
 

 

  令和４年度 一般会計 歳出 第15款6項3目 １２節（１） 委託料（費用） 

受付 

番号 

種 目 番 号 

 

連絡先 

委託担当 

教育委員会事務局中央図書館調査資料課 

ふ り が な

担当者名  村川
むらかわ

 礼
れい

 

                             電 話     262-7338 

 

                          設             計             書  

  

１ 委 託 名         中央図書館所蔵行政資料画像デジタル化処理事業委託 

 

 ２ 履 行 場 所         受託者が用意する場所               

 

 ３ 履行期間            □期間      年  月  日 から   年  月  日 まで 

    又は期限        ■期限 令和５年 ２月 28日 まで            

 

 

 ４ 契約区分       □ 確定契約              ■ 概算契約      

 ５ そ の 他 特 約 事 項                                  

                                                                        

                                                                        

 ６ 現 場 説 明           ■ 不要  

□ 要  （  月  日  時  分  場所        ） 

 ７ 委 託 概 要         

            中央図書館で所蔵する行政資料のデジタルスキャニングを行い、  

保存用TIFFファイルおよび閲覧用PDFファイルを作成する作業を  

委託します。                               

                                                                        

                                                                        

 

 

 

                                           



 

  ８ 部 分 払         

 

       □ す る （    回以内） 

 

       ■ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         

履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

      

      

      

      

      

      

      

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

 

 

 

  委 託 代 金 額              

                           ￥                                  

 

  内  訳      業 務 価 格        

                             ￥                                    

 

              消費税及び地方消費税相当額 

                              ￥                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

                                 内     訳     書  

 

名      称 形状寸法等  数  量 単位 
 単 価 

     (円) 

 金    額  

       (円) 
摘 要 

横浜市会会議録索引  

昭和 56 年  
 (42) コマ      

横浜貿易統計  

１９６３年版  
 (39) コマ 

 
    

横浜貿易統計  

１９６４年度  
 (39) コマ 

 
    

横浜貿易統計  

１９６５年度  
 (38) コマ 

 
    

横浜貿易統計  

１９６６年度  
 (37) コマ 

 
    

横浜貿易統計  

１９６７年度  
 (28) コマ 

 
    

横浜貿易統計  

１９６８年版  
 (38) コマ 

 
    

横浜貿易統計  

１９６９年版  
 (38) コマ 

 
    

横浜貿易統計  

１９７０年版  
 (37) コマ 

 
    

横浜貿易統計  

１９７２年版  
 (44) コマ 

 
    

横浜市勢要覧  

昭和５年  
 (108) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和４６年６月１０日現在  
 (98) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和４７年８月１７日現在  
 (103) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和４８年８月１日現在  
 (110) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和４９年５月２０日現在  
 (113) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和５０年１１月１日現在  
 (124) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和５１年１１月１日現在  
 (137) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和５２年７月４日現在  
 (143) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和５３年９月１日現在  
 (143) コマ 

 
    



横浜市組織図  

昭和５４年１０月１日現在  
 (147) コマ 

 
    

横浜市組織図  

昭和５５年１０月１日現在  
 (152) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和38年 
 (29) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和39年 
 (35) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和40年 
 (40) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和41年 
 (44) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和42年度 
 (51) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和43年度 
 (50) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和44年度 
 (52) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和45年度 
 (53) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和46年度 
 (53) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和 47 年度  
 (55) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和48年度 
 (53) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和49年度 
 (53) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和50年度 
 (55) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和51年度 
 (55) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

昭和52年度 
 (42) コマ 

 
    

横浜市の市民所得  

平成元年度 
 (97) コマ 

 
    

横浜市中央卸売市場年報 

昭和７年 
 (106) コマ 

 
    

横浜市中央卸売市場年報 

昭和31年 
 (282) コマ 

 
    

横浜市中央卸売市場年報 

昭和32年 
 (189) コマ 

 
    



横浜市中央卸売市場年報 

昭和 33 年  
 (190) コマ 

 
    

横浜市中央卸売市場年報 

昭和34年 
 (185) コマ 

 
    

横浜市中央卸売市場年報 

昭和35年 
 (219) コマ 

 
    

横浜市中央卸売市場年報 

昭和36年 
 (222) コマ 

 
    

横浜市中央卸売市場年報 

昭和42年 
 (265) コマ 

 
    

横浜市消防年報 昭和23年  (42) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1949  (55) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1950  (54) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1951  (70) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1952  (70) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1953  (69) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1954  (66) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1955  (66) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1956  (65) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1957  (65) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1958  (62) コマ 
 

    

横浜市消防年報 1959  (64) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和35年  (54) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和36年  (53) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和37年  (53) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和 38 年   (55) コマ 
 

    



横浜市消防年報 昭和39年  (66) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和40年  (79) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和41年  (79) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和42年  (88) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和43年  (87) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和44年  (84) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和45年  (90) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和46年  (170) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和47年  (168) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和 48 年   (177) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和49年  (184) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和50年  (185) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和51年  (200) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和52年  (239) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和53年  (206) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和54年  (187) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和60年  (154) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和61年  (156) コマ 
 

    

横浜市消防年報 昭和62年  (159) コマ 
 

    

横浜市の商業 昭和 63 年   (86) コマ 
 

    

横浜市の工業 昭和51年  (79) コマ 
 

    

