
　　別紙46　選定事業者が設置する什器備品一覧

部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

総務部 総務課 総務課事務室 作業机兼棚 800*450*1100 1

総務部 総務課 総務課事務室 分別ごみ箱 1000*450*850 1 缶・ビン・ペット
ボトル

総務部 総務課 総務課事務室 分別ごみ箱 800*450*1100 1 紙類

総務部 総務課 総務課事務室 書棚 900*500*1200 18

総務部 総務課 総務課事務室 書棚 900*500*1200 18

総務部 総務課 総務課事務室 書棚 900*450*1200 2

総務部 総務課 総務課窓口 ハイカウンター 1680*520*980 4 統計選挙2、予
算1、庶務１

総務部 総務課 総務課窓口 ローカウンター 1880*800*740 1 庶務

総務部 総務課 防災無線コー
ナー

ボックス棚 1200*450*1800 1 6段
緊急時用具入

総務部 総務課 区長室 スクリーン

総務部 総務課 区長室 書棚 1500*400*700 1 AVﾎﾞｰﾄﾞ兼用

総務部 総務課 区長室 区長机 1800*800*720 1

総務部 総務課 区長室 区長椅子 1

総務部 総務課 区長室 書棚 1200*450*1800 1

総務部 総務課 区長室 応接用椅子 740*730*680 2

総務部 総務課 区長室 応接用長椅子 1800*730*680 2

総務部 総務課 区長室 センターテーブル 1200*450*450 1

総務部 総務課 区長室 会議用机 2400*1200*700 1

総務部 総務課 区長室 会議用椅子 7

総務部 総務課 特別会議室 机 1800*600*720 6

総務部 総務課 特別会議室 椅子 15

総務部 総務課 特別会議室 ホワイトボード 1462*620*1900 1

総務部 総務課 防災倉庫 棚 1200*600*2100 8 食料や水など
の荷重に耐え

総務部 総務課 防災倉庫 棚 1200*450*2100 8 食料や水など
の荷重に耐え

総務部 区政推進課 広報相談係事
務室

書棚 900*500*1200 6

総務部 区政推進課 広報相談係事
務室

書棚 900*500*1200 2

総務部 区政推進課 広報相談係事
務室

書棚 900*500*1200 2

総務部 区政推進課 広報相談係事
務室

打ち合わせテーブル 1500*750*680 1
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　　別紙46　選定事業者が設置する什器備品一覧

部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

総務部 区政推進課 広報相談係事
務室

打ち合わせ椅子 470*495*740 6

総務部 区政推進課 広報係倉庫 書棚 900*500*1200 2

総務部 区政推進課 広報係倉庫 書棚 880*450*1800 6

総務部 区政推進課 広報相談係窓
口（総合案内

カウンター 1 ハイカウンター･ロー
カウンター

総務部 区政推進課 企画調整係事
務室

書棚 900*500*1200 6

総務部 区政推進課 企画調整係事
務室

書棚-新1 900*450*1900 1

総務部 区政推進課 企画調整係事
務室

書棚 900*500*1200 2

総務部 区政推進課 企画調整係事
務室

書棚 900*500*1200 2

総務部 区政推進課 企画調整係事
務室

書棚 900*500*1200 2

総務部 区政推進課 企画調整係事
務室

書棚 900*500*1200 2

総務部 区政推進課 企画調整係窓
口

カウンター 1800*500*950 1 カウンター
オープン型

総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*500*1200 4

総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚（ 900*500*1200 4

総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*500*1200 15

総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*500*1200 6

総務部 地域振興課 地域振興課窓
口

カウンター 1800*600*730 1

総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ハイカウンター 1800*700*950 6 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳ
ﾝﾀｰ

総務部 戸籍課 戸籍課相談窓
口

ローカウンター 1200*700*750 2 車椅子対応カ
ウンター

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 インフォメーションカウ
ンター（ハイカウンタ）

1800*700*950 2 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳ
ﾝﾀｰ

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 スクリーン付連結パネ
ル

900*50*11500 1 ｽｸﾘｰﾝ付ｴﾝﾄﾞ
ﾊﾟﾈﾙ

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 打ち合わせテーブル 1800*750*700 1 ミーティング
テーブル

