
横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称　　事務所　①～１ページ                                 事業種別  共用　　　      大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－１４－１ 初度調弁
シュレッダー
（日本ジービシーＪ－ＧＣＳ０７０Ｓ） 1 オープン ０２ １９年３月故障

１３．１２．０６ ０５－０３－１ 初度調弁
ノートパソコン
富士通ＦＭＶ－Ｂ１ＢＬＯ 1 オープン ０３

１３．１２．０６ ０５－０３－１ 初度調弁
ターミナルアダプター
NECPC-IT２１（ＰＷ） 1 ¥27,800 ¥27,800 ０４

１３．１２．０６ ０１－０８－１ 初度調弁
掃除機
（ナショナルMC-L65VF－Ａ） 1 ¥23,000 ¥23,000 ０６

ヘルパールーム
で保管

１３．１２．０６ ０１－０５－１ 初度調弁
両袖机（所長用）
（イナバＡＤＮ－１４７－２．３） 1 ¥81,300 ¥81,300 ０７

１３．１２．０６ ０１－０５－１ 初度調弁
椅子（所長用）
（イナバＳＡ３４２１） 1 ¥43,000 ¥43,000 ０８

１３．１２．０６ ０１－０５－１ 初度調弁
片袖机（職員用）
（イナバＡＤＮ－１０７－３） 8 ¥51,200 ¥409,600 ０９～１６

１３．１２．０６ ０１－０５－１ 初度調弁
椅子（職員用）
（イナバSA-３１２１） 8 ¥32,000 ¥256,000 １７～２４

１３．１２．０６ ０１－９９－１ 初度調弁
ロッカー
（イナバＳＫ－１４） 8 ¥31,500 ¥252,000 ２５～３２ 更衣室

１３．１２．０６ ０１－０５－１ 初度調弁
ミーティングチェア
（イナバＯＭ－１５３ＦＬ） 8 ¥15,600 ¥124,800 ３３～４０

１３．１２．０６ ０１－０５－１ 初度調弁
ミーティングチェア
（イナバＯＭ－１５３ＦＡ） 2 ¥19,300 ¥38,600 ４１～４２ エントランスホール

１３．１２．０６ ０１－９９－１ 初度調弁
ミーティングテーブル
（イナバＫR－１８７５） 1 ¥72,200 ¥72,200 ４３

１３．１２．０６ ０１－９９－１ 初度調弁
オフィスキッチン
（イナバＪＫ－２００） 1 ¥124,000 ¥124,000 ４４

１３．１２．０６ ０１－０５－１ 初度調弁
小型金庫
（イナバＳＤ－ＸＮ２） 1 ¥98,000 ¥98,000 ４５

１３．１２．０６ ０１－１３－１ 初度調弁
時計
（セイコウ－ＫＳ２０４Ｓ） 1 ¥15,000 ¥15,000 ４６

１３．１２．２８ ０５－０３－１
在介支

初度調弁
ノートパソコン
富士通ＮＢ８／９０Ｄ 1 ¥181,000 ¥181,000 ４８

１３．１２．２８ ０５－０３－１
　初度調

弁
MOドライブ
LMO-A646S/U 2 ¥37,700 ¥75,400 ４９～５０

１３．１２．２８ ０５－０３－１ 初度調弁 プリンターRAMモジュール　(富士通） 1 ¥17,500 ¥17,500 1 17500 17500 ５１ 廃棄



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　　 部屋名称事務所　　①～２ページ                                 事業種別　共用　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．２８ ０５－０２－１
在介支