  



横浜市の工業 昭和 52 年   (79) コマ      

横浜市の工業 昭和53年  (80) コマ      

横浜市の工業 昭和62年  (109) コマ      

横浜市の工業 昭和63年  (109) コマ      

横浜市の事業所 昭和50年  (102) コマ      

横浜市の事業所 昭和56年  (126) コマ      

横浜市の事業所 平成3年  (157) コマ      

横浜市の事業所 平成8年  (206) コマ      

横浜環境白書 昭和 60 年   (138) コマ      

横浜史料目録 第4輯   (21) コマ      

横浜史料目録 第5輯   (14) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和39年度  
 (328) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和40年度  
 (302) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和41年度  
 (304) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和42年度  
 (305) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和43年度  
 (324) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和44年度  
 (331) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和45年度  
 (340) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和 46 年度  
 (340) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和47年度  
 (351) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和50年度  
 (346) コマ      



各会計予算事項別明細書 

昭和53年度 
 (377) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和54年度 
 (376) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和55年度  
 (371) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和57年度  
 (378) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和58年度 
 (385) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和59年度 
 (386) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和60年度 
 (378) コマ      

各会計予算事項別明細書 

昭和 61 年度  
 (377) コマ      

各会計予算事項別明細書 

平成5年度 
 (413) コマ      

横浜市の住宅事情 昭和４

０年度  
 (76) コマ      

横浜市の住宅 昭和53年 

－昭和53年総理府住宅統計

調査から－ 

 
(139) 

コマ   
 

  

横浜市事務報告書  

昭和2年・3年 
 (446) コマ      

横浜市事務報告書  

昭和4年・5年 
 (640) コマ      

横浜市事務報告書 昭和6年  (314) コマ      

横浜市事務報告書・市有財

産表 昭和１９年  
 (173) コマ      

小計  (17,760) コマ      

消費税及び地方消費税相

当額 
        

         

委託代金額         

         

 

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む 
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令和４年度 

中央図書館所蔵行政資料画像デジタル化処理事業委託 

仕様書 

 
 

１ 件名 
  「令和４年度 中央図書館所蔵行政資料画像デジタル化処理事業委託」 
 
２ 目的 
  本仕様書は、本件の受託者が横浜市中央図書館（以下「当館」という。）所蔵資料の

原資料からのデジタル化処理作業を実施するための要件をまとめたものである。 
 
３ 概要 
  本件の作業の概要は次のとおりである。 
 (1) 当館が貸与する原資料をスキャニングし、画像データ（TIFF 形式）を作製する。 
 (2) 資料ごとに、全コマを結合した閲覧用データ(PDF 形式)を作製する。 
 (3) 上記で作製した画像データおよび閲覧用データを DVD-R に格納する。 
 
４ 履行場所 
  作業は受託者が用意する場所で行う。資料の搬出入についても受託者が行う。作業お

よび搬出入に必要な資源（機器、ソフトウェア、通信環境、運搬用容器、車両等）は、

受託者の責任において準備すること。 
 
５ 履行期限 
  契約が決定した日から令和５年２月 28 日まで。 
 
６ 対象資料 
  別紙１「作業対象資料内訳」記載のとおり。 
 
７ 作業内容 
 (1) 画像データおよび閲覧用データの作製 
  ア 概要 
    画像データの作製作業の概要は次のとおりである。 
   (ｱ) 資料の事前確認 
   (ｲ) 原資料のスキャニングを行い、画像データ（TIFF 形式画像）を作製する。 
   (ｳ) 画像調整を行う。資料により、必要に応じてトリミングや画像の結合を行う。 
   (ｴ) 資料ごとに、全コマを結合した閲覧用データを作製する。 
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  イ 資料の事前確認 
    スキャニング等の作業を開始する前に、作業対象資料について以下の確認作業を

実施すること。 
    (ｱ) 劣化・破損状況の確認 
    (ｲ) 折しわの程度の確認 

(ｳ) 付せんの有無、折り込みページの有無、付属物及び挟み込み物の有無、書き

込み等の確認 
    (ｴ) タイトル、巻次等の確認（別紙１「作業対象資料内訳」との照合） 
    (ｵ) スキャニング方法等を特に指示する資料に該当するか否かの確認 

確認の結果、劣化・破損等、スキャニング作業を行うにあたって特筆すべき事項

が確認できた場合には当館担当者に報告し、協議すること。また、作業対象リスト

の記述と原資料とに齟齬があった場合は、当館職員に申し出ること。 
 
  ウ スキャニング対象 
    (ｱ) スキャニング対象は上記「６ 対象資料」の全てである。 
    (ｲ) スキャニングは資料単位で行う。 
    (ｳ) スキャニング対象となるページは、表紙から裏表紙までの全てのページとす

る。箱や帙、付属物等をスキャニング対象とする場合は、当館から指示する。 
 
  エ 解像度、カラーマネジメント、ファイル形式 
    (ｱ) 画像データのスキャニング解像度は、原資料に対して 400dpi とする。 
    (ｲ) 階調は、別紙「作業対象資料内訳」の指定の通りとする。 
    (ｳ) 画像データのファイル形式は TIFF 形式（可逆圧縮／24 ビットフルカラーま