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 打ち合わせ用椅子 530*580*730 6 肘なしチェアー

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 証明発行窓口作業台 1200*750*700 1 ミーティング
テーブル

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 証明発行窓口作業台
用椅子

530*580*730 2 肘なしチェアー

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 多機能プリンター（コ
ピー・ファックス・プリン

650*650*1050 1

総務部 戸籍課 戸籍課相談窓
口

パーテーション 790*11000*7100 6 ｽｸﾘｰﾝ付ｴﾝﾄﾞ
ﾊﾟﾈﾙ

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 作業台（照合） 800*700*700 2 平机

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 レターケース 300*360*1000 2 パンフレット
ケース（深型）
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部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 書棚 900*400*2080 1 ｵﾌｨｽﾕﾆｯﾄ（引
出し型＋引戸

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 書棚 900*450*1750 2 ｵﾌｨｽﾕﾆｯﾄ（両
開型）鍵付

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 書棚 450*400*900 2 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（８段・
引出型）

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ホワイトボード 680*20*900 2 ホワイトボード

総務部 戸籍課 戸籍課書庫 書棚（5連） 45450*5450*2000 1 複柱書架

総務部 戸籍課 戸籍課書庫 書棚（５連） 45450*5450*2000 1 複柱書架

総務部 税務課 家屋償却資産
係

袖机 400*700*700 5

総務部 税務課 課税担当事務
室

作業テーブル 1800*900*700 1

総務部 税務課 課税担当事務
室

登記関係棚 880*400*1860 1

総務部 税務課 相談窓口 椅子 8

総務部 税務課 相談窓口 相談ブース R1200*1400 2

総務部 税務課 課税担当窓口 ハイカウンター 1800*1000*960 2

総務部 税務課 課税担当窓口 移動式書庫 6200*2595*2273 1

総務部 税務課 課税担当窓口 閲覧用机 1800*600*700 1

総務部 税務課 課税担当窓口 ローカウンター 1800*1000*730 2

総務部 税務課 納税担当事務
室

書架（課長用） 900*450*1100 1

総務部 税務課 納税担当事務
室

作業テーブル 1800*900*700 1

総務部 税務課 納税担当事務
室

端末用ＯＡ机 700*700*700 5

総務部 税務課 納税担当事務
室

スライド書庫(3列5連) 4250*1390*1930 1

総務部 税務課 納税担当事務
室

書架 900*400*1050 14

総務部 税務課 納税担当事務
室

パソコン机 600*450*700 2

総務部 税務課 納税担当事務
室

ミーティングテーブル 2400*1200*700 1

総務部 税務課 納税担当事務
室

ミーティングテーブル 2400*1200*700 1

総務部 税務課 納税担当窓口 ローカウンター 1800*1000*730 4

総務部 収入役室 収入役室事務
室

ハイカウンター 1800*1000*960 2

総務部 収入役室 収入役室事務
室

書棚 900*500*1200 8

総務部 区役所共通 待合ロビー 椅子 2390*670*420 15 4人用

総務部 区役所共通 待合ロビー 椅子（記載台用） 3
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　　別紙46　選定事業者が設置する什器備品一覧

部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

総務部 区役所共通 待合ロビー ディスプレイ 1 42型

総務部 区役所共通 待合ロビー 記載台（ハイ） 1600*700*1175 2 身障者用付

総務部 区役所共通 待合ロビー 記載台（ハイ） 1600*700*1175 4

総務部 区役所共通 待合ロビー 記載台（ロー） 1200*750*700 2

総務部 区役所共通 受付 カウンター 1 広報相談から
出てくるものに

総務部 区役所共通 受付 ディスプレイ 1 42型

総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ローカウンタ 1200*700*750 1 車椅子対応カ
ウンター