初度調弁
オートフォーカスカメラ（オリンパス）
（ミューズ） 1 ¥37,950 ¥37,950 52 窓下棚

１４．０２．０６ ０５－０３－１ 　初度調弁 コンピューターワゴン 1 ¥27,400 ¥27,400 53

１４．０２．１４ ０１－０５－１ 　初度調弁 衝立（イナバFP-G1512) 1 ¥49,200 ¥49,200 54

１４．０２．１４ ０１－０５－１ 　初度調弁 バインダーワゴン 1 ¥31,000 ¥31,000 56

１４．０３．１６． ０１－０５－１ 購入 PC用椅子（イナバSB21) 1 ¥32,200 ¥32,200 57 相談室１

１４．０６．２６ ０５－０２－１ 購入
デジタルカメラ（一式）
（オリンパスC3100ZOOM） 1 オープン オープン 58 窓下棚

１５．０４．３０ ０１－０２－１ 購入 角印 1 ¥15,600 ¥15,600 59 金庫に保管

１５．０４．３０ ０１－０２－１ 購入 銀行印 1 ¥25,200 ¥25,200 60 所長

１６．０２．２６ ０１－１２－キ 購入 ガスコンロ 2 ¥15,000 ¥15,000 ６１～６２
地下、機械室に

保管

１６．０３．１０ ０１－９９－キ 購入 テント 1 ¥207,900 ¥207,900 63
地下、機械室に

保管

１7．０３．２９ ０１－０５－１ 購入
コンビトレーユニット
（BWS-SP358DFU) 1 ¥66,400 ¥66,400 64

１８．０３．３１ ０５－０３－１ 購入
ノートパソコン　ＥＰＳＯＮ　ＮＴ２８５０
１５型ＴＦＴＸＧＡ液晶 1 ¥145,425 ¥145,425 65

１８．０３．３１ ０５－０３－１ 購入
ノートパソコン　ＥＰＳＯＮ　ＮＴ２８５０
１５型ＴＦＴＸＧＡ液晶 1 ¥145,425 ¥145,425 66

１８．０３．３１ ０１－０３－１ 購入
デジタル長座位体前屈計
秦運動工業（ＫＴＴ５１１２） 1 ¥32,250 ¥32,250 67 倉庫１に保管

１８．０３．３１ ０１－０３－１ 購入
デジタル圧力計グッリプＤ
秦運動具工業（Ｔｋｋ５４０１） 1 ¥20,160 ¥20,160 68 倉庫１に保管

１８．０３．３１ ０１－０５－1 購入
事務用デスク片袖机　２０L-107FN
天板　幕板　袖箱　引出し　脚 1 ¥23,520 ¥23,520 69

１８．10．10 ０５－０３－１ 購入
ロジテックＭＯドライブ
ＬＭＯＰＢＢ６４０Ｕ２（ＳＳＳ） 1 ¥14,700 ¥14,700 70 窓下棚

１9．03．16 ０１－１４－１ 購入
日本GBCシュレッダー
G2500X 1 ¥86,730 ¥86,730 71

１9．08．31 ０５－０３－１ 購入
バスパワー対応ポータブルＵＳＢ２．
０ 1 ¥19,800 ¥19,800 72 窓下棚

１9．08．31 ０５－０３－１ 購入
バスパワー対応ポータブルＵＳＢ２．
０ ¥19,800 ¥19,800 73 窓下棚



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　　 部屋名称事務所　　①～３ページ                                 事業種別　共用　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

20.8.27 5-3-1 購入 ケーブルﾓﾃﾞﾑ 1 ¥15,750 ¥15,750 74 ホームページ用

20.10.26 5-5-1 購入
留守番応答装置
AT-D770 1 ¥31,237 ¥31,237 75

２６．０３.31 ０６―０３―０１ 購入 HONDA　ENEPO　EUQIGB 1 10



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称　　ヘルパールーム　②                                 事業種別　共用　　        大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－９９－２ 初度調弁
ミーティングテーブル
（イナバＫＲ-１８９０） 2 ¥52,150 ¥52,150 ０１～０２ ２；ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ

１３．１２．０６ ０１－９９－２ 初度調弁
アンブレラスタンド
（イナバＵＲ－４８Ｔ） 1 ¥10,850 ¥10,850 ０３ エントランスホール



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称　　多目的ホール　③                                 事業種別　　委託事業　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－９９－３ 初度調弁
会議テーブル（幕板付）
(イナバＬＨ－１８４５Ｐ) 3 ¥53,700 ¥161,100 ０１～０３ 地下機械室