たは白黒２値）とする。 
    (ｴ) 資料 1 点ごとに、全コマを結合した閲覧用データ（PDF 形式・フルカラー

または白黒）を作製する。 
 
  オ スキャニング作業 
    スキャニングは、別紙１「作業対象資料内訳」に指示があるものを除き、判型お

よび形状に応じて、次のとおり実施すること。 
    (ｱ) 見開き（2 ページ）で A3 サイズ以下の冊子資料は、原則として見開き（2

ページ）を 1 回でスキャニングすること。 
    (ｲ) 見開き（2 ページ）が A3 サイズを超える冊子資料は、原則として 1 ページ

（片ページ）ずつスキャニングすること。ただし 1 ページが A3 サイズを超え

る資料で、1 回で 1 ページをスキャニングできない場合は、分割してスキャニ

ングすることも可とする。折り込みページを広げた場合に、A3 サイズを超え

た場合にも、同様の扱いとする。 
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(ｳ) 以下のスキャニング基本要領に留意し、スキャニングを行うこと。 
 

表１ スキャニング基本要領 
形態 スキャニング順序 

冊子 表紙→本文→裏表紙 
付せんまたは折り込みページが

ある場合 
付せんまたは折り込みページを広げない状

態→広げた状態 
付属資料のある資料 本体→付属資料 

 
  カ 作業上の注意点 
    (ｱ) 原資料のしわ、埃等を除き、文字が読み取れる状態でスキャンすること。 
    (ｲ) 資料は損傷や紛失等が起きないように慎重に取り扱うこと。 
    (ｳ) スキャニング作業が資料に対し悪影響を及ぼす恐れがあると考えられる場合

には当館担当者に報告し、協議すること。 
    (ｴ) 劣化または破損があまりに激しくスキャニングが困難である場合は当館担当

者に報告し、協議すること。 
 
  キ 画像処理 
    スキャニング後の画像データは、次のとおり画像処理を行うこと。 
    (ｱ) 画像全体に対して資料が水平に収まるよう角度調整を行う。 
    (ｲ) 180 度逆転してスキャニングしたり、90 度横向きにしてスキャニングしたり

した場合は、資料が正面を向くように画像データを回転させ補正すること。 
    (ｳ) 分割してスキャニングを行った資料は、画像を接合する。その際、接合面に

重複やずれが生じないようにすること。 
 
  ク フォルダ名およびファイル名のつけ方 

別紙２「フォルダ名・ファイル名および DVD-R 盤面印字について」のとおり、

フォルダ名およびファイル名を付けること。 
 
 (2) データの格納 

受託者は作製した画像データ、閲覧用データを DVD-R（プラスチックケース付

き）に格納し、納品すること。 
DVD-R の盤面には、別紙２「フォルダ名・ファイル名および DVD-R 盤面印字につ

いて」のとおり当館が指定する文言を印字する。なお、DVD-R は、JIS Z 6017:2013
「6.2 長期保存用途に使用する記録媒体及びドライブ装置」に準拠した製品を使用す

る。 
 
８ 納品場所 
  横浜市中央図書館 
  〒220-0032 横浜市西区老松町１ 
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９ 留意事項 
  (1) 受託者は、データその他委託業務の履行に必要な書類の授受、処理、保管その他

の管理にあたっては、漏洩、滅失、毀損等を防止し、その適切な管理を図らなけれ

ばならない。 
(2) 受託者および作業従事者は、本件業務について業務上知り得た秘密や個人情報を

第三者に漏らしてはならない。契約の解除および期間終了後も同様とする。 
(3) 本件業務の成果物について、納品後１年以内に瑕疵が発見された場合は、受託者

の負担で再作成するものとする。 
(4) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は当館と協議すること。また、本仕様書に定

