① 園地清掃 
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   ・拾い清掃や掃き清掃を適宜組合せ，園路や側溝，園地，広場をきれいな状態に保

つとともに，ゴミ，落葉，吸い殻等回収漏れのないように集め，処理を行う。 

② 便所・水飲み場清掃 

   ・作業中は利用者の利便性に配慮すること。 

   ・衛生器具（便器・手洗い器等），床，壁，鏡，窓，天井，照明器具等を適切な方法

と頻度で清掃し，清潔に保つとともに，詰まり等にはすぐに対処する。 

・ホルダー内に常時ペーパーがあるように補充する。 

・水飲み場清掃にあたっては，蛇口，受け皿等の水抜き及び砂や汚物を除去し，衛

生に努める。 

③ 排水設備清掃 

・側溝，排水桝，汚水桝等の排水設備の性能を維持するための適宜点検を行うとと

もに溜まった土砂やゴミ等を除去する。 

④ 休憩施設等の維持 

   ・東屋・ベンチ等の機能性や安全性，快適性に配慮し，常に良好な状態を維持する

よう努める。 

   ⑤ 遊具管理 

   ・すべての遊具を対象に目視，触診，聴診等により日常点検を実施する。 

⑥ 電気設備保守 

   ・電気設備を点検調整し良好な状態を維持するとともに，故障時については適切に

対応すること。 

⑦ 除草作業 

・雑草は根ごと除去し，除草後はきれいに清掃する。 

⑧ 花壇管理 (湿性植物含む) 

・花壇管理(湿性植物含む)は，地拵えや花の植付け，潅水，花がら摘み，施肥，病害

虫防除，除草等を行う。 

（２） 業務回数 

① 園内巡回 毎日（午前，午後各１回） 

② 園内清掃 適時 

③ 園内人力除草 適時 

④ トイレ，水飲み場清掃 毎日 

⑤ 花植え 年２回， 潅水，施肥，除草等 適時 

⑥ 排水設備清掃 適時 

⑦ 休憩施設点検 適時 

⑧ 電気設備点検 適時 

⑨ 遊具施設日常点検 １回／月以上 

（３） 管理報告書 
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  １日の業務内容（点検，修繕，清掃，その他維持管理作業等）や市民対応など特記事

項を記した日報等を作成すること。 

   

【参考】 

委託料基準     4,063,000円／年（消費税を含まない） 

 

 

２．草地管理業務 

（１） 業務内容 

① 草刈り 

・均一に刈り払い，ツル性雑草は除去する。刈り跡はきれいに清掃する。 

・必要に応じて刈草を所定の場所に集積し，適正に処分する。 

（２）業務回数 

   年３回 

（３）業務報告 

  業務完了後，直ちに申し出，検査を受けること。 

 

【参考】 

委託料基準     1,374,000円／年（消費税を含まない） 

 

 

３．植栽管理業務 

（１）業務内容 

① 芝刈り 

・刈り残しやムラがないよう均一に刈り込み，除草を行う際には芝生を傷めないよ

う丁寧に抜き取る。 

・必要に応じて刈芝を所定の場所に集積し，適正に処分する。 

・必要に応じて目土かけやブラッシング，エアレーション，補植等を適切に行う。 

② 樹木剪定 

・基本剪定及び軽剪定等を，剪定の必要性や樹種特性に応じて，最も適切な時期と

方法で行う。 

・花木類の剪定は，花芽の分化時期や着生位置に注意する。 

・高木，低木等の植栽部分は，必要に応じ抜き取り除草を行い，施肥を行う際は，

樹木特性や施肥の種類を考慮し，最も効果的な方法で行う。 

③ 生垣手入れ 

・樹木の特性に応じて切詰め，中透かし等を適切に行う。 
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④ 株物刈込み 

・密生箇所を狩り透かし，刈地原形を考慮しつつ適切に刈り込む。 

⑤ 施肥 

・施肥を行う際は，樹木特性や施肥の種類を考慮し，最も効果的な方法で行う。 

⑥ 樹木管理 

・樹木が健全な樹勢を保てるよう，樹種特性に応じた手入れを適切に行う。 

⑦ 病虫害防除 

・病虫害発生の早期発見に努め，極力，薬剤を使用しない方法（剪定防除，捕殺等）

により防除を行う。 

   ・薬剤防除にあたっては，農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安全基準を厳

守するとともに，使用量を最小限にとどめるよう努める。 

・散布に際しては近隣住民や公園利用者に事前周知を行うとともに，健康被害の防

止に充分配慮する。 

⑧ 枯損木撤去 

・原則として地上部のみを撤去し，適正な処分を行う。 

・支障樹木は原則的に移植により対処する。 

・生育不良樹等については，樹勢回復や延命措置を総合的に考えあわせ，やむを得

ない場合は伐採を行う。  

 （２） 業務回数 

① 芝生管理 薬剤除草 年２回（春，秋），芝刈り 年３回 

② 樹木管理 低，中，高木薬剤噴霧 年１回 

     低，中木剪定 年１回，高木剪定 適時 

     低木施肥 年１回 

     枯木除去 適時 

（３） 業務報告 

  業務完了後，直ちに申し出，検査を受けること。 

 

【参考】 

委託料基準   3,841,000円／年（消費税を含まない） 

４．遊具施設管理業務 

（１） 業務内容 

① 遊具点検 

・  すべての遊具を対象に，「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改

訂第 2 版）」・「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが

利用する可能性のある健康器具系施設）（平成 26 年 6 月国土交通省）及び「遊

具の安全に関する基準（改訂版）」（平成 26 年 6 月一般社団法人日本公園施設業



 45 

協会）を参考として，専門技術者による目視，触診，聴診，打診及び計測等に

よる定期点検を実施する。 

・ 作業車両を駐車するときは，できるだけ遊具などの利用者に影響のない場所

を選定し，点検内容に応じ，適時カラーコーンやバリケード等を設置するなど

の安全対策を施すこと。 

・ 利用者に対しては，点検作業であることを説明し，一時利用を停止して頂く

ような協力を得ること。 

・ 点検により対象施設の異常を発見したときは，速やかに使用停止の措置を行

うこと。 

（２） 業務回数 

定期点検 年１回 

（３） 業務報告 

点検完了後，点検結果の一覧表を作成し，速やかに提出すること。 

 

【参考】 

委託料基準    78,000円／年（消費税を含まない） 

 

 

５．浄化槽点検清掃業務 

（１） 業務内容 

① 浄化槽保守点検 

    ・ 屎尿浄化槽設備を良好な状態に維持し，その機能を最大限に発揮するよう，

浄化槽法等関連法令に従い，専門業者による点検調整試験及び清掃等の保守点検

を的確に行い，故障等については的確に対処する。 

    ② 浄化槽仕様 

    ⅰ 公園西側 （単独３次処理，40 人槽，容量 10.8 ㎥） 

    ⅱ 陸上競技場前 （合併処理，30 人槽，容量 17.41 ㎥） 

   ⅲ 野球場西側 （合併処理，16 人槽，容量 7.22 ㎥） 

（２） 業務回数 

    ① 保守点検 年４回 

    ② 清  掃 年１回 

    ③ 法定検査 年１回 

（３） 業務報告 

    点検完了後，点検結果の一覧表を作成し，速やかに提出すること。 

  

【参考】 
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委託料基準 624,000円／年（消費税を含まない） 
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鈴が谷運動広場 管理業務仕様書 別表１ 

1.鈴が谷運動広場の施設及び付属設備の維持管理

1. 自家用電気工作物保安管理業務

(1) 業務内容  電気事業法第 42条に基づく自家用電気工作物の保安管理業務 

(2) 点検回数  月次点検 照明施設使用期間 月 1回，年次点検 年 1回 

(3) 設 備  設備容量  75KVA  キュービクル式受変電設備

受電電圧  6,600Ｖ 

非常用予備発電装置  なし 

(4) 結果報告  定期点検を実施した時は，必ず点検の結果報告を提出する。 

【参考】委託料基準 141,000円／年（消費税を含まない） 

2. 植栽管理業務

(1) 業務内容

① 除草 グラウンド西面，南面 719㎡ 

② 剪定 中木生垣  樹高Ｈ＝2.0ｍ Ｌ＝101ｍ 

 低木寄植  71㎡ 

③ 廃材処分  草及び枝葉は鈴鹿市清掃センター，不燃物は鈴鹿市不燃物リサイク 

ルセンターへ搬入する。

(2) 実施回数 年 1回（8月～9月） 

(3) 結果報告  業務完了後，結果報告書（施工前，施工後写真）を提出する。 

【参考】委託料基準 281,000円／年（消費税を含まない） 
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3. 清掃業務  

 

(1) 業務内容   

① グラウンド，ダックアウト，駐車場のごみ拾い及び処分 

 ② トイレの清掃及びトイレットペーパーの補充 

 ③ トイレ汲み取りの依頼 

           

(2) 実施回数  年間 80回以上（施設内を常に清潔に保つように適宜行うこと。） 

 

【参考】委託料基準   298,000円／年（消費税を含まない） 

 

 

4. 除草業務  

 

(1) 業務内容  グラウンド内の除草剤散布 

 

(2) 実施回数  年 3回 

 

【参考】委託料基準   141,000円／年（消費税を含まない） 

 

 

5. グラウンド整備業務  

 

(1) 業務内容   グラウンドの不陸整備（凹凸をならし，小石等を取り除く。） 

 

(2) 実施回数   年 51回以上（安全に使用できるように適宜行うこと。） 

 

 

6. パトロール・コイン回収業務  

 

(1) 業務内容    

① 鈴鹿市鈴が谷運動広場使用許可書の使用目的，使用許可条件及び使用者心得が遵

守されているかどうか現場確認を行う。遵守されていない場合は，使用許可条件等

を遵守するように注意し，使用許可条件等に沿った使用方法に改めさせる。 

 ② コイン回収ボックスのコインを回収する。 

(2) 実 施 回 数  年 90回以上 
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スポーツ教室仕様書 

1. 趣旨 

  市民を対象に，誰もが気軽に，楽しく参加できる生涯スポーツの普及振興を図り，

市民の健康と体力づくりを目的とするスポーツ教室を開催する。 

  

2. スポーツ教室の業務 

(1) スポーツ教室の開催について 

① 年間で 16種目以上，320回以上のスポーツ教室を開催すること。 

② 当該年度で実施を予定する各スポーツ教室について，募集定員・受講料・開

催期間・開催回数・収支予測などの開催内容を計画書にまとめて，事前にスポ

ーツ課へ提出すること。また，事業報告書と併せて，当該年度に実施した各ス

ポーツ教室の実績について，参加者数・収支決算などの開催内容を報告書にま

とめて提出すること。 

③ スポーツ教室の募集・申し込み受付は，指定管理者で行うこと。 

④ スポーツ教室の参加者募集に関するお知らせ等を，広報すずかやその他のメ

ディア媒体を通じて広報すること。 

⑤ 参加者を公益財団法人スポーツ安全協会が取り扱っているスポーツ安全保険

に加入させること。保険の加入手続きは指定管理者で行うこと。 

⑥ 平成 30年度及び平成 31年度（平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日）に

ついては，AGF鈴鹿体育館が大規模改修工事による休館を予定しているため，ス

ポーツ教室の開催規模について，年間で 10 種目以上，200 回以上の開催規模と

する。 
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平成 30年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて 

 

 ○開催期間  平成３０年７月２７日～８月２０日 

 ○会  場  三重交通 Gスポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

        体育館 

 ○練習会場  AGF鈴鹿陸上競技場，石垣池公園市民プール，鼓ケ浦サン・スポーツラ 

  （予定）  ンドテニスコート，鈴鹿市立テニスコート 

  

  ・鈴鹿市実行委員会の設立趣旨に則り，インターハイ成功に向けて最大限の協力を行う 

こと。 

  ・インターハイ開催期間中，各施設をあらゆる形態で利用することが予想されるので， 

   全国高等学校体育連盟，三重県高等学校体育連盟専門部，鈴鹿市実行委員会の指示 

   の下，各施設（駐車場含む）を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を 

統括する鈴鹿市体育協会と協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行い，円滑な 

大会運営に向けた利用計画を提出すること。 

  ・三重県高等学校体育連盟ソフトテニス専門部及び鈴鹿市実行委員会と調整の上， 

   インターハイ開催期間中に係る練習コート（鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・ス 

   ポーツランドテニスコート）の確保について，日程，時間，受付業務に係る職員の配 

   置等を計画し，平成３０年５月３１日までに，鈴鹿市実行委員会へ報告すること。ま 

た，一般利用が想定される競技団体及び利用者に対して事前に状況を説明するなど， 

理解をいただくこと。 

  ・サッカー競技開催期間中，ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場がサッカー競技の練習会場施設と 

   して利用される可能性があるので，その際には，三重県高等学校体育連盟サッカー専 

門部及び三重県サッカー協会，鈴鹿市サッカー協会並びに鈴鹿市陸上競技協会と調 

整のうえ，会場の確保を行うこと，その際，協議事項としての報告書を鈴鹿市実行委 

員会に提出すること。 

  ・水球競技開催期間中，石垣池公園市民プールが水球競技の練習会場施設として利用さ 

れる可能性があるので，その際には，一般利用との調整を行い，会場を確保の上，事 

前周知をし，結果を鈴鹿市実行委員会へ報告すること。 

・インターハイ開催期間中は，ＡＧＦ鈴鹿体育館敷地を利用し，競技会場までの臨時 

 シャトルバスの転回場及び臨時駐車場とするため，敷地内での臨時駐車場等の確保 

に努めること。その際に鈴鹿市実行委員会が定める輸送計画について，最大限の協力 

を行うこと。 

  ・インターハイ開催期間中，多岐に渡る業務が発生することが予想されるため，施設管 

理者として期間中に，10～20人／日のボランティア人員を確保し，業務に協力する 

   こと。 
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・インターハイ開催に当たり，他市からの競技用具の借用の申し出に対しては可能な限 

 り協力すること。その際に利用が想定される各競技団体に事前に了解を得て，鈴鹿市 

 実行委員会に報告すること。 

 

 



別紙２ 
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平成３３年度三重とこわか国体開催に向けて 

○開催期間  平成３３年９月～１１月 

○会  場  三重県営スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

体育館，鈴峰ゴルフクラブ，三重県馬術場，石垣池公園野球場，石垣池 

公園市民プール，AGF鈴鹿陸上競技場，西部野球場，桜の森野球場，AGF 

鈴鹿体育館，鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・スポーツランドテニス 

コート

・鈴鹿市開催基本方針に則り，最大限の協力を行うこと。

・平成３０年１２月に三重とこわか国体の競技別会期が決定するので，各施設の利用

については，三重県実行委員会，鈴鹿市準備委員会の指示の下，各施設（駐車場含む）

を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を統括する鈴鹿市体育協会と

協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行うこと。また，その結果を鈴鹿市準備

委員会に報告すること。

・国体開催期間中，行幸啓や行啓が想定されるので，行幸啓等決定の際には，施設管理

者として AGF 鈴鹿体育館（ハンドボール競技）の警備計画及び警備方針を策定する

こと。また，行幸啓等に関しては，宮内庁，三重県警，三重県，競技団体，鈴鹿市準

備委員会との調整事項とすること。

・馬術競技については，駐車場の確保が困難となることから，管理する施設の一部を臨

時駐車場として使用するので，その旨協力すること。

・鈴鹿市準備委員会が策定する各種計画に沿って，可能な限り協力をすること。

・三重とこわか国体については，今後，施設利用について，三重県強化指定チームの優

先使用や大会開催期間中の荒天などによる利用施設の変更，各競技団体への連絡調

整など様々な調整事項が発生することが予想されることから，三重県体育協会，鈴鹿

市体育協会，県・市各競技団体及び鈴鹿市準備委員会と協議，調整を行い，円滑な大

会運営に協力すること。
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施設の利用状況 「石垣池公園野球場」 

「AGF鈴鹿陸上競技場 

（石垣池公園陸上競技場）」 

「石垣池公園市民ﾌﾟｰﾙ」  

「鈴が谷運動広場」 

利用者数・使用料収入 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 備 考 

石垣池公園野球場 

年間利用者数 

利用料収入  

18,746人 

2,176千円 

17,269人 

2,054千円 

20,048人 

1,731千円 

AGF 鈴鹿陸上競技場 

（石垣池公園陸上競技場） 

年間利用者数 

利用料収入  

53,661人 

2,033千円 

51,616人 

2,087千円 

50,498人 

2,121千円 

石垣池公園市民プール 

年間利用者数 

利用料収入  

14,539人 

1,914千円 

17,731人 

2,271千円 

17,496人 

2,242千円 

鈴が谷運動広場 

年間利用者数 685件 

件数のみ 

805件 

28,503人 

781件 

22,946人 
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【総括表】

内　訳 備 考

H26 H27 H28

人件費 9,890,939 11,028,424 11,161,799

旅費交通費 6,200 12,640 0

通信運搬費 61,300 46,004 45,409

受信料 66,022 59,509 59,509

消耗什器備品費 166,000 0 0

消耗品費 937,184 1,277,031 871,294

修繕費 810,952 1,089,156 1,040,886

印刷製本費 105,108 191,846 61,724

燃料費 38,251 29,479 17,579

光熱水費 8,212,883 7,745,487 7,436,594

賃借料 571,731 807,062 324,440

手数料 45,600 49,332 159,802

保険料 139,050 163,390 174,670

租税公課 0 1,657,000 1,795,000

委託料 20,542,566 21,979,671 22,609,388

本部管理費 6,937,720 7,234,610 7,565,571

自主事業運営費 961,380 0 0

事務費 0 0 0

物品購入費 0 0 31,585

49,492,886 53,370,641 53,355,250経費合計

石垣池公園（運動施設・公園施設）・鈴が谷運動広場の管理運営に係る維持管理経費

決　　算　　金　　額

項目
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内　訳 備 考

H26 H27 H28

人件費 9,489,839 10,615,424 10,640,999 H26年度以降（正職3名・臨時5名）

旅費交通費 6,200 12,640 0

通信運搬費 61,300 46,004 45,409 電話料金・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

受信料 66,022 59,509 59,509 NHK放送受信料

消耗什器備品費 0 0 0

消耗品費 175,013 143,348 237,324 事務用品・衛生消耗品・清掃用具

修繕費 123,444 185,760 296,628

印刷製本費 56,292 139,358 61,724

燃料費 0 0 0

光熱水費 1,524,216 1,541,518 1,431,022 電気・水道・ガス込

賃借料 153,720 351,050 324,440

手数料 11,800 12,076 11,800 浄化槽検査手数料

保険料 20,000 121,420 127,140

租税公課 0 1,224,000 1,256,000 消費税

委託料 4,689,565 5,412,042 5,412,042 設備保守点検・清掃業務・警備等

本部管理費 2,775,088 3,060,790 3,203,165

自主事業運営費 961,380 0 0

事務費 0 0 0

物品購入費 0 0 0

20,113,879 22,924,939 23,107,202経費合計

AGF鈴鹿陸上競技場（石垣池公園陸上競技場）（管理室含む）の管理運営に係る維持管理経費

決　　算　　金　　額

項目
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内　訳 備 考

H26 H27 H28

人件費 0 0 0

旅費交通費 0 0 0

通信運搬費 0 0 0

受信料 0 0 0

消耗什器備品費 0 0 0

消耗品費 151,660 55,083 52,488 清掃用品他

修繕費 98,260 157,880 177,120 照明電球取替・小破修繕

印刷製本費 0 0 0 使用許可申請書

燃料費 0 0 0 ガソリン・混合油

光熱水費 4,402,599 4,178,194 3,945,490 電気，水道

賃借料 0 0 0

手数料 3,800 3,800 3,800 浄化槽検査手数料

保険料 20,000 6,370 4,550

租税公課 0 60,000 72,000 消費税

委託料 2,852,550 2,852,550 2,852,550 設備保守点検・清掃業務等

本部管理費 1,110,035 1,113,020 1,220,253

自主事業運営費 0 0 0

事務費 0 0 0

物品購入費 0 0 0

8,638,904 8,426,897 8,328,251

石垣池公園野球場の管理運営に係る維持管理経費

決　　算　　金　　額

項目

経費合計
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内　訳 備 考

H26 H27 H28

人件費 401,100 413,000 520,800 H26年度以降（看護師1名）

旅費交通費 0 0 0

通信運搬費 0 0 0

受信料 0 0 0

消耗什器備品費 166,000 0 0

消耗品費 608,081 1,000,333 564,107 衛生消耗品・薬品等

修繕費 169,128 307,260 57,888 小破修繕

印刷製本費 0 0 0

燃料費 0 0 0

光熱水費 1,912,349 1,675,622 1,756,047

賃借料 0 0 0

手数料 14,000 17,456 16,592 浄化槽検査・水質検査等

保険料 93,050 31,960 38,980

租税公課 0 66,000 138,000 消費税

委託料 7,130,794 7,126,250 7,126,250 設備保守点検・監視業務・清掃業務

本部管理費 1,665,053 1,669,520 1,769,367

自主事業運営費 0 0 0

事務費 0 0 0

物品購入費 0 0 31,585 販売用物品

12,159,555 12,307,401 12,019,616

石垣池公園市民プールの管理運営に係る維持管理経費

経費合計

決　　算　　金　　額

項目
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内　訳 備 考

H26 H27 H28

人件費 0 0 0

旅費交通費 0 0 0

通信運搬費 0 0 0

受信料 0 0 0

消耗什器備品費 0 0 0

消耗品費 0 78,267 17,375 除草剤，殺虫剤等

修繕費 420,120 338,256 409,450 浄化槽，電気施設，トイレドア等修繕費

印刷製本費 0 0 0

燃料費 38,251 29,479 17,579 ガソリン，白灯油

光熱水費 373,719 350,153 304,035 電気，水道

賃借料 418,011 456,012 0 公用車，軽トラック

手数料 16,000 16,000 127,610 浄化槽検査手数料，一般廃棄物処理費等

保険料 3,000 1,820 2,000 施設賠償保険

租税公課 0 271,000 287,000 消費税

委託料 5,254,901 5,971,337 6,597,632 外部委託費用

本部管理費 1,110,035 1,113,020 1,250,760 本部人件費

自主事業運営費 0 0 0

事務費 0 0 0

物品購入費 0 0 0

7,634,037 8,625,344 9,013,441経費合計

石垣池公園（公園施設）の管理運営に係る維持管理経費

決　　算　　金　　額

項目
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内　訳 備 考

H26 H27 H28

人件費 0 0 0

旅費交通費 0 0 0

通信運搬費 0 0 0

受信料 0 0 0

消耗什器備品費 0 0 0

消耗品費 2,430 0 0 照明灯ランプ，石灰，清掃用具等

修繕費 0 100,000 99,800 照明灯修繕，小破修繕

印刷製本費 48,816 52,488 0 使用許可申請書印刷代

燃料費 0 0 0

光熱水費 0 0 0

賃借料 0 0 0

手数料 0 0 0

保険料 3,000 1,820 2,000 施設賠償保険

租税公課 0 36,000 42,000 消費税

委託料 614,756 617,492 620,914 外部委託費用

本部管理費 277,509 278,260 122,026 本部人件費

自主事業運営費 0 0 0

事務費 0 0 0

物品購入費 0 0 0

946,511 1,086,060 886,740経費合計

鈴が谷運動広場の管理運営に係る維持管理経費

決　　算　　金　　額

項目
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備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考
29309 振鈴 台 1982年7月16日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29310 振鈴 台 1982年7月16日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29314 事務机 ITO　20G-127 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29315 事務机 ITO　20G-127 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29316 事務ｲｽ ﾗｲｵﾝ100 脚 1982年7月16日 岡井博進 ¥3,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29317 事務ｲｽ ﾗｲｵﾝ100 脚 1982年7月16日 岡井博進 ¥3,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29318 事務ｲｽ ﾗｲｵﾝ100 脚 1982年7月16日 岡井博進 ¥3,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29319 事務ｲｽ ﾗｲｵﾝ100 脚 1982年7月16日 岡井博進 ¥3,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29320 事務ｲｽ ﾗｲｵﾝ100 脚 1982年7月16日 岡井博進 ¥3,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29321 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ ﾗｲｵﾝ　LA1860 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥6,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29322 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ ﾗｲｵﾝ　LA1860 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥6,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29323 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ ﾗｲｵﾝ　LA1860 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥6,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29326 ﾀﾝｶ ﾗｲｵﾝL-3543 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥8,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29328 ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ ITO　30E167 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥25,300 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29349 ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ ITOLK-6 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥16,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29350 ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ ITOLK-6 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥16,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29351 ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ ITOLK-6 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥16,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29352 ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ ITOLK-6 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥16,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29353 ｼｮｰｹｰｽ ITOSC-690 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥26,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29409 折りたたみｲｽ ｺｸﾖCF171 脚 1982年7月16日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥1,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29410 書庫 ｺｸﾖSZ335GCB 台 1982年7月16日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29412 書庫 ｺｸﾖSG335GCB 台 1982年7月16日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29413 手提げ金庫 ｺｸﾖCB-1 台 1982年7月16日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥6,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29414 ｱﾙﾐ監視台 WS-31日除け付き移動 台 1982年7月16日 大和機工 ¥58,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29419 医務用ﾍﾞｯﾄﾞ HB-1130 台 1982年7月16日 東邦地水 ¥23,250 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29432 医務用ﾍﾞｯﾄﾞ ﾔｶﾞﾐ藁ﾏｯﾄ付きSR180 台 1982年7月16日 ｲﾄｳ総業 ¥26,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29433 衝立 ITOA663 台 1982年7月16日 ｲﾄｳ総業 ¥8,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29554 電話代 ｺｸﾖTT-12-10 台 1982年7月21日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,960 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29556 ｷｰｹｰｽ ITO-G-408 台 1982年7月16日 岡井博進 ¥8,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29564 ﾒｶﾞﾎﾝ ER-66 台 1982年7月23日
三上電機
工業社

¥18,870 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29570 ﾏｲｸ OM-503 台 1982年7月23日
三上電機
工業社

¥4,590 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29571 ﾏｲｸ OM-503 台 1982年7月23日
三上電機
工業社

¥4,590 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29572 ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ ST-64 台 1982年7月23日
三上電機
工業社

¥3,330 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29576 救急ﾘﾝｸﾞﾌﾞｲ ｻﾝｹｲ産業救命 個 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29577 救急ﾘﾝｸﾞﾌﾞｲ ｻﾝｹｲ産業救命 個 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29578 救急ﾘﾝｸﾞﾌﾞｲ ｻﾝｹｲ産業救命 個 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29579 救急ﾘﾝｸﾞﾌﾞｲ ｻﾝｹｲ産業救命 個 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29580 救急ﾘﾝｸﾞﾌﾞｲ ｻﾝｹｲ産業救命 個 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29581 ﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾅｰ 桜川ﾎﾟﾝﾌﾟ製作所PC-1 脚 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥348,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29582 ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞｸﾘ ﾎﾟﾘｼｬｰ12型 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥63,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29583 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29584 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29585 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29586 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29587 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29588 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29589 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29590 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29591 50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ PA-100 巻 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥100,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29592
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29593
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29594
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29595
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29596
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29597
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29598
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29599
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29600
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ巻き
取り器

殿村50mｺｰｽﾛｰﾌﾟ 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥5,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ

29601 ﾋﾞｰﾄ板整理棚 ｱﾙﾐ製4段 台 1982年7月26日 ｻﾝｹｲ産業 ¥50,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29610 ｼｮｰｹｰｽ台 ITO30C-1245 台 1982年7月27日 岡井博進 ¥19,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29612 ﾋﾞｰﾄ板管理棚 ｱﾙﾐ製4段 台 1982年8月28日 ｻﾝｹｲ産業 ¥50,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29621 給茶器 TB-12 台 1990年6月18日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥55,620 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29623 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 小松ﾊｳｽKV-6型 戸 1991年6月22日 小松ﾊｳｽ ¥3,893,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29629 ｺｰｽﾛｰﾌﾟ JSP 本 1992年7月21日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥97,850 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29630 ｺｰｽﾛｰﾌﾟ JSP 本 1992年7月21日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥97,850 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29631 ｺｰｽﾛｰﾌﾟ JSP 本 1992年7月21日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥97,850 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ
29947 地区旗（神 枚 1992年3月23日 ﾛｰﾄﾞｻｲﾝ ¥69,010 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園 保管場所変更
49029 ﾎﾟｰﾙ ﾆｼCP460 本 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥153,640 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49030 ﾎﾟｰﾙ ﾆｼCP460 本 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥153,640 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49074
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥24,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49075
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥24,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49077
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥24,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49081
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥24,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
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備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考

49082
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥24,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49084
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥24,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49086
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥24,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49087
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥24,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49089
決勝柱毛糸
巻取器