福祉保健
センター

保険年金課 国民年金係事
務室

カウンター H:970
H:720の２座席

1 H:970W:1500 1座席
H:720W:1500 2座席

福祉保健
センター

保険年金課 保険係事務室 カウンター（資格) 1 H:970W:1500 3座席
H:720W:1500 1座席

福祉保健
センター

保険年金課 保険係事務室 カウンター（給付） 1 H:970W:1500 2座席
H:720W:1500 1座席

福祉保健
センター

保険年金課 保険年金課相
談窓口

納付相談面談用カウ
ンター

1

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚 900*500*1200 4

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚 900*500*1200 2

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚（低） 900*450*1100 10

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚 900*500*1200 14

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

シュレッダー 500*500*890 1

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

スライド書庫 6405*935*2280 1 サイズ微変更
（総務課）

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課窓
口

カウンター
（ローカウンター４席）

6000*700*730 1 パーテーション
連結パネル込

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課窓
口

窓口用椅子（キャス
ター付き）

640*590*970 4

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課窓
口

窓口用椅子（キャス
ターなし）

490*540*825 4

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課窓
口

長椅子
（窓口待合い用）

1965*570*770 1

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課窓
口

窓口用丸椅子 445*445*435 4

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課書
庫

書棚 900*500*1200 22

福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課書
庫

書棚 900*500*1200 2

福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室
歯科用ユニット 1

福祉保健
センター

福祉保健課 栄養相談室
書棚 1760*400*180 1

福祉保健
センター

サービス課 サービス課事
務室

事務机（一般） 1000*700*700 5

福祉保健
センター

サービス課 サービス課事
務室

事務椅子 5
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部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

福祉保健
センター

サービス課 サービス課窓
口

相談ブース 1600*1300*1660 8

福祉保健
センター

サービス課 母子相談室 外来医師用ロッカー（3
連）

900*500*1800 1

福祉保健
センター

サービス課 母子相談室 映写用ロールスクリー
ン

2000 1

福祉保健
センター

サービス課 母子相談室 パーテーション（スク
リーン）

450*100*1050 2

福祉保健
センター

サービス課 母子相談室 折りたたみ式ステンレ
スワゴン

940*510*840 4

福祉保健
センター

サービス課 保護担当事務
室

事務机 1100*700*700 10

福祉保健
センター

サービス課 保護担当事務
室

スライド書庫 4575*873*2260 1

福祉保健
センター

サービス課 保護担当事務
室

待合いイス 2390*670*420 5

福祉保健
センター

サービス課 保護担当事務
室

椅子 10

福祉保健
センター

生活衛生課 衛生化学検査
室

中央実験台 3000*1500*800 1

福祉保健
センター

生活衛生課 衛生化学検査
室

サイド実験台Ⅰ 1800*750*800 1

福祉保健
センター

生活衛生課 衛生化学検査
室

低温恒温機（ふらん
機）

700*580*1018 1

福祉保健
センター

生活衛生課 衛生化学検査
室

耐震用キャビネット 455*600*801 1 34kg

福祉保健
センター

生活衛生課 衛生化学検査
室

スチール棚 900*500*2100 2

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 検診部門待合
ロビー

パーテーション 600*1260 1 高さ変更（総務
課）

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 検診部門待合
ロビー

パーテーション 700*1260 1 高さ変更（総務
課）

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 検診部門待合
ロビー

スイングドア 650*810 2

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 検診部門待合
ロビー

長椅子 2390*670*420 18 4人用
（修正総務課）

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 検診部門待合
ロビー

記載台 1600*700*1175 2 身障者用付

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 検診部門待合
ロビー

記載台 1600*700*1175 2

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 検診部門待合
ロビー

長机 1800*450*700 1 高さ変更（総務
課）

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 受付及び受付
事務室

放送設備 工事対応？ 1

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 受付及び受付
事務室

書棚 900*500*1200 2

福祉保健
センター

保健Ｃ共通 受付及び受付
事務室

書棚 900*500*1200 2

全体共用 会議室 大会議室 スクリーン ホワイトボー
ド、スクリーン

全体共用 会議室 大会議室 プロジェクター 1 天吊り

全体共用 会議室 大会議室 机 1800*450*700 35

全体共用 会議室 大会議室 椅子 200
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部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