めのない事項については、横浜市契約規則および委託契約約款に準ずる他、必要に

応じて当館と受託者が協議の上決定する。 



【別紙１】令和４年度中央図書館所蔵⾏政資料画像デジタル化処理事業委託 作業対象資料内訳

資料名 資料サイズ 種別 諧調 コマ数（概数） ＰＤＦ 備考
1 横浜市会会議録索引 昭和56年 A5版 カラー 24bit 42 1
2 横浜貿易統計 １９６３年版 B5版 カラー 24bit 39 1
3 横浜貿易統計 １９６４年度 B5版 カラー 24bit 39 1
4 横浜貿易統計 １９６５年度 B5版 カラー 24bit 38 1
5 横浜貿易統計 １９６６年度 B5版 カラー 24bit 37 1
6 横浜貿易統計 １９６７年度 B5版 カラー 24bit 28 1 汚破損あり。P.3-20⽋。P.21-56ページ外れ
7 横浜貿易統計 １９６８年版 B5版 カラー 24bit 38 1
8 横浜貿易統計 １９６９年版 B5版 カラー 24bit 38 1
9 横浜貿易統計 １９７０年版 B5版 カラー 24bit 37 1
10 横浜貿易統計 １９７２年版 B5版 カラー 24bit 44 1
11 横浜市勢要覧 昭和５年 A6版 カラー 24bit 108 1
12 横浜市組織図 昭和４６年６⽉１０⽇現在 B5版 カラー 24bit 98 1 折り込み１枚67×25
13 横浜市組織図 昭和４７年８⽉１７⽇現在 B5版 カラー 24bit 103 1 折り込み１枚62×26
14 横浜市組織図 昭和４８年８⽉１⽇現在 B5版 カラー 24bit 110 1 折り込み１枚61×26
15 横浜市組織図 昭和４９年５⽉２０⽇現在 B5版 カラー 24bit 113 1 折り込み１枚
16 横浜市組織図 昭和５０年１１⽉１⽇現在 B5版 カラー 24bit 124 1 折り込み１枚
17 横浜市組織図 昭和５１年１１⽉１⽇現在 B5版 カラー 24bit 137 1 折り込み１枚
18 横浜市組織図 昭和５２年７⽉４⽇現在 B5版 カラー 24bit 143 1 折り込み１枚
19 横浜市組織図 昭和５３年９⽉１⽇現在 B5版 カラー 24bit 143 1 折り込み１枚
20 横浜市組織図 昭和５４年１０⽉１⽇現在 B5版 カラー 24bit 147 1 折り込み１枚
21 横浜市組織図 昭和５５年１０⽉１⽇現在 B5版 カラー 24bit 152 1 折り込み１枚
22 横浜市の市⺠所得 昭和38年 B5版 カラー 24bit 29 1
23 横浜市の市⺠所得 昭和39年 B5版 カラー 24bit 35 1
24 横浜市の市⺠所得 昭和40年 B5版 カラー 24bit 40 1
25 横浜市の市⺠所得 昭和41年 B5版 カラー 24bit 44 1
26 横浜市の市⺠所得 昭和42年度 B5版 カラー 24bit 51 1
27 横浜市の市⺠所得 昭和43年度 B5版 カラー 24bit 50 1
28 横浜市の市⺠所得 昭和44年度 B5版 カラー 24bit 52 1
29 横浜市の市⺠所得 昭和45年度 B5版 カラー 24bit 53 1
30 横浜市の市⺠所得 昭和46年度 B5版 カラー 24bit 53 1



資料名 資料サイズ 種別 諧調 コマ数（概数） ＰＤＦ 備考
31 横浜市の市⺠所得 昭和47年度 B5版 カラー 24bit 55 1
32 横浜市の市⺠所得 昭和48年度 B5版 カラー 24bit 53 1
33 横浜市の市⺠所得 昭和49年度 B5版 カラー 24bit 53 1
34 横浜市の市⺠所得 昭和50年度 B5版 カラー 24bit 55 1
35 横浜市の市⺠所得 昭和51年度 B5版 カラー 24bit 55 1
36 横浜市の市⺠所得 昭和52年度 B5版 カラー 24bit 42 1
37 横浜市の市⺠所得 平成元年度 B5版 カラー 24bit 97 1
38 横浜市中央卸売市場年報 昭和７年 菊判(15×22.5) カラー 24bit 106 1
39 横浜市中央卸売市場年報 昭和31年 B5版 カラー 24bit 282 1
40 横浜市中央卸売市場年報 昭和32年 B5版 カラー 24bit 189 1
41 横浜市中央卸売市場年報 昭和33年 B5版 カラー 24bit 190 1
42 横浜市中央卸売市場年報 昭和34年 B5版 カラー 24bit 185 1
43 横浜市中央卸売市場年報 昭和35年 B5版 カラー 24bit 219 1
44 横浜市中央卸売市場年報 昭和36年 B5版 カラー 24bit 222 1
45 横浜市中央卸売市場年報 昭和42年 B5版 カラー 24bit 265 1
46 横浜市消防年報 昭和23年 B5版 カラー 24bit 42 1
47 横浜市消防年報 1949 B5版 カラー 24bit 55 1
48 横浜市消防年報 1950 B5版 カラー 24bit 54 1
49 横浜市消防年報 1951 B5版 カラー 24bit 70 1
50 横浜市消防年報 1952 B5版 カラー 24bit 70 1
51 横浜市消防年報 1953 B5版 カラー 24bit 69 1
52 横浜市消防年報 1954 B5版 カラー 24bit 66 1
53 横浜市消防年報 1955 B5版 カラー 24bit 66 1
54 横浜市消防年報 1956 B5版 カラー 24bit 65 1
55 横浜市消防年報 1957 B5版 カラー 24bit 65 1
56 横浜市消防年報 1958 B5版 カラー 24bit 62 1
57 横浜市消防年報 1959 B5版 カラー 24bit 64 1
58 横浜市消防年報 昭和35年 B5版 カラー 24bit 54 1
59 横浜市消防年報 昭和36年 B5版 カラー 24bit 53 1
60 横浜市消防年報 昭和37年 B5版 カラー 24bit 53 1
61 横浜市消防年報 昭和38年 B5版 カラー 24bit 55 1
62 横浜市消防年報 昭和39年 B5版 カラー 24bit 66 1