ﾆｼF1131 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥21,070 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49090 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49092 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49093 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49094 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49096 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49099 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49101 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49102 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49103 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49105 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49107 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49108 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49109 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49110 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49111 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49112 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49113 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49114 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49115 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49116 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49118 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49119 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49120 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49121 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49122 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49123 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49124 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49125 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49126 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49127 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49129 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49130 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49131 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49132 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49133 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49134 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49135 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49136 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49137 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49138 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49139 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49140 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49141 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49142 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49143 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49144 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49145 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49146 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49147 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49148 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49149 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49150 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49151 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49153 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49154 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49155 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49156 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49157 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49158 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49160 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49161 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49163 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49164 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49165 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49166 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49167 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49169 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49170
風向風速計
中浅式

ﾆｼF3201 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥189,660 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49172
風向風速計ﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ式

ﾆｼMS200 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥507,680 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49173 温度計 ﾆｼF3202 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥36,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49174 温度計 ﾆｼF3202 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥36,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49175 10kg衡器 ﾆｼF1161 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥75,670 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49176
ｵｰﾌﾟﾝｺｰﾅｰ
標識旗

ﾆｼF1171 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49177
ｵｰﾌﾟﾝｺｰﾅｰ
標識旗

ﾆｼF1171 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49178
ｵｰﾌﾟﾝｺｰﾅｰ
標識旗

ﾆｼF1171 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
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49179
ｵｰﾌﾟﾝｺｰﾅｰ
標識旗

ﾆｼF1171 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥40,230 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49180 吹き流し ﾆｼF1172 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥12,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49181 吹き流し ﾆｼF1172 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥12,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49182 吹き流し ﾆｼF1172 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥12,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49183 吹き流し ﾆｼF1172 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥12,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49184 吹き流し ﾆｼF1172 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥12,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49185 吹き流し ﾆｼF1172 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥12,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49186 吹き流し ﾆｼF1172 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥12,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49187 吹き流し ﾆｼF1172 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥12,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49188 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49189 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49190 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49191 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49192 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49193 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49194 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49195 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49196 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49197 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼF1181 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥162,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49198
ｺｰｽﾅﾝﾊﾞｰ標
識

ﾆｼF1191 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥229,890 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49199
走幅三段跳
用距離標識

ﾆｼF1203 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥119,730 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49200
踏み切り板標
識

ﾆｼF1204 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥22,030 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49201
踏み切り板標
識

ﾆｼF1204 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥22,030 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49202
踏切板取替
用工具

ﾆｼF1205 セ 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49203
走高跳用支
柱ﾊﾞｰ止め

ﾆｼF1221 個 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥130,270 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49204
棒高跳用支
柱ﾊﾞｰ止め

ﾆｼF1232 個 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥247,140 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49205 ﾊﾞｰ上げ器 ﾆｼF3207 個 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥26,820 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49206 走高跳用ﾏｯﾄ ﾆｼF501 枚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥1,072,850 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49226
運搬車棒高
跳用

ﾆｼF1271 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥373,580 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49227
運搬車棒高
跳用

ﾆｼF1272 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥402,320 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49228
運搬車棒高
跳用

ﾆｼF1272 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥402,320 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49229 小型ﾛｰﾗｰ ﾆｼF1291 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥170,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49230 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49231 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49232 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49233 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49234 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49235 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49236 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49237 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49238 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49239 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49240 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49241 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49242 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49243 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49244 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49245 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49246 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49247 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49248 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49249 選手用長ｲｽ ﾆｼF3236 脚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥19,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49255 ﾗｲﾝ引き用ﾛｰ ﾆｼF1382 個 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,110 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49261 L型置台槍用 ﾆｼF1361 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥55,560 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49262
L型置台ﾊﾝ
ﾏｰ用

ﾆｼF1362 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥71,840 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49264 抽選器 ﾆｼF1013 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥10,050 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49292 表彰台 ﾆｼF1101 台 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥167,630 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49295
雨天記録用ｶ
ﾊﾞｰ

ﾆｼF3237 枚 1990年11月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥15,320 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49299
記録員用腰
掛け

脚 1990年11月1日 三蛍 ¥3,685 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49300
記録員用腰
掛け

脚 1990年11月1日 三蛍 ¥3,685 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49302
記録員用腰
掛け

脚 1990年11月1日 三蛍 ¥3,685 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49304
小机（記録員
用）

個 1990年11月1日 ﾌｼﾞﾔ ¥7,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49305
小机（記録員
用）

個 1990年11月1日 ﾌｼﾞﾔ ¥7,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49306
小机（記録員
用）

個 1990年11月1日 ﾌｼﾞﾔ ¥7,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49307
小机（記録員
用）

個 1990年11月1日 ﾌｼﾞﾔ ¥7,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49308
小机（記録員
用）

個 1990年11月1日 ﾌｼﾞﾔ ¥7,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49309
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
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49310
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49312
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49313
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49314
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49315
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49316
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49317
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49318
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49319
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49320
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49321
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49322
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49323
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49324
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49325
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49326
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49327
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49328
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49329
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49330
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49331
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49332
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49333
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49334
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49335
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49336
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49337
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49338
折りたたみﾃｰ
ﾌﾞﾙ

ｺｸﾖ　KTS-31T 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,034 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49339 書棚 ｺｸﾖS-435GAT 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥16,274 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49345 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-120LM 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥50,470 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49346 ｺｲﾝﾛｯｶｰ ｺｸﾖ-15B 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥121,025 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49347 ｺｲﾝﾛｯｶｰ ｺｸﾖ-15B 個 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥121,025 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49349 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49350 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49351 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49352 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49353 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49354 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49355 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49356 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49357 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49358 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49359 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49360 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49361 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49362 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49363 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49364 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49365 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49366 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49367 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49369 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49370 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49371 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49372 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49373 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49374 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49375 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49376 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49377 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49378 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49379 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
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49382 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49383 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49384 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49385 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49386 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49387 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49388 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49389 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49390 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49391 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49392 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49393 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49394 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49395 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49396 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49397 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49398 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49399 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49400 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49401 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49402 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49403 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49404 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49405 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49406 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49407 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49408 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49409 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49410 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49411 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49412 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49413 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49414 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49415 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49416 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49417 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49418 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49419 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49420 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49421 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49422 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49423 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49424 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49425 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49426 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49427 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49428 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49429 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49430 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49431 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49432 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49433 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49434 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49436 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49437 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49438 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49439 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49440 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49441 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49442 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49443 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49444 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49445 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49446 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49447 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲCF14C 脚 1990年11月1日 岡井博進 ¥2,317 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49451 黒板 内田ST-36G 台 1990年11月1日 三蛍 ¥30,591 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49452 黒板 内田ST-36G 台 1990年11月1日 三蛍 ¥30,591 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49453 案内板 ﾌﾟﾗｽGY-60 台 1990年11月1日 三蛍 ¥15,244 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49454 案内板 ﾌﾟﾗｽGY-60 台 1990年11月1日 三蛍 ¥15,244 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49455 案内板 ﾌﾟﾗｽGY-60 台 1990年11月1日 三蛍 ¥15,244 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49456 案内板 ﾌﾟﾗｽGY-60 台 1990年11月1日 三蛍 ¥15,244 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49459 ﾀﾝｶ ｳﾁﾀﾞ532-1055 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥8,652 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49460 事務机 ｺｸﾖ　SD-S5S3 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥11,845 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49461 事務机 ｺｸﾖ　SD-S5S3 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥11,845 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49462 ﾍﾞｯﾄﾞ ﾔｶﾞﾐ210SP-230 台 1990年11月1日 三蛍 ¥37,595 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49463 ﾍﾞｯﾄﾞ ﾔｶﾞﾐ210SP-230 台 1990年11月1日 三蛍 ¥37,595 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
野球場

保管場所変更

49464 ﾛｯｶｰ踏み板 ﾌﾟﾗｽ64-833P13 枚 1990年11月1日 岡井博進 ¥3,296 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49465 ﾛｯｶｰ踏み板 ﾌﾟﾗｽ64-833P13 枚 1990年11月1日 岡井博進 ¥3,296 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49466 ﾛｯｶｰ踏み板 ﾌﾟﾗｽ64-833P13 枚 1990年11月1日 岡井博進 ¥3,296 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49467 ﾛｯｶｰ踏み板 ﾌﾟﾗｽ64-833P13 枚 1990年11月1日 岡井博進 ¥3,296 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49468 ﾛｯｶｰ踏み板 ﾌﾟﾗｽ64-833P13 枚 1990年11月1日 岡井博進 ¥3,296 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49469 ﾛｯｶｰ踏み板 ﾌﾟﾗｽ64-833P13 枚 1990年11月1日 岡井博進 ¥3,296 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49470 ﾛｯｶｰ踏み板 ﾌﾟﾗｽ64-833P13 枚 1990年11月1日 岡井博進 ¥3,296 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49471 ﾛｯｶｰ踏み板 ﾌﾟﾗｽ64-833P13 枚 1990年11月1日 岡井博進 ¥3,296 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49472 ﾛｯｶｰ SLK-53 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥27,810 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49473 ﾛｯｶｰ SLK-53 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥27,810 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49474 ﾛｯｶｰ SLK-53 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥27,810 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49475 ﾛｯｶｰ CLK-Z35NAY 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥10,609 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49476 ﾛｯｶｰ CLK-Z35NAY 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥10,609 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
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49477 整理棚 ｺｸﾖMM-W06634G 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥39,037 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49478 整理棚 ｺｸﾖMM-W06634G 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥39,037 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49479 整理棚 ｺｸﾖMM-W06634G 台 1990年11月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥39,037 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49480 ﾛｯｶｰ ﾌﾟﾗｽ07-359 台 1990年11月1日 岡井博進 ¥36,565 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49484 ﾀｲﾏｰﾗｲﾄ ﾗｲﾄTEB-598 個 1990年11月1日 ｽｽﾞｶｽﾎﾟｰ ¥29,664 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49485 ｻｯｶｰ得点板 ｶﾜｲKASB-11 台 1990年11月1日
いそやまｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥21,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49486 ﾃﾝﾄ 張 1990年11月1日 ﾔﾏﾓﾄ ¥92,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49487 ﾃﾝﾄ 張 1990年11月1日 ﾔﾏﾓﾄ ¥92,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49488 ﾃﾝﾄ 張 1990年11月1日 ﾔﾏﾓﾄ ¥92,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49495 ﾘﾔｶｰ 台 1990年11月1日 鈴鹿農協 ¥51,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49496 手押し一輪車 台 1990年11月1日 鈴鹿農協 ¥3,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49497 手押し一輪車 台 1990年11月1日 鈴鹿農協 ¥3,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49498 手押し一輪車 台 1990年11月1日 鈴鹿農協 ¥3,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49499 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1990年11月1日 鈴鹿農協 ¥49,097 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49511 電話機 台 1990年12月5日 NTT ¥179,220 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49512 国旗 180×260 枚 1990年12月5日
ほていや
染工店

¥9,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49513 国旗 180×260 枚 1990年12月5日
ほていや
染工店

¥9,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49514 市旗 180×260 枚 1990年12月5日
ほていや
染工店

¥28,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49515 市旗 180×260 枚 1990年12月5日
ほていや
染工店

¥28,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49518 凝石車止め 個 1991年2月28日 酒井建設 ¥224,560 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49519 得点板 ﾗｲﾄTE-13486 台 1991年3月18日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥25,750 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49520 得点板 ﾗｲﾄTE-13486 台 1991年3月18日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥25,750 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49521 得点板 ﾗｲﾄTE-13486 台 1991年3月18日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥25,750 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49522 ﾛｯｶｰ 635G 台 1991年3月29日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥16,995 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49524 ﾗｲﾝｶｰ ﾐｽﾞﾉ2RL-241 台 1991年3月29日 ｽｽﾞｶｽﾎﾟｰ ¥7,107 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49525 ﾗｲﾝｶｰ ﾐｽﾞﾉ2RL-241 台 1991年3月29日 ｽｽﾞｶｽﾎﾟｰ ¥7,107 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49526 屋外ｽﾃｰｼﾞ 台 1991年3月29日 小船谷木 ¥77,250 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49527 掃除機 ﾅｼｮﾅﾙMCG410 台 1992年4月9日 ｶﾜｷﾀ電器 ¥48,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49528 更衣ﾛｯｶｰ ｺｸﾖLK-3M 台 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥15,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49529 更衣ﾛｯｶｰ ｺｸﾖLK-4M 台 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥16,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49530 傘立 ｺｸﾖUS-221 台 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥18,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49531 保管庫 ｺｸﾖU-335AY 台 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥9,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49532 保管庫ﾍﾞｰｽ ｺｸﾖS-314B 台 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥1,050 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49533 整理棚 ｺｸﾖSE-A6456 台 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥20,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49534 整理棚 ｺｸﾖSE-A6456 台 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥20,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49535 長ｲｽ ｺｸﾖCN-445BD 脚 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥25,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49536 周回表示器 ﾆｼF1133 台 1992年4月9日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥171,907 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49539 時計 ｾｲｺｰSL401S 台 1992年10月14日 ｻﾄｳ時計店 ¥30,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49540 行事黒板 台 1993年3月19日 西口建工 ¥64,890 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49541 ﾗｲﾝ引き ﾆｭｰﾄｯﾌﾟD-9 台 1994年3月14日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥18,540 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49542 ﾗｲﾝ引き ﾆｭｰﾄｯﾌﾟD-9 台 1994年3月14日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥18,540 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49543 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1994年3月14日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥43,002 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49544 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼF102 台 1994年3月14日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥43,002 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49550 ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ ﾆｼF3013 本 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥48,204 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49582
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49583
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49584
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49585
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49586
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49587
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49588
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49589
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49590
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49591
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49592
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49593
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼF152 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥25,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49594 小蛸 ﾆｼF12952 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥23,072 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49595 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49596 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49597 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49598 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49599 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49600 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49601 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49602 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49603 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49604 競技者用長ｲ ﾆｼF3236 脚 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥20,394 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49606 円盤置き台 ﾆｼF1353 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥223,510 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
49607 砲丸置き台 ﾆｼF1354 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥223,510 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49608
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ1363 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥126,896 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49609
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ1363 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥126,896 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
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49610
幅跳3段跳距
離測定器

ﾆｼF1311 台 1996年2月16日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥288,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49611
鋼鉄製巻き尺
30m

ﾆｼF3001 台 1996年3月6日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥33,300 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49612
鋼鉄製巻き尺
30m

ﾆｼF3001 台 1996年3月6日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥33,300 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49613
鋼鉄製巻き尺
50m

ﾆｼF3002 台 1996年3月6日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥39,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

49614
鋼鉄製巻き尺
100m

ﾆｼF3003 台 1996年3月6日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥58,050 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園

61078 ﾋﾞｰﾁﾊﾟﾗｿﾙｾｯ 日本体器T-14-3 セ 1996年3月18日 三蛍 ¥89,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
61079 ﾋﾞｰﾁﾊﾟﾗｿﾙｾｯ 日本体器T-14-3 セ 1996年3月18日 三蛍 ¥89,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
61080 ﾋﾞｰﾁﾊﾟﾗｿﾙｾｯ 日本体器T-14-3 セ 1996年3月18日 三蛍 ¥89,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
61081 保管庫 ｺｸﾖS-335F1ﾍﾞｰｽ 台 1996年3月29日 池畑商会 ¥19,096 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
61082 軽量棚 ﾌﾟﾗｽ11-475 台 1996年3月29日 池畑商会 ¥30,462 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
61083 保管庫 ｺｸﾖS-345F1 台 1996年3月29日 池畑商会 ¥22,589 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
61084 軽量棚 ﾌﾟﾗｽ11-475 台 1996年3月29日 池畑商会 ¥30,462 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園
71031 綱引き綱 36m 本 1998年6月20日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥39,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園 保管場所変更
72309 ｺｰｽﾛｰﾌﾟ TOEI LIGHT MS-60B 個 1999年11月10日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥44,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 保管場所変更
72310 ｺｰｽﾛｰﾌﾟ TOEI LIGHT MS-60B 個 1999年11月10日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥44,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 保管場所変更
72311 ｺｰｽﾛｰﾌﾟ TOEI LIGHT MS-60B 個 1999年10月1日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥44,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 保管場所変更
72312 ｺｰｽﾛｰﾌﾟ TOEI LIGHT MS-60B 個 1999年10月1日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥44,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 保管場所変更

73621 ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ ﾆｼ F3012 個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥49,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73622 ﾗｲﾝ引器 ﾆｼ F3124 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥10,925 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73623 ﾗｲﾝ引器 ﾆｼ F3124 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥10,925 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73624 ﾗｲﾝ引器 ﾆｼ F3124 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥10,925 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73625 ﾗｲﾝ引器 ﾆｼ F3124 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥10,925 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73626
棒高跳用ｽﾋﾟ
ﾘｯﾄﾎﾞｰﾙ

ﾆｼ CU400 本 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥57,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73627
棒高跳用ｽﾋﾟ
ﾘｯﾄﾎﾞｰﾙ

ﾆｼ CU430 本 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥62,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73633 砲丸
ﾆｼ F253径103mm鉄製
4.000Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥7,790 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73634 砲丸
ﾆｼ F253径103mm鉄製
4.000Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥7,790 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73635 砲丸
ﾆｼ F253A径99mm鉄製
4.000Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥12,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73636 砲丸
ﾆｼ F253C径109mm鉄製
4.000Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥12,160 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73637 砲丸
ﾆｼ F254径90.5mm鉄製
2.721Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥6,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73638 砲丸
ﾆｼ F254径90.5mm鉄製
2.721Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥6,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73639 砲丸
ﾆｼ F254径90.5mm鉄製
2.721Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥6,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73640 砲丸
ﾆｼ F254径90.5mm鉄製
2.721Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥6,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73641 ﾊﾝﾏｰ
ﾆｼ F210径102mm鉄製
4.000Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥22,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73642 ﾊﾝﾏｰ
ﾆｼ F210径102mm鉄製
4.000Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥22,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73643 ﾊﾝﾏｰ
ﾆｼ F210径102mm鉄製
4.000Kg

個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥22,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73644 槍
ﾆｼ F465C女子600gﾐﾃﾞｨ
ｱﾑDR30~45m

本 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥27,550 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73645 槍
ﾆｼ F465C女子600gﾐﾃﾞｨ
ｱﾑDR30~45m

本 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥27,550 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73646 槍
ﾆｼ F464C女子600gﾛﾝｸﾞ
DR45~55m

本 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥31,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73647 槍
ﾆｼ F463C女子600gｽｰ
ﾊﾟｰDR55~65m

本 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥36,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73648
競歩警告用
白円板

ﾆｼ F1030 16cm 2本1組 個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥9,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73649
競歩警告用
白円板

ﾆｼ F1030 16cm 2本1組 個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥9,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73650
競歩警告用
白円板

ﾆｼ F1030 16cm 2本1組 個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥9,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73651
競歩警告用
白円板

ﾆｼ F1030 16cm 2本1組 個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥9,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73652
競歩警告用
白円板

ﾆｼ F1030 16cm 2本1組 個 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥9,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73655
競歩警告用
掲示板

ﾆｼ F3241 1200*900mm
脚付

台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥80,750 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73656
競技者用長
椅子

ﾆｼ F3236 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥20,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73657
競技者用長
椅子

ﾆｼ F3236 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥20,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73658
競技者用長
椅子

ﾆｼ F3236 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥20,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73659
競技者用長
椅子

ﾆｼ F3236 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥20,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73660
競技者用長
椅子

ﾆｼ F3236 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥20,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73668
競技者用長
椅子

ﾆｼ F3236 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥20,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場
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73669 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73670 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73671 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73672 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73673 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73674 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73675 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73676 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73677 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73678 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ F102 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥43,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73679
走高跳用上
面ﾏｯﾄ

ﾆｼ F521 枚 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥228,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73680 棒高跳用ﾏｯﾄ ﾆｼ F511 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥2,792,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73681
踏切板ﾎﾞｯｸｽ
用角材

ﾆｼ F2091Dｱﾙﾐ製 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥10,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73682
踏切板ﾎﾞｯｸｽ
用角材

ﾆｼ F2091Dｱﾙﾐ製 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥10,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73683
踏切板ﾎﾞｯｸｽ
用角材

ﾆｼ F2091Dｱﾙﾐ製 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥10,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73684
槍ﾊﾝﾏｰ兼用
置台

ﾆｼ F1364 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥94,050 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

73686
踏切板ﾎﾞｯｸｽ
用角材

ﾆｼ F2091Dｱﾙﾐ製 台 2001年2月22日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥10,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

74290
砲丸投げ足
留材

ﾆｼ 枚 2000年9月30日 ﾆｼｽﾎﾟｰﾂ ¥25,882 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 石垣池公園 保管場所変更

76955 地区旗 郡山地区 枚 2001年7月10日 鈴鹿ﾃﾝﾄ ¥106,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

保管場所変更

79867
ｾｰﾌﾃｨﾏｯﾄ
120

ﾄｰｴｰﾗｲﾄB3072B 枚 2004年3月30日 鈴鹿ﾌｼﾞﾔ ¥8,190 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

79868
ｾｰﾌﾃｨﾏｯﾄ
120

ﾄｰｴｰﾗｲﾄB3072B 枚 2004年3月30日 鈴鹿ﾌｼﾞﾔ ¥8,190 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

79869
ｾｰﾌﾃｨﾏｯﾄ
120

ﾄｰｴｰﾗｲﾄB3072B 枚 2004年3月30日 鈴鹿ﾌｼﾞﾔ ¥8,190 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

79870
ｾｰﾌﾃｨﾏｯﾄ
120

ﾄｰｴｰﾗｲﾄB3072B 枚 2004年3月30日 鈴鹿ﾌｼﾞﾔ ¥8,190 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池陸上
競技場

81900 金庫
ｻｶﾞﾜ　W550×D560×
H600

台 2006年2月23日
寄付／四
日市事務
機ｾﾝﾀｰ

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
管理室

81904 円盤
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F302ｽｰﾊﾟｰ
1.5kg

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥24,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81905 円盤
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F302ｽｰﾊﾟｰ
1.5kg

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥24,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81906 円盤
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F302ｽｰﾊﾟｰ
1.5kg

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥24,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81907 円盤
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F302ｽｰﾊﾟｰ
1.5kg

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥24,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81908 円盤
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F303ｽｰﾊﾟｰ
1.0kg

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81909 円盤
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F303ｽｰﾊﾟｰ
1.0kg

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81910 円盤
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F303ｽｰﾊﾟｰ
1.0kg

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81911 円盤
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F303ｽｰﾊﾟｰ
1.0kg

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81912
鋼製塗装巻
尺

F3006　100m 個 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥33,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81929 ｽﾀｰﾀｰ台 F1121　ｱﾙﾐ合金製 台 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥82,950 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81930
走り高跳用支
柱

日本陸上競技連盟検定
品　F1224（ﾊﾞｰ止め含

組 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥106,050 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81931
走り高跳用支
柱

日本陸上競技連盟検定
品　F1236A　ｽﾗｲﾄﾞ式
（ﾊﾞｰ止め含む）

組 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥243,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81932
ﾌｧｰﾙ判定ｺﾞﾑ
板

日本陸上競技連盟検定
品　F2047C

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥8,820 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81933
ﾌｧｰﾙ判定ｺﾞﾑ
板

日本陸上競技連盟検定
品　F2047C

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥8,820 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81934
ﾌｧｰﾙ判定ｺﾞﾑ
板

日本陸上競技連盟検定
品　F2047C

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥8,820 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81935
ﾌｧｰﾙ判定ｺﾞﾑ
板

日本陸上競技連盟検定
品　F2047C

枚 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥8,820 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場
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81936 風向風速計 F3200　ﾋﾞﾗﾑ型 台 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥128,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81937 風向風速計 F3200　ﾋﾞﾗﾑ型 台 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥128,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81938 役員席用机 F3231A　折りたたみ式 台 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥29,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81939 役員席用机 F3231A　折りたたみ式 台 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥29,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81940 役員席用机 F3231A　折りたたみ式 台 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥29,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81941 やり
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F453Cｽｰﾊﾟｰ
DR　80m

本 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥34,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81942 やり
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F453Cｽｰﾊﾟｰ
DR　80m

本 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥34,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81943 やり
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F453Cｽｰﾊﾟｰ
DR　80m

本 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥34,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

81944 やり
NISHI　日本陸上競技連
盟検定品　F453Cｽｰﾊﾟｰ
DR　80m

本 2005年11月25日
長谷川体
育施設

¥34,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

85565
障害物歩行
用ﾊｰﾄﾞﾙ

幅100*長さ500*高さ200
㎜　12個ｾｯﾄ

組 2007年3月28日 ｾﾉｰ㈱ ¥29,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

保管場所変更

85802 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85803 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85804 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85805 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85806 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85807 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85808 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85809 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85810 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85811 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85812 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85813 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85814 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85815 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85816 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85817 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85818 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85819 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85820 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85821 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85822 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85823 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

18



備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考

85824 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85825 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85826 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85827 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85828 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85829 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85830 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85831 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85832 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85833 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85834 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85835 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85836 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85837 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85838 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85839 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85840 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85841 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85842 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85843 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85844 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85845 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85846 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85847 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85848 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85849 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85850 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85851 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖPLK-630F1 台 2007年5月22日
(財)鈴鹿市
事業管理
公社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 市民ﾌﾟｰﾙ 寄付

85993 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

85994 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

85995 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場
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85996 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

85997 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

85998 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

85999 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86000 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86001 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86002 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86003 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86004 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86005 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86006 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86007 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86008 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86009 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86010 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86011 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86012 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86013 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86014 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86015 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86016 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86017 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86018 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86019 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86020 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86021 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86022 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86023 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86024 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86025 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86026 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86027 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86028 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86029 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86030 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86031 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86032 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86033 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86034 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86035 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86036 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86037 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86038 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86039 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86040 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場
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86041 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86042 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86043 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86044 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86045 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86046 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86047 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86048 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86049 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86050 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86051 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86052 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86053 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86054 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86055 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂﾊｰﾄﾞﾙF110A 台 2007年7月31日
長谷川体
育施設㈱

¥18,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

86332 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾝ IP stage SX 台 2008年2月1日 ㈱九鬼 ¥372,750 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
管理室

87000 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87001 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87002 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87003 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87004 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87005 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87006 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87007 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87008 ハードル ニシ・スポーツF110A 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥22,313 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87009
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87010
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87011
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87012
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87013
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87014
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87015
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87016
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87017
ハードル運搬
車

ニシ・スポーツF1185 台 2008年3月18日
ナガノス
ポーツ店

¥72,167 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87021
写真判定装
置

ニシ　ＭＦ700Ｖ 式 2008年3月28日
ナガノス
ポーツ店

¥10,710,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87022
アスレチックタ
イマー

ニシ　ＭＳ301Ｓ 台 2008年3月28日

長谷川体
育館施設
㈱三重営
業所

¥1,155,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87373 機動掃除機 ﾆｼHF58αF3223H 台 2008年8月7日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥1,037,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87374 吸水ﾛｰﾗｰ ﾆｼC902 台 2008年8月7日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥346,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87375 吸水ﾛｰﾗｰ ﾆｼC902 台 2008年8月7日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥346,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87376
円盤ｽｰﾊﾟｰ
1.75ｋｇ

ﾆｼC304B 枚 2008年8月7日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87377
円盤ｽｰﾊﾟｰ
1.75ｋｇ

ﾆｼC304B 枚 2008年8月7日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場
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87378
円盤ｽｰﾊﾟｰ
1.75ｋｇ

ﾆｼC304B 枚 2008年8月7日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

87379
円盤ｽｰﾊﾟｰ
1.75ｋｇ

ﾆｼC304B 枚 2008年8月7日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88334
走り幅跳び
ﾋﾟｯﾄｶﾊﾞｰ

6，800mm×9，000mm 枚 2008年9月24日 ㈱鈴鹿ﾃﾝﾄ ¥118,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88335
走り幅跳び
ﾋﾟｯﾄｶﾊﾞｰ

6，800mm×9，000mm 枚 2008年9月24日 ㈱鈴鹿ﾃﾝﾄ ¥118,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88336
砲丸投げﾋﾟｯﾄ
ｶﾊﾞｰ

1700mm×19500mm×
15000mm

枚 2008年9月24日 ㈱鈴鹿ﾃﾝﾄ ¥383,250 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88337
砲丸投げﾋﾟｯﾄ
ｶﾊﾞｰ

1700mm×19500mm×
15000mm

枚 2008年9月24日 ㈱鈴鹿ﾃﾝﾄ ¥383,250 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88338
折りたたみ式
軽量ｽﾛｰﾌﾟ

ｹｱﾒﾃﾞｨｯｸｽ㈱ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ　ｼ
ﾆｱ2.0m

台 2008年9月8日
日本ｹｱｼｽ
ﾃﾑ㈱鈴鹿
営業所

¥85,050 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88339
折りたたみ式
軽量ｽﾛｰﾌﾟ