１３．１２．０６ ０１－９９－３ 初度調弁
会議テーブル（幕板ナシ）
(イナバＬＨ－１８４５) 12 ¥39,900 ¥478,800 ０４～１５

4 5 9 11 13；ﾍﾙﾊ
ﾙｰﾑ
6～8・10・12・14・15；地
下機械室

１３．１２．０６ ０１－９９－３ 初度調弁
掃除ロッカー
(イナバSL－501V) 1 ¥30,000 ¥30,000 16

１３．１２．０６ ０１－９９－３ 初度調弁
ハンガースタンド
(イナバCH－1600) 2 ¥29,500 ¥59,000 １７～１８

１３．１２．０６ ０１－９９－３ 初度調弁
ホワイトボード
(イナバAM-11N) 1 ¥48,000 ¥48,000 19

１３．１２．０６ ０１－９９－３ 初度調弁
演台
(イナバED-9044G) 1 ¥53,200 ¥53,200 20

１３．１２．０６ ０１－０４－３ 初度調弁
椅子収納台車
(イナバCD-16) 2 ¥28,000 ¥56,000 21～２２

１３．１２．０６ ０１－１６－３ 初度調弁
加湿器
(三菱電機SV-S701)ホワイト 1 ¥22,800 ¥22,800 23 事務所１台

１５．１２．２５ ０１－０３－３ 購入 ジョイントマット 1 ¥138,600 ¥138,600 24
多目的ホール

倉庫４

１６．０２．２６ ０１－１２－３ 購入 アルミ大鍋 2 ¥18,500 ¥18,500 ２５～２６ 倉庫１

１８．０３．２９ ０１－０７－３ 購入 大型砂場ワゴン　（０００９７２９２０） 1 ¥32,600 ¥32,600 27 交流ラウンジ

１８．０３．２９ ０１－０７－３ 購入
ツインスライドトンネルクライマー
（すべり台）　　　　　（００００６７４３９） 1 ¥61,500 ¥61,500 28

多目的ホール
倉庫３

１８．０３．２９ ０１－０７－３ 購入
ボールハウス　　（１０００個入り）
（００００７８５３８） 1組 ¥28,100 ¥28,100 29 倉庫１

１８．０３．２９ ０１－０７－３ 購入 らくがきパネル（０００４７６３５２） 1 ¥75,600 ¥75,600 30 倉庫１

１８．０３．２９ ０１－０７－３ 購入 大型モノブロック　（０００７７１７３５） 1組 ¥17,800 ¥17,800 31 交流ラウンジ

１８．１２．２８ ０１－０７－３ 購入 携帯用バック付マグネット19路セット 1 ¥28,600 ¥28,600 32 倉庫２

２２．０５.０７ ０５―０２―０３ 購入 プロジェクター　EPSON　EB-S62 1 49980 49980 3



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称　　調理室　④                                 事業種別　　委託事業　　　　 大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－１２－４ 初度調弁
冷凍冷蔵庫
(ナショナルNR-B52T3ーH) 1 ¥200,000 ¥200,000 ０１

１３．１２．０６ ０１－１２－４ 初度調弁
電子レンジ
(ナショナルNE-S33F) 1 ¥20,000 ¥20,000 ０２

１３．１２．０６ ０１－９９－４ 初度調弁
踏み台 （キャスター付）  (コクヨSP-
12) 1 ¥30,000 ¥30,000 ０３

１３．１２．０６ ０１－１２－４ 初度調弁 飯台 （45センチ）　　（TKG237-1） 2 ¥15,400 ¥30,800 ０４～０５

１３．１２．０６ ０１－１２－４ 初度調弁
ガス炊飯器
（ＴＫＧ４２５－６　　ＰＲ４１００Ｓ） 2 ¥41,800 ¥83,600 ０６～０７



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称　　　ボランティアルーム　　⑤                                 事業種別　　委託事業　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－９９－５ 初度調弁
ミーティグテーブル
（イナバＫＲー２４１２） 1 ¥167,800 ¥167,800 ０１