資料名 資料サイズ 種別 諧調 コマ数（概数） ＰＤＦ 備考
63 横浜市消防年報 昭和40年 B5版 カラー 24bit 79 1
64 横浜市消防年報 昭和41年 B5版 カラー 24bit 79 1
65 横浜市消防年報 昭和42年 B5版 カラー 24bit 88 1
66 横浜市消防年報 昭和43年 B5版 カラー 24bit 87 1
67 横浜市消防年報 昭和44年 B5版 カラー 24bit 84 1
68 横浜市消防年報 昭和45年 B5版 カラー 24bit 90 1
69 横浜市消防年報 昭和46年 B5版 カラー 24bit 170 1
70 横浜市消防年報 昭和47年 B5版 カラー 24bit 168 1
71 横浜市消防年報 昭和48年 B5版 カラー 24bit 177 1
72 横浜市消防年報 昭和49年 B5版 カラー 24bit 184 1
73 横浜市消防年報 昭和50年 B5版 カラー 24bit 185 1
74 横浜市消防年報 昭和51年 B5版 カラー 24bit 200 1
75 横浜市消防年報 昭和52年 B5版 カラー 24bit 239 1
76 横浜市消防年報 昭和53年 B5版 カラー 24bit 206 1
77 横浜市消防年報 昭和54年 B5版 カラー 24bit 187 1
78 横浜市消防年報 昭和60年 B5版 カラー 24bit 154 1
79 横浜市消防年報 昭和61年 B5版 カラー 24bit 156 2
80 横浜市消防年報 昭和62年 B5版 カラー 24bit 159 1
81 横浜市の商業 昭和63年 B5版 カラー 24bit 86
82 横浜市の⼯業 昭和51年 B5版 カラー 24bit 79 1
83 横浜市の⼯業 昭和52年 B5版 カラー 24bit 79 1
84 横浜市の⼯業 昭和53年 B5版 カラー 24bit 80 1
85 横浜市の⼯業 昭和62年 B5版 カラー 24bit 109 1
86 横浜市の⼯業 昭和63年 B5版 カラー 24bit 109 1
87 横浜市の事業所 昭和50年 B5版 カラー 24bit 102 1
88 横浜市の事業所 昭和56年 B5版 カラー 24bit 126 1
89 横浜市の事業所 平成3年 B5版 カラー 24bit 157 1
90 横浜市の事業所 平成8年 A4判 カラー 24bit 206 1
91 横浜環境⽩書 昭和60年 B5版 カラー 24bit 138 1
92 横浜史料⽬録 第4輯 B5版 カラー 24bit 21 1
93 横浜史料⽬録 第5輯 B5版 カラー 24bit 14 1
94 各会計予算事項別明細書 昭和39年度 B5版 カラー 24bit 328 1



資料名 資料サイズ 種別 諧調 コマ数（概数） ＰＤＦ 備考
95 各会計予算事項別明細書 昭和40年度 B5版 カラー 24bit 302 1
96 各会計予算事項別明細書 昭和41年度 B5版 カラー 24bit 304 1
97 各会計予算事項別明細書 昭和42年度 B5版 カラー 24bit 305 1
98 各会計予算事項別明細書 昭和43年度 B5版 カラー 24bit 324 1
99 各会計予算事項別明細書 昭和44年度 B5版 カラー 24bit 331 1
100 各会計予算事項別明細書 昭和45年度 B5版 カラー 24bit 340 1
101 各会計予算事項別明細書 昭和46年度 B5版 カラー 24bit 340 1
102 各会計予算事項別明細書 昭和47年度 B5版 カラー 24bit 351 1
103 各会計予算事項別明細書 昭和50年度 B5版 カラー 24bit 346 1
104 各会計予算事項別明細書 昭和53年度 B5版 カラー 24bit 377 1
105 各会計予算事項別明細書 昭和54年度 B5版 カラー 24bit 376 1
106 各会計予算事項別明細書 昭和55年度 B5版 カラー 24bit 371 1
107 各会計予算事項別明細書 昭和57年度 B5版 カラー 24bit 378 1
108 各会計予算事項別明細書 昭和58年度 B5版 カラー 24bit 385 1
109 各会計予算事項別明細書 昭和59年度 B5版 カラー 24bit 386 1
110 各会計予算事項別明細書 昭和60年度 B5版 カラー 24bit 378 1
111 各会計予算事項別明細書 昭和61年度 B5版 カラー 24bit 377 1
112 各会計予算事項別明細書 平成5年度 B5版 カラー 24bit 413 1
113 横浜市の住宅事情 昭和４０年度 B5版 カラー 24bit 76 1
114 横浜市の住宅 昭和53年 B5版 カラー 24bit 139 1
115 横浜市事務報告書 昭和2年・3年 B5版 カラー 24bit 446 1
116 横浜市事務報告書 昭和4年・5年 B5版 カラー 24bit 640 1 折り込み（変形3枚）
117 横浜市事務報告書 昭和6年 B5版 カラー 24bit 314 1 折り込み（変形２枚）
118 横浜市事務報告書・市有財産表 昭和１９年 B5版 カラー 24bit 173 1

17760 コマ
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【別紙２】 

令和４年度中央図書館所蔵行政資料画像デジタル化処理事業委託 

フォルダ名・ファイル名および DVD-R盤面印字について 

 

 

１ フォルダ名・ファイル名 

 以下の表で指定するフォルダ名／ファイル名で保存すること。 

（例）ch-h210027（フォルダ） ― ch-h200027.pdf（PDF ファイル） 

― ch-h210027001.tiff（TIFFファイル） 

               ― ch-h210027002.tiff（TIFF ファイル） 

               ― ch-h210027003.tiff（TIFF ファイル） 

 