ｹｱﾒﾃﾞｨｯｸｽ㈱ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ　ｼ
ﾆｱ2.0m

台 2008年9月8日
日本ｹｱｼｽ
ﾃﾑ㈱鈴鹿
営業所

¥85,050 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88377 走高跳ｽﾀﾝﾄﾞ ｴﾊﾞﾆｭｰGB-168 組 2008年10月16日
㈲辻井ｽ
ﾎﾟｰﾂ鈴鹿

¥18,480 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88378
全自動ﾌﾗｯｼｭ
ﾋﾟｽﾄﾙ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂMS377 丁 2008年10月16日
ｺﾝﾋﾞ・ｽﾎﾟｰ
ﾂ

¥133,875 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88379
全自動ﾌﾗｯｼｭ
ﾋﾟｽﾄﾙ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂMS377 丁 2008年10月16日
ｺﾝﾋﾞ・ｽﾎﾟｰ
ﾂ

¥133,875 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88380 走高跳用ﾊﾞｰ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF581-A 本 2008年10月16日
ｺﾝﾋﾞ・ｽﾎﾟｰ
ﾂ

¥46,410 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88381 走高跳用ﾊﾞｰ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF581-A 本 2008年10月16日
ｺﾝﾋﾞ・ｽﾎﾟｰ
ﾂ

¥46,410 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88382
ﾎﾜｲﾄｽﾁｰﾙ巻
尺

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF3026A 個 2008年10月16日
ｺﾝﾋﾞ・ｽﾎﾟｰ
ﾂ

¥35,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88420
ﾊﾟﾜｰﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝ
ﾄ

2.0間×3.0間　屋根幕ｸﾗ
ﾌﾃﾙ帆布E65ﾎﾜｲﾄ

張 2008年10月28日 ㈲HANA ¥88,147 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88421
ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝ
ﾄ

DX25　2.5ｍ×2.5ｍ（横
幕ｸﾘｱEZS25-10含む）

張 2008年10月28日 ㈲HANA ¥193,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88422
ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝ
ﾄ

DX25　2.5ｍ×2.5ｍ（横
幕ｸﾘｱEZS25-10含む）

張 2008年10月28日 ㈲HANA ¥193,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88423
ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝ
ﾄ

DX25　2.5ｍ×2.5ｍ（横
幕ｸﾘｱEZS25-10含む）

張 2008年10月28日 ㈲HANA ¥193,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88424
ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝ
ﾄ

DX25　2.5ｍ×2.5ｍ（横
幕ｸﾘｱEZS25-10含む）

張 2008年10月28日 ㈲HANA ¥193,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88440 走高跳用ﾏｯﾄ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂF501 組 2008年12月24日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥1,168,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88441 ﾏｯﾄトﾗｯｸ
ｴﾊﾞﾆｭｰ　ﾏｯﾄﾄﾗｯｸDX型2
KH208

台 2008年12月24日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥63,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88442 ﾏｯﾄ運搬車 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂF1271C 台 2008年12月24日
㈲辻井ｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥444,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88443 ﾏｯﾄ運搬車 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂF1272C 台 2008年12月24日
㈲辻井ｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥505,575 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88444
走高跳用ﾏｯﾄ
小学生大会

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂF505 組 2008年12月24日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥670,425 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88522
簡易ｲﾝｶﾑ
（ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ）

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂ　MF104C 本 2009年2月20日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥87,990 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88600 ﾊﾝﾏｰ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF241 個 2009年3月2日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥90,720 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88601 ﾊﾝﾏｰ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF241 個 2009年3月2日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥90,720 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88602 ﾊﾝﾏｰ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF241 個 2009年3月2日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥90,720 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

88603 ﾊﾝﾏｰ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF241 個 2009年3月2日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥90,720 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

89914
デジタルテレ
ビ

東芝　28A8000 台 2010年3月9日

財団法人
鈴鹿市事
業管理公
社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
管理室

寄付

89921
別製ガラス製
収納ケース

H1800XD600XW1800 台 2010年3月30日
㈲池畑商
会

¥294,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
管理室

90640
ラインロープ
（巻取器付き）

TOEILIGHT　G-1130W，
B-3790

台 2011年3月29日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,870 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
野球場

90641
ラインロープ
（巻取器付き）

TOEILIGHT　G-1130W，
B-3790

台 2011年3月29日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,870 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
野球場

90649 バットスタンド TOEILIGET　B-3748 台 2011年3月15日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥8,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
野球場

90650 バットスタンド TOEILIGET　B-3748 台 2011年3月15日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥8,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
野球場

94755
超音波風速
計

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂMS222R 台 2013年3月28日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥409,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94756
超音波風速
計　遠隔ｹｰﾌﾞ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂMS223 組 2013年3月28日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥42,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94757
超音波風速
計　専用操作

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂMS222C 台 2013年3月28日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥352,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94763
円盤・ﾊﾝﾏｰ
投用囲い

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF2059 基 2013年3月1日

長谷川体
育施設㈱
三重営業
所

¥7,350,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94764 砲丸　7.260kg ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF251 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥11,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94765 砲丸　6.000kg ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF291 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥9,850 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場
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94766 砲丸　4.000kg ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF253 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥8,050 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94767 砲丸　2.721kg ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF254 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥7,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94768
円盤ｽｰﾊﾟｰ
1.5kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF302B 枚 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥22,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94769
円盤ｽｰﾊﾟｰ
1.5kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF302B 枚 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥22,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94770
円盤ｽｰﾊﾟｰ
1.5kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF302B 枚 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥22,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94771
円盤ｽｰﾊﾟｰ
1.5kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF302B 枚 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥22,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94772
ﾊﾝﾏｰ
7.260kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF201 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥56,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94773
ﾊﾝﾏｰ
7.260kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF201 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥56,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94774
ﾊﾝﾏｰ
7.260kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF201 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥56,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94775
ﾊﾝﾏｰ
7.260kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF201 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥56,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94776
ﾊﾝﾏｰ
4.000kg

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF210 個 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥19,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94777 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF105 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥36,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94778 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF105 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥36,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94779 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF105 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥36,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94780 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF105 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥36,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94781 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF105 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥36,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94782 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF105 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥36,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94783 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF105 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥36,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94784 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF105 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥36,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94785 ｽﾀﾌﾞﾛ ｴﾊﾞﾆｭｰEGA-022 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94786 ｽﾀﾌﾞﾛ ｴﾊﾞﾆｭｰEGA-022 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94787 ｽﾀﾌﾞﾛ ｴﾊﾞﾆｭｰEGA-022 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94788 ｽﾀﾌﾞﾛ ｴﾊﾞﾆｭｰEGA-022 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94789 ｽﾀﾌﾞﾛ ｴﾊﾞﾆｭｰEGA-022 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94790 ｽﾀﾌﾞﾛ ｴﾊﾞﾆｭｰEGA-022 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94791 ｽﾀﾌﾞﾛ ｴﾊﾞﾆｭｰEGA-022 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94792 ｽﾀﾌﾞﾛ ｴﾊﾞﾆｭｰEGA-022 台 2013年3月1日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94793 ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF3011 個 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥26,250 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94794 ﾊﾝﾄﾞ型ﾒｶﾞﾎﾝ ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂG5134 台 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥16,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94795
競歩警告用
円板

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1030 組 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥8,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94796
競歩警告用
円板

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1030 組 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥8,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94797
競歩警告用
円板

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1030 組 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥8,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94798
競歩警告用
円板

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1030 組 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥8,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94799
競歩警告用
円板

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1030 組 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥8,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94800
競歩失格用
円板

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1030A 枚 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥3,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94801
競歩失格用
円板

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1030A 枚 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥3,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94802
ﾌｨｰﾙﾄﾞ用ﾋﾞ
ﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF3211 巻 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥32,004 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94803
ﾌｨｰﾙﾄﾞ用ﾋﾞ
ﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF3211 巻 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥32,004 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94804
ﾌｨｰﾙﾄﾞ用ﾋﾞ
ﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF3211 巻 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥32,004 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94805
ﾌｨｰﾙﾄﾞ用ﾋﾞ
ﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF3211 巻 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥32,004 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94806
ﾌｨｰﾙﾄﾞ用ﾋﾞ
ﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF3211 巻 2013年2月15日
ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿ
ﾘﾃｨ鈴鹿店

¥32,004 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94957
ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ標
識

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1191E 組 2013年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥267,750 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94958
風力速報表
示器

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1193 台 2013年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥126,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94959
ﾌｨｰﾙﾄﾞ成績
表示器

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1194 台 2013年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥252,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

94960
ﾌｨｰﾙﾄﾞ成績
表示器

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1194 台 2013年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥252,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場
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備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考

94961
投てき距離標
識

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF1261 式 2013年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥1,127,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95442
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF152A 台 2014年3月25日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,661 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95443
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF152A 台 2014年3月25日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,661 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95444
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF152A 台 2014年3月25日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,661 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95445
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF152A 台 2014年3月25日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,661 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95446
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF152A 台 2014年3月25日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,662 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95447
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF152A 台 2014年3月25日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,662 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95448
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF152A 台 2014年3月25日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,662 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95449
ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ

ﾆｼ・ｽﾎﾟｰﾂF152A 台 2014年3月25日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥21,662 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
陸上競技場

95462
AED（自動体
外式除細動

日本光電工業㈱ｶﾙｼﾞｵﾗ
ｲﾌ　AED-2100

ｾｯﾄ 2014年2月21日
東海物産
㈱三重支

¥64,890 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
管理室

95680
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺ
ﾝ（本体）

lenovo　ThinkCentre
M73　Small

台 2014年3月31日 池畑商会 ¥90,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池管理
事務所

保管場所変更

95683
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺ
ﾝ（本体）

lenovo　ThinkCentre
M73　Small

台 2014年3月31日 池畑商会 ¥90,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
管理事務所

95687
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺ
ﾝ（ﾓﾆﾀｰ）

lenovo　ThinkVision
LT1953Wide

台 2014年3月31日 池畑商会 ¥17,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池管理
事務所

保管場所変更

95690
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺ
ﾝ（ﾓﾆﾀｰ）

lenovo　ThinkVision
LT1953Wide

台 2014年3月31日 池畑商会 ¥17,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
管理事務所

97137
低額紙幣対
応券売機

KB172 台 2015年6月30日 ㈱ﾋﾞｰﾊﾟｽ ¥648,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
市民ﾌﾟｰﾙ

99147 ﾌﾟｰﾙ監視台 ﾄｰｴｰB3853 台 2015年3月12日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥166,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
市民ﾌﾟｰﾙ

寄付

99148 ﾌﾟｰﾙ監視台 ﾄｰｴｰB3853 台 2015年3月12日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥166,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
石垣池公園
市民ﾌﾟｰﾙ

寄付

99242
高跳用上面
ﾏｯﾄ

F501A　用 枚 2016年9月21日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥263,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
AGF鈴鹿陸
上競技場
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鈴鹿市立西部体育館 

管 理 業 務 仕 様 書 

平成２9年 7月 

鈴鹿市文化スポーツ部スポーツ課 



 1 

1.趣旨 

本仕様書は，鈴鹿市立西部体育館の指定管理者が行う業務の範囲，その他管理運営

業務の内容及び実施方法について定めるものとする。 

 

2.指定管理者の業務 

  指定管理者が行う業務の内容は以下のとおりとする。 

（1）施設の管理運営に関すること 

① 施設の使用申請の受付・予約及び使用許可書の発行に関すること。 

② 施設使用の制限及び使用許可の取り消しに関すること。 

③ 災害における避難所の開設は，最優先使用とする。使用に伴う，関係者との日

程調整は，指定管理者が行うこと。 

④ 西部体育館の優先使用等に関すること 

  ⅰ 鈴鹿市主催事業等，公営性の高い行事については，優先的に事前の施設予約 

   を受け付けること（資料，鈴鹿市運動施設優先使用許可基準参照）。 

ⅱ 次年度の大会等行事の専用使用については，必要に応じて関係する競技団体 

等を対象に，原則 1月又は 2月に調整会議を行うこと。 

⑤ 施設の利用状況等の周知 

ⅰ たよりの作成 

ⅱ 広報すずかへの掲載 

ⅲ 鈴鹿市ホームページへの掲載 

⑥ 拾得物・残置物の処理 

ⅰ 拾得物は拾得物の台帳を作成し，原則として鈴鹿警察署に届けること。 

ⅱ 施設内に放置された自転車等で持ち主が不明であり，明らかに廃棄物と判断

されるものについては，一定期間保管した後に処分すること。 

ⅲ 廃棄されたものか疑わしき場合は，一定期間，撤去を要請する旨の警告札を

取り付け，その後所有者が不明の場合は処分する。 

⑦ 緊急対応体制の確立 

ⅰ 指定期間中の事故や災害（利用時間外を含む。）などの発生に当たり，迅速か

つ的確に情報を伝達するとともに，緊急時に対応できる体制を確立すること。 

ⅱ 事故が発生した場合は，被害者の救済，保護などの応急措置を講じるほか，

状況に応じて関係機関に連絡を取り対処すること。 

⑧ 施設賠償責任保険の加入 

鈴鹿市が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は，鈴鹿市に損害賠

償義務が生じるが，指定管理者は，施設の管理に瑕疵があり被害が生じた場合で，

その管理に過失があったときは，指定管理者に損害賠償義務が生じることがある

ため，自らの負担において必要な保険に加入すること。 
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なお，指定管理者は，鈴鹿市が加入する｢全国市長会 市民総合賠償補償保険｣

の被保険者とみなされる。（ただし，自主事業は除く。） 

指定管理者が対象となる賠償責任保険の内容は，次のとおりです。 

 【賠償責任保険の内容】※平成 29年 4月現在 

   支払限度額 身体賠償 1名につき    1億円 

          〃   1事故につき    10億円 

         財物賠償 1事故につき 2,000万円 

⑨ 利用者の安全の確保 

 利用者の安全対策，監視体制について，各種マニュアルを作成し，職員を指導

し，万一に備えて職員を訓練すること。 

 また，緊急対策・防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを

作成し，職員を指導し，万一に備えて職員を訓練すること。 

⑩ 個人情報の保護 

「鈴鹿市個人情報保護条例」に基づき，業務に関連して取得した利用者個人に

関する情報を適切に取り扱うこと。また，個人情報保護の大切さを職員に周知

徹底し，万一これが漏洩等した場合の対策を講じること。 

⑪ 業務報告 

ⅰ 毎月終了後，利用状況報告書（利用者数・利用料金等），維持管理業務月報を

翌月の 5日までに提出すること。 

ⅱ 毎年度終了後，2ヶ月以内に事業報告書を提出すること。 

ⅲ Suzuka-EMSに関する報告書を提出すること。 

ⅳ その他，鈴鹿市が必要とする報告書を提出すること。 

⑫ 管理運営のための体制の整備 

ⅰ 職員の配置に関すること。 

ア 責任者１名，職員 1名以上を配置すること。（常時 2名以上体制） 

  なお，必要に応じてスポーツ教室指導員を配置すること 

イ 管理運営に係る全職員（臨時職員を含む）の勤務形態等については，｢労働基

準法｣・｢労働安全衛生法｣・その他労働関係法令を遵守し，管理運営に支障のな

いように配置すること。 

ウ 職員に対して，施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

エ 施設の管理については，防火管理者の届出を必要とするため，その資格を有す

る者を配置すること。また，（公財）日本体育施設協会が公認する体育施設

管理士の資格を有する者を配置することが望ましい。 

   ⅱ 経理業務・受付業務・使用許可業務・利用料金等徴収業務・帳簿作成業務・

その他（スポーツ教室等），必要な業務を行うこと。 

 ⅲ 指定管理者は，管理運営に係る経費事務を行うにあたり，自身の団体と独立    
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した会計帳簿書類及び経理規程を設けるとともに，経費及び収入は，団体自身

の口座とは別の口座で管理することとする。 

     ただし，前指定管理者の支払い金について，引き継ぎ後，４月以降で発生する

請求については，前年度分であっても次期指定管理者の支払いとする。 

 

（2）施設の利用料金の徴収に関すること 

①「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例」第 6条の規定に基づき利用料金

を徴収する。 

② 利用料金の還付が必要な場合は，「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条

例」第７条の規定に基づき速やかに処理を行う。 

 

（3）施設の維持管理に関する業務 

① 施設の保守管理業務 

ⅰ 施設の外部，内部等の状態を監視し，常に良好な状態を維持すること。 

ⅱ 小破修繕を行うこと。 

    ⅲ 施設の維持管理等で必要な委託業務等は各施設の管理業務仕様書別表 1 を基

準とすること。 

また，施設の運営に支障をきたさないよう，必要な消耗品を適宜購入し，管

理を行うこと。 

② 施設及び設備が破損した場合は，1件 30万円未満の修繕費は，指定管理者の 

負担とする。 

③ 光熱水費・消耗品費等は，指定管理者の負担とする。 

 

(4) 施設の備品等の管理に関する業務 

① 施設の備品について，常に良好な状態を保ち，常時安全な使用が可能な状態で

管理すること。 

② スポーツ用具等の必要な消耗品を適宜購入し，使用可能な状態で管理すること。 

③ 施設の備品が破損した場合は，1 件 20 万円未満の修繕費は，指定管理者の負

担とする。 

 

(5) スポーツ教室及び自主事業 

施設を利用したスポーツ教室（運動施設を対象）を実施すること（スポーツ教

室仕様書を参照）。自主事業については，開催の計画がある場合，様式集 1 の自

主事業計画書（様式 6）で示すこと。ただし，施設の設置目的にそぐわないもの

は認められない。 
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（6）ホームレスへの対応 

    ホームレスが施設敷地内を起居の場所として使用し，施設利用者の適正な利用

が妨げられている場合は，鈴鹿市に連絡し，必要な措置を講じること。 

 

 （7）市監査委員による監査 

     法の規定に基づき，公の施設の管理運営業務に係る出納，その他の事務の執行に 

    ついて，市監査委員による監査の実施が決定された場合には，当該監査に誠実に 

    対応し，また，監査結果に指摘事項等があった場合には，速やかに改善等を図るこ 

    と。 

 

3.その他 

（1）指定期間終了にあたっての引継ぎ業務 

指定管理者は，指定期間終了時に次期の指定管理者が円滑かつ支障なく業務が行 

えるよう，引継ぎを行うこと。 

 

（2）その他管理運営に関し必要な業務 

 その他管理運営に関し，鈴鹿市より指示があった場合は，誠意をもって対応する 

こと。 

 

（3）立入検査について 

 鈴鹿市は必要に応じ，施設・物品・各種帳簿等並びに管理運営の実施について検 

査を行う。指定管理者は，合理的な理由なく，これを拒否できないこととする。 

 

（4）備品・消耗品等の所有権 

 指定管理者に貸し付ける備品等については，鈴鹿市の所有とし，その使用及び保 

管は十分注意すること。指定管理者が購入した物品は指定管理者の所有とする。 

 

（5）委託の禁止 

 指定管理者は，管理業務を一括して第三者に委託することができないこととする。 

 ただし，鈴鹿市の認める場合は清掃・警備等の施設・設備管理業務を個別に委託 

することはできる。 

 

（6）行政財産目的外使用 

 指定管理者は行政財産の目的外使用（例：自動販売機設置等）を行う場合は，鈴 

鹿市の許可を受けること。 
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（7）協議 

 指定管理者は，この仕様書に定めるほか，指定管理者の業務の内容及び運営につ 

いて，疑義が生じた場合はその都度，鈴鹿市と協議し決定すること。 

 

（8）業務を実施するにあたっての注意事項 

① 公の施設であることを常に念頭において，公平・公正な運営を行うこととし，

特定の団体等に有利にあるいは不利になる運営をしないこと。 

② 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合は，鈴鹿市と協

議を行うこと。 

 

（9）注意報･警報等が発生された場合の対応 

① 荒天が予想される場合は，事前に各施設の点検を行うこと。 

② 荒天後は，施設内を巡視し，被害の有無を確認し，重大な事故がある場合は速

やかに鈴鹿市に報告するとともに，危険箇所については，二次災害を引き起こさ

ないように処置を行う。 

  ③ 指定管理の対象となる施設は，市の避難所として指定されていることを意識し，

積極的に市と協力して避難所運営が円滑に行われるよう努めること。 

  

(10) 全国高等学校総合体育大会（インターハイ），国民体育大会等の開催に向けた 

  対応について 

    鈴鹿市では，平成 30年に全国高等学校総合体育大会（インターハイ），平成 

32年に国民体育大会競技別リハーサル大会，平成 33年に国民体育大会（本大会： 

三重とこわか国体）の各競技会を開催予定であるため，別紙１（平成 30年度全国 

高等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて）及び別紙２（平成 33年度 

三重とこわか国体開催に向けて）に定める事項について対応を行うこと。 
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資料 

鈴鹿市運動施設優先使用許可基準 

 

1. 鈴鹿市主催の大会等 

 

2. 国際大会および国内トップレベルの試合 

 

3. 全国大会，東海大会 

①輪番制で三重県（鈴鹿市）に回ってきた大会であること 

②予選を勝ち抜いてきたチーム（個人）が行う大会であること 

③当該施設で行う事由のある大会であること 

 

上記①～③の条件をすべて満たしている大会であること。 

 

4. 1～3 の条件を満たしている大会については，当該施設が指示する提出期限までに，

主催者および協会長等から依頼文書，大会の要項（本年度のもので可），輪番制がわ

かる資料などを当該施設に提出する。 
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西部体育館 管理業務仕様書 別表 1 

 

1.西部体育館の施設及び付属設備の維持管理 

 

1. 自家用電気工作物保安管理業務  

 

(1) 業務内容  電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務 

 

(2) 点検回数  年 6回 

 

(3) 電気工作物設備内容 

① 契約設備電力         44ｋｗ 

② 容 量            44KVA 

③ 受電電圧           210 / 105V 

④ 非常用予備発電装置容量    25KVA 

⑤ 非常用予備発電装置電圧    220V 

⑥ 点  検           隔 月 

 ⑦ 絶縁監視装置取付有無     なし 

 

【参考】委託料基準  60,000円／年（消費税を含まない） 
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2. 非常通報装置保守点検業務  

 

(1) 作業項目  通報装置の機能を常に良好な状態にし，あわせて電気通信事業法に定

める技術基準に適合する状態にする。 

       

(2) 作業内容 

 ① 巡回保守（通報装置設置場所へ 2か月に 1回技術者を派遣して保守を行う。） 

ⅰ 通報装置の機能試験 

ⅱ 押しボタンの機能試験 

ⅲ その他必要な保守 

 ② 機械保守（自動試験機能を有する通報装置において，装置の設置場所で毎月 1回 

定時又は，随時に自動的に行う。） 

ⅰ 電池電圧試験 

ⅱ ダイヤルトーン試験 

ⅲ メッセージ試験 

ⅳ ボタン線試験 

 

(3) 通報装置管理責任者 

① 通報装置管理責任者を定め，通報装置の管理及び関係職員に対する通報装置の取

扱い方法並びに誤発報の防止等について周知指導を行う。 

② 通報装置管理責任者は，通報装置に異常を認めた場合，または通報装置を使用し

た場合は，遅滞なく連絡する。 

 

【参考】委託料基準  32,000円／年（消費税を含まない） 
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3. 機械警備業務  

 

(1) 契約物件   鈴鹿市立西部体育館 

 

(2) 使用回線   ISDN 回線（常時断線監視機能付） 

 

(3) システム名  セコム RX 

 

(4) 業務内容 

 ① 防犯サービス  

 警報機器等による侵入異常の監視，異常情報受信時の内容確認，警察機関への

通報等。 

② 火災監視サービス 

火災異常の監視，火災異常受信時の消防機関への通報等。 

 

（5）防犯サービス業務提供時間 

     指定管理者の常駐時間外 

 

【参考】委託料基準  135,000円／年（消費税を含まない） 
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4. 消防用設備点検業務及び防火対象物定期点検業務   

 

(1) 点検回数 

 ① 消防用設備  外観及び機能点検 年１回・総合点検年１回 

② 防火対象物  年 1回（平成 28年度から 3年間は特例認定を受けているため免除） 

防火対象物の管理について権限を有する者の申請により， 

3年に 1回，特例認定の更新手続きが必要。 

次回：平成 31年 8月，次々回：平成 34年 8月。 

 

(2) 報  告    点検の結果，機能に支障をきたす事項がある場合は，直ちに鈴鹿

市に通知し，協議の上，速やかに補修等所要の処置を講ずる。 

          点検終了後，速やかに点検報告書を作成し，鈴鹿市に提出する。 

 

【参考】委託料基準  

消防用設備定期点検業務 180,000円／年（消費税を含まない） 

     防火対象物定期点検業務 116,000円／年（消費税を含まない） 

 

 

消防用設備定期点検業務の詳細 

 

(1) 消防用設備の種類 

① 屋内消火栓設備（一式） 

② 自動火災報知設備（一式） 

③ 自家発電設備（一式） 

 ④ 誘導灯設備（一式） 

 ⑤ 非常用放送設備（一式） 

 ⑥ 消火器具（一式） 

※各設備器具の明細は次頁 

 

(2) 点検内容 

   定期的に消防設備士の資格を有する技術員を派遣し，消防法第 17条の 3の 3及 

び消防庁告示第 14号に定められた事項の点検。 
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 項  目             仕  様      数量    単位 

① 屋内消火栓設備 

    加圧送水装置       5.5kw 1 組  

    予備水槽         100 ﾘｯﾄﾙ 1 台 

    操作盤          5.5kw 1 台 

    屋内消火栓 3 基 

 

② 自動火災報知設備 

    受信機          P型 1級 10窓 1 面 

    差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 8 個 

    差動式分布型感知器    2種 10 個 

    定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1 個 

    煙式感知器        2種 22 個 

    発信機          P型 1級 3 個 

    表示灯          24V 3 個 

    消火栓起動装置 1 面 

    常用電源 1 式 

    予備電源 1 式 

 

③ 自家発電装置 

    操作盤 1 面 

    結線接続 1 式 

    蓄電池 1 式 

    切替装置 1 式 

 

④ 誘導灯設備  

    避難口          大型  11 台 

    避難口          小型 1 台 

 

⑤ 非常用放送設備 

    増幅器操作盤 1 式 

    スピーカー回線 1 式 

    常用電源 1 式 

    予備電源 1 式 

⑥ 消火器 

    ＡＢＣ粉末消火器     加圧式 第 5種   12 本 



 12 

防火対象物定期点検業務の詳細 

 

（1）建物の概要 

① 延べ面積及び階数  1638.7㎡ 2階 

② 管理権限者数      1名 

 

（2）設備の種類 

① 屋内消火栓設備（一式） 

② 自動火災報知設備（一式） 

③ 自家発電設備（一式） 

  ④ 誘導灯設備（一式） 

 ⑤ 非常用放送設備（一式） 

 ⑥ 消火器具（一式） 

 

(3) 点検内容 

    防火対象物点検資格を有する者を派遣し，消防法第 8条の 2の規定に基づく点検

を行う。点検後，速やかに防火対象物点検結果報告書を作成，提出する。 
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5. 特殊建築物定期点検業務  

 

(1) 点検内容   有資格者による，建築基準法に基づく建築物，建築設備及び防火設 

備の定期点検 

 

(2) 点検回数   建築物は 3年に 1回（次回は平成 30年度） 

建築設備，防火設備は 1年に 1回 

 

(3) 報  告   点検の結果，機能に支障をきたす事項がある場合には，直ちに鈴鹿

市に通知し，協議の上，速やかに補修等所要の処置を講ずる。点検

終了後，速やかに点検報告書を鈴鹿市に提出する。 

 

【参考】委託料基準   112,000円／年（消費税を含まない） 

    ※平成 30年度・33年度は，183,000円／年（建築物点検委託料を含む） 
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2.定期清掃業務及び日常清掃業務 

 

(1) 報  告    定期作業及び日常作業の状況を，定期的に鈴鹿市に報告する。 

 

(2) 器物損傷責任  清掃実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷

を与えた場合は受託者がその責任を負う。 

 

(3) 定期清掃回数  日常清掃は，月 4回(1.2.3月は月 3回)とし，うち 1回は，定期

清掃とする。 

 

(4) 清掃作業内容  日常清掃による作業のほか，次の作業もあわせて行う。 

① 玄関ホールのワックス塗布 

② ドアハンドル，蛇口，階段滑り止め等の金属磨き 

③ タイル等の洗剤による洗浄 

④ 窓ガラス等を石鹸水で拭き，その後，空拭き（年１回） 

⑤ 照明器具等（ｱﾘｰﾅ天井照明は除く）を石鹸水で拭く 

⑥ 壁，ブラインド，天井等のハタキ掛け（年 1回） 

⑦ 屋外除草は，年 3回実施し，実施にあたり施設担当者と協議する。 

⑧ 洗面所の石鹸液，便所のトイレットペーパーは清掃の都度補填する 

⑨ ゴミ類（可燃物・不燃物）を持ち帰り，処分する 

 