１３．１２．０６ ０１－９９－５ 初度調弁
掃除ロッカー
（イナバＳＬー５０１Ｖ） 1 ¥30,000 ¥30,000 ０２

１３．１２．０６ ０１－９９－５ 初度調弁
コートハンガー
（イナバＣＨ－１２００） 1 ¥26,800 ¥26,800 ０３ デイルームで使用

１７．１１．３０ ０１－０７－３ 購入 麻雀卓 1 ¥26,040 ¥26,040 ０４ 倉庫１に保管

１７．１１．３０ ０１－０７－３ 購入 麻雀卓 1 ¥26,040 ¥26,040 ０５ 倉庫１に保管

１７．１１．３０ ０１－０７－３ 購入 麻雀卓 1 ¥26,040 ¥26,040 ０６ 倉庫１に保管

１７．１１．３０ ０１－０７－３ 購入 麻雀卓 1 ¥26,040 ¥26,040 ０７ 倉庫１に保管

１３．１２．０６ ０１―９９―２ 初度調弁
ミーティグテーブル
（イナバＫＲー１８９０） 1 ¥52,150 ¥52,150 ０２ ヘルパールームより



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称　　相談室　⑥                                 事業種別　　委託事業　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－９９－６ 初度調弁
ミーティングテーブル
（イナバKR-1875) 3 ¥72,000 ¥216,000 ０１～０３

１３．１２．０６ ０１－０５－６ 初度調弁
ミーティングチェア
（イナバOM-151FA) 12 ¥19,900 ¥238,800 ０４～１５

１３．１２．０６ ０１－０５－６ 初度調弁
整理ケース
（イナバA4-316LS) 3 ¥53,900 ¥161,700 １６～１８

１７；事務所(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ下)
１８；デイルーム

１３．１２．０６ ０１－９９－６ 初度調弁
コートスタンド
（イナバCH-3M) 3 ¥22,100 ¥66,300 １９～２１ 20：地域ｹｱﾙｰﾑ



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称   地域ケアルーム　⑦                                 事業種別　　　委託事業　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－９９－７ 初度調弁
ミーティングテーブル
(イナバKR-１８７５) 2 ¥72,200 ¥144,400 01～０２

　１３．１２．０６ ０１－０５－７ 初度調弁
ミーティングチェア
（イナバOM-１１０MY) 12 ¥19,000 ¥228,000 03～１４

　１３．１２．０６ ０１－９９－７ 初度調弁
書庫ベース込み
（イナバBG-３６SS,BG３３B） 1 ¥56,000 ¥56,000 15

　１３．１２．０６ ０１－９９－７ 初度調弁
掃除ロッカー
（イナバSL-５０１V） 1 ¥30,000 ¥30,000 16



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 　部屋名称 ディルーム　⑧－１ページ                                 事業種別（介護保険事業）　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－０６－８ 初度調弁
デジタルピアノ
（ＹＭＡＨＡ,ＰＳＲ－２０１） 1 ¥25,000 ¥25,000 ０１ 倉庫

13.  12   .06 ０１－０８－８ 初度調弁
掃除機
（ナショナルＭＣ－Ｌ６５ＶＦ） 1 ¥23,000 ¥23,000 ０２ 倉庫

13.  12   .06 ０１－０１－８ 初度調弁 ミシン　　　　　　（蛇の目２7０型） 1 ¥47,500 ¥47,500 ０３ 棚

13.  12   .06 ０３－９９－８ 初度調弁
回診車
｛オバタ０１－１０９１Ｃ－２Ｍ） 1 ¥33,500 ¥33,500 ０４

13.  12   .06 ０３－０５－８ 初度調弁
スタンド式水銀血圧計３００ｍｍ
（オバタ０２－０８１３） 1 ¥24,000 ¥24,000 ０５ 倉庫２

13.  12   .06 ０４－０４－８ 初度調弁
デジタル式車イス用体重計
（タニタＰＷＣ－６２０） 1 ¥228,000 ¥228,000 ０６

13.  12   .06 ０３－０３－８ 初度調弁
エマジン小型吸引器
（ムラナカＥＰ－１５００） 1 ¥50,000 ¥50,000 ０７

13.  12   .06 ０３－９９－８ 初度調弁
車椅子〔リクライニング型）
（マツナガＭＷ－１３） 1 ¥160,000 ¥160,000 ０８ 倉庫奥の機械室