 
資料名 フォルダ名 PDF ファイル名 

TIFF ファイル名 

拡張子は.tifでも可 

1 

横浜市会会議録索引  
昭和 56 年 ch-h210044 

ch-h210044.pdf ch-h210044001.tiff 

ch-h210044002.tiff 

以下、上記の規則で連番 

2 
横浜貿易統計  
１９６３年版  

ch-h210045 ch-h210045.pdf 
ch-h210045001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

3 
横浜貿易統計  
１９６４年度  

ch-h210046 ch-h210046.pdf 
ch-h210046001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

4 
横浜貿易統計  
１９６５年度  

ch-h210047 ch-h210047.pdf 
ch-h210047001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

5 
横浜貿易統計  
１９６６年度  

ch-h210048 ch-h210048.pdf 
ch-h210048001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

6 
横浜貿易統計  
１９６７年度  

ch-h210049 ch-h210049.pdf 
ch-h210049001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

7 
横浜貿易統計  
１９６８年版  

ch-h210050 ch-h210050.pdf 
ch-h210050001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

8 
横浜貿易統計  
１９６９年版  

ch-h210051 ch-h210051.pdf 
ch-h210051001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

9 
横浜貿易統計  
１９７０年版  

ch-h210052 ch-h210052.pdf 
ch-h210052001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

10 
横浜貿易統計  
１９７２年版  

ch-h210053 ch-h210053.pdf 
ch-h210053001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

11 
横浜市勢要覧  
昭和５年  

ch-h210054 ch-h210054.pdf 
ch-h210054001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 
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12 
横浜市組織図  
昭和４６年６月１０日現在  

ch-h210055 ch-h210055.pdf 
ch-h210055001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

13 
横浜市組織図  
昭和４７年８月１７日現在  

ch-h210056 ch-h210056.pdf 
ch-h210056001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

14 
横浜市組織図  
昭和４８年８月１日現在  

ch-h210057 ch-h210057.pdf 
ch-h210057001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

15 
横浜市組織図  
昭和４９年５月２０日現在  

ch-h210058 ch-h210058.pdf 
ch-h210058001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

16 
横浜市組織図  
昭和５０年１１月１日現在  

ch-h210059 ch-h210059.pdf 
ch-h210059001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

17 
横浜市組織図  
昭和５１年１１月１日現在  

ch-h210060 ch-h210060.pdf 
ch-h210060001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

18 
横浜市組織図  
昭和５２年７月４日現在  

ch-h210061 ch-h210061.pdf 
ch-h210061001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

19 
横浜市組織図  
昭和５３年９月１日現在  

ch-h210062 ch-h210062.pdf 
ch-h210062001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

20 
横浜市組織図  
昭和５４年１０月１日現在  

ch-h210063 ch-h210063.pdf 
ch-h210063001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

21 
横浜市組織図  
昭和５５年１０月１日現在  

ch-h210064 ch-h210064.pdf 
ch-h210064001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

22 
横浜市の市民所得  
昭和 38 年 

ch-h210065 ch-h210065.pdf 
ch-h210065001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

23 
横浜市の市民所得  
昭和 39 年 

ch-h210066 ch-h210066.pdf 
ch-h210066001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

24 
横浜市の市民所得  
昭和 40 年 

ch-h210067 ch-h210067.pdf 
ch-h210067001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

25 
横浜市の市民所得  
昭和 41 年 

ch-h210068 ch-h210068.pdf 
ch-h210068001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

26 
横浜市の市民所得  
昭和 42 年度 

ch-h210069 ch-h210069.pdf 
ch-h210069001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

27 
横浜市の市民所得  
昭和 43 年度 

ch-h210070 ch-h210070.pdf 
ch-h210070001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

28 
横浜市の市民所得  
昭和 44 年度 

ch-h210071 ch-h210071.pdf 
ch-h210071001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

29 
横浜市の市民所得  
昭和 45 年度 

ch-h210072 ch-h210072.pdf 
ch-h210072001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 
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30 
横浜市の市民所得  
昭和 46 年度 

ch-h210073 ch-h210073.pdf 
ch-h210073001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

31 
横浜市の市民所得  
昭和 47 年度 

ch-h210074 ch-h210074.pdf 
ch-h210074001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

32 
横浜市の市民所得  
昭和 48 年度 

ch-h210075 ch-h210075.pdf 
ch-h210075001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

33 
横浜市の市民所得  
昭和 49 年度 

ch-h210076 ch-h210076.pdf 
ch-h210076001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

34 
横浜市の市民所得  
昭和 50 年度 

ch-h210077 ch-h210077.pdf 
ch-h210077001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

35 
横浜市の市民所得  
昭和 51 年度 

ch-h210078 ch-h210078.pdf 
ch-h210078001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

36 
横浜市の市民所得  
昭和 52 年度 

ch-h210079 ch-h210079.pdf 
ch-h210079001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

37 
横浜市の市民所得  
平成元年度 

ch-h210080 ch-h210080.pdf 
ch-h210080001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