(5) 日常清掃作業内容 項 目     作 業 方 法 

             ホール・土間  箒掃き及びモップ拭き 

             アリーナ    箒掃き洗浄及びモップ拭き 

ドレッシング塗布 

            タイル類     モップ拭き 

            便器類      クレンザー等を用い磨き洗い 

            金具類      空拭き 

机・椅子類 

（除：事務用） 巾で拭く(汚れのひどいものは石鹸水拭き） 

           玄関ガラス等  空拭き 

            流し台     雑巾拭き 

            ごみ屑類    灰皿，くずかご，汚物入れ等のごみの収集 

            屋 外     紙くず等ごみの収集 

 

【参考】委託料基準  370,000円／年（消費税を含まない） 
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スポーツ教室仕様書 

1. 趣旨 

  市民を対象に，誰もが気軽に，楽しく参加できる生涯スポーツの普及振興を図り，

市民の健康と体力づくりを目的とするスポーツ教室を開催する。 

  

2. スポーツ教室の業務 

(1) スポーツ教室の開催について 

① 年間で 16種目以上，320回以上のスポーツ教室を開催すること。 

② 当該年度で実施を予定する各スポーツ教室について，募集定員・受講料・開

催期間・開催回数・収支予測などの開催内容を計画書にまとめて，事前にスポ

ーツ課へ提出すること。また，事業報告書と併せて，当該年度に実施した各ス

ポーツ教室の実績について，参加者数・収支決算などの開催内容を報告書にま

とめて提出すること。 

③ スポーツ教室の募集・申し込み受付は，指定管理者で行うこと。 

④ スポーツ教室の参加者募集に関するお知らせ等を，広報すずかやその他のメ

ディア媒体を通じて広報すること。 

⑤ 参加者を公益財団法人スポーツ安全協会が取り扱っているスポーツ安全保険

に加入させること。保険の加入手続きは指定管理者で行うこと。 

⑥ 平成 30年度及び平成 31年度（平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日）に

ついては，AGF鈴鹿体育館が大規模改修工事による休館を予定しているため，ス

ポーツ教室の開催規模について，年間で 10 種目以上，200 回以上の開催規模と

する。 

     

    



 

 

                                   別紙１ 
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平成 30年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて 

 

 ○開催期間  平成３０年７月２７日～８月２０日 

 ○会  場  三重交通 Gスポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

        体育館 

 ○練習会場  AGF鈴鹿陸上競技場，石垣池公園市民プール，鼓ケ浦サン・スポーツラ 

  （予定）  ンドテニスコート，鈴鹿市立テニスコート 

  

  ・鈴鹿市実行委員会の設立趣旨に則り，インターハイ成功に向けて最大限の協力を行う 

こと。 

  ・インターハイ開催期間中，各施設をあらゆる形態で利用することが予想されるので， 

   全国高等学校体育連盟，三重県高等学校体育連盟専門部，鈴鹿市実行委員会の指示 

   の下，各施設（駐車場含む）を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を 

統括する鈴鹿市体育協会と協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行い，円滑な 

大会運営に向けた利用計画を提出すること。 

  ・三重県高等学校体育連盟ソフトテニス専門部及び鈴鹿市実行委員会と調整の上， 

   インターハイ開催期間中に係る練習コート（鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・ス 

   ポーツランドテニスコート）の確保について，日程，時間，受付業務に係る職員の配 

   置等を計画し，平成３０年５月３１日までに，鈴鹿市実行委員会へ報告すること。ま 

た，一般利用が想定される競技団体及び利用者に対して事前に状況を説明するなど， 

理解をいただくこと。 

  ・サッカー競技開催期間中，ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場がサッカー競技の練習会場施設と 

   して利用される可能性があるので，その際には，三重県高等学校体育連盟サッカー専 

門部及び三重県サッカー協会，鈴鹿市サッカー協会並びに鈴鹿市陸上競技協会と調 

整のうえ，会場の確保を行うこと，その際，協議事項としての報告書を鈴鹿市実行委 

員会に提出すること。 

  ・水球競技開催期間中，石垣池公園市民プールが水球競技の練習会場施設として利用さ 

れる可能性があるので，その際には，一般利用との調整を行い，会場を確保の上，事 

前周知をし，結果を鈴鹿市実行委員会へ報告すること。 

・インターハイ開催期間中は，ＡＧＦ鈴鹿体育館敷地を利用し，競技会場までの臨時 

 シャトルバスの転回場及び臨時駐車場とするため，敷地内での臨時駐車場等の確保 

に努めること。その際に鈴鹿市実行委員会が定める輸送計画について，最大限の協力 

を行うこと。 

  ・インターハイ開催期間中，多岐に渡る業務が発生することが予想されるため，施設管 

理者として期間中に，10～20人／日のボランティア人員を確保し，業務に協力する 

   こと。 
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・インターハイ開催に当たり，他市からの競技用具の借用の申し出に対しては可能な限 

 り協力すること。その際に利用が想定される各競技団体に事前に了解を得て，鈴鹿市 

 実行委員会に報告すること。 

 

 



 

 

                                    別紙２ 
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平成３３年度三重とこわか国体開催に向けて 

 

 ○開催期間  平成３３年９月～１１月 

 ○会  場  三重県営スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

        体育館，鈴峰ゴルフクラブ，三重県馬術場，石垣池公園野球場，石垣池 

        公園市民プール，AGF鈴鹿陸上競技場，西部野球場，桜の森野球場，AGF 

        鈴鹿体育館，鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・スポーツランドテニス 

コート  

 

  ・鈴鹿市開催基本方針に則り，最大限の協力を行うこと。 

  ・平成３０年１２月に三重とこわか国体の競技別会期が決定するので，各施設の利用 

については，三重県実行委員会，鈴鹿市準備委員会の指示の下，各施設（駐車場含む） 

を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を統括する鈴鹿市体育協会と 

協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行うこと。また，その結果を鈴鹿市準備 

委員会に報告すること。    

  ・国体開催期間中，行幸啓や行啓が想定されるので，行幸啓等決定の際には，施設管理 

者として AGF 鈴鹿体育館（ハンドボール競技）の警備計画及び警備方針を策定する 

こと。また，行幸啓等に関しては，宮内庁，三重県警，三重県，競技団体，鈴鹿市準 

備委員会との調整事項とすること。 

  ・馬術競技については，駐車場の確保が困難となることから，管理する施設の一部を臨 

   時駐車場として使用するので，その旨協力すること。 

  ・鈴鹿市準備委員会が策定する各種計画に沿って，可能な限り協力をすること。 

  ・三重とこわか国体については，今後，施設利用について，三重県強化指定チームの優 

先使用や大会開催期間中の荒天などによる利用施設の変更，各競技団体への連絡調 

整など様々な調整事項が発生することが予想されることから，三重県体育協会，鈴鹿 

市体育協会，県・市各競技団体及び鈴鹿市準備委員会と協議，調整を行い，円滑な大 

会運営に協力すること。 
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施設の利用状況 「鈴鹿市立西部体育館」 

利用者数・使用料収入 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 備 考 

年間利用者数 

利用料収入 

20,432人 

3,320千円 

14,087人 

2,286千円 

(4ヵ月閉館あり) 

20,995人 

3,515千円 

2



内　訳 備 考

H26 H27 H28

人件費 9,950,168 10,946,354 10,116,027 H26年度以降（正職3名・臨時4名）

旅費交通費 10,860 74,200 17,960

通信運搬費 45,373 39,925 38,714 電話料金・郵便切手代・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

受信料 54,142 46,549 46,549 NHK放送受信料

消耗什器備品 0 0 0

消耗品費 242,847 149,707 184,319 事務用品・衛生消耗品・照明機材

修繕費 196,992 646,880 526,000 小破修繕

印刷製本費 41,255 20,357 22,651

燃料費 0 0 0

光熱水費 1,384,979 1,108,406 1,032,241

賃借料 186,936 203,764 244,120

手数料 0 7,832 8,560

保険料 25,000 40,470 54,100

租税公課 0 846,000 999,000 消費税

委託料 838,098 801,377 569,803 自家用電気工作物保安管理業務ほか

本部管理費 1,942,561 2,504,280 2,287,975

自主事業運営費 105,776 0 0

事業費 60,000 0 0

研修費 0 62,020 0

諸謝金 0 80,000 96,000

物品購入費 0 0 45,620 販売用物品

15,084,987 17,578,121 16,289,639

西部体育館の管理運営に係る維持管理経費

経費合計

決　　算　　金　　額

項目

3



備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考
20921 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29001 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29002 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29003 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29004 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29005 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29006 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29007 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29008 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29009 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29010 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29011 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29012 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29013 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29014 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29015 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29016 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29017 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29018 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29019 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29020 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29022 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29023 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29024 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29025 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29026 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29027 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29028 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29029 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29030 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29031 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29032 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29033 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29034 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29035 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29036 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29038 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29039 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29040 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29041 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29042 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29043 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29045 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29046 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29047 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29048 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29049 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29050 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29051 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29052 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29053 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29054 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29055 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29056 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29057 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29058 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29059 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29060 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29061 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29062 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29063 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29064 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29065 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29066 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29067 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29068 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29069 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29070 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29071 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29072 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29073 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29074 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29075 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29076 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29077 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29078 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29079 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29080 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29081 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29082 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29083 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29084 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29085 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29086 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29087 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29088 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29089 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29090 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29091 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29092 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
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29093 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29094 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29095 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29096 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29097 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29098 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29099 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29100 折りたたみｲｽ ﾁﾄｾﾔﾏﾄA 脚 1978年7月1日 誠文社 ¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29182 ﾈｯﾄ高計測器 小川長春館 特注 台 1978年7月1日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥18,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29183 器具運搬車 小川長春館G-157 台 1978年7月1日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥54,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29184 ﾊﾞﾚｰﾈｯﾄｱﾝﾃ 小川長春館 対 1978年7月1日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥42,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29186 ﾊﾞﾚｰﾈｯﾄｱﾝﾃ 小川長春館 対 1978年7月1日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥42,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29189 手提げ金庫 CB-B1 個 1978年7月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥5,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29191 脚立 SP-14 台 1978年7月1日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥11,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29203 ｽﾄｯﾌﾟｳｵｯﾁ ﾎｲﾔｰH-104 台 1978年7月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥13,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29206 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29207 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29208 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29209 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29210 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29211 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29212 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29213 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29214 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29215 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29216 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29217 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29218 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29219 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29220 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29221 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29222 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29223 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29224 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29225 ﾌﾛｱｼｰﾄ 東ﾚﾅｲﾛﾝH407 枚 1978年7月1日 ﾀﾅｶ産業 ¥15,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29226 保管庫 D515×H176 台 1978年11月16日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥20,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29227 保管庫 D515×H176 台 1978年11月16日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥20,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29229 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ支 ｲﾉｺVP14 対 1984年4月25日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥120,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29230 黒板 HWF-36 台 1985年6月1日 誠文社 ¥35,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29232 卓球台 台 1979年2月13日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥68,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29257 ﾛｯｶｰ ITOSL-12A 台 1986年8月1日 岡井博進 ¥56,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29258 ﾛｯｶｰ ITOSL-12A 台 1986年8月1日 岡井博進 ¥56,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29259 ﾛｯｶｰ ITOSL-12A 台 1986年8月1日 岡井博進 ¥56,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29262 ﾊﾞﾚｰ支柱 ｲﾉｺVP-14 対 1988年6月20日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥112,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29263 卓球得点板 小川B-93 台 1988年6月20日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥27,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29264 卓球得点板 小川B-93 台 1988年6月20日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥27,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29265 ﾊﾞﾚｰﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ9NY-205 枚 1988年6月20日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥11,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29268 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ支柱 ｲﾉｺBP-10 対 1990年6月5日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29269 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ支柱 ｲﾉｺBP-10 対 1990年6月5日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29270 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ支柱 ｲﾉｺBP-10 対 1990年6月5日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29271 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ支柱 ｲﾉｺBP-10 対 1990年6月5日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29272 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ支柱 ｲﾉｺBP-10 対 1990年6月5日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29273 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ支柱 ｲﾉｺBP-10 対 1990年6月5日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29274 ﾊﾞﾚｰ支柱ｶ ｲﾉｺUP-14 対 1990年6月5日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥47,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29275 ﾊﾞﾚｰ支柱ｶ ｲﾉｺUP-14 対 1990年6月5日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥47,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

29276 卓球防球ﾈｯﾄ ｶﾜｲKA-PF-2 枚 1991年3月18日
いそやまｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥7,828 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

29277 卓球防球ﾈｯﾄ ｶﾜｲKA-PF-2 枚 1991年3月18日
いそやまｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥7,828 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

29283 卓球防球ﾈｯﾄ ｶﾜｲKA-PF-2 枚 1991年3月31日
いそやまｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥7,828 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

29284 卓球防球ﾈｯﾄ ｶﾜｲKA-PF-2 枚 1991年3月31日
いそやまｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥7,828 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

29285 卓球防球ﾈｯﾄ ｶﾜｲKA-PF-2 枚 1991年3月31日
いそやまｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥7,828 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

29286 卓球防球ﾈｯﾄ ｶﾜｲKA-PF-2 枚 1991年3月31日
いそやまｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥7,828 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

29289 卓球防球ﾈｯﾄ ｶﾜｲKA-PF-2 枚 1991年3月31日
いそやまｽ
ﾎﾟｰﾂ

¥7,828 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

29290 床置型ｴｱｺﾝ SRF-502KY 台 1992年3月2日 旭工機 ¥669,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29292 長椅子 ｺｸﾖCN-445BD 脚 1994年5月24日 誠文社 ¥28,943 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29293 長椅子 ｺｸﾖCN-445BD 脚 1994年5月24日 誠文社 ¥28,943 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29294 傘立 ｺｸﾖUS-30W 台 1994年5月24日 誠文社 ¥12,875 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29295 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾟｰﾙ ｾﾉｰDE4310 対 1994年11月16日 ｽｽﾞｶｽﾎﾟｰ ¥22,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29296 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾟｰﾙ ｾﾉｰDE4310 対 1994年11月16日 ｽｽﾞｶｽﾎﾟｰ ¥22,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29297 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾟｰﾙ ｾﾉｰDE4310 対 1994年11月16日 ｽｽﾞｶｽﾎﾟｰ ¥22,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29298 業務用掃除 ﾅｼｮﾅﾙMC-G510P 台 1995年3月31日 ﾌｼﾞﾔ ¥69,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
29299 傘立 ｺｸﾖUS-30W 台 1995年3月31日 誠文社 ¥12,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
60984 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾟｰﾙ ｾﾉｰDE4310 対 1995年10月31日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥21,630 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
60985 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾟｰﾙ ｾﾉｰDE4310 対 1995年10月31日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥21,630 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
60986 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾟｰﾙ ｾﾉｰDE4310 対 1995年10月31日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥21,630 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
61040 審判台 ｴﾊﾞﾆｭｰKF213 台 1996年3月29日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥53,354 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

81946 金庫
ｻｶﾞﾜ　W550×D560×
H600

台 2006年2月23日
寄付／四
日市事務
機ｾﾝﾀｰ

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

85441 得点板 ﾗｲﾄB-3128 台 2007年3月23日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥19,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

85442 得点板 ﾗｲﾄB-3128 台 2007年3月23日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥19,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
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備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考

85443 得点板 ﾗｲﾄB-3128 台 2007年3月23日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥19,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

85444 得点板 ﾗｲﾄB-3128 台 2007年3月23日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥19,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

86976 ﾀｲﾏｰ ﾓﾙﾃﾝﾃﾞｼﾞﾀｲﾏｰTOP- 台 2008年2月29日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥78,750 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

86978 卓球台 ｻﾝｴｲ10-621 台 2008年2月29日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥136,290 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

86979 卓球台 ｻﾝｴｲ10-621 台 2008年2月29日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥136,290 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

86980 卓球台 ｻﾝｴｲ10-621 台 2008年2月29日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥136,290 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

86981 卓球台 ｻﾝｴｲ10-621 台 2008年2月29日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥136,290 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

89915
デジタルテレ
ビ

東芝　22A8000K 台 2010年3月9日

財団法人
鈴鹿市事
業管理公
社

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館 寄付

95438 卓球台 TSPﾖｰﾛSC 台 2014年3月25日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥132,247 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

95463
AED（自動体
外式除細動

日本光電工業㈱ｶﾙｼﾞｵﾗ
ｲﾌ　AED-2100

ｾｯﾄ 2014年2月21日
東海物産
㈱三重支

¥64,890 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

95684
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺ
ﾝ（本体）

lenovo　ThinkCentre
M73　Small

台 2014年3月31日 池畑商会 ¥90,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

95691
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺ
ﾝ（ﾓﾆﾀｰ）

lenovo　ThinkVision
LT1953Wide

台 2014年3月31日 池畑商会 ¥17,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館

96462
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ支
柱

ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-5993 組 2015年3月16日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥160,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部体育館
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鈴鹿市農村環境改善センター 

鈴 鹿 市 立 西 部 野 球 場 

西 部 テ ニ ス コ ー ト 

管理業務仕様書 

平成 29年 7月 

鈴鹿市産業振興部農林水産課 

鈴鹿市文化スポーツ部スポーツ課 
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１ 趣旨 

本仕様書は，鈴鹿市農村環境改善センター・鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート

の指定管理者が行う業務の範囲，その他管理運営業務の内容及び実施方法について定め

るものする。 

 

２ 指定管理者の業務 

  指定管理者が行う業務の内容は以下のとおりとする。 

(1) 施設の管理運営に関すること 

① 施設の使用申請の受付・予約及び使用許可書の発行に関すること。 

② 施設使用の制限及び使用許可の取り消しに関すること。 

③ 災害における避難所の開設は，最優先使用とする。使用に伴う，関係者との日程調 

整は，指定管理者が行うこと。 

④ 施設の優先使用等に関すること 

ⅰ 鈴鹿市農村環境改善センター 

ア 鈴鹿市主催事業等，公営性の高い行事については，優先的に事前の施設予約を 

受け付けること。 

ⅱ 鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート 

ア 鈴鹿市主催事業等，公営性の高い行事については，優先的に事前の施設予約を 

受け付けること（資料，鈴鹿市運動施設優先使用許可基準参照）。 

イ 次年度の大会等行事の専用使用については，必要に応じて関係する競技団体等 

を対象に，原則 1月又は 2月に調整会議を行うこと。 

  ⑤ 拾得物・残置物の処理 

   ⅰ 拾得物は拾得物の台帳を作成し，原則として鈴鹿警察署に届けること。 

   ⅱ 施設内に放置された自転車等で持ち主が不明であり，明らかに廃棄物と判断され

るものについては，一定期間保管した後に処分すること。 

   ⅲ 廃棄されたものか疑わしき場合は，一定期間，撤去を要請する旨の警告札を取り

付け，その後所有者が不明の場合は処分する。 

  ⑥ 緊急対応体制の確立 

   ⅰ 指定期間中の事故，災害（利用時間外を含む。）などの発生に当たり，迅速かつ

的確に情報を伝達するとともに，緊急時に対応できる体制を確立すること。 

   ⅱ 事故が発生した場合は，被害者の救済，保護などの応急措置を講じるほか，状況

に応じて関係機関に連絡を取り対処すること。 

⑦ 施設賠償責任保険の加入 

鈴鹿市が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は，鈴鹿市に損害賠

償義務が生じるが，指定管理者は，施設の管理に瑕疵があり被害が生じた場合で，

その管理に過失があったときは，指定管理者に損害賠償義務が生じることがある

ため，自らの負担において必要な保険に加入すること。 

なお，指定管理者は，鈴鹿市が加入する｢全国市長会 市民総合賠償補償保険｣

の被保険者とみなされる。（ただし，自主事業は除く。） 

指定管理者が対象となる賠償責任保険の内容は，次のとおりです。 



 

2 
 

 【賠償責任保険の内容】※平成 29年 4月現在 

   支払限度額 身体賠償 1名につき    1億円 

          〃   1事故につき    10億円 

         財物賠償 1事故につき 2,000万円 

⑧ 利用者の安全の確保 

利用者の安全対策，監視体制等について，各種マニュアルを作成し，職員を指導し，

万一に備えて職員を訓練すること。 

また，緊急対策，防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを作成

し， 職員を指導し，万一に備えて職員を訓練すること。 

⑨ 個人情報の保護 

    「鈴鹿市個人情報保護条例」に基づき，業務に関連して取得した利用者個人に関す

る情報を適切に取り扱うこと。また，個人情報保護の大切さを職員に周知徹底し，

万一これが漏洩等した場合の対策を講じること。            

⑩ 業務報告 

   ⅰ 毎月終了後，利用状況報告書（種目別利用者数・種目別使用料），施設管理報告

書・維持管理業務日報を翌月の 5 日までに提出すること。 

ⅱ 毎年度終了後，2 か月以内に事業報告書を提出すること。 

ⅲ Suzuka-EMSに関する報告書を提出すること。 

ⅳ その他，鈴鹿市が必要とする報告書を提出すること。 

⑪ 管理運営のための体制の整備 

ⅰ 職員の配置に関すること。 

ア 責任者 1 名，職員 1 名以上を配置すること。（運動施設を含め常時 2 名以上体制） 

   なお，運動施設については必要に応じてスポーツ教室指導員を配置すること。 

イ 管理運営に係る全職員（臨時職員を含む）の勤務形態等については，｢労働基準

法｣・｢労働安全衛生法｣・その他労働関係法令を遵守し，管理運営に支障のない

ように配置すること。 

ウ 職員に対して，施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

エ 施設の管理については，防火管理者の届出を必要とするため，その資格を有す

る者を配置すること。また，運動施設については，（公財）日本体育施設協会

が公認する体育施設管理士の資格を有する者を配置することが望ましい。 

ⅱ 経理業務・受付業務・使用許可業務・使用料等徴収業務・使用料収納業務・帳簿

作成業務・その他（スポーツ教室等），必要な業務を行うこと。 

   ⅲ 指定管理者は，管理運営に係る経費事務を行うにあたり，自身の団体と独立した

会計帳簿書類及び経理規程を設けるとともに，経費及び収入は，団体自身の口座

とは別の口座で管理することとする。 

     ただし，前指定管理者の支払金について，引き継ぎ後，4 月以降に発生する請求

については，前年度分であっても次期指定管理者の支払いとする。 

 

(2) 施設の利用料金等の徴収に関すること 

① 農村環境改善センター 
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ⅰ「鈴鹿市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例」第 9 条の規定に基づ

き使用料を徴収し，速やかに鈴鹿市指定金融機関に納付する。 

ⅱ 使用料の還付が必要な場合は，｢鈴鹿市農村環境改善センターの設置及び管理に関

する条例｣第 11 条の規定に基づき速やかに処理を行う。 

  ② 西部野球場及び西部テニスコート 

ⅰ ｢鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例｣第 6 条の規定に基づき利用料金を

徴収する。 

ⅱ 利用料金の還付が必要な場合は，｢鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例｣

第 7 条の規定に基づき速やかに処理を行う。 

 

 (3) 施設の維持管理に関する業務 

  ① 施設の保守管理業務 

   ⅰ 施設の外部，内部等の状態を監視し，常に良好な状態を維持すること。 

   ⅱ 小破修繕を行うこと。 

   ⅲ 施設の維持管理等で必要な委託業務等は管理業務仕様書別表 1 を基準とすること。 

また，施設の運営に支障をきたさないよう，必要な消耗品を適宜購入し，管理を

行うこと。 

② 施設及び設備が破損した場合は，農村環境改善センターについては 1 件 20 万円未

満，西部野球場・西部テニスコートについては 1 件 30 万円未満の修繕費は，指定管

理者の負担とする。 

  ③ 光熱水費・消耗品費等は，指定管理者の負担とする。 

 

 (4) 施設の備品等の管理に関する業務 

  ① 施設の備品について，常に良好な状態を保ち，常時安全な使用が可能な状態で管理

すること。 

  ② 施設の備品が破損した場合は，1 件あたり 20 万円未満の修繕費は，指定管理者の負

担とする。 

 

(5) スポーツ教室及び自主事業 

施設を利用したスポーツ教室（運動施設を対象）を実施することができる（ス

ポーツ教室仕様書を参照）。自主事業については，開催の計画がある場合，様式

集 1 の自主事業計画書（様式 6）で示すこと。ただし，施設の設置目的にそぐわ

ないものは認められない。 

 

(6) ホームレスへの対応 

    ホームレスが施設敷地内を起居の場所として使用し，施設利用者の適正な利用が妨

げられている場合は，鈴鹿市に連絡し，必要な措置を講じること。 

 

 (7) 市監査委員による監査 

    法の規定に基づき，公の施設の管理運営業務に係る出納，その他の事務の執行に 
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   ついて，市監査委員による監査の実施が決定された場合には，当該監査に誠実に 

   対応し，また，監査結果に指摘事項等があった場合には，速やかに改善等を図る 

   こと。 

 

３ その他 

 

(1) 指定期間終了にあたっての引継業務 

   指定管理者は，指定期間終了時に次期の指定管理者が円滑かつ支障なく業務が行え

るよう，引き継ぎを行うこと。 

 

(2) その他管理運営に関し必要な業務 

その他管理運営に関し，鈴鹿市より指示があった場合は，誠意をもって対応す

ること。 

 

(3) 立入検査について 

    鈴鹿市は必要に応じ，施設・物品・各種帳簿等並びに管理運営の実施について検査

を行う。指定管理者は，合理的な理由なく，これを拒否できないこととする。 

  

(4) 備品・消耗品等の所有権 

     指定管理者が購入した物品は指定管理者の所有とする。 

 

 (5) 委託の禁止 

   指定管理者は，管理業務を一括して第三者に委託することができないこととする。 

ただし，鈴鹿市の認める場合は清掃・警備等の施設・設備管理業務を個別に委託す 

ることはできる。 

 

(6) 行政財産目的外使用 

    指定管理者は行政財産の目的外使用（例：自動販売機設置等）を行う場合は鈴鹿市 

の許可を受けること。 

 

(7) 協議 

     指定管理者はこの仕様書に規定するほか，指定管理者の業務の内容及び運営につい 

て，疑義が生じた場合はその都度，鈴鹿市と協議し決定すること。 

  

(8) 業務を実施するにあたっての注意事項 

   ① 公の施設であることを常に念頭において，公平・公正な運営を行うこととし，特

定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

    ② 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合は，鈴鹿市と協議

を行うこと。 

  



 

5 
 

(9) 注意報・警報等が発令された場合の対応 

    ① 荒天が予想される場合は，事前に各施設の点検を行うこと。 

   ② 荒天後は，施設内を巡視し，被害の有無を確認し，重大な事故がある場合は速や

かに鈴鹿市に報告するとともに，危険箇所については，二次災害を引き起こさな

いように処置を行う。 

   ③ 指定管理の対象となる施設の一部は，市の避難所として指定されていることを意

識し，積極的に市と協力して避難所運営が円滑に行われるよう努めること。 

 

(10) 全国高等学校総合体育大会（インターハイ），国民体育大会等の開催に向けた 

  対応について 

     鈴鹿市では，平成 30年に全国高等学校総合体育大会（インターハイ），平成 

32年に国民体育大会競技別リハーサル大会，平成 33年に国民体育大会（本大会： 

三重とこわか国体）の各競技会を開催予定であるため，別紙１（平成 30年度全 

国高等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて）及び別紙２（平成 33 

年度三重とこわか国体開催に向けて）に定める事項について対応を行うこと。 
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資料 

鈴鹿市運動施設優先使用許可基準 

1. 鈴鹿市主催の大会等

2. 国際大会および国内トップレベルの試合

3. 全国大会，東海大会

①輪番制で三重県（鈴鹿市）に回ってきた大会であること

②予選を勝ち抜いてきたチーム（個人）が行う大会であること

③当該施設で行う事由のある大会であること

上記①～③の条件をすべて満たしている大会であること。 

4. 1～3 の条件を満たしている大会については，当該施設が指示する提出期限までに，

主催者および協会長等から依頼文書，大会の要項（本年度のもので可），輪番制がわ

かる資料などを当該施設に提出する。
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農村環境改善センター・西部野球場・西部テニスコート 

管理業務仕様書別表 1 

 

１ 施設及び付属設備の維持管理 

 

1. 自家用電気工作物保安管理業務  

作業内容  電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務 

点検回数  年 6 回 

 

農村環境改善センター電気工作物設備内容 

・契約設備電力       108ｋｗ 

・容量           155ＫＶＡ 

・受電電圧         6600Ｖ 

・非常用予備発電装置容量  20ＫＶＡ 

・非常用予備発電装置電圧  220Ｖ 

・点検           隔月 

・絶縁監視装置取付の有無  有 

 

【参考】委託料基準  132,000 円／年（消費税を含まない） 

 