全体共用 会議室 大会議室 レクチャーテーブル 1 電動昇降式（車
椅子対応）

全体共用 福利 湯沸室 流し台・戸棚 1 コンロ組込

全体共用 福利 湯沸室 給茶機 1

全体共用 客用 一時託児室 ベビーベッド 1050*720*1264 2

全体共用 客用 一時託児室 ハイタイプおむつ交換
台

930*850*940 1

全体共用 客用 一時託児室 サークルソファ 1

全体共用 客用 授乳室 ハイタイプおむつ交換
台

930*850*940 2

全体共用 客用 授乳室 椅子 1580*635*430 1

全体共用 客用 授乳室 目隠しスクリーン 1000*2085 1

全体共用 客用 授乳室 授乳用チェア 555*613*700 2

全体共用 客用 区民ホール 椅子 2390*670*420 5 4人用

全体共用 客用 区民ホール 展示パネル 1500*2200 10

全体共用 客用 広報印刷物
ラックスペー

パンフレットラック 761*400*1500 3

全体共用 全体共用 食堂 運営を行うにあたって
必要な備品一式

全体共用 全体共用 厨房 運営を行うにあたって
必要な備品一式

全体共用 全体共用 印刷室 書棚 900*500*1050 4

全体共用 全体共用 業務員室（夜
間窓口含）

カウンター 1 小窓の窓口

全体共用 その他 掃除用具庫
（各階）

ロッカー 450*515*1790 4 4階分として

全体共用 その他 掃除用具庫
（各階）

棚 900*440*1916 4 4階分として

全体共用 その他 階段・廊下等 掲示板 1800*900 20 屋内用

全体共用 その他 階段・廊下等 掲示板 1200*900 3 屋内用

全体共用 その他 階段・廊下等 掲示板 1800*900 3 屋外用

全体共用 その他 階段・廊下等 掲示板 1200*1800 2 屋外用、蛍光
灯付

全体共用 その他 業務員室 業務実施に当り必要
な備品

全体共用 共用倉庫 倉庫 棚 1200*600*2100 24

消防署 車庫 回転式防火衣ロッカー
3連6人用

8 ロッカー計60人
分

消防署 車庫 回転式防火衣ロッカー
2連4人用

2

消防署 車庫 回転式防火衣ロッカー
1連2人用

2
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　　別紙46　選定事業者が設置する什器備品一覧

部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

消防署 車庫 洗車用ホース ホースリール、
高圧ノズル　２

消防署 機材庫 機材庫内棚（Ⅰ型） D900*H1900 2 重量物収納
木製

消防署 装備品格納庫 ホース収納棚 100本程度

消防署 装備品格納庫 ボンベ収納棚 60本程度

消防署 装備品格納庫 ロープ掛け コイル巻きロー
プ

消防署 装備品格納庫 スコップ・ツルハシ掛
け

各5本程度、ス
テンレス製

消防署 装備品格納庫 装備品格納庫 幅分*奥行分 1 重量物収納
木製

消防署 消毒室 薬品庫 W1750*D520 1 スチール

消防署 通信指令室 机（取付注文） 変形
3375*1035*800

1

消防署 通信指令室 椅子 590*520*820 1

消防署 通信指令室 キャビネット（袖机） 400*730*740 2

消防署 消防事務室 カウンター 900*400*900 10

消防署 消防事務室 部隊表示板

消防署 消防事務室 テーブル 1500*750*700 2

消防署 消防事務室 スライド式書庫 2460*840*2200 2

消防署 消防事務室 書棚 8000*450*2500 4

消防署 消防事務室 OAフロアー

消防署 消防事務室 書棚 壁面設置 数量
未定

消防署 署長室 折りたたみ式ベッド

消防署 湯沸室 食器棚

消防署 会議室 書棚 ８00*450*2500 12

消防署 会議室 長机 1800*450*700 12

消防署 会議室 椅子（台車含む） 485*500*730 36

消防署 会議室 ホワイトボード 大

消防署 会議室 音響装置 マイク

消防署 器具庫 棚 H?*D600*H2200 1

消防署 器具庫 棚 H?*D600*H2200 1

消防署 器具庫 棚 H?*D600*H2200 1
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　　別紙46　選定事業者が設置する什器備品一覧