38 
横浜市中央卸売市場年報 

昭和７年 
ch-h210081 ch-h210081.pdf 

ch-h210081001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

39 
横浜市中央卸売市場年報 

昭和 31 年 
ch-h210082 ch-h210082.pdf 

ch-h210082001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

40 
横浜市中央卸売市場年報 

昭和 32 年 
ch-h210083 ch-h210083.pdf 

ch-h210083001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

41 
横浜市中央卸売市場年報 

昭和 33 年 
ch-h210084 ch-h210084.pdf 

ch-h210084001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

42 
横浜市中央卸売市場年報 

昭和 34 年 
ch-h210085 ch-h210085.pdf 

ch-h210085001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

43 
横浜市中央卸売市場年報 

昭和 35 年 
ch-h210086 ch-h210086.pdf 

ch-h210086001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

44 
横浜市中央卸売市場年報 

昭和 36 年 
ch-h210087 ch-h210087.pdf 

ch-h210087001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

45 
横浜市中央卸売市場年報 

昭和 42 年 
ch-h210088 ch-h210088.pdf 

ch-h210088001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

46 
横浜市消防年報 昭和 23
年 

ch-h210089 ch-h210089.pdf 
ch-h210089001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

47 横浜市消防年報 1949 ch-h210090 ch-h210090.pdf 
ch-h210090001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 
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48 横浜市消防年報 1950 ch-h210091 ch-h210091.pdf 
ch-h210091001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

49 横浜市消防年報 1951 ch-h210092 ch-h210092.pdf 
ch-h210092001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

50 横浜市消防年報 1952 ch-h210093 ch-h210093.pdf 
ch-h210093001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

51 横浜市消防年報 1953 ch-h210094 ch-h210094.pdf 
ch-h210094001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

52 横浜市消防年報 1954 ch-h210095 ch-h210095.pdf 
ch-h210095001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

53 横浜市消防年報 1955 ch-h210096 ch-h210096.pdf 
ch-h210096001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

54 横浜市消防年報 1956 ch-h210097 ch-h210097.pdf 
ch-h210097001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

55 横浜市消防年報 1957 ch-h210098 ch-h210098.pdf 
ch-h210098001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

56 横浜市消防年報 1958 ch-h210099 ch-h210099.pdf 
ch-h210099001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

57 横浜市消防年報 1959 ch-h210100 ch-h210100.pdf 
ch-h210100001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

58 
横浜市消防年報 昭和 35
年 

ch-h210101 ch-h210101.pdf 
ch-h210101001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

59 
横浜市消防年報 昭和 36
年 

ch-h210102 ch-h210102.pdf 
ch-h210102001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

60 
横浜市消防年報 昭和 37
年 

ch-h210103 ch-h210103.pdf 
ch-h210103001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

61 
横浜市消防年報 昭和 38
年 

ch-h210104 ch-h210104.pdf 
ch-h210104001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

62 
横浜市消防年報 昭和 39
年 

ch-h210105 ch-h210105.pdf 
ch-h210105001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

63 
横浜市消防年報 昭和 40
年 

ch-h210106 ch-h210106.pdf 
ch-h210106001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

64 
横浜市消防年報 昭和 41
年 

ch-h210107 ch-h210107.pdf 
ch-h210107001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

65 
横浜市消防年報 昭和 42
年 

ch-h210108 ch-h210108.pdf 
ch-h210108001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 
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66 
横浜市消防年報 昭和 43
年 

ch-h210109 ch-h210109.pdf 
ch-h210109001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

67 
横浜市消防年報 昭和 44
年 

ch-h210110 ch-h210110.pdf 
ch-h210110001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

68 
横浜市消防年報 昭和 45
年 

ch-h210111 ch-h210111.pdf 
ch-h210111001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

69 
横浜市消防年報 昭和 46
年 

ch-h210112 ch-h210112.pdf 
ch-h210112001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

70 
横浜市消防年報 昭和 47
年 

ch-h210113 ch-h210113.pdf 
ch-h210113001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

71 
横浜市消防年報 昭和 48
年 

ch-h210114 ch-h210114.pdf 
ch-h210114001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

72 
横浜市消防年報 昭和 49
年 

ch-h210115 ch-h210115.pdf 
ch-h210115001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

73 
横浜市消防年報 昭和 50
年 

ch-h210116 ch-h210116.pdf 
ch-h210116001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

74 
横浜市消防年報 昭和 51
年 

ch-h210117 ch-h210117.pdf 
ch-h210117001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

75 
横浜市消防年報 昭和 52
年 

ch-h210118 ch-h210118.pdf 
ch-h210118001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

76 
横浜市消防年報 昭和 53
年 

ch-h210119 ch-h210119.pdf 
ch-h210119001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

77 
横浜市消防年報 昭和 54
年 

ch-h210120 ch-h210120.pdf 
ch-h210120001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

78 
横浜市消防年報 昭和 60
年 

ch-h210121 ch-h210121.pdf 
ch-h210121001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

79 
横浜市消防年報 昭和 61
年 

ch-h210122 ch-h210122.pdf 
ch-h210122001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

80 
横浜市消防年報 昭和 62
年 

ch-h210123 ch-h210123.pdf 
ch-h210123001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

81 横浜市の商業 昭和 63 年 ch-h210124 ch-h210124.pdf 
ch-h210124001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

82 横浜市の工業 昭和 51 年 ch-h210125 ch-h210125.pdf 
ch-h210125001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

83 横浜市の工業 昭和 52 年 ch-h210126 ch-h210126.pdf 
ch-h210126001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 



6 
 

84 横浜市の工業 昭和 53 年 ch-h210127 ch-h210127.pdf 
ch-h210127001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