西部野球場電気工作物設備内容 

・契約設備電力       82ｋｗ 

・容量           106ＫＶＡ 

・受電電圧         6600Ｖ 

・非常用予備発電装置容量  0ＫＶＡ 

・非常用予備発電装置電圧  0Ｖ 

・点検           隔月 

・絶縁監視装置取付の有無  有 

 

【参考】委託料基準  81,000 円／年（消費税を含まない） 

 

2. 機械警備業務  

 業務の種類   防犯サービス 

         火災監視サービス 

使用回線    指定管理者の一般公衆回線（常時断線監視機能付）を使用 

 

防犯サービス業務提携時間  

        指定管理者の常駐時間外 

【参考】委託料基準  204,000 円／年（消費税を含まない） 
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3. 消防用設備点検業務及び防火対象物定期点検業務  

点検回数  消防用設備  

外観及び機能点検年 1 回，総合点検年 1 回 

      防火対象物 

 年 1 回（平成 28 年 11 月から 3 年間は特例認定を受けているため，免除。

3 年に 1 回，防火対象物の管理について権限を有する者の申請により，特

例認定の更新手続きが必要。次回は平成 31 年 11 月。次々回は平成 34 年

11 月。） 

 

報告    点検の結果，機能に支障をきたす事項がある場合には，直ちに鈴鹿市に通

知し，協議の上，速やかに補修等所要の処置を講ずる。点検終了後，速や

かに点検報告書を作成し，鈴鹿市に提出する。 

 

【参考】消防用設備点検業務委託料基準    90,000 円／年（消費税を含まない） 

 

消防用設備定期点検業務の詳細 

1 消防用設備の種類 

 ・屋内消火栓設備（一式）・自動火災報知設備（一式）・誘導等設備（一式） 

 ・非常用放送設備（一式）・消化器具（一式） 

 ※各設備器具の明細は次項 

 

2 点検内容 

         定期的に消防設備士の資格を有する技術員を派遣し，消防法第 17 条 3 の 3 及び消防庁

告示第 14 号に定められた事項の点検 

       

(1)屋内消火栓設備 

  ポンプモーター      1 組 

  呼水槽          1 台 

  操作盤          1 面 

  屋内消火栓        3 基 

  スイッチ         3 個 

  配線点検         1 式 

  連動試験費        1 式 

 

(2)自動火災報知設備 

   受信機          1 台 

  差動式スポット型感知器  38 個 

  差動式分布型感知器    8 個 

  定温式スポット型感知器  10 個 

  煙式感知器        ４個 
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  発信機          3 個 

  電鈴           3 個 

  表示灯          3 個 

  消火栓起動装置      1 台 

  常用電源         1 式 

  予備電源         1 式 

配線点検         1 式 

 

(3)誘導灯設備 

  誘導灯          11 個 

 

(4)消化器 

  ＡＢＣ粉末消火器     15 本 

 

防火対象物定期点検業務の詳細 

1 建物の概要 

(1)延べ面積及び階数  1430.8 ㎡ 1 階 

(2)管理権限者数    １名 

(3)設備の種類     屋内消火栓設備 

           自動火災報知設備 

           誘導灯設備 

           非常用放送設備 

           消火器具 

 

2 点検内容 

 防火対象物点検資格を有する者を派遣し，消防法第 8 条の 2 の規定に基づく点検を行う。

点検後，速やかに防火対象物点検結果報告書を作成，提出する。 

 

 

4. 特殊建築物等定期点検  

作業内容  有資格者による，建築基準法に基づく建築物，建築設備の定期点検 

点検回数  建築物は 3 年に 1 回（次回は平成 30 年度），建築設備，防火設備に 

ついては 1 年に 1 回 

報告    点検の結果，機能に支障をきたす事項がある場合には，直ちに鈴鹿市に通

知し，協議の上，速やかに補修等所要の処置を講ずる。点検終了後，速や

かに点検報告書を鈴鹿市に提出する。 

 

【参考】委託料基準  136,000 円／（消費税を含まない） 
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5. 空調設備保守点検  

点検内容  

・電気関係の点検 

・保護リレーの動作確認 

・冷媒漏れの有・無確認 

・送風機・電動機の点検及び軸受への注油 

・機器本体の点検 

・付属機器の動作確認及び調整 

・機器本体及びエアーフィルターの洗浄 

・冷媒ガス圧力の確認（高圧側・低圧側） 

・風速測定（吸い込み・吹き出し） 

・温度測定（吸い込み・吹き出し） 

・点検後の試運転 

・その他必要と思われる点検・調整等 

点検回数  年 2 回 

点検箇所  会議室 室外機 1台 室内機 2台 

       図書室 室外機 1台 室内機 1台 

       研修室 室外機 1台 室内機 1台 

       料理実習室 室外機 1台 室内機 2台 

報告    点検の結果，機能に支障をきたす事項がある場合には，直ちに鈴鹿市に通

知し，協議の上，速やかに補修等所要の処置を講ずる。点検終了後，速や

かに点検報告書を作成し，鈴鹿市に提出する。 

 

【参考】委託料基準  55,000 円／年（消費税を含まない） 

 

6. 庭園管理業務  

 作業内容    植栽の剪定と処理 

報告      作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する 

器物損傷責任  作業中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷を与えた

場合は，受託者がその責任を負う 

 

農村環境改善センター 

・除草剤，薬剤散布     年 2 回  2,732 ㎡ 

・植栽剪定（枝処分含む）  年 1 回 

・高所作業車        2.5 日 

【参考】委託料基準  666,000 円／年（消費税を含まない） 

 

西部野球場・西部テニスコート 

・植栽剪定（枝処分含む）  年 1 回 
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【参考】委託料基準   46,000 円／年（消費税を含まない） 

 

 

7. 野球場整地業務  

 業務内容    ・表面処理（表面処理剤有り 年 1 回） 

         ・表面処理（表面処理剤無し 年 1 回） 

         ・側溝清掃（蓋有り年 1 回） 

         ・側溝清掃（蓋無し年 1 回） 

         ・機械除草（年 3 回） 

         ・薬剤除草（年 3 回） 

 

器物損傷責任  業務実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物等に損傷を

与えた場合は，受託者がその責任を負う 

 

【参考】委託料基準  1,480,000 円／年（消費税を含まない） 

 

 

8. 排水路清掃業務  

報告      作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する 

 

器物損傷責任  作業中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷を与えた

場合は，受託者がその責任を負う 

 

 清掃回数    年 1 回（清掃時期は，鈴鹿市の指示による） 

【参考】委託料基準   12,000 円／年（消費税を含まない） 

 

9. 除草等管理業務  

報告      作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する 

 

器物損傷責任  作業中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷を与えた

場合は，受託者がその責任を負う 

 

 清掃回数    年 1 回（清掃時期は，鈴鹿市の指示による） 

【参考】委託料基準   16,000 円／年（消費税を含まない） 
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２ 定期清掃業務及び日常清掃業務 

 

農村環境改善センター 

報告      定期作業及び日常作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する 

 

器物損傷責任  清掃作業中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷を与

えた場合は，受託者がその責任を負う 

 

 定期清掃回数  日常清掃は，月 4 回とし，うち 1 回は定期清掃とする 

 

 定期清掃作業内容 日常清掃による作業のほか，次の作業もあわせて行う 

  ・床面の洗浄及びワックス塗布 

  ・ドアハンドル，蛇口の金属磨き 

  ・タイル床等の洗剤による洗浄 

  ・ガラス拭き 

  ・照明器具の清掃（多目的ホールは除く）年 1 回 10 月 

  ・洗面所の石鹸液，便所のトイレットペーパーは清掃の都度補填する 

  ・ゴミ類（可燃物・不燃物）を持ち帰り，処分する 

 

日常清掃作業内容 

 ・Pタイル       箒掃き及びモップ拭き 

 ・カーペット等     電気掃除機でごみを除去，シミ抜き 

 ・板敷床舞台      箒掃き及びモップ拭き 

 ・屋内競技場床     箒掃き及びモップ拭き 

 ・たたみ床       箒掃き及び障子等のハタキ掛け 

 ・タイル等       モップ拭き 

 ・便器類        クレンザー等を用い磨き洗い 

 ・金具等        空拭き 

 ・机，椅子類（除事務用）雑巾で拭く（汚れのひどいものは石鹸水拭き） 

 ・玄関ガラス等     空拭き 

 ・屋外         紙屑等ごみの収集 

 ・ごみ屑類       灰皿，くずかご，汚物入れ等のごみの収集 

 

【参考】委託料基準  2,312,000 円／年（消費税を含まない） 
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西部野球場・西部テニスコート 

報告 定期作業及び日常作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する 

器物損傷責任  清掃作業中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷を与

えた場合は，受託者がその責任を負う 

定期清掃作業内容 

・便所の清掃

週 1回，清掃を行う

(1) コンクリート床面水洗い

(2) 便器の適正洗剤による洗浄

(3) トイレットペーパーの補充

【参考】委託料基準  67,000 円／年（消費税を含まない） 
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スポーツ教室仕様書 

1. 趣旨 

  市民を対象に，誰もが気軽に，楽しく参加できる生涯スポーツの普及振興を図り，

市民の健康と体力づくりを目的とするスポーツ教室を開催する。 

  

2. スポーツ教室の業務 

(1) スポーツ教室の開催について 

① 年間で 16種目以上，320回以上のスポーツ教室を開催すること。 

② 当該年度で実施を予定する各スポーツ教室について，募集定員・受講料・開

催期間・開催回数・収支予測などの開催内容を計画書にまとめて，事前にスポ

ーツ課へ提出すること。また，事業報告書と併せて，当該年度に実施した各ス

ポーツ教室の実績について，参加者数・収支決算などの開催内容を報告書にま

とめて提出すること。 

③ スポーツ教室の募集・申し込み受付は，指定管理者で行うこと。 

④ スポーツ教室の参加者募集に関するお知らせ等を，広報すずかやその他のメ

ディア媒体を通じて広報すること。 

⑤ 参加者を公益財団法人スポーツ安全協会が取り扱っているスポーツ安全保険

に加入させること。保険の加入手続きは指定管理者で行うこと。 

⑥ 平成 30年度及び平成 31年度（平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日）に

ついては，AGF鈴鹿体育館が大規模改修工事による休館を予定しているため，ス

ポーツ教室の開催規模について，年間で 10 種目以上，200 回以上の開催規模と

する。 
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平成 30年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて 

○開催期間  平成３０年７月２７日～８月２０日 

○会  場  三重交通 Gスポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

体育館 

○練習会場  AGF鈴鹿陸上競技場，石垣池公園市民プール，鼓ケ浦サン・スポーツラ 

（予定） ンドテニスコート，鈴鹿市立テニスコート

  ・鈴鹿市実行委員会の設立趣旨に則り，インターハイ成功に向けて最大限の協力を行う 

こと。 

  ・インターハイ開催期間中，各施設をあらゆる形態で利用することが予想されるので， 

全国高等学校体育連盟，三重県高等学校体育連盟専門部，鈴鹿市実行委員会の指示 

の下，各施設（駐車場含む）を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を 

統括する鈴鹿市体育協会と協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行い，円滑な 

大会運営に向けた利用計画を提出すること。 

・三重県高等学校体育連盟ソフトテニス専門部及び鈴鹿市実行委員会と調整の上，

インターハイ開催期間中に係る練習コート（鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・ス

ポーツランドテニスコート）の確保について，日程，時間，受付業務に係る職員の配 

置等を計画し，平成３０年５月３１日までに，鈴鹿市実行委員会へ報告すること。ま 

た，一般利用が想定される競技団体及び利用者に対して事前に状況を説明するなど， 

理解をいただくこと。 

・サッカー競技開催期間中，ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場がサッカー競技の練習会場施設と

して利用される可能性があるので，その際には，三重県高等学校体育連盟サッカー専

門部及び三重県サッカー協会，鈴鹿市サッカー協会並びに鈴鹿市陸上競技協会と調

整のうえ，会場の確保を行うこと，その際，協議事項としての報告書を鈴鹿市実行委

員会に提出すること。

  ・水球競技開催期間中，石垣池公園市民プールが水球競技の練習会場施設として利用さ 

れる可能性があるので，その際には，一般利用との調整を行い，会場を確保の上，事 

前周知をし，結果を鈴鹿市実行委員会へ報告すること。 

・インターハイ開催期間中は，ＡＧＦ鈴鹿体育館敷地を利用し，競技会場までの臨時

シャトルバスの転回場及び臨時駐車場とするため，敷地内での臨時駐車場等の確保

に努めること。その際に鈴鹿市実行委員会が定める輸送計画について，最大限の協力 

を行うこと。 

・インターハイ開催期間中，多岐に渡る業務が発生することが予想されるため，施設管

理者として期間中に，10～20人／日のボランティア人員を確保し，業務に協力する

こと。
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・インターハイ開催に当たり，他市からの競技用具の借用の申し出に対しては可能な限 

り協力すること。その際に利用が想定される各競技団体に事前に了解を得て，鈴鹿市 

実行委員会に報告すること。 
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平成３３年度三重とこわか国体開催に向けて 

○開催期間  平成３３年９月～１１月 

○会  場  三重県営スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

体育館，鈴峰ゴルフクラブ，三重県馬術場，石垣池公園野球場，石垣池 

公園市民プール，AGF鈴鹿陸上競技場，西部野球場，桜の森野球場，AGF 

鈴鹿体育館，鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・スポーツランドテニス 

コート

・鈴鹿市開催基本方針に則り，最大限の協力を行うこと。

・平成３０年１２月に三重とこわか国体の競技別会期が決定するので，各施設の利用

については，三重県実行委員会，鈴鹿市準備委員会の指示の下，各施設（駐車場含む）

を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を統括する鈴鹿市体育協会と

協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行うこと。また，その結果を鈴鹿市準備

委員会に報告すること。

・国体開催期間中，行幸啓や行啓が想定されるので，行幸啓等決定の際には，施設管理

者として AGF 鈴鹿体育館（ハンドボール競技）の警備計画及び警備方針を策定する

こと。また，行幸啓等に関しては，宮内庁，三重県警，三重県，競技団体，鈴鹿市準

備委員会との調整事項とすること。

・馬術競技については，駐車場の確保が困難となることから，管理する施設の一部を臨

時駐車場として使用するので，その旨協力すること。

・鈴鹿市準備委員会が策定する各種計画に沿って，可能な限り協力をすること。

・三重とこわか国体については，今後，施設利用について，三重県強化指定チームの優

先使用や大会開催期間中の荒天などによる利用施設の変更，各競技団体への連絡調

整など様々な調整事項が発生することが予想されることから，三重県体育協会，鈴鹿

市体育協会，県・市各競技団体及び鈴鹿市準備委員会と協議，調整を行い，円滑な大

会運営に協力すること。
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施設利用者数，施設使用料等

鈴鹿市農村環境改善センター　（利用料金制を採用していません）

平成26年度 平成27年度 平成28年度

農村環境改善センター

年間利用者数 13,794 人 17,775 人 13,667 人

使用料収入 680 千円 779 千円 726 千円

鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート

平成26年度 平成27年度 平成28年度

西部野球場・西部テニスコート

年間利用者数 9,559 人 7,607 人 7,929 人

　（野球場） （ 8,223 人） （ 6,017 人） （ 6,474 人）

（テニスコート） （ 1,336 人） （ 1,590 人） （ 1,455 人）

利用料収入 1,266 千円 1,018 千円 1,136 千円

4

4



H26 H27 H28

人件費 11,094,216 11,413,690 10,510,890

旅費交通費 0 2,480 0 事務連絡に係る市内出張旅費

　通信運搬費 65,677 58,655 62,913 電話料金・郵便切手代・インターネット使用料

受信料 54,142 46,549 46,549 NHK放送受信料

消耗什器備品費 160,700 0 0 テニスネット等

消耗品費 248,882 245,443 346,551 事務用品・衛生消耗品・照明器材・インク・用紙・除草剤等

修繕費 965,720 186,291 133,920 小破修繕

印刷製本費 59,790 104,549 59,827 コピー料・使用券印刷代

燃料費 4,228 4,779 1,911 暖房用燃料費

賃借料 165,384 178,914 182,292 複写機賃借料・ダスキンモップ賃借料

手数料 0 0 0

租税公課 0 1,142,000 1,198,000 契約印紙代，消費税

自家用電気工作物保安管理業務

機械警備業務

定期清掃業務

消防用設備点検業務

庭園管理業務

野球場整地業務等

本部管理費 3,330,105 3,339,040 3,142,152

自主運営管理費 91,398 0 0

保険料 35,000 7,030 6,170

諸謝金 0 55,000 55,000

23,081,631 23,750,965 22,406,786

【総括表】

鈴鹿市農村環境改善センター・鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコートの管理運営に係る維持管理経費

経費合計

委託料

決　算　金　額
内　　訳

3,561,423 3,464,868

備　考

光熱水費

3,244,966 3,501,677 3,343,802

3,316,809 電気代,水道代，ガス代項

目
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H26 H27 H28

人件費 11,094,216 11,413,690 10,510,890

旅費交通費 0 2,480 0 事務連絡に係る市内出張旅費

　通信運搬費 65,677 58,655 62,913 電話料金・郵便切手代

受信料 54,142 46,549 46,549 インターネット，ＮＨＫ受信料

消耗什器備品費 160,700 0 0 バレーボール支柱

消耗品費 183,042 190,755 275,611 事務用品・衛生消耗品・照明器材・インク・用紙

修繕費 134,120 186,291 133,920 施設，設備，備品の修繕費用

印刷製本費 59,790 104,549 59,827 コピー代

燃料費 0 0 0

光熱水費 1,301,674 1,347,290 1,216,073 電気代,水道代，ガス代

賃借料 165,384 178,914 182,292 コピー機，清掃用具

手数料 0 0 0

保険料 15,000 3,780 4,520 施設賠償保険

租税公課 0 1,112,000 1,152,000 消費税

自家用電気工作物保安管理業務

機械警備業務

定期清掃業務

消防用設備点検業務

庭園管理業務

等

諸謝金 0 55,000 55,000 教室講師料

本部管理費 2,497,579 2,504,280 2,471,013 本部人件費，租税公課

自主運営管理費 91,398
0 0

教室，イベント経費

事務費 0 0 0

17,449,416 18,871,638 17,680,138

1,626,694 1,667,405 1,509,530

項

目

委託料

経費合計

鈴鹿市農村環境改善センターの管理運営に係る維持管理経費

決　算　金　額
内　　訳 備　考

6



H26 H27 H28

人件費 0 0 0
人件費は，農村環境改善セ
ンターの人件費に含む

旅費交通費 0 0 0

　通信運搬費 0 0 0

受信料 0 0 0

消耗什器備品 0 0 0

消耗品費 65,840 54,688 70,940 整備用砂，除草剤等

修繕費 831,600 0 0 照明電球取替，その他小破修繕

印刷製本費 0 0 0 使用券印刷代

燃料費 4,228 4,779 1,911

賃借料 0 0 0

手数料 0 0 0

租税公課 0 30,000 46,000 消費税

自家用電気工作物保安管理業務

本部管理費 832,526 834,760 671,139

自主事業運営費 0 0 0

保険料 20,000 3,250 1,650

諸謝金 0 0 0

5,632,215 4,879,327 4,726,648

鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコートの管理運営に係る維持管理経費

決　算　金　額
内　　訳

2,259,749 2,117,578 2,100,736 電気代,水道代，ガス代

備　考

光熱水費

委託料

経費合計

1,618,272 1,834,272 1,834,272

項

目
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備品番号 品目 規格 単位 取得年月日 取得価額 所管課 保管場所
31685 保管庫 ﾌﾟﾗｽ 17蠇450 台 1980/10/25 47,840 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31686 時計 ｼﾁｽﾞﾝ ｴﾝﾘｺ 台 1980/10/25 8,400 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31687 ｷｰﾎﾞｯｸｽ ｺｸﾖ KG-3 台 1980/10/25 12,300 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31689 会議用小ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　TT60-10 台 1980/10/25 11,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31690 傘立 ﾌﾟﾗｽ 45型 台 1980/10/25 10,570 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31693 ﾎﾞｯｸｽ型灰皿 ｺｸﾖ 相SS-70 台 1980/10/25 7,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31694 ﾎﾞｯｸｽ型灰皿 ｺｸﾖ 相SS-70 台 1980/10/25 7,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31695 ﾎﾞｯｸｽ型灰皿 ｺｸﾖ 相SS-70 台 1980/10/25 7,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31696 ﾎﾞｯｸｽ型灰皿 ｺｸﾖ 相SS-70 台 1980/10/25 7,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31697 和室用掛時計 ｾｲｺｰ QB502B 台 1980/10/25 16,800 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31698 将棋盤ｺﾏ共一式 ﾌﾟﾗｽ 214 蠇167 組 1980/10/25 9,800 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31699 将棋盤ｺﾏ共一式 ﾌﾟﾗｽ 214 蠇167 組 1980/10/25 9,800 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31700 将棋盤ｺﾏ共一式 ﾌﾟﾗｽ 214 蠇167 組 1980/10/25 9,800 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31703 碁盤一式 ﾌﾟﾗｽ 214 蠇108 組 1980/10/25 16,190 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31704 冷蔵庫 ﾅｼｮﾅﾙ 230-L 台 1980/10/25 130,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31705 ｶﾞｽ高速ｵ-ﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ ﾊﾟﾛﾏ 台 1980/10/25 72,680 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31706 炊飯器 ﾊﾟﾛﾏ PR-8CK 台 1980/10/25 24,610 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31707 ﾚﾝｼﾞ･炊飯器台 台 1980/10/25 17,750 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31708 医療器具用ﾜｺﾞﾝ ﾌﾟﾗｽ  BS-2 台 1980/10/25 18,200 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31709 消毒用洗面用具 ｺｸﾖ  HP-TD2 台 1980/10/25 5,060 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31710 長 机 ｺｸﾖ  KT-S20 台 1980/10/25 10,190 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31711 長 机 ｺｸﾖ  KT-S20 台 1980/10/25 10,190 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31712 長 机 ｺｸﾖ  KT-S20 台 1980/10/25 10,190 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31713 長 机 ｺｸﾖ  KT-S20 台 1980/10/25 10,190 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31714 ﾊﾞﾚ-ﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ  EX-L-25 台 1980/10/25 10,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31718 ﾊﾞﾚ-等 審判台 LG-10 台 1980/10/25 59,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31719 ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ SG-21 台 1980/10/25 26,300 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31721 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31722 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31723 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31724 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31725 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31726 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31727 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31728 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31729 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31730 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31731 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31732 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31733 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31734 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31735 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31736 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31737 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31738 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31739 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31740 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31741 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31742 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31743 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31744 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31745 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31746 ﾎｰﾙ用ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31747 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31748 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31749 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31750 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31751 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31752 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31753 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31754 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31755 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31756 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
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31757 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31758 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31759 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31760 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31761 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31762 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31763 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31764 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31765 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31766 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31767 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31768 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31769 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31770 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31771 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31772 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31773 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31774 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31775 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31776 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31777 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31778 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31779 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31780 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31781 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31782 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31783 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31784 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31785 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31786 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31787 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31788 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31789 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31790 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31791 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31792 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31793 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31794 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31795 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31796 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31797 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31798 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31799 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31800 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31801 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31802 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31803 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31804 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31805 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31806 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31807 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31808 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31809 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31810 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31811 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31812 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31813 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31814 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31815 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31816 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31817 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31818 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31819 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31820 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
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31821 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31822 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31823 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31824 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31825 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31826 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31827 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31828 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31829 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31830 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31831 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31832 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31833 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31834 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31835 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31836 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31837 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31838 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31839 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31840 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31841 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31842 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31843 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31844 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31845 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31846 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31847 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31848 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31849 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31850 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31851 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31852 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31853 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31854 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31855 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31856 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31857 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31858 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31859 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31860 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31861 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31862 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31863 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31864 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31865 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31866 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31867 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31868 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31869 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31870 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31871 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31872 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31873 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31874 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31875 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31876 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31877 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31878 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31879 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31880 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31881 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31882 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31883 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31884 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
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31885 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31886 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31887 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31888 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31889 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31890 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31891 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31892 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31893 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31894 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31895 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31896 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31897 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31898 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31899 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31900 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31901 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31902 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31903 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31904 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31905 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31906 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31907 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31908 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31909 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31910 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31911 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31912 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31913 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31914 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31915 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31916 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31917 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31918 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31919 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31920 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31921 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31922 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31923 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31924 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31925 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31926 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31927 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31928 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31929 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31930 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31931 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31932 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31933 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31934 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31935 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31936 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31937 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31938 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31939 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31940 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31941 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31942 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31943 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31944 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31945 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31946 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31947 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31948 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
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31949 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31950 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31951 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31952 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31953 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31954 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31955 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31956 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31957 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31958 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31959 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31960 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31961 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31962 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31963 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31964 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31965 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31966 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31967 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31968 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31969 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31970 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31971 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31972 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31973 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31974 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31975 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31976 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31977 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31978 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31979 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31980 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31981 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31982 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31983 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31984 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31985 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31986 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31987 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31988 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31989 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31990 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31991 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31992 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31993 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31994 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31995 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31996 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31997 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31998 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
31999 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32000 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32001 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32002 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32003 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32004 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32005 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32006 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32007 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32008 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32009 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32010 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32011 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32012 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
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32013 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32014 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32015 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32016 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32017 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32018 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32019 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32020 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32021 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32022 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32023 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32024 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32025 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32026 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32027 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32028 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32029 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32030 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32031 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32032 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32033 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32034 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32035 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32036 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32037 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32038 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32039 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32040 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32041 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32042 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32043 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32044 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32045 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32046 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32047 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32048 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32049 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32050 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32051 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32052 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32053 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32054 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32055 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32056 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32057 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32058 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32059 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32060 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32061 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32062 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32063 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32064 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32065 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32066 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32067 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32068 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32069 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32070 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32071 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32072 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32073 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32074 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32075 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32076 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
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32077 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32078 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32079 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32080 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｻﾝｹｲ　GF-5 脚 1980/10/25 360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32081 ｶｰﾃﾝ 式 1980/10/25 640,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32082 金示器 ﾄ-ﾎ-10行 台 1980/10/25 14,600 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32089 事務机 ｺｸﾖ　SD-S127S3 台 1981/7/25 17,680 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32090 事務机 ｺｸﾖ　SD-S127S3 台 1981/7/25 17,680 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32091 事務机 ｺｸﾖ　SD-S127S3 台 1981/7/25 17,680 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32092 事務机 ｺｸﾖ　SD-S127S3 台 1981/7/25 17,680 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32093 脇机 ｺｸﾖ　SDS9ES 台 1981/7/25 12,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32094 事務ｲｽ ｺｸﾖ　CR2SK 脚 1981/7/25 9,455 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32095 事務ｲｽ ｺｸﾖ　CR2SK 脚 1981/7/25 9,455 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32097 事務ｲｽ ｺｸﾖ　CR2SK 脚 1981/7/25 9,455 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32098 応接4点ｾｯﾄ ｻﾝｹｲ ｻﾘﾊﾞﾝCP-56 組 1981/7/25 123,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32099 保管庫 ｺｸﾖ S-Z360 台 1981/7/25 11,440 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32101 ﾛｯｶｰ4人用 ｺｸﾖ LK-Z4 台 1981/7/25 14,560 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32101 保管庫ｹｰｽ付き ｺｸﾖ SZ435,435G 台 1981/7/25 28,700 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32102 ｶﾞｽｺﾝﾛ ﾘﾝﾅｲ 台 1981/7/25 8,570 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32103 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32104 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32105 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32106 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32107 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32108 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32109 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32110 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32111 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32113 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32114 隋円形会議用ﾃｰﾌﾞﾙ ｳﾁﾀﾞ　4200-40 台 1981/7/25 213,840 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32115 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32116 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32117 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32118 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32119 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32120 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32121 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32122 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32123 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32124 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32125 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32126 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32127 会議用ｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32128 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32129 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32130 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32131 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32132 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32133 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32134 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32135 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32136 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32137 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32138 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32139 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32140 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32141 会議用ｲｽ ｳﾁﾀﾞ T-15ﾌﾞﾗｯｸ 脚 1981/7/25 20,620 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32142 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32143 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32144 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32145 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32146 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32147 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32148 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
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32149 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　AT-S13-10 台 1981/7/25 19,550 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32150 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32151 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32152 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32153 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32154 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32155 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32156 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32157 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32158 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32159 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32160 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32161 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32162 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32163 図書館ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ CFM-23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32164 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32165 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32166 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32167 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32168 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32169 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32170 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32171 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32172 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32173 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32174 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32175 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32176 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32177 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32178 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32179 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32180 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32181 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32182 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32183 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32184 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32185 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32186 会議用長机 ｺｸﾖ　MS31R 台 1981/7/25 13,930 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32187 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32188 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32189 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32190 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32191 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32192 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32193 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32194 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32195 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32196 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32197 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32198 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32199 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32200 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32201 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32202 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32203 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32204 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32205 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32206 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32207 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32208 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32209 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32210 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32211 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32212 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ

15



備品番号 品目 規格 単位 取得年月日 取得価額 所管課 保管場所
32213 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32214 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32215 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32216 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32217 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32218 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32219 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32220 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32221 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32222 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32223 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32224 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32225 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32226 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32227 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32228 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32229 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32230 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32231 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32232 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32233 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32234 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32235 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32236 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32237 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32238 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32239 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32240 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ｺｸﾖ　CK20KS 脚 1981/7/25 7,170 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32241 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32242 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32243 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32244 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32245 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32246 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32247 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32248 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32249 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32250 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32251 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32252 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ CFM23NS 脚 1981/7/25 7,590 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32253 応接ｾｯﾄ ｺｸﾖ PT45N28CV110KR 組 1981/7/25 176,400 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32254 ｲｽﾍﾞﾝﾁ ｺｸﾖ　CN11S 脚 1981/7/25 22,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32255 ｲｽﾍﾞﾝﾁ ｺｸﾖ　CN11S 脚 1981/7/25 22,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32256 ｲｽﾍﾞﾝﾁ ｺｸﾖ　CN11S 脚 1981/7/25 22,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32257 案内板 ｺｸﾖ GB-32GP 台 1981/7/25 12,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32258 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32259 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32260 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32261 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32262 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32263 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32264 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32265 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32266 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32267 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32268 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32269 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32270 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32271 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32272 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32273 和室用長机 ｺｸﾖ　KT-40T 台 1981/7/25 8,730 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32274 ｶﾞｽｺﾝﾛ ﾘﾝﾅｲ 台 1976/7/25 8,570 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32275 ｶﾞｽｺﾝﾛ ﾘﾝﾅｲ 台 1976/7/25 8,570 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32276 ｶﾞｽｺﾝﾛ ﾘﾝﾅｲ 台 1976/7/25 8,570 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ

16



備品番号 品目 規格 単位 取得年月日 取得価額 所管課 保管場所
32277 ｶﾞｽｺﾝﾛ ﾘﾝﾅｲ 台 1976/7/25 8,570 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32278 ｶﾞｽｺﾝﾛ ﾘﾝﾅｲ 台 1976/7/25 8,570 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32279 ｶﾞｽｺﾝﾛ ﾘﾝﾅｲ 台 1976/7/25 8,570 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32280 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32281 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32282 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32283 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32284 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32285 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32286 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32287 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32288 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32289 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32290 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32291 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32292 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32293 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32294 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32295 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32296 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32297 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32298 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32299 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32301 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32302 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32303 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32304 事務机 ｺｸﾖ　SD-S127S3 台 1981/7/25 17,680 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32306 丸ｲｽ ｺｸﾖ CR-F7 脚 1981/7/25 5,610 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32307 ﾍﾞｯﾄﾏｯﾄ ｺｸﾖ HPKEZS1 台 1981/7/25 68,950 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32309 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32310 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32311 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32312 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32313 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32314 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32316 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32317 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32318 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32319 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32320 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32321 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32322 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32324 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32325 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32326 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32327 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32328 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32329 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32330 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32331 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32332 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32333 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32334 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32335 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32336 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32337 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ  SLK-T12L 台 1981/7/25 35,360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32338 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ  SLK-T12L 台 1981/7/25 35,360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32339 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ  SLK-T12L 台 1981/7/25 35,360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32340 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ  SLK-T12L 台 1981/7/25 35,360 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32341 演台 ｺｸﾖ WA-11 式 1981/7/25 178,460 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32342 円ｲｽ 脚 1981/7/25 580 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32343 ﾊﾞﾚｰ支柱 VP-14 台 1981/7/25 100,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32344 卓球台 ﾐｽﾞﾉ EX-L25 台 1981/7/25 70,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32345 卓球台 ﾐｽﾞﾉ EX-L25 台 1981/7/25 70,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
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32346 卓球台 ﾐｽﾞﾉ EX-L25 台 1981/7/25 70,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32347 卓球台 ﾐｽﾞﾉ EX-L25 台 1981/7/25 70,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32348 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ支柱 BP-12 台 1981/7/25 47,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32349 ｽﾃｰｼﾞ幕 式 1981/11/11 1,700,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
32350 工壌検査機 式 1982/2/27 177,810 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
35010 碁盤一式 ﾌﾟﾗｽ 214 蠇108 組 1980/10/25 16,190 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
35440 碁盤一式 ﾌﾟﾗｽ 214 蠇108 組 1980/10/25 16,190 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
36519 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ ﾅｼｮﾅﾙWX-801-5 式 1986/6/2 48,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
36520 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ ﾅｼｮﾅﾙWX-461-5 式 1986/6/2 18,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
36521 ﾏｲｸ WM-363 台 1986/6/2 11,600 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
48994 ﾃﾚﾋﾞ ｿﾆｰ KV29-HRI 台 1991/8/7 136,784 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
51706 冷暖房機 松下 CS-90UH5HN 台 1992/5/21 854,900 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
57200 ﾅｼｮﾅﾙ冷蔵庫 台 1994/5/18 56,444 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
57201 電子ﾚﾝｼﾞ 東芝ER-BX2 台 1994/5/18 42,848 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
57896 平机 ﾌﾟﾗｽ　HS-87 台 1994/12/26 13,390 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
57900 ｲｽ ﾌﾟﾗｽ　DC-422N 脚 1994/12/26 1,680 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63604 金庫 EY-03 台 1996/7/5 31,363 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63606 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63607 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63608 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63609 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63610 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63611 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63612 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63613 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63614 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
63615 ﾃｰﾌﾞﾙ S2　1800*600 台 1996/2/26 9,270 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
82021 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ 富士通　FMV-E3210 台 2006/2/23 70,917 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
82022 15型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 富士通　VL-154SS 台 2006/2/23 41,475 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
82023 ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｷｬﾉﾝ　PIXUS-MP500 台 2006/2/23 23,814 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
82024 金庫 外寸　W550×D562×H600 台 2006/2/23 80,000 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
83153 木製書架 A型　3段傾斜複式　3連 台 2006/3/31 390,600 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ
86286 ｴｱｺﾝ 東芝　RAS-712SDR(W) 台 2007/12/7 262,500 農林水産課 農村環境改善ｾﾝﾀｰ

29880 ﾃﾆｽｺｰﾄﾄﾞﾗｲﾔｰ 台 1987/5/15 ¥6,400 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
29881 ﾃﾆｽｺｰﾄﾄﾞﾗｲﾔｰ 台 1987/5/15 ¥6,400 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
29886 硬式ﾃﾆｽﾈｯﾄ セ 1988/3/1 ¥46,900 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
29887 硬式ﾃﾆｽﾈｯﾄ セ 1988/3/1 ¥46,900 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
29926 ﾍﾞﾝﾁ ﾌﾟﾗｽ 脚 1991/3/20 ¥11,896 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
29927 ﾍﾞﾝﾁ ﾌﾟﾗｽ 脚 1991/3/20 ¥11,896 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
29928 ﾍﾞﾝﾁ ﾌﾟﾗｽ 脚 1991/3/20 ¥11,896 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
29929 ﾍﾞﾝﾁ ﾌﾟﾗｽ 脚 1991/3/20 ¥11,896 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
29930 ﾃﾆｽ審判台 ｶﾜｲKA-TS206 台 1991/3/20 ¥80,031 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
49481 ｺﾞｰﾙﾈｯﾄ SSN404 台 1990/11/1 ¥43,000 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部野球場
49482 ｺﾞｰﾙﾈｯﾄ SSN404 台 1990/11/1 ¥43,000 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部野球場
80145 ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ（一般用） ﾃｸﾉ3-21-500 組 2004/6/23 ¥345,000 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部野球場
82163 ｽｺｱｰﾎﾞｰﾄﾞ SB-11C 台 2006/3/24 ¥231,000 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部野球場

90656
全天候硬式テニス
ネット

EVERNEW　EKE-572 枚 2011/3/31 ¥34,650 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ

90657
全天候硬式テニス
ネット

EVERNEW　EKE-572 枚 2011/3/31 ¥34,650 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ

95464
AED（自動体外式除
細動器）

日本光電工業㈱ｶﾙｼﾞｵ
ﾗｲﾌ　AED-2100

ｾｯﾄ 2014/2/21 ¥64,890 ｽﾎﾟｰﾂ課
西部野球場（農村
環境改善ｾﾝﾀｰ）

95685
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ（本
体）

lenovo　ThinkCentre
M73　Small

台 2014/3/31 ¥90,000 ｽﾎﾟｰﾂ課
西部野球場（農村
環境改善ｾﾝﾀｰ）

95692
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ（ﾓﾆ
ﾀｰ）

lenovo　ThinkVision
LT1953Wide

台 2014/3/31 ¥17,000 ｽﾎﾟｰﾂ課
西部野球場（農村
環境改善ｾﾝﾀｰ）

96771
ｻｯｶｰｺﾞｰﾙﾎﾟﾄﾊﾝﾀｰ
ZERO

RT-F012930 対 2015/3/31 ¥378,000 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部野球場

96772 ｻｯｶｰﾈｯﾄ RT-N160507 組 2015/3/31 ¥43,200 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部野球場
96773 ﾃﾆｽﾈｯﾄ EKE572 枚 2015/3/31 ¥37,476 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
96774 ﾃﾆｽﾈｯﾄ EKE572 枚 2015/3/31 ¥37,476 ｽﾎﾟｰﾂ課 西部ﾃﾆｽｺｰﾄ
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鼓ケ浦サン・スポーツランド 

（運動施設・公園施設） 

管理業務仕様書 

平成２9年 7月 

鈴鹿市文化スポーツ部スポーツ課 

鈴鹿市都市整備部市街地整備課 
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1. 趣旨

本仕様書は，鼓ケ浦サン・スポーツランド内の指定管理者が行う業務の範囲，その

他管理運営業務の内容及び実施方法について定めるものとする。 

2. 指定管理者の業務

指定管理者が行う業務の内容は以下のとおりとする。

(1) 施設の管理運営に関すること

① 施設の使用受付・予約及び使用許可書の発行に関すること。

② 施設使用の制限及び使用許可の取り消しに関すること。

③ 災害における避難所の開設は，最優先使用とする。使用に伴う，関係者との日

程調整は，指定管理者が行うこと。

④ 鼓ケ浦サン・スポーツランド運動施設の優先使用等に関すること。

ⅰ 鈴鹿市主催事業等，公営性の高い行事については，優先的に事前の施設予約

を受け付けること（資料，鈴鹿市運動施設優先使用許可基準参照）。 

ⅱ 次年度の大会等行事の専用使用については，必要に応じて関係する競技団体

等を対象に，原則 1月又は 2月に調整会議を行うこと。 

⑤ 施設の利用状況等の周知

ⅰ 広報すずかへの掲載

ⅱ 鈴鹿市ホームページへの掲載

⑥ 拾得物・残置物の処理

ⅰ 拾得物は拾得物の台帳を作成し，原則として鈴鹿警察署に届けること。

ⅱ 施設内に放置された自転車等で持ち主が不明であり，明らかに廃棄物と判断

されるものについては，一定期間保管した後に処分すること。 

ⅲ 廃棄されたものか疑わしき場合は，一定期間，撤去を要請する旨の警告札を

取り付け，その後所有者が不明の場合は処分する。 

⑦ 緊急対応体制の確立

ⅰ 指定期間中の事故，災害（利用時間外を含む。）などの発生に当たり，迅速か

つ的確に情報を伝達するとともに，緊急時に対応できる体制を確立すること。 

ⅱ 事故が発生した場合は，被害者の救済，保護などの応急措置を講じるほか，

状況に応じて関係機関に連絡を取り対処すること。 

⑧ 施設賠償責任保険の加入

鈴鹿市が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は，鈴鹿市に損害賠

償義務が生じるが，施設の管理に瑕疵があり被害が生じた場合で，その管理に過

失があったときは，指定管理者に損害賠償義務が生じることがあるため，自らの

負担において必要な保険に加入すること。 

なお，指定管理者は，鈴鹿市が加入する｢全国市長会 市民総合賠償補償保険｣
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の被保険者とみなされる。（ただし，自主事業は除く。） 

指定管理者が対象となる賠償責任保険の内容は，次のとおりです。 

【賠償責任保険の内容】※平成 29年 4月現在 

支払限度額 身体賠償 1名につき 1億円 

〃   1事故につき   10億円 

財物賠償 1事故につき 2,000万円 

⑨ 利用者の安全の確保

利用者の安全対策，監視体制について，各種マニュアルを作成し，職員を指導

し，万一に備えて職員を訓練すること。

また，緊急対策・防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを

作成し，職員を指導し，万一に備えて職員を訓練すること。

⑩ 個人情報の保護

「鈴鹿市個人情報保護条例」に基づき，業務に関連して取得した利用者個人に

関する情報を適切に取り扱うこと。また，個人情報保護の大切さを職員に周知

徹底し，万一これが漏洩等した場合の対策を講じること。

⑪ 業務報告

ⅰ 毎月終了後，利用状況報告書（利用者数・利用料金等），維持管理業務月報を

翌月の 5日までに提出すること。 

ⅱ 毎年度終了後，2か月以内に事業報告書を提出すること。 

ⅲ Suzuka-EMSに関する報告書を提出すること。 

ⅳ その他，鈴鹿市が必要とする報告書を提出すること。 

⑫ 管理運営のための体制の整備

ⅰ 職員（社員）の配置に関すること。

ア 責任者 1名，職員 1名以上を配置すること。（常時 2名以上体制）

なお，必要に応じてスポーツ教室指導員を配置すること。

イ 管理運営に係る全職員（臨時職員を含む）の勤務形態等については，「労働

基準法」・「労働安全衛生法」・その他労働関係法令を遵守し，管理運営に支

障のないよう配置すること。

ウ 職員に対して，施設の管理運営に必要な研修を実施すること。

エ 運動施設については，（公財）日本体育施設協会が公認する体育施設管理士

の資格を有する者を配置することが望ましい。

ⅱ 経理業務・受付業務・使用許可業務・利用料金等徴収業務・帳簿作成業務・

公園の管理業務・その他（スポーツ教室等），必要な業務を行うこと。 

ⅲ 指定管理者は，管理運営に係る経費事務を行うにあたり，自身の団体と独立

した会計帳簿書類及び経理規程を設けるとともに，経費及び収入は，団体自

身の口座とは別の口座で管理することとする。 
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   ただし，前指定管理者の支払い金について，引き継ぎ後，4月以降で発生す 

る請求については，前年度分であっても次期指定管理者の支払いとする。 

 

(2) 施設の利用料金等の徴収に関すること 

① 運動施設 

ⅰ「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例」第 6 条の規定に基づき利用料

金を徴収する。 

ⅱ 利用料金の還付が必要な場合は，「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条

例」第 7条に基づき速やかに処理を行う。 

② 公園施設 

公園内行為の使用料を徴収する場合は，「鈴鹿市都市公園条例」に基づき処理を行

う。 

 

(3) 施設の維持管理に関する業務 

① 施設の保守管理業務 

ⅰ 施設の外部，内部等の状態を監視し，常に良好な状態を維持すること。 

ⅱ 小破修繕を行うこと。 

ⅲ 施設の維持管理等で必要な委託業務等は各施設の管理業務仕様書別表 1 を基

準とすること。  

また，施設の運営に支障をきたさないよう，必要な消耗品を適宜購入し，管理

を行うこと。 

② 施設及び設備が破損した場合は，1 件 30 万円未満の修繕費は，指定管理者の負

担とする。 

③ 光熱水費・消耗品費等は，指定管理者の負担とする。 

 

(4) 施設の備品等の管理に関する業務 

 ① 施設の備品について，常に良好な状態を保ち，常時安全な使用が可能な状態で管

理すること。 

② 施設の備品が破損した場合は，1 件 20 万円未満の修繕費は，指定管理者の負担

とする。 

 

(5) スポーツ教室及び自主事業 

施設を利用したスポーツ教室（運動施設を対象）を実施することができる（ス

ポーツ教室仕様書を参照）。自主事業については，開催の計画がある場合，様式

集 1 の自主事業計画書（様式 6）で示すこと。ただし，施設の設置目的にそぐわ

ないものは認められない。 
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(6) ホームレスへの対応

ホームレスが施設敷地内を起居の場所として使用し，施設・公園利用者の適正な

利用が妨げられている場合は，鈴鹿市に連絡し，必要な措置を講じること。 

(7) 市監査委員による監査

法の規定に基づき，公の施設の管理運営業務に係る出納，その他の事務の執行

について，市監査委員による監査の実施が決定された場合には，当該監査に

誠実に対応し，また，監査結果に指摘事項等があった場合には，速やかに改善等

を図ること。

3. その他

(1) 指定期間終了にあたっての引継業務

指定管理者は，指定期間終了時に次期の指定管理者が円滑かつ支障なく業務が行

えるよう，引継を行うこと。

(2) その他管理運営に関し必要な業務

その他管理運営に関し，鈴鹿市より指示があった場合は，誠意をもって対応する

こと。

(3) 立入検査について

鈴鹿市は必要に応じ，施設・物品・各種帳簿等並びに管理運営の実施について検

査を行う。指定管理者は，合理的な理由なく，これを拒否できないこととする。

(4) 備品・消耗品等の所有権

指定管理者に貸し付ける備品等については，鈴鹿市の所有とし，その使用及び保

管は十分注意すること。定管理者が購入した物品は指定管理者の所有とする。

(5) 委託の禁止

指定管理者は，管理業務を一括して第三者に委託することができないこととする。 

ただし，鈴鹿市の認める場合は清掃・警備等の施設・設備管理業務を個別に委託

することはできる。

(6) 行政財産目的外使用

指定管理者は行政財産の目的外使用（例：自動販売機設置等）を行う場合は鈴

鹿市の許可を受けること。
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(7) 協議

指定管理者はこの仕様書に規定するほか，指定管理者の業務の内容及び運営につ

いて，疑義が生じた場合はその都度，鈴鹿市と協議し決定すること。

(8) 業務を実施するにあたっての注意事項

① 公の施設であることを常に念頭において，公平・公正な運営を行うこととし，

特定の団体等に有利にあるいは不利になる運営をしないこと。

② 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合は，鈴鹿市と協

議を行うこと。

(9) 注意報･警報等が発生された場合の対応

① 荒天が予想される場合は，事前に各施設の点検を行うこと。

② 荒天後は，施設内を巡視し，被害の有無を確認し，重大な事故がある場合は速

やかに鈴鹿市に報告するとともに，危険箇所については，二次災害を引き起こさ

ないように処置を行うこと。

(10) 全国高等学校総合体育大会（インターハイ），国民体育大会等の開催に向けた

対応について

  鈴鹿市では，平成 30年に全国高等学校総合体育大会（インターハイ），平成 32 

年に国民体育大会競技別リハーサル大会，平成 33年に国民体育大会（本大会：三 

重とこわか国体）の各競技会を開催予定であるため，別紙１（平成 30年度全国高 

等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて）及び別紙２（平成 33年度三 

重とこわか国体開催に向けて）に定める事項について対応を行うこと。 
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資料 

鈴鹿市運動施設優先使用許可基準 

 

1. 鈴鹿市主催の大会等 

 

2. 国際大会および国内トップレベルの試合 

 

3. 全国大会，東海大会 

①輪番制で三重県（鈴鹿市）に回ってきた大会であること 

②予選を勝ち抜いてきたチーム（個人）が行う大会であること 

③当該施設で行う事由のある大会であること 

 

上記①～③の条件をすべて満たしている大会であること。 

 

4. 1～3 の条件を満たしている大会については，当該施設が指示する提出期限までに，

主催者および協会長等から依頼文書，大会の要項（本年度のもので可），輪番制がわ

かる資料などを当該施設に提出する。 
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鼓ケ浦サン・スポーツランド（運動施設）管理業務仕様書 別表１ 

1.鼓ケ浦サン・スポーツランド（運動施設）の施設及び付属設備の維持管理

1. 自家用電気工作物保安管理業務

(1) 業務内容  電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務 

(2) 点検回数  年 6回 

(3) 電気工作物設備内容

① 契約設備電力 58 kw 

② 容    量 75 KVA 

③ 受電電圧 6600 V 

④ 非常用予備発電装置容量   0 KVA 

⑤ 非常用予備発電装置電圧 0 V 

⑥ 点    検 隔月 

⑦ 絶縁監視装置取付有無    有り 

【参考】委託料基準  104,000円／年（消費税を含まない） 
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2. 浄化槽保守点検業務  3. 浄化槽清掃業務  

 

(1) 業務内容   保守点検・清掃は，浄化槽法並びに関係法令の定めるところによる。 

 

(2) 設   備      

① 機種形式  分離バッキ方式    形式  藤吉 

② 容   量     50人槽 7.11㎥ 

 

(3) 実施時期   保守点検→年 4回（5月，8月，11月，2月） 

と回数    清    掃→年１回 

 

(4) 結果報告    定期点検を実施した時は，必ず点検の結果報告を提出する。 

 

【参考】委託料基準   115,000円／年（消費税を含まない） 
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4. 浄化槽法定点検業務  

 

(1) 検査項目 

  ① 外観検査（75項目） 

② 水質検査（pH・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・塩化物イオン濃度・汚泥沈

殿率・BOD） 

③ 書類検査(保守点検・清掃の記録の保存状況，記録内容の特記事項) 

 

(2) 検査回数   年１回 

 

(3) 検査機関   (社)三重県水質検査センター 

 

(4) 検査手数料  法定手数料の金額とする。 
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5. 植栽管理業務  

 

(1) 業務内容    植栽の剪定等（詳細については公園施設の植栽管理業務と同様） 

 

(2) 報  告    作業の状況を，早期に鈴鹿市に報告する。 

 

(3) 器物損傷責任  剪定実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷

を与えた場合は，受託者がその責任を負う。 

 

(4) 剪定回数    年１回 

 

【参考】委託料基準  916,000円／年（消費税を含まない） 
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2.清掃業務

1. 清掃業務

(1) 定期清掃作業内容

① 管理棟の床面清掃（石鹸水拭き・ワックスかけ）

② 管理棟のガラス清掃（石鹸水拭き・空拭き）

③ 管理棟蛍光灯清掃

(2) 清掃回数   年１回（年末） 

(3) 報  告  定期作業の状況を，定期的に鈴鹿市に報告する。 

(4) 器物損傷責任  清掃実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷

を与えた場合は受託者がその責任を負う。 

【参考】委託料基準 59,000円／年（消費税を含まない） 
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鼓ケ浦サン・スポーツランド（公園施設）管理業務仕様書 別表 1 

 

1.鼓ケ浦サン・スポーツランド（公園施設）の施設及び付属設備の維持管理 

 

【 公園施設 】 

維持管理の基本方針 

公園利用者が安心，快適かつ楽しく公園を利用できるよう，積極的に創意工夫をもって，

常にこれらを良好で適正な状態に維持すること。 

維持管理に当たっては，年間維持管理業務計画書を作成し，次の各号の業務を行うもの

とする。また，常に巡視，点検を実施し，利用者及び施設等の安全確保に万全を期すこと。

作業の実施に当たっては，利用者及び作業者に対する安全対策を徹底すること。 

この仕様書の記載の有無に関わらず，指定管理者は，健全で良好な公園の管理運営に努

め，利用者の安全確保と園内の快適な環境の確保のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

１ 施設管理業務 

公園施設の機能を十分に活用し，公園利用者が安全かつ快適に利用できるよう，常に

巡視･点検を実施し，異常を発見したときは，速やかに使用を停止した上で，破損箇所の

小規模な修繕，交換，補充を適切に行うこと。また，便益施設，遊具施設等の衛生的環

境の確保を行うこと。公園における事故，事件，火災などの予防措置を講じると共に，

不慮の事象が発生した場合には，速やかに解決するよう努めること。 

 

２ 植物管理業務 

  植物の特性にあった年間管理作業計画を作成し，常に良好な状態を維持すること。ま

た，各植栽地の管理に当たっては，来園者の公園利用と安全を確保しつつ，清掃，病害

虫防除，施肥，剪定，刈り込み，草刈り等，植物の生育や育成に必要な作業を，最も適

切な時期や方法を選び管理すること。 

 

３ 用地の保全 

公園外周の境界杭や不法占用の有無などの状況を把握し，異常があった場合は随時，

鈴鹿市に報告すること。 

 

 

１．園内管理業務 

（１） 業務内容 

   ① 園地清掃 
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   ・拾い清掃や掃き清掃を適宜組合せ，園路や側溝，園地，広場をきれいな状態に保

つとともに，ゴミ，落葉，吸い殻等回収漏れのないように集め，処理を行う。 

② 便所・水飲み場清掃 

   ・作業中は利用者の利便性に配慮すること。 

   ・衛生器具（便器・手洗い器等），床，壁，鏡，窓，天井，照明器具等を適切な方法

と頻度で清掃し，清潔に保つとともに，詰まり等にはすぐに対処する。 

・ホルダー内に常時ペーパーがあるように補充する。 

・水飲み場清掃にあたっては，蛇口，受け皿等の水抜き及び砂や汚物を除去し，衛

生に努める。 

③ 排水設備清掃 

・側溝，排水桝，汚水桝等の排水設備の性能を維持するための適宜点検を行うとと

もに溜まった土砂やゴミ等を除去する。 

④ 休憩施設等の維持 

   ・東屋・ベンチ等の機能性や安全性，快適性に配慮し，常に良好な状態を維持する

よう努める。 

   ⑤ 遊具管理 

   ・すべての遊具を対象に目視，触診，聴診等による日常点検を実施する。 

⑥ 電気設備保守 

   ・電気設備を点検調整し良好な状態を維持するとともに，故障時については適切に

対応すること。 

⑦ 除草作業 

・雑草は根ごと除去し，除草後はきれいに清掃する。 

（２） 業務回数 

① 園内巡回 毎日（午前，午後各１回） 

② 園内清掃 適時 

③ 園内人力除草 適時 

④ トイレ，水飲み場清掃 毎日 

⑤ 排水設備清掃 適時 

⑥ 休憩施設点検 適時 

⑦ 電気設備点検 適時 

⑧ 遊具施設日常点検 １回／月以上 

（３） 管理報告書 

  １日の業務内容（点検，修繕，清掃，その他維持管理作業等）や市民対応など特記事

項を記した日報等を作成すること。 

   

【参考】 
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委託料基準     1,233,000円／年（消費税を含まない） 

２. 草地管理業務 

 

(1) 業務内容 

①草刈り 

・均一に刈り払い，ツル性雑草は除去する。刈り跡はきれいに清掃する。 

・必要に応じて刈草を所定の場所に集積し，適正に処分する。 

 

(2) 業務回数 

   年 3回 

 

(3) 業務報告 

   業務完了後，直ちに業者から報告をさせ，検査をすること。 

 

【参考】委託料基準  799,000円／年（消費税を含まない） 

 

３．植栽管理業務 

（１）業務内容 

① 芝刈り 

・刈り残しやムラがないよう均一に刈り込み，除草を行う際には芝生を傷めないよ

う丁寧に抜き取る。 

・必要に応じて刈芝を所定の場所に集積し，適正に処分する。 

・必要に応じて目土かけやブラッシング，エアレーション，補植等を適切に行う。 

② 樹木剪定 

・基本剪定及び軽剪定等を，剪定の必要性や樹種特性に応じて，最も適切な時期と

方法で行う。 

・高木，低木の植栽部分は，必要に応じ抜き取り除草を行い，施肥を行う際は，樹

木特性や施肥の種類を考慮し，最も効果的な方法で行う。 

③ 生垣手入れ 

・樹木の特性に応じて切詰め，中透かし等を適切に行う。 

④ 施肥 

・施肥を行う際は，樹木特性や施肥の種類を考慮し，最も効果的な方法で行う。 

⑤ 樹木管理 

・樹木が健全な樹勢を保てるよう，樹種特性に応じた手入れを適切に行う。 

⑥ 病虫害防除 

・病虫害発生の早期発見に努め，極力，薬剤を使用しない方法（剪定防除，捕殺等）
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により防除を行う。 