13.  12   .06 ０３－９９－８ 初度調弁
車椅子〔軽量型）
日進医療器（ＮＡ－１２２） 1 ¥120,000 ¥120,000 ０９ 地下機械室

13.  12   .06 ０１－１０－８ 初度調弁
ベッド
（パラマウントＫＡ－４６５４） 3 ¥170,000 ¥510,000 １０～１２ 10は認知デイ部屋

13.  12   .06 ０１－９９－８ 初度調弁
片袖机
（イナバＣ－１２７－３） 1 ¥45,000 ¥45,000 １３

13.  12   .06 ０１－０５－８ 初度調弁
フライトテーブル
（イナバＬＫ２０００ＲＳ） 1 ¥156,000 ¥156,000 １４

13.  12   .06 ０１－０５－８ 初度調弁
椅子
（イナバＳＡ３１２１） 2 ¥32,000 ¥64,000 １５～１６

13.  12   .06 ０１－０５－８ 初度調弁
ソフアベッド
（イナバＲＶ－８７ＳＢ） 3 ¥32,000 ¥96,000 １７～１９

13.  12   .06 ０１－９９－８ 初度調弁
ホワイトボード
（イナバＡＭ－１１Ｎ） 1 ¥48,000 ¥48,000 ２０ 認知デイ部屋

13.  12   .06 ０１－９９－８ 初度調弁
ミーティングテーブル
（イナバＮＳ－５７５Ｍ） 1 ¥48,000 ¥48,000 ２１

13.  12   .06 ０１－１２－８ 初度調弁
オシボリヴォーマー
（ＴＫＧ５７４－２横開き60～80本入り） 1 ¥41,700 ¥41,700 22 倉庫

13.  12   .06 ０１－０１－８ 初度調弁
全自動洗濯機
（ナショナルＮＡ－６０ＳＰ１） 3 ¥90,000 ¥270,000 ２３～２５ 脱衣室

13.  12   .06 ０１－０１－８ 初度調弁
乾燥機
（ナショナルＮＨ－Ｄ５０２） 2 ¥77,000 ¥154,000 ２６～２７ 脱衣室

13.  12   .06 ０１－１６－８ 初度調弁 加湿器 （三菱電機ＳＶ－Ｓ７０１）ﾎﾜｲﾄ 5 ¥22,800 ¥114,000 ２８～３１． ３３

Ｈ－１５－１１月　より　５
台
窓下棚

13.  12   .06 ０１－１０－８ 初度調弁
ニューサマットレス
（パラマウントＫＥ１３３０） 3 ¥29,000 ¥87,000 ３２～３４ 32は認知デイ部屋



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 　部屋名称 デイルーム　⑧ー２ページ                                 事業種別　　（介護保険事業）　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－０５－８ 初度調弁
リフレッシュチェア
（イナバＲＳ－１９１ＮＶ） 48 ¥28,000 ¥1,344,000 ３５～８２ ６９～８２は脱衣室

１３．１２．０６ ０１－９９－８ 初度調弁
ハンガースタンド
（イナバＣＨ－１６００） 2 ¥29,500 ¥59,000 ８３～８４ ８３は倉庫

１３．１２．０６ ０１－９９－８ 初度調弁
アンダーデスクラック
（イナバＳＷ－１１９） 2 ¥18,000 ¥36,000 ８５～８６ ８６は倉庫

１３．１２．０６ ０１－０５－８ 初度調弁
会議テーブル
（イナバＷＴ－１７１５） 10 ¥74,300 ¥743,000 ８７～９６

１３．１２．０６ ０１－９９－８ 初度調弁 ベンチ（イナバKP-1208) 2 ¥24,000 ¥48,000 ９７～９８
97；自販機横
98；エントランスホール