85 横浜市の工業 昭和 62 年 ch-h210128 ch-h210128.pdf 
ch-h210128001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

86 横浜市の工業 昭和 63 年 ch-h210129 ch-h210129.pdf 
ch-h210129001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

87 
横浜市の事業所 昭和 50
年 

ch-h210130 ch-h210130.pdf 
ch-h210130001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

88 
横浜市の事業所 昭和 56
年 

ch-h210131 ch-h210131.pdf 
ch-h210131001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

89 横浜市の事業所 平成 3 年 ch-h210132 ch-h210132.pdf 
ch-h210132001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

90 横浜市の事業所 平成 8 年 ch-h210133 ch-h210133.pdf 
ch-h210133001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

91 横浜環境白書 昭和 60 年 ch-h210134 ch-h210134.pdf 
ch-h210134001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

92 横浜史料目録 第 4 輯  ch-h210135 ch-h210135.pdf 
ch-h210135001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

93 横浜史料目録 第 5 輯  ch-h210136 ch-h210136.pdf 
ch-h210136001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

94 
各会計予算事項別明細書 

昭和 39 年度  
ch-h210137 ch-h210137.pdf 

ch-h210137001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

95 
各会計予算事項別明細書 

昭和 40 年度  
ch-h210138 ch-h210138.pdf 

ch-h210138001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

96 
各会計予算事項別明細書 

昭和 41 年度  
ch-h210139 ch-h210139.pdf 

ch-h210139001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

97 
各会計予算事項別明細書 

昭和 42 年度  
ch-h210140 ch-h210140.pdf 

ch-h210140001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

98 
各会計予算事項別明細書 

昭和 43 年度  
ch-h210141 ch-h210141.pdf 

ch-h210141001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

99 
各会計予算事項別明細書 

昭和 44 年度  
ch-h210142 ch-h210142.pdf 

ch-h210142001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

100 
各会計予算事項別明細書 

昭和 45 年度  
ch-h210143 ch-h210143.pdf 

ch-h210143001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

101 
各会計予算事項別明細書 

昭和 46 年度  
ch-h210144 ch-h210144.pdf 

ch-h210144001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 
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102 
各会計予算事項別明細書 

昭和 47 年度  
ch-h210145 ch-h210145.pdf 

ch-h210145001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

103 
各会計予算事項別明細書 

昭和 50 年度  
ch-h210146 ch-h210146.pdf 

ch-h210146001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

104 
各会計予算事項別明細書 

昭和 53 年度 
ch-h210147 ch-h210147.pdf 

ch-h210147001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

105 
各会計予算事項別明細書 

昭和 54 年度 
ch-h210148 ch-h210148.pdf 

ch-h210148001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

106 
各会計予算事項別明細書 

昭和 55 年度  
ch-h210149 ch-h210149.pdf 

ch-h210149001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

107 
各会計予算事項別明細書 

昭和 57 年度  
ch-h210150 ch-h210150.pdf 

ch-h210150001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

108 
各会計予算事項別明細書 

昭和 58 年度 
ch-h210151 ch-h210151.pdf 

ch-h210151001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

109 
各会計予算事項別明細書 

昭和 59 年度 
ch-h210152 ch-h210152.pdf 

ch-h210152001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

110 
各会計予算事項別明細書 

昭和 60 年度 
ch-h210153 ch-h210153.pdf 

ch-h210153001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

111 
各会計予算事項別明細書 

昭和 61 年度 
ch-h210154 ch-h210154.pdf 

ch-h210154001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

112 
各会計予算事項別明細書 

平成 5 年度 
ch-h210155 ch-h210155.pdf 

ch-h210155001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

113 
横浜市の住宅事情 昭和４

０年度  
ch-h210156 ch-h210156.pdf 

ch-h210156001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

114 

横浜市の住宅 昭和 53 年 
－昭和 53 年総理府住宅統

計調査から－ 
ch-h210157 ch-h210157.pdf 

ch-h210157001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

115 
横浜市事務報告書  
昭和 2 年・3 年 

ch-h210158 ch-h210158.pdf 
ch-h210158001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

116 
横浜市事務報告書  
昭和 4 年・5 年 

ch-h210159 ch-h210159.pdf 
ch-h210159001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

117 
横浜市事務報告書 昭和 6
年 

ch-h210160 ch-h210160.pdf 
ch-h210160001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 

118 
横浜市事務報告書・市有財

産表 昭和１９年  
ch-h210161 ch-h210161.pdf 

ch-h210161001.tiff 

以下、上記１の規則で連番 
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２ DVD-R盤面の印字について 

(1) 年度の印字は「令和４年度」とする。 

(2) 上部に「横浜市中央図書館所蔵」と印字する。 

(3) 下部に資料名を印字する。（例：「横浜市統計書 第 70回（平成 2年度）」） 

(4) ファイル形式を「TIFF/PDF」と印字する。 

(5) 通し番号を「行政資料 No」として付与する。 

(6) 資料は指定の順番に収録する。複数の資料を同じ媒体に保存してもよい。 

(7) 一つの資料を複数の媒体に保存する場合は、下部の資料名に続いて分割数（例：１／２、

２／２）を印字すること。 

 

 

ＤＶＤ盤面印字イメージ 

 

 上部 

通し番号 

年度 

  

令和４年度 

行政資料 

NO.1 

下部 
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