・薬剤防除にあたっては，農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安全基準を厳

守するとともに，使用量を最小限にとどめるよう努める。

・散布に際しては近隣住民や公園利用者に事前周知を行うとともに，健康被害の防

止に充分配慮する。

⑥ 枯損木撤去

・原則として地上部のみを撤去し，適正な処分を行う。

・支障樹木は原則的に移植により対処する。

・生育不良樹等については，樹勢回復や延命措置を総合的に考えあわせ，やむを得

ない場合は伐採を行う。

（２） 業務回数

① 芝生管理 薬剤除草 年１回（春），芝刈り 年３回

② 樹木管理 低，中，高木薬剤噴霧 年２回

低，中木剪定 年１回，高木剪定 適時 

枯木除去 適時 

（３） 業務報告

  業務完了後，直ちに申し出，検査を受けること。 

【参考】 

委託料基準 2,581,000円／年（消費税を含まない） 

４．遊具施設管理業務 

（１） 業務内容

① 遊具点検

・すべての遊具を対象に，「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第

2 版）」・「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用す

る可能性のある健康器具系施設）（平成 26 年 6 月国土交通省）及び「遊具の安全

に関する基準（改訂版）」（平成 26 年 6 月一般社団法人日本公園施設業協会）を

参考として，専門技術者による目視，触診，聴診，打診及び計測等による定期点

検を実施する。

・作業車両を駐車するときは，できるだけ遊具などの利用者に影響のない場所を選

定し，点検内容に応じ，適時カラーコーンやバリケード等を設置するなどの安全

対策を施すこと。

・利用者に対しては，点検作業であることを説明し，一時利用を停止して頂くよう
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な協力を得ること。 

・点検により対象施設の異常を発見したときは，速やかに使用停止の措置を行うこ

と。 

（２） 業務回数 

定期点検 年１回 

（３） 業務報告 

点検完了後，点検結果の一覧表を作成し，速やかに提出すること。 

 

【参考】 

委託料基準   83,000円／年（消費税を含まない） 
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スポーツ教室仕様書 

1. 趣旨 

  市民を対象に，誰もが気軽に，楽しく参加できる生涯スポーツの普及振興を図り，

市民の健康と体力づくりを目的とするスポーツ教室を開催する。 

  

2. スポーツ教室の業務 

(1) スポーツ教室の開催について 

① 年間で 16種目以上，320回以上のスポーツ教室を開催すること。 

② 当該年度で実施を予定する各スポーツ教室について，募集定員・受講料・開

催期間・開催回数・収支予測などの開催内容を計画書にまとめて，事前にスポ

ーツ課へ提出すること。また，事業報告書と併せて，当該年度に実施した各ス

ポーツ教室の実績について，参加者数・収支決算などの開催内容を報告書にま

とめて提出すること。 

③ スポーツ教室の募集・申し込み受付は，指定管理者で行うこと。 

④ スポーツ教室の参加者募集に関するお知らせ等を，広報すずかやその他のメ

ディア媒体を通じて広報すること。 

⑤ 参加者を公益財団法人スポーツ安全協会が取り扱っているスポーツ安全保険

に加入させること。保険の加入手続きは指定管理者で行うこと。 

⑥ 平成 30年度及び平成 31年度（平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日）に

ついては，AGF鈴鹿体育館が大規模改修工事による休館を予定しているため，ス

ポーツ教室の開催規模について，年間で 10 種目以上，200 回以上の開催規模と

する。 

     

    

 

 

 

 

  



 

 

                                   別紙１ 
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平成 30年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて 

 

 ○開催期間  平成３０年７月２７日～８月２０日 

 ○会  場  三重交通 Gスポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

        体育館 

 ○練習会場  AGF鈴鹿陸上競技場，石垣池公園市民プール，鼓ケ浦サン・スポーツラ 

  （予定）  ンドテニスコート，鈴鹿市立テニスコート 

  

  ・鈴鹿市実行委員会の設立趣旨に則り，インターハイ成功に向けて最大限の協力を行う 

こと。 

  ・インターハイ開催期間中，各施設をあらゆる形態で利用することが予想されるので， 

   全国高等学校体育連盟，三重県高等学校体育連盟専門部，鈴鹿市実行委員会の指示 

   の下，各施設（駐車場含む）を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を 

統括する鈴鹿市体育協会と協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行い，円滑な 

大会運営に向けた利用計画を提出すること。 

  ・三重県高等学校体育連盟ソフトテニス専門部及び鈴鹿市実行委員会と調整の上， 

   インターハイ開催期間中に係る練習コート（鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・ス 

   ポーツランドテニスコート）の確保について，日程，時間，受付業務に係る職員の配 

   置等を計画し，平成３０年５月３１日までに，鈴鹿市実行委員会へ報告すること。ま 

た，一般利用が想定される競技団体及び利用者に対して事前に状況を説明するなど， 

理解をいただくこと。 

  ・サッカー競技開催期間中，ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場がサッカー競技の練習会場施設と 

   して利用される可能性があるので，その際には，三重県高等学校体育連盟サッカー専 

門部及び三重県サッカー協会，鈴鹿市サッカー協会並びに鈴鹿市陸上競技協会と調 

整のうえ，会場の確保を行うこと，その際，協議事項としての報告書を鈴鹿市実行委 

員会に提出すること。 

  ・水球競技開催期間中，石垣池公園市民プールが水球競技の練習会場施設として利用さ 

れる可能性があるので，その際には，一般利用との調整を行い，会場を確保の上，事 

前周知をし，結果を鈴鹿市実行委員会へ報告すること。 

・インターハイ開催期間中は，ＡＧＦ鈴鹿体育館敷地を利用し，競技会場までの臨時 

 シャトルバスの転回場及び臨時駐車場とするため，敷地内での臨時駐車場等の確保 

に努めること。その際に鈴鹿市実行委員会が定める輸送計画について，最大限の協力 

を行うこと。 

  ・インターハイ開催期間中，多岐に渡る業務が発生することが予想されるため，施設管 

理者として期間中に，10～20人／日のボランティア人員を確保し，業務に協力する 

   こと。 
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・インターハイ開催に当たり，他市からの競技用具の借用の申し出に対しては可能な限 

り協力すること。その際に利用が想定される各競技団体に事前に了解を得て，鈴鹿市 

実行委員会に報告すること。 



別紙２ 
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平成３３年度三重とこわか国体開催に向けて 

○開催期間  平成３３年９月～１１月 

○会  場  三重県営スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

体育館，鈴峰ゴルフクラブ，三重県馬術場，石垣池公園野球場，石垣池 

公園市民プール，AGF鈴鹿陸上競技場，西部野球場，桜の森野球場，AGF 

鈴鹿体育館，鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・スポーツランドテニス 

コート

・鈴鹿市開催基本方針に則り，最大限の協力を行うこと。

・平成３０年１２月に三重とこわか国体の競技別会期が決定するので，各施設の利用

については，三重県実行委員会，鈴鹿市準備委員会の指示の下，各施設（駐車場含む）

を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を統括する鈴鹿市体育協会と

協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行うこと。また，その結果を鈴鹿市準備

委員会に報告すること。

・国体開催期間中，行幸啓や行啓が想定されるので，行幸啓等決定の際には，施設管理

者として AGF 鈴鹿体育館（ハンドボール競技）の警備計画及び警備方針を策定する

こと。また，行幸啓等に関しては，宮内庁，三重県警，三重県，競技団体，鈴鹿市準

備委員会との調整事項とすること。

・馬術競技については，駐車場の確保が困難となることから，管理する施設の一部を臨

時駐車場として使用するので，その旨協力すること。

・鈴鹿市準備委員会が策定する各種計画に沿って，可能な限り協力をすること。

・三重とこわか国体については，今後，施設利用について，三重県強化指定チームの優

先使用や大会開催期間中の荒天などによる利用施設の変更，各競技団体への連絡調

整など様々な調整事項が発生することが予想されることから，三重県体育協会，鈴鹿

市体育協会，県・市各競技団体及び鈴鹿市準備委員会と協議，調整を行い，円滑な大

会運営に協力すること。





鼓ケ浦サン・スポーツランド 

（運動施設・公園施設） 
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施設の利用状況 「鼓ケ浦サン・スポーツランド」 

利用者数・利用料金収入 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 備 考 

テニスコート

年間利用者数

使用料収入

33,890人 

4,949千円 

34,141人 

4,907千円 

30,316人 

4,615千円 

クリケットコート

年間利用者数 0人 0人 0人 

フットサルコート

年間利用者数

使用料収入

13,333人 

2,632千円 

10,065人 

2,322千円 

9,039人 

2,057千円 

会議室 

年間利用者数 

使用料収入 

1,378人 

9千円 

1,084人 

3千円 

1,260人 

5千円 冷暖房費 

多目的グランド 

年間利用者数 8,135人 7,679人 6,742人 
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内　訳 備 考

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

人件費 9,856,739 10,253,696 9,981,146

旅費交通費 6,380 5,830 5,460

通信運搬費 71,700 72,699 37,762

受信料 26,670 32,004 32,004

消耗品費 321,608 183,598 252,219

修繕費 734,906 402,460 738,578

印刷製本費 122,954 159,611 31,945

燃料費 0 0 0

光熱水費 2,358,123 2,379,396 2,145,156

賃借料 192,330 195,800 192,600

手数料 0 8,000 177,659

保険料 20,000 17,850 22,340

租税公課 0 1,014,000 1,021,000

委託料 5,318,315 5,195,922 5,331,156

本部管理費 3,052,596 3,339,040 3,325,190

雑費 0 0 0

自主事業運営費 0 0 0

消耗什器備品費 69,800 0 0

物品購入費 0 0 72,800

22,152,121 23,259,906 23,367,015経費合計

【総括表】
鼓ケ浦サン・スポーツランド(運動施設・公園施設）の管理運営に係る維持管理経費

決　　算　　金　　額

項目
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内　容 備 考

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

人件費 9,856,739 10,253,696 9,981,146 H26年度以降（正職3名，臨時5名）

旅費交通費 6,380 5,830 5,460

通信運搬費 71,700 72,699 37,762 電話料金・FAX料金

受信料 26,670 32,004 32,004 NHK放送受信料

消耗品費 245,415 121,313 248,126 施設管理用品・事務用品

修繕費 427,140 273,940 431,858 小破修繕

印刷製本費 122,954 159,611 31,945 使用許可申請書

燃料費 0 0 0 ガソリン・灯油

光熱水費 2,358,123 2,379,396 2,145,156 電気，水道，ガス

賃借料 192,330 195,800 192,600 複写機リース・茶器

手数料 0 8,000 8,000

保険料 17,000 14,550 22,340 施設賠償責任保険

租税公課 0 1,014,000 1,021,000

委託料 244,905 244,905 244,905 外部委託費用

本部管理費 2,220,070 2,504,280 2,379,494

雑費 0 0 0

自主事業運営費 0 0 0

消耗什器備品費 69,800 0 0

物品購入費 0 0 72,800 販売用物品

15,859,226 17,280,024 16,854,596

鼓ケ浦サン・スポーツランド(運動施設）の管理運営に係る維持管理経費

経費合計

決　　算　　金　　額

項目
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内　訳 備 考

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

人件費 0 0 0

旅費交通費 0 0 0

通信運搬費 0 0 0

受信料 0 0 0

消耗品費 76,193 62,285 4,093 除草剤等

修繕費 307,766 128,520 306,720 小破修繕

印刷製本費 0 0 0

燃料費 0 0 0

光熱水費 0 0 0

賃借料 0 0 0

手数料 0 0 169,659

保険料 3,000 3,300 0 施設賠償保険

租税公課 0 0 0

委託料 5,073,410 4,951,017 5,086,251 外部委託費用

本部管理費 832,526 834,760 945,696 本部人件費

雑費 0 0 0

自主事業運営費 0 0 0

消耗什器備品費 0 0 0

物品購入費 0 0 0

6,292,895 5,979,882 6,512,419

鼓ケ浦サン・スポーツランド（公園施設）の管理運営に係る維持管理経費

項目

経費合計

決　　算　　金　　額
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備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考

37544 掛時計 ｼﾁｽﾞﾝ 台 1987年8月20日
村木時計
店

¥4,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37545 掛時計 ｼﾁｽﾞﾝ 台 1987年8月20日
村木時計
店

¥4,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37546 掛時計 ｼﾁｽﾞﾝ ﾋﾞｼﾞﾈｰﾙ 台 1987年8月20日
村木時計
店

¥8,550 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37547 引出書庫 ITO CB-162P 台 1987年8月24日 池畑商会 ¥21,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37548 保管庫 ITO 3350D 台 1987年8月24日 池畑商会 ¥13,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37557 ﾃﾆｽﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ6NH-210 枚 1987年8月25日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥41,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37558 ﾃﾆｽﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ6NH-210 枚 1987年8月25日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥41,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37559 ﾃﾆｽﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ6NH-210 枚 1987年8月25日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥41,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37567
ｽﾓｰｷﾝｸﾞｽﾀﾝ
ﾄﾞ

ﾌﾟﾗｽOS-102 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥3,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37568
ｽﾓｰｷﾝｸﾞｽﾀﾝ
ﾄﾞ

ﾌﾟﾗｽOS-102 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥3,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37569
ｽﾓｰｷﾝｸﾞｽﾀﾝ
ﾄﾞ

ﾌﾟﾗｽOS-102 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥3,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37573 玄関ﾏｯﾄ ﾌﾟﾗｽ ﾄﾞｱﾏｯﾄ 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥7,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37574 ｸﾘｰﾝﾛｯｶｰ ﾌﾟﾗｽ 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥12,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37575 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37576 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37577 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37578 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37579 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37580 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37581 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37582 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37583 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37584 和机 ｻﾝｹｲ　K-1 台 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥5,150 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37585 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37586 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37587 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37588 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37589 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37590 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37591 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37592 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37593 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37594 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37595 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37596 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37597 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37598 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37605 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37606 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37607 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37608 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37609 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37610 折りたたみｲｽ ｻﾝｹｲ CF-05CX 脚 1987年8月25日
岡井博進
堂

¥1,830 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37623 車椅子 ﾔｶﾞﾐYN-1 台 1987年8月27日 ふじたや ¥55,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37624
ｸﾘｹｯﾄ用ｽﾃｨｯ
ｸ

本 1987年8月29日 ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
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備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考

37625
ｸﾘｹｯﾄ用ｽﾃｨｯ
ｸ

本 1987年8月29日 ¥5,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37627 ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ ﾘﾝﾅｲRT-2AC 台 1987年8月29日
大口屋電
器商会

¥9,980 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37629 掃除機 ﾅｼｮﾅﾙMC-A31C 台 1987年8月29日
大口屋電
器商会

¥16,300 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37630 ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ ﾌﾟﾘﾓMS-15A 台 1987年8月29日
大口屋電
器商会

¥2,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37631 ﾏｲｸﾛﾎﾝ ﾅｼｮﾅﾙWM-363 台 1987年8月29日 鈴鹿ﾌｼﾞﾔ ¥12,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37632 ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ ﾅｼｮﾅﾙWN-422 台 1987年8月29日 鈴鹿ﾌｼﾞﾔ ¥4,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37633 ﾍﾞｯﾄﾞ ﾆｯﾄｰK-A 台 1987年8月29日 鈴鹿ﾌｼﾞﾔ ¥28,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37634 担架 台 1987年8月29日 鈴鹿ﾌｼﾞﾔ ¥8,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37637 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖLK-Z3 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥12,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37641 長ｲｽ（背付） ｺｸﾖCN-28S 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37642 長ｲｽ（背付） ｺｸﾖCN-28S 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥23,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37643 長ｲｽ ｺｸﾖCN-23S 脚 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥17,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37644 長ｲｽ ｺｸﾖCN-23S 脚 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥17,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37645 長ｲｽ ｺｸﾖCN-23S 脚 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥17,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37646 案内板 ｺｸﾖGB-1 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥9,250 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37647 傘立 ｺｸﾖUS-G20N 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥12,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37648 傘立 ｺｸﾖUS-G20N 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥12,100 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37649 ｺｲﾝﾛｯｶｰ ｺｸﾖKL-10 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥55,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37650 ｺｲﾝﾛｯｶｰ ｺｸﾖKL-10 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥55,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37651 整理ﾛｯｶｰ ｺｸﾖSLK-33 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥15,300 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37652 整理ﾛｯｶｰ ｺｸﾖSLK-33 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥15,300 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37653 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　KT-S130R 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥7,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37654 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　KT-S130R 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥7,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37655 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　KT-S130R 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥7,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37656 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　KT-S130R 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥7,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37657 ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖ　KT-S130R 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥7,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37658 黒板 ｺｸﾖBB-K34G 台 1987年8月31日 ﾊﾔｶﾜ商会 ¥15,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37660 自転車 ﾌｼﾞｻｲｸﾙ 台 1987年9月2日 ﾔﾀﾞｻｲｸﾙ ¥25,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37664 事務机 ｲﾄｰｷ　A-2070 台 1987年10月5日 誠文社 ¥1,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37665 事務机 ｲﾄｰｷ　A-2070 台 1987年10月5日 誠文社 ¥1,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37666 事務机 ｲﾄｰｷ　A-2070 台 1987年10月5日 誠文社 ¥1,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

37667 脇机 ｲﾄｰｷ　A-4470 台 1987年10月5日 誠文社 ¥14,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40386 ﾍﾞﾝﾁ ITO　RA151 脚 1987年12月1日 誠文社 ¥20,300 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40387 ﾍﾞﾝﾁ ITO　RA151 脚 1987年12月1日 誠文社 ¥20,300 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40389 ﾍﾞﾝﾁ ITO　RA181 脚 1987年12月1日 誠文社 ¥23,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40390 物置 ｲﾅﾊﾞMEB-90H 台 1987年12月1日
岡井博進
堂

¥327,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40391 標示板 ｱｸﾘﾙ 枚 1988年1月1日 ｻﾝﾎﾟｰ ¥46,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40393 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 枚 1988年1月1日
岡井博進
堂

¥13,500 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40400 電気ｽﾄｰﾌﾞ 台 1988年1月1日
彩電館にし
かわ

¥18,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40401 脚立 ｱﾙﾐ 台 1988年1月1日
佐野金物
店

¥6,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40402 噴霧器 台 1988年1月1日
佐野金物
店

¥9,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40404 掲示板 枚 1988年1月1日
岡井博進
堂

¥22,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

40405 ﾃﾆｽﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ6NH-210 枚 1988年1月1日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥45,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

45633 応接ﾃｰﾌﾞﾙ ｺｸﾖNT-IT 台 1989年3月31日 誠文社 ¥19,282 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

45634 掲示板 ｲﾄｰE-36 台 1989年3月31日 誠文社 ¥23,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
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45637 保管庫 ｺｸﾖSD3325 台 1989年3月31日 誠文社 ¥18,540 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

53429 ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ ﾅｼｮﾅﾙFE-10AIJ 台 ｶﾜｷﾀ電器 ¥10,460 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

53430 ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ ﾅｼｮﾅﾙFE-10AIJ 台 ｶﾜｷﾀ電器 ¥10,460 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

56492 吸水ｽﾎﾟﾝｼﾞ ﾐｽﾞﾉ6VA-520用 個 1994年3月24日 ﾀﾞｲﾏﾂﾔ ¥46,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

63798 ｽﾀﾝﾄﾞ扇風機 FK351P-H 台 1996年8月1日
彩電館にし
かわ

¥29,350 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

64039 ﾃﾆｽﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ6NH-210 枚 1996年10月31日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥48,410 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

70987 ﾌｯﾄｻﾙｺﾞｰﾙ 台 1998年7月20日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥55,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

保管場所変更

70988 ﾌｯﾄｻﾙｺﾞｰﾙ 台 1998年7月20日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥55,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

保管場所変更

71000
ﾌｯﾄｻﾙｺﾞｰﾙ一
式

台 1998年7月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥78,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

保管場所変更

71001
ﾌｯﾄｻﾙ用ｺﾞｰﾙ
一式

台 1998年7月1日 ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ ¥78,650 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

保管場所変更

71250 ﾃﾆｽｺｰﾄﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ6NH-210 枚 1999年3月1日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥52,900 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

72629
硬式ﾃﾆｽﾗｹｯ
ﾄ

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾂｱｰJr 本 2000年3月31日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥7,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

72630
硬式ﾃﾆｽﾗｹｯ
ﾄ

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾂｱｰJr 本 2000年3月31日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥7,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

72631
硬式ﾃﾆｽﾗｹｯ
ﾄ

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾂｱｰJr 本 2000年3月31日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥7,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

72632
硬式ﾃﾆｽﾗｹｯ
ﾄ

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾂｱｰJr 本 2000年3月31日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥7,800 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

72633 硬式ﾃﾆｽﾈｯﾄ ﾐｽﾞﾉ6NH-210 本 2000年3月31日 ｻﾝｷｬﾋﾞﾝ ¥49,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80653 手押運搬車 二輪 台 2005年2月23日
佐野金物
店

¥9,975 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80655 ｻｯｶｰ得点板 KE-649 台 2005年2月23日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥30,450 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80656 拡声器 KB-091 台 2005年2月23日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥8,032 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80657 拡声器 KB-091 台 2005年2月23日 ｺﾝﾋﾞｽﾎﾟｰﾂ ¥8,033 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80664 ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ ｼﾁｽﾞﾝ　8RDA04 個 2005年2月23日 ｲｵﾝ ¥2,751 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80665 ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ ｼﾁｽﾞﾝ　8RDA04 個 2005年2月23日 ｲｵﾝ ¥2,751 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80666
ﾏｲｸﾛﾌｫﾝｽﾀﾝ
ﾄﾞ

TL-P52 本 2005年2月23日 ｶﾜｷﾀ電器 ¥8,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80667 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ KB-025　WM-3000A 本 2005年2月23日 ｶﾜｷﾀ電器 ¥27,720 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80668 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ KB-025　WM-3000A 本 2005年2月23日 ｶﾜｷﾀ電器 ¥27,720 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80669 拡声器 KB-019　130M 台 2005年2月23日 SGM ¥54,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80670 拡声器ｽﾀﾝﾄﾞ KB-027 台 2005年2月23日 SGM ¥9,870 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80671
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80672
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80673
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80674
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80675
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80676
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80677
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80678
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80679
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80680
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80681
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80682
折りたたみﾁｪ
ｱ

JTX　FO-38M　ﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ張り（1800×450）

脚 2005年2月23日
岡井博進
堂

¥2,205 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80683 かんたんﾃﾝﾄ KA/4W　折りたたみ式 張 2005年2月23日 ｱﾋﾞｵﾝ ¥77,700 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80684 ﾎﾞｰﾙｷｬﾘｱ ABK20BK（屋外対応） 台 2005年2月23日 ｲｵﾝ ¥18,375 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80686
折りたたみ式
ﾃｰﾌﾞﾙ

CA-1845N（光触媒） 台 2005年2月23日 誠文社 ¥13,020 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80687
折りたたみ式
ﾃｰﾌﾞﾙ

CA-1845N（光触媒） 台 2005年2月23日 誠文社 ¥13,020 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80688
折りたたみ式
ﾃｰﾌﾞﾙ

CA-1845N（光触媒） 台 2005年2月23日 誠文社 ¥13,020 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

80689
折りたたみ式
ﾃｰﾌﾞﾙ

CA-1845N（光触媒） 台 2005年2月23日 誠文社 ¥13,020 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
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備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考

81953 金庫
ｻｶﾞﾜ　W550×D560×
H600

台 2006年2月23日
寄付／四
日市事務
機ｾﾝﾀｰ

0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ･ｽ
ﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

85551 4連ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ 台 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

87351
ﾉｰﾘﾂ20号給
湯専用器

GQ-2037WS 台 2008年7月11日

大陽日酸ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ中
部㈱三重
支店

¥86,625 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

87352
ﾉｰﾘﾂ20号給
湯専用器

GQ-2037WS 台 2008年7月11日

大陽日酸ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ中
部㈱三重
支店

¥86,625 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

95466
AED（自動体
外式除細動

日本光電工業㈱ｶﾙｼﾞｵﾗ
ｲﾌ　AED-2100

ｾｯﾄ 2014年2月21日
東海物産
㈱三重支

¥64,890 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

95686
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺ
ﾝ（本体）

lenovo　ThinkCentre
M73　Small

台 2014年3月31日 池畑商会 ¥90,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

95693
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺ
ﾝ（ﾓﾆﾀｰ）

lenovo　ThinkVision
LT1953Wide

台 2014年3月31日 池畑商会 ¥17,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
鼓ヶ浦ｻﾝ・
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
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１ 趣旨 

本仕様書は，桜の森公園（野球場・公園施設）の指定管理者が行う業務の範囲，そ

の他管理運営業務の内容及び実施方法について定めるものとする。 

 

２ 指定管理者の業務 

指定管理者が行う業務の内容は以下のとおりとする。 

（1）施設の管理運営に関すること 

① 施設の使用申請の受付・予約及び使用許可書の発行に関すること。 

② 施設使用の制限及び使用許可の取り消しに関すること。 

③ 防災公園であることを強く意識し，災害時は，積極的に市および関係機関に

協力すること。施設の使用に伴う，関係者との日程調整は，指定管理者が行う

こと。 

④ 桜の森公園（野球場）の優先使用等に関すること 

ⅰ 鈴鹿市主催事業等，公営性の高い行事については，優先的に事前の施設予 

約を受け付けること（資料，鈴鹿市運動施設優先使用許可基準参照）。 

ⅱ 次年度の大会等行事の専用使用については，必要に応じて関係する競技団 

体等を対象に，原則 1月又は 2月に調整会議を行うこと。 

⑤ 施設の利用状況等の周知 

ⅰ 広報すずかへの掲載 

ⅱ 鈴鹿市ホームページへの掲載 

⑥ 拾得物・残置物の処理 

ⅰ 拾得物は拾得物の台帳を作成し，原則として鈴鹿警察署に届けること。 

ⅱ 施設内に放置された自転車等で持ち主が不明であり，明らかに廃棄物と判

断されるものについては，一定期間保管した後に処分すること。 

ⅲ 廃棄されたものか疑わしき場合は，一定期間，撤去を要請する旨の警告札

を取り付け，その後所有者が不明の場合は処分する。 

⑦ 緊急対応体制の確立 

ⅰ 指定期間中の事故，災害（利用時間外を含む。）などの発生に当たり，迅速

かつ的確に情報を伝達するとともに，緊急時に対応できる体制を確立する

こと。 

ⅱ 事故が発生した場合は，被害者の救済，保護などの応急措置を講じるほか，

状況に応じて関係機関に連絡を取り対処すること。 

⑧ 施設賠償責任保険の加入 

鈴鹿市が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は，鈴鹿市に損害賠 

償義務が生じるが，指定管理者は，施設の管理に瑕疵があり被害が生じた場合 

で，その管理に過失があったときは，指定管理者に損害賠償義務が生じること 
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があるため，自らの負担において必要な保険に加入すること。 

なお，指定管理者は，鈴鹿市が加入する｢全国市長会 市民総合賠償補償保険｣ 

の被保険者とみなされる（ただし，自主事業は除く。）。 

指定管理者が対象となる賠償責任保険の内容は，次のとおりです。 

 【賠償責任保険の内容】※平成 29年 4月現在 

   支払限度額 身体賠償 1名につき    1億円 

          〃   1事故につき    10億円 

         財物賠償 1事故につき 2,000万円 

⑨ 利用者の安全の確保 

 利用者の安全対策，監視体制についての各種マニュアルを作成し，職員を指導

し，万一に備えて職員を訓練すること。 

 また，緊急対策・防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを 

作成し，職員を指導し，万一に備えて職員を訓練すること。 

⑩ 個人情報の保護 

「鈴鹿市個人情報保護条例」に基づき，業務に関連して取得した利用者個人に

関する情報を適切に取り扱うこと。また，個人情報保護の大切さを職員に周知徹

底し，万一これが漏洩等した場合の対策を講じること。 

⑪ 業務報告 

ⅰ 毎月終了後，利用状況報告書（利用者数・利用料金等），維持管理業務月報を

翌月の 5日までに提出すること。 

ⅱ 毎年度終了後，2か月以内に事業報告書を提出すること。 

ⅲ Suzuka-EMSに関する報告書を提出すること。 

ⅳ その他，鈴鹿市が必要とする報告書を提出すること。 

⑫ 管理運営のための体制の整備 

ⅰ 職員の配置に関すること。 

ア 責任者 1名，職員 1名以上を配置すること。（常時 2名以上体制） 

   なお，必要に応じてスポーツ教室指導員を配置すること。 

イ 管理運営に係る全職員（臨時職員を含む。）の勤務形態等については，「労

働基準法」・「労働安全衛生法」・その他労働関係法令を遵守し，管理運営に

支障のないよう配置すること。 

ウ 職員に対して，施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

エ 運動施設については，（公財）日本体育施設協会が公認する体育施設管理士 

の資格を有する者を配置することが望ましい。 

ⅱ 経理業務・受付業務・使用許可業務・利用料金等徴収業務・帳簿作成業務・ 

その他（スポーツ教室等），必要な業務を行うこと。 

 ⅲ 指定管理者は，管理運営に係る経費事務を行うにあたり，自身の団体と独立 
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した会計帳簿書類及び経理規程を設けるとともに，経費及び収入は，団体自 

身の口座とは別の口座で管理することとする。 

 

 

(2) 施設の利用料金等の徴収に関すること 

 ① 運動施設 

ⅰ「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例」第 6条の規定に基づき利用料金 

を徴収する。 

ⅱ 利用料金の還付が必要な場合は，「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条 

例」第７条の規定に基づき速やかに処理を行う。 

 ② 公園施設 

   公園内行為の使用料を徴収する場合は，「鈴鹿市都市公園条例」の規定に基づき 

   処理を行う。 

 