１４．０１．３１ ０１－９９－８ 初度調弁 書庫（イナバ）NA-34H 1 ¥41,000 ¥41,000 99 倉庫

１４．０１．３１ ０１－１４－８ 初度調弁 テプラプロ（キングジム）SR-737 1 ¥32,800 ¥32,800 100

１４．０１．３１ ０３－９９－８ 初度調弁 車椅子（日進医療器）NA-122 3 ¥120,000 ¥360,000 1 120000 120000 １０１～１０３ №101-1号車内

１４．０２．０６ ０１－９９－８ 初度調弁 ホワイトボード（イナバAM-12N) 1 ¥26,200 ¥26,200 106

１４－０２－１４ ０１－０５－８ 初度調弁 ワゴン　　(TV台イナバQT4080)） 1 ¥45,600 ¥45,600 107 相談室へ

１４．０３．０６ ０１－０７－８ 初度調弁 ソフト大型サイコロ（DLM-T00500) 1 ¥23,000 ¥23,000 108

１４．０３．０６ ０１－０７－８ 初度調弁 バレーボールセット（DLM-E600) 1 ¥15,800 ¥15,800 109

１４．０３．０６ ０１－０７－８ 初度調弁
ゲーゴルゲーム（ユニック）３７－２０
０ 1 ¥93,000 ¥93,000 110 倉庫

１４．０３．０６ ０１－０７－８ 初度調弁 大型玉入れ台（DLM-E500) 1 ¥58,000 ¥58,000 111 倉庫

１４．０３．０６ ０１－０７－８ 初度調弁 風船バレー（DLM-H0003) 1 ¥36,500 ¥36,500 112

１５．０６．３０ ０３－９９－８ 購入 物干し 1 ¥16,537 ¥16,537 113



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称　　厨房　⑨                                 事業種別　　委託事業　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．０６ ０１－０５－９ 初度調弁
片袖机
（イナバＥ－５号－３） 1 ¥47,500 ¥47,500 ０１

１３．１２．０６ ０１－０５－９ 初度調弁
椅子
（イナバＧＣ－１９０Ｆ） 1 ¥19,700 ¥19,700 ０２

１３．１２．０６ ０１－０５－９ 初度調弁
丸椅子
（イナバＧＣ－１４Ｌ） 1 ¥21,300 ¥21,300 ０３

１３．１２．０６ ０１－９９－９ 初度調弁
ロッカー（三人用)
（イナバＳＫ－１３） 1 ¥45,700 ¥45,700 ０４

１３．１２．０６ ０１－９９－９ 初度調弁
ホワイトボード
（イナバＨ－１３ＳＹ） 1 ¥18,200 ¥18,200 ０５ 厨房事務室

１３．１２．０６ ０１－９９－９ 初度調弁
シューズボックス
（イナバＢＳＴ１－４ＷＭＸＫ） 1 ¥35,000 ¥35,000 ０６

１３．１２．０６ ０１－１２－９ 初度調弁
アルミＤＯＭ半寸胴鍋　(36センチ）
（ＴＫＧ１0－２） 2 ¥17,200 ¥34,400 ０７～０８

１３．１２．０６ ０１－１２－９ 初度調弁
アルミＤＯＭ外輪鍋 （39センチ）
（ＴＫＧ１０－３） 2 ¥17,600 ¥35,200 ０９～１０

１３．１２．０６ ０１－１２－９ 初度調弁
マナ板
（ＴＫＧ１６８－９．ＭＹ－６） 1 ¥15,000 ¥15,000 １１

１３．１２．０６ ０１－１２－９ 初度調弁
業務用角蒸し器(39センチ）
（ＴＫＧ１８５－２） 1 ¥40,000 ¥40,000 １２

１３．１２．０６ ０１－１２－９ 初度調弁
木製銅タガ飯台（45センチ）
（ＴＫＧ２３７－１） 1 ¥15,400 ¥15,400 １３

１３．１２．０６ ０１－１２－９ 初度調弁
電子レンジ（ホワイト）
（ナショナルＮＥ－Ｓ２２Ｆ） 1 ¥28,500 ¥28,500 １４   (デイルームデ使用)