(3) 施設の維持管理に関する業務 

① 施設の保守管理業務 

ⅰ 施設の外部，内部等の状態を監視し，常に良好な状態を維持すること。 

ⅱ 小破修繕を行うこと。 

   ⅲ 施設の維持管理等で必要な委託業務等は各施設の管理業務仕様書別表１を基

準とすること。  

また，施設の運営に支障をきたさないよう，必要な消耗品を適宜購入し，管

理を行うこと。 

② 施設及び設備が破損した場合は，1 件 30 万円未満の修繕費は，指定管理者の負

担とする。 

③ 光熱水費・消耗品費等は，指定管理者の負担とする。 

 

(4) 施設の備品等の管理に関する業務 

 ① 施設の備品について，常に良好な状態を保ち，常時安全な使用が可能な状態で管

理すること。 

 ② スポーツ用具等の必要な消耗品を適宜購入し，使用可能な状態で管理すること。 

 ③ 施設の備品が破損した場合は，1 件 20 万円未満の修繕費は，指定管理者の負担

とする。 

 

(5) スポーツ教室及び自主事業 

施設を利用したスポーツ教室（運動施設を対象）を実施することができる（ス

ポーツ教室仕様書を参照）。自主事業については，開催の計画がある場合，様式
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集 1 の自主事業計画書（様式 6）で示すこと。ただし，施設の設置目的にそぐわ

ないものは認められない。 

 

 (6) ホームレスへの対応 

   ホームレスが施設敷地内を起居の場所として使用し，施設・公園利用者の適正な 

  利用が妨げられている場合は，鈴鹿市に連絡し，必要な措置を講じること。 

 

(7) 市監査委員による監査 

   法の規定に基づき，公の施設の管理運営業務に係る出納，その他の事務の執行に 

  ついて，市監査委員による監査の実施が決定された場合には，当該監査に誠実に 

  対応し，また，監査結果に指摘事項等があった場合には，速やかに改善等を図る 

  こと。 

 

３ その他 

 

(1) 指定期間終了にあたっての引継ぎ業務 

指定管理者は，指定期間終了時に次期の指定管理者が円滑かつ支障なく業務が行 

えるよう，引継ぎを行うこと。 

 

(2) その他管理運営に関し必要な業務 

その他管理運営に関し，鈴鹿市より指示があった場合は，誠意をもって対応する 

こと。 

 

(3) 立入検査について 

鈴鹿市は必要に応じ，施設・物品・各種帳簿等並びに管理運営の実施について検 

査を行う。指定管理者は，合理的な理由なく，これを拒否できないこととする。 

 

(4) 備品・消耗品等の所有権 

指定管理者に貸し付ける備品等については，鈴鹿市の所有とし，その使用及び保

管は十分注意すること。指定管理者が，購入した物品は指定管理者の所有とする。 

 

(5) 委託の禁止 

指定管理者は，管理業務を一括して第三者に委託することができないこととする。 

ただし，鈴鹿市の認める場合は清掃等の施設・設備管理業務を個別に委託すること 

はできる。 
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(6) 行政財産目的外使用 

指定管理者は行政財産の目的外使用（例：自動販売機設置等）を行う場合は，鈴 

鹿市の許可を受けること。 

 

(7) 協議 

指定管理者は，この仕様書に定めるほか，指定管理者の業務の内容及び運営につ 

いて，疑義が生じた場合はその都度，鈴鹿市と協議し決定すること。 

 

(8) 業務を実施するにあたっての注意事項 

① 公の施設であることを常に念頭において，公平・公正な運営を行うこととし，特

定の団体等に有利にあるいは不利になる運営をしないこと。 

② 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合は，鈴鹿市と協議

を行うこと。 

③ 隣接する公園施設の繁忙期には使用を制限し，また，野球場の使用者に場外への

飛球の監視を義務付けるなど，公園利用者の安全を確保する策を講じて施設を運

営すること。 

 

(9) 注意報･警報等が発生された場合の対応 

① 荒天が予想される場合は，事前に各施設の点検を行うこと。 

② 荒天後は，施設内を巡視し，被害の有無を確認し，重大な事故がある場合は速や

かに鈴鹿市に報告するとともに，危険箇所については，二次災害を引き起こさな

いように処置を行うこと。 

 

(10) 全国高等学校総合体育大会（インターハイ），国民体育大会等の開催に向けた 

  対応について 

    鈴鹿市では，平成 30年に全国高等学校総合体育大会（インターハイ），平成 

32年に国民体育大会競技別リハーサル大会，平成 33年に国民体育大会（本大会： 

三重とこわか国体）の各競技会を開催予定であるため，別紙１（平成 30年度全国 

高等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて）及び別紙２（平成 33年度 

三重とこわか国体開催に向けて）に定める事項について対応を行うこと。 
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資料 

鈴鹿市運動施設優先使用許可基準 

 

1. 鈴鹿市主催の大会等 

 

2. 国際大会および国内トップレベルの試合 

 

3. 全国大会，東海大会 

①輪番制で三重県（鈴鹿市）に回ってきた大会であること 

②予選を勝ち抜いてきたチーム（個人）が行う大会であること 

③当該施設で行う事由のある大会であること 

 

上記①～③の条件をすべて満たしている大会であること。 

 

4. 1～3 の条件を満たしている大会については，当該施設が指示する提出期限までに，

主催者および協会長等から依頼文書，大会の要項（本年度のもので可），輪番制がわ

かる資料などを当該施設に提出する。 
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桜の森公園野球場 管理業務仕様書 別表１ 

 

１ 桜の森公園野球場の施設及び付属設備の維持管理 

 

１ 放送設備保守点検業務  

 

(1) 設 備         桜の森公園野球場 放送設備 

  ① ワイヤレスチューナー    1基 

  ② デジタルミキサー      1基 

  ③ ＣＤ/カセット        1基 

  ④ 外部入力パネル       1基 

  ⑤ デジタルプロセッサー    1基 

  ⑥ デジタルパワーアンプ    1基 

  ⑦ 電源ユニット        1基 

 ⑧ ワイアレスマイク      1本 

  ⑨ マイク                   1本 

  ⑩ スピーカー         1式 

 

(2) 点検内容 

① 機能，外観点検 

② 実用音による濁り，歪み雑音点検 

 ③ マイク，スピーカー回線点検 

④ 連続運転試験 

 ⑤ その他必要と認められる事項 

 

(3) 点検回数   年 1回 

     ただし，不時の故障により，連絡があった場合は，直ちに技術者を派遣し，非常 

点検を実施する。 

 

【参考】委託料基準   60,000円／年（消費税を含まない） 
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２ 野球場整地業務 

(1) 業務内容

① 内野整理（ソイルミックス混合土舗装）

ⅰ 表面処理   年 3回 

ⅱ 不陸整正   年 3回 

ⅲ 除草芝生外     年 3回 

ⅳ 充填土   年 3回（ソイルミックス大型２車 14㎥×3回） 

② 外野芝生管理

ⅰ 芝刈り  年 4回 

ⅱ 芝施肥  年 2回 

ⅲ 薬剤除草芝生内  年 2回(春・秋／茎葉 2回・土壌 2回・殺虫 1回) 

ⅳ 目土散布  年 1回 

ⅴ ファールライン  適宜（専用塗料で白線を引く） 

※内野と外野の境に段差が生じないよう整地すること。

(2) 器物損傷責任  業務実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物等に損

傷を与えた場合は，受託者がその責任を負う。 

【参考】委託料基準  3,500,000円／年（消費税を含まない） 
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２ 清掃業務 

１ 清掃業務 

(1) 契約場所 桜の森公園野球場 

(2) 報  告 定期作業の状況を，定期的に鈴鹿市に報告する。 

(3) 器物損傷責任  清掃実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷

を与えた場合は受託者がその責任を負う。 

(4) 作業内容 ①桜の森公園野球場内の清掃，ごみ処理

グラウンド，ダッグアウト，専用駐車場

②側溝の清掃

(2) 実施回数  年間 100回以上（施設内を常に清潔に保つように適宜行うこと。） 

側溝清掃は年 1回以上 

【参考】委託料基準 320,000円／年（消費税を含まない） 

２ 除草業務 

(1) 業務内容  グラウンド外の除草（フェンス周辺） 

(2) 実施回数  年 3回 

【参考】委託料基準 30,000円／年（消費税を含まない） 
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桜の森公園（公園施設）管理業務仕様書 別表 1 

1.桜の森公園（公園施設）の施設及び付属設備の維持管理

【 公園施設 】 

維持管理の基本方針 

公園利用者が安心，快適かつ楽しく公園を利用できるよう，積極的にかつ創意工夫を持

って，常にこれらを良好で適正な状態に維持すること。 

維持管理に当たっては，年間維持管理業務計画書を作成し，次の各号の業務を行うもの

とする。また，常に巡視，点検を実施し，利用者及び施設等の安全確保に万全を期すこと。

作業の実施に当たっては，利用者及び作業者に対する安全対策を徹底すること。 

この仕様書の記載の有無に関わらず，指定管理者は，健全で良好な公園の管理運営に努

め，利用者の安全確保と園内の快適な環境の確保のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

１ 施設管理業務 

公園施設の機能を十分に活用し，公園利用者が安全かつ快適に利用できるよう，常に

巡視･点検を実施し，異常を発見したときは，速やかに使用を停止した上で，破損箇所の

小規模な修繕，交換，補充を適切に行うこと。また，便益施設，遊具施設等の衛生的環

境の確保を行うこと。公園における事故，事件，火災などの予防措置を講じると共に，

不慮の事象が発生した場合には，速やかに解決するよう努めること。 

２ 植物管理業務 

  植物の特性にあった年間管理作業計画を作成し，常に良好な状態を維持すること。ま

た，各植栽地の管理に当たっては，来園者の公園利用と安全を確保しつつ，清掃，病害

虫防除，施肥，剪定，刈り込み，草刈り，花壇管理，植物の生育や育成に必要な作業を，

最も適切な時期や方法を選び管理すること。 

３ 用地の保全 

公園外周の境界杭や不法占用の有無などの状況を把握し，異常があった場合は随時，

鈴鹿市に報告すること。 

１．園内管理業務 

（１） 業務内容

① 園地清掃
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・拾い清掃や掃き清掃を適宜組合せ，園路や側溝，園地，広場をきれいな状態に保

つとともに，ゴミ，落葉，吸い殻等回収漏れのないように集め，処理を行う。

② 便所・水飲み場清掃

・作業中は利用者の利便性に配慮すること。

・衛生器具（便器・手洗い器等），床，壁，鏡，窓，天井，照明器具等を適切な方法

と頻度で清掃し，清潔に保つとともに，詰まり等にはすぐに対処する。

・ホルダー内に常時ペーパーがあるように補充する。

・水飲み場清掃にあたっては，蛇口，受け皿等の水抜き及び砂や汚物を除去し，衛

生に努める。

③ 排水設備清掃

・側溝，排水桝，汚水桝等の排水設備の性能を維持するための適宜点検を行うとと

もに溜まった土砂やゴミ等を除去する。

④ 休憩施設等の維持

・東屋・ベンチ等の機能性や安全性，快適性に配慮し，常に良好な状態を維持する

よう努める。

⑤ 遊具管理

・すべての遊具を対象に目視，触診，聴診等による日常点検を実施する。

⑥ 電気設備保守

・電気設備を点検調整し良好な状態を維持するとともに，故障時については適切に

対応すること。

⑦ 除草作業

・雑草は根ごと除去し，除草後はきれいに清掃する。

⑧ 花壇管理

・花壇管理は，地拵えや花の植付け，潅水，花がら摘み，施肥，病害虫防除，除草

等を行う。

（２） 業務回数

① 園内巡回 毎日（午前，午後各１回）

② 園内清掃 適時

③ 園内人力除草 適時

④ トイレ，水飲み場清掃 毎日

⑤ 花植え 年２回， 潅水，施肥，除草等 適時

⑥ 排水設備清掃 適時

⑦ 休憩施設点検 適時

⑧ 電気設備点検 適時

⑨ 遊具施設日常点検 １回／月以上

（３） 管理報告書
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  １日の業務内容（点検，修繕，清掃，その他維持管理作業等）や市民対応など特記事

項を記した日報等を作成すること。 

【参考】 

委託料基準   2,963,000円／年（消費税を含まない） 

２．草地管理業務 

（１） 業務内容

① 草刈り

・均一に刈り払い，ツル性雑草は除去する。刈り跡はきれいに清掃する。

・必要に応じて刈草を所定の場所に集積し，適正に処分する。

（２）業務回数

年４回 

（３）業務報告

業務完了後，直ちに申し出，検査を受けること。 

【参考】 

委託料基準   1,666,000円／年（消費税を含まない） 

３．植栽管理業務 

（１）業務内容

① 芝刈り

・刈り残しやムラがないよう均一に刈り込み，除草を行う際には芝生を傷めないよ

う丁寧に抜き取る。 

・必要に応じて刈芝を所定の場所に集積し，適正に処分する。

・必要に応じて目土かけやブラッシング，エアレーション，補植等を適切に行う。

② 樹木剪定

・基本剪定及び軽剪定等を，剪定の必要性や樹種特性に応じて，最も適切な時期と

方法で行う。 

・花木類の剪定は，花芽の分化時期や着生位置に注意する。

・高木，低木等の植栽部分は，必要に応じ抜き取り除草を行い，施肥を行う際は，

樹木特性や施肥の種類を考慮し，最も効果的な方法で行う。 

③ 生垣手入れ

・樹木の特性に応じて切詰め，中透かし等を適切に行う。

④ 株物刈込み

・密生箇所を刈り透かし，刈地原形を考慮しつつ適切に。
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⑤ 施肥

・施肥を行う際は，樹木特性や施肥の種類を考慮し，最も効果的な方法で行う。

⑥ 樹木管理

・樹木が健全な樹勢を保てるよう，樹種特性に応じた手入れを適切に行う。

⑦ 病虫害防除

・病虫害発生の早期発見に努め，極力，薬剤を使用しない方法（剪定防除，捕殺等）

により防除を行う。 

・薬剤防除にあたっては，農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安全基準を厳

守するとともに，使用量を最小限にとどめるよう努める。

・散布に際しては近隣住民や公園利用者に事前周知を行うとともに，健康被害の防

止に充分配慮する。

⑧ 枯損木撤去

・原則として地上部のみを撤去し，適正な処分を行う。

・支障樹木は原則的に移植により対処する。

・生育不良樹等については，樹勢回復や延命措置を総合的に考えあわせ，やむを得

ない場合は伐採を行う。

（２） 業務回数

① 芝生管理 薬剤除草 年２回（春，秋），芝刈り 年３回，

施肥 年２回（春，秋）

② 樹木管理 低，中，高木薬剤噴霧 年１回

低，中木剪定 年１回，高木剪定 適時 

低木施肥 年１回 

  枯木除去 適時 

（３） 業務報告

  業務完了後，直ちに申し出，検査を受けること。 

【参考】 

委託料基準 2,474,000円／年（消費税を含まない） 

４．遊具施設管理業務 

（１） 業務内容

① 遊具点検

・ すべての遊具を対象に，「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改

訂第 2版）」・「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが

利用する可能性のある健康器具系施設）（平成 26 年 6 月国土交通省）及び「遊

具の安全に関する基準（改訂版）」（平成 26年 6月一般社団法人日本公園施設業
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協会）を参考として，専門技術者による目視，触診，聴診，打診及び計測等に

よる定期点検を実施する。 

・ 作業車両を駐車するときは，できるだけ遊具などの利用者に影響のない場所

を選定し，点検内容に応じ，適時カラーコーンやバリケード等を設置するなど

の安全対策を施すこと。 

・ 利用者に対しては，点検作業であることを説明し，一時利用を停止して頂く

よう，協力を得ること。 

・ 点検により対象施設の異常を発見したときは，速やかに使用停止の措置を行

うこと。 

（２） 業務回数

定期点検 年１回 

（３） 業務報告

点検完了後，点検結果の一覧表を作成し，速やかに提出すること。 

【参考】 

委託料基準      129,000円／年（消費税を含まない） 
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スポーツ教室仕様書 

1. 趣旨

市民を対象に，誰もが気軽に，楽しく参加できる生涯スポーツの普及振興を図り，

市民の健康と体力づくりを目的とするスポーツ教室を開催する。 

2. スポーツ教室の業務

(1) スポーツ教室の開催について

① 年間で 16種目以上，320回以上のスポーツ教室を開催すること。

② 当該年度で実施を予定する各スポーツ教室について，募集定員・受講料・開

催期間・開催回数・収支予測などの開催内容を計画書にまとめて，事前にスポ

ーツ課へ提出すること。また，事業報告書と併せて，当該年度に実施した各ス

ポーツ教室の実績について，参加者数・収支決算などの開催内容を報告書にま

とめて提出すること。 

③ スポーツ教室の募集・申し込み受付は，指定管理者で行うこと。

④ スポーツ教室の参加者募集に関するお知らせ等を，広報すずかやその他のメ

ディア媒体を通じて広報すること。 

⑤ 参加者を公益財団法人スポーツ安全協会が取り扱っているスポーツ安全保険

に加入させること。保険の加入手続きは指定管理者で行うこと。 

⑥ 平成 30年度及び平成 31年度（平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日）に

ついては，AGF鈴鹿体育館が大規模改修工事による休館を予定しているため，ス

ポーツ教室の開催規模について，年間で 10 種目以上，200 回以上の開催規模と

する。 
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平成 30年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）開催に向けて 

○開催期間  平成３０年７月２７日～８月２０日 

○会  場  三重交通 Gスポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

体育館 

○練習会場  AGF鈴鹿陸上競技場，石垣池公園市民プール，鼓ケ浦サン・スポーツラ 

（予定） ンドテニスコート，鈴鹿市立テニスコート

  ・鈴鹿市実行委員会の設立趣旨に則り，インターハイ成功に向けて最大限の協力を行う 

こと。 

  ・インターハイ開催期間中，各施設をあらゆる形態で利用することが予想されるので， 

全国高等学校体育連盟，三重県高等学校体育連盟専門部，鈴鹿市実行委員会の指示 

の下，各施設（駐車場含む）を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を 

統括する鈴鹿市体育協会と協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行い，円滑な 

大会運営に向けた利用計画を提出すること。 

・三重県高等学校体育連盟ソフトテニス専門部及び鈴鹿市実行委員会と調整の上，

インターハイ開催期間中に係る練習コート（鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・ス

ポーツランドテニスコート）の確保について，日程，時間，受付業務に係る職員の配 

置等を計画し，平成３０年５月３１日までに，鈴鹿市実行委員会へ報告すること。ま 

た，一般利用が想定される競技団体及び利用者に対して事前に状況を説明するなど， 

理解をいただくこと。 

・サッカー競技開催期間中，ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場がサッカー競技の練習会場施設と

して利用される可能性があるので，その際には，三重県高等学校体育連盟サッカー専

門部及び三重県サッカー協会，鈴鹿市サッカー協会並びに鈴鹿市陸上競技協会と調

整のうえ，会場の確保を行うこと，その際，協議事項としての報告書を鈴鹿市実行委

員会に提出すること。

  ・水球競技開催期間中，石垣池公園市民プールが水球競技の練習会場施設として利用さ 

れる可能性があるので，その際には，一般利用との調整を行い，会場を確保の上，事 

前周知をし，結果を鈴鹿市実行委員会へ報告すること。 

・インターハイ開催期間中は，ＡＧＦ鈴鹿体育館敷地を利用し，競技会場までの臨時

シャトルバスの転回場及び臨時駐車場とするため，敷地内での臨時駐車場等の確保

に努めること。その際に鈴鹿市実行委員会が定める輸送計画について，最大限の協力 

を行うこと。 

・インターハイ開催期間中，多岐に渡る業務が発生することが予想されるため，施設管

理者として期間中に，10～20人／日のボランティア人員を確保し，業務に協力する

こと。
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・インターハイ開催に当たり，他市からの競技用具の借用の申し出に対しては可能な限 

り協力すること。その際に利用が想定される各競技団体に事前に了解を得て，鈴鹿市 

実行委員会に報告すること。 



別紙２ 
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平成３３年度三重とこわか国体開催に向けて 

○開催期間  平成３３年９月～１１月 

○会  場  三重県営スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場，水泳場，庭球場， 

体育館，鈴峰ゴルフクラブ，三重県馬術場，石垣池公園野球場，石垣池 

公園市民プール，AGF鈴鹿陸上競技場，西部野球場，桜の森野球場，AGF 

鈴鹿体育館，鈴鹿市立テニスコート，鼓ケ浦サン・スポーツランドテニス 

コート

・鈴鹿市開催基本方針に則り，最大限の協力を行うこと。

・平成３０年１２月に三重とこわか国体の競技別会期が決定するので，各施設の利用

については，三重県実行委員会，鈴鹿市準備委員会の指示の下，各施設（駐車場含む）

を優先的に提供し，利用が想定される競技の市内団体を統括する鈴鹿市体育協会と

協議の上，市内競技団体と施設の利用調整を行うこと。また，その結果を鈴鹿市準備

委員会に報告すること。

・国体開催期間中，行幸啓や行啓が想定されるので，行幸啓等決定の際には，施設管理

者として AGF 鈴鹿体育館（ハンドボール競技）の警備計画及び警備方針を策定する

こと。また，行幸啓等に関しては，宮内庁，三重県警，三重県，競技団体，鈴鹿市準

備委員会との調整事項とすること。

・馬術競技については，駐車場の確保が困難となることから，管理する施設の一部を臨

時駐車場として使用するので，その旨協力すること。

・鈴鹿市準備委員会が策定する各種計画に沿って，可能な限り協力をすること。

・三重とこわか国体については，今後，施設利用について，三重県強化指定チームの優

先使用や大会開催期間中の荒天などによる利用施設の変更，各競技団体への連絡調

整など様々な調整事項が発生することが予想されることから，三重県体育協会，鈴鹿

市体育協会，県・市各競技団体及び鈴鹿市準備委員会と協議，調整を行い，円滑な大

会運営に協力すること。
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施設利用者数，施設使用料等

桜の森公園野球場

平成2８年度

年間利用者数 9,685 人

利用料収入 523 千円

2



決　　算　　金　　額 内　容 備 考

H28

人件費 2,161,706 正職1名分

旅費交通費 0

通信運搬費 0

受信料 0

消耗什器備品 0

消耗品費 308,457 事務用品・衛生消耗品・照明機材

修繕費 0 小破修繕

印刷製本費 0

燃料費 8,846

光熱水費 13,692 水道代

賃借料 456,012 公用車（軽トラック）リース代

手数料 0

保険料 9,340

租税公課 417,000 消費税

委託料 4,206,364 外部委託

本部管理費 1,250,760

自主事業運営費 0

事業費 0

研修費 0

諸謝金 0

8,832,177

桜の森公園野球場の管理運営に係る維持管理経費

経費合計

項目

3



備品番号 品目 規格 単 取得年月日 購入先 取得価額 所属ｺｰﾄﾞ 所属名 保管場所 備考

96463 検尺ﾛｰﾌﾟ ｴﾊﾞﾆｭｰEKA197 巻 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥7,560 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96464 検尺ﾛｰﾌﾟ ｴﾊﾞﾆｭｰEKA197 巻 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥7,560 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96465
検尺ﾛｰﾌﾟ巻
取器

ｴﾊﾞﾆｭｰEKA193 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥6,480 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96466
検尺ﾛｰﾌﾟ巻
取器

ｴﾊﾞﾆｭｰEKA193 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥6,480 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96467
折りたたみﾘﾔ
ｶｰ

ｴﾊﾞﾆｭｰEKA686 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥75,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96468 手押運搬車 ｴﾊﾞﾆｭｰEKA248 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥21,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96469 手押運搬車 ｴﾊﾞﾆｭｰEKA248 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥21,600 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96470
ﾎｰｽﾘｰﾙｽﾃﾝ
ﾚｽ

ｴﾊﾞﾆｭｰEKA492 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥30,240 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96471
ﾎｰｽﾘｰﾙｽﾃﾝ
ﾚｽ

ｴﾊﾞﾆｭｰEKA492 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥30,240 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96472
ﾎｰｽﾘｰﾙｽﾃﾝ
ﾚｽ

ｴﾊﾞﾆｭｰEKA492 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥30,240 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96473 ﾗｲﾝ引　4WB ｴﾊﾞﾆｭｰEKA615 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥23,760 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96474 ﾗｲﾝ引　4WB ｴﾊﾞﾆｭｰEKA615 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥23,760 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96475 ﾗｲﾝ引 ｴﾊﾞﾆｭｰEKA623 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥9,720 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96476 ﾗｲﾝ引 ｴﾊﾞﾆｭｰEKA623 台 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥9,720 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96477 ｱﾙﾐﾚｰｷ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-3525 本 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥5,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96478 ｱﾙﾐﾚｰｷ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-3525 本 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥5,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96479 ｱﾙﾐﾚｰｷ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-3525 本 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥5,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96480 ｱﾙﾐﾚｰｷ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-3525 本 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥5,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96481 ｱﾙﾐﾚｰｷ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-3525 本 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥5,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96482 ｱﾙﾐﾚｰｷ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-3525 本 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥5,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96483 ｱﾙﾐﾚｰｷ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-3525 本 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥5,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96484 ｱﾙﾐﾚｰｷ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-3525 本 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥5,400 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96485 防球ﾌｪﾝｽ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-7005 脚 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥35,640 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96486 防球ﾌｪﾝｽ ﾄｰｴｰﾗｲﾄB-7005 脚 2015年3月26日
辻井ｽﾎﾟｰﾂ
鈴鹿店

¥35,640 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96487
球場用ﾍﾞｰｽ
ｵｰﾙｾｯﾄ

ZETT　ZBV707 ｾｯﾄ 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥43,956 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96488
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ用ﾀﾞ
ﾌﾞﾙﾌｧｰｽﾄﾍﾞｰ

ZETT　ZBV80B 枚 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥16,848 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96489
ﾊｲｽﾋﾟﾘｯﾄ少
年用（硬式･
軟式用）

ZETT　ZBV8B 組 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥19,656 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96490 ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ ZETT　ZBV98A 枚 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥31,536 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96491
木台付ﾋﾟｯ
ﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ

ZETT　ZBV88A 枚 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥25,164 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96492
ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ（少
年用）

ZETT　ZBV52B 枚 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥5,403 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96493
ﾍﾙﾒｯﾄ掛け付
ﾊﾞｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ

ZETT　BM594 脚 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥22,680 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96494
ﾍﾙﾒｯﾄ掛け付
ﾊﾞｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ

ZETT　BM594 脚 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥22,680 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

96495
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾚｰｷひ
のき

ZETT　ZU1115S 組 2015年3月27日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥18,360 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

98466
AED(自動体
外式除細動
器)

日本光電工業㈱ｶﾙｼﾞｵﾗ
ｲﾌ　AED-2100

ｾｯﾄ 2016年3月3日
東海物産
㈱三重支
店

¥178,200 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課

石垣池公園
管理事務所
(桜の森公
園)

98469 拡声器
ｴﾊﾞﾆｭｰEKB118　拡声器
06S

台 2016年3月17日
㈱ｼｽﾃﾑｽﾞ･
ｴﾝｼﾞﾆｱ

¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

98470 拡声器
ｴﾊﾞﾆｭｰEKB118　拡声器
06S

台 2016年3月17日
㈱ｼｽﾃﾑｽﾞ･
ｴﾝｼﾞﾆｱ

¥16,000 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

98471 物置
ｲﾅﾊﾞ物置　ｼﾝﾌﾟﾘｰMJX-
139E

台 2016年3月24日
㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗ
ﾝﾆﾝｸﾞ

¥64,260 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

99092
ﾗｲﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ
ﾎﾞｯｸｽ

三和体育　S-1954 台 2016年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥28,890 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

99093
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾚｰｷﾏｯ
ﾄ

ｴﾊﾞﾆｭｰ　EKA-767 台 2016年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥62,690 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

99094 ｺｰﾄﾌﾞﾗｼ ｴﾊﾞﾆｭｰ　EKE-884 本 2016年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,180 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

99095 ｺｰﾄﾌﾞﾗｼ ｴﾊﾞﾆｭｰ　EKE-884 本 2016年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,180 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

99096 ｺｰﾄﾌﾞﾗｼ ｴﾊﾞﾆｭｰ　EKE-884 本 2016年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,180 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場

99097 ｺｰﾄﾌﾞﾗｼ ｴﾊﾞﾆｭｰ　EKE-884 本 2016年3月31日
ﾅｶﾞﾉｽﾎﾟｰﾂ
店

¥10,180 0403 ｽﾎﾟｰﾂ課
桜の森公園
野球場
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