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　 部屋名称　　福祉機器展示スペース　⑩                                 事業種別　共用　　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１４－０２－１４ ０１－０５－１０ 初度調弁 ロビーチェアー（ブルー） 1 ¥35,700 ¥35,700 1 1 デイルームへ

１９－０３－３１ ０１－１０－１０ 購入
ベット本体
フランスベットＦＢＮＳＵ－７３０ 1 ¥152,145 ¥152,145 1 2 デイルームへ

１９－０３－３１ ０１－１０－１０ 購入 サイドレール　（ベット用）ＳＥ－３００ 1 ¥21,942 ¥21,942 1 3 デイルームへ

１９－０３－３１ ０１－１０－１０ 購入 マットレス　（ＦＭ－Ｔ） 1 ¥19,872 ¥19,872 1 4 デイルームへ

１９－１１－３０ ０１－０５－１０ 購入 Ｋ－ＨＥＤ　　トヨセット文庫本書庫 1 ¥58,275 ¥58,275 1 5 交流ラウンジへ

１９－１１－３０ ０１－０５－１０ 購入 丸テーブル 1 ¥34,900 ¥34,900 1 6 交流ラウンジへ

１９－１１－３０ ０１－０５－１０ 購入 丸テーブル 1 ¥34,900 ¥34,900 1 7 交流ラウンジへ



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　 部屋名称　　　情報ラウンジ　⑪                                 事業種別　共用　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１４－０２－０６ ０１－０５－１１ 初度調弁 マガジンスタンド（イナバCA-533) 1 ¥85,800 ¥85,800 1 エントランスホール

１７－０２－２２ ０１－０５－１１ 購入 案内板（ウチダスタンダートS型） 1 ¥20,160 ¥20,160 2 エントランスホール

１７－０２－２２ ０１－０５－１１ 購入 パンフレットラック（ウチダCP-310) 1 ¥40,950 ¥40,950 3 エントランスホール

１７－０２－２２ ０１－０５－１１ 購入 パンフレットラック（ウチダCP-46)) 1 ¥51,240 ¥51,240 4 エントランスホール

１9－０１－３1 ０１－０５－１１ 購入 ウチダパンフレットスタンド（CP-３１０) 1 ¥46,515 ¥46,515 5 エントランスホール

１9－０１－３1 ０１－０５－１１ 購入 ウチダパンフレットスタンド（CP-１１０) 1 ¥25,095 ¥25,095 6 エントランスホール

１9－０１－３1 ０１－０５－１１ 購入
コクヨパンフレットスタンド
（ＺＲ－ＰＳ６４ＮＮ） 1 ¥45,150 ¥45,150 7 エントランスホール

２０－０６－１２ ０１－０３－１１ 購入 カラフルユニマット（４枚１組） 1 ¥17,955 ¥17,955 8



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　 部屋名称　　　自転車置場　⑫                                 事業種別　共用　　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

１３．１２．２８ ０７－０７－１２
在介支
初度調弁

電動アシスト自転車
（アシスタファイン） 2 ¥72,200 ¥144,400 1 72200 72200 ２～３ ２；廃棄

１８．０３．３１ ０７－０７－１２ 購入
電動アシスト自転車
（アシストライトNA63NP） 2 ¥71,085 ¥142,170 ５～６

２３．３.２９ ０７―０７―１２ 購入 電動自転車　PASナチュラL 1 95400 95400 12



横浜市所有物品管理簿（場所別）　　　　　 部屋名称　その他　　⑬～１ページ                                 事業種別　共用　　　　　　　大場地域ケアプラザ　

    コード名称 増 減 現在高

年月日 （大ー中ー小） 出納事由 品質・形状・その他 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 整理番号 備  考

H21.12.12 1-5-13 購入 物置 1 ¥49,350 ¥49,350
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