部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

消防署 器具庫 棚 H?*D600*H2200 1

消防署 器具庫 棚 H?*D600*H2200 1

消防署 器具庫 下駄箱 1000*400*1500 4

消防署 器具庫 棚

消防署 訓練室 下足箱

消防署 倉庫 倉庫内棚 幅分*奥行分 1 重量物収納（木
製）

消防署 倉庫 棚 8000*1500*2000 1 重量物収納（木
製）

消防署 倉庫 棚 2000*1000*2000 1 重量物収納（木
製）

消防署 書庫 棚 ８00*1000*2000 3

消防署 消防厨房 冷蔵庫 570*530*1600 3

消防署 消防厨房 オーブン付ガスレンジ
（5口）

1500*700*850 1

消防署 消防厨房 大型業務用食器乾燥
機

1050*550*1850 1 泉消防参照

消防署 消防厨房 ステンレス調理テーブ
ル

3000*600*800 1 テーブル下収
納付両開き

消防署 消防厨房 ステンレス調理台（流
し付）

3500*600*800 1 下収納付き

消防署 消防厨房 業務用大型魚焼き器 550*400*600 1 泉消防参照

消防署 消防食堂 椅子 16

消防署 休憩室（男） 座卓 2

消防署 寝室（消・男） ロッカー（スチール） 450*515*1790 18

消防署 寝室（消・男） ロッカー（上部上乗せ
置用）

450*515*600 18

消防署 寝室（消・男） パーテーション(ボード
板）

厚20

消防署 寝室（消・男） 布製カーテン（アルミ
柱、カーテンレール

W2000*H1800 22 遮光性

消防署 寝室（救・女） 洗濯・乾燥機ラック 2

消防署 洗面室・脱衣
室・浴室

洗面台用棚 400*150*300 1

消防署 洗面室・脱衣
室・浴室

戸棚（7段×7列=63） 2730*400*2250 1

消防署 洗面室・脱衣
室・浴室

洗濯機 590*570*900 2

消防署 洗面室・脱衣
室・浴室

乾燥機 640*500*680 2

消防署 洗面室・脱衣
室・浴室

洗濯・乾燥機用ラック 860*800*1300 2

消防署 洗面室・脱衣
室・浴室

脱衣室用戸棚(6段×
10列=60)

3500*350*1710 1
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　　別紙46　選定事業者が設置する什器備品一覧

部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

消防署 洗面室・脱衣
室・浴室

脱衣用棚 2500*400*2000 1

消防署 消防事務室 ユニット型収納家具 2460*840*2320 5

消防署 消防事務室 応接ソファー 1900*800*750 2

消防署 消防事務室 応接テーブル 1200*600*450 1

消防署 消防事務室 テレビ 700*600*900 1

消防署 消防事務室 施工型収納家具 900*500*2320 2

消防署 その他 洗車用ホース ホースリール、
高圧ノズル

消防署 その他 広報用掲示板

消防署 その他 雨量計

公会堂 地域振興課 舞台 平台 1212*1818*121 6

公会堂 地域振興課 舞台 平台 909*1818*121 6

公会堂 地域振興課 舞台 平台 606*1818*121 6

公会堂 地域振興課 舞台 箱足 303*333*181 16

公会堂 地域振興課 舞台 木台 90*90*303 38

公会堂 地域振興課 舞台 ヒナ段ケコミ 424*1818 6

公会堂 地域振興課 舞台 ヒナ段ケコミ 212*1818 18

公会堂 地域振興課 舞台 ツカミ金具 60

公会堂 地域振興課 舞台 演奏者用椅子 20

公会堂 地域振興課 舞台 演奏者用椅子 1

公会堂 地域振興課 舞台 演台 1200*455*1070 1

公会堂 地域振興課 舞台 花台 450*450*750 2

公会堂 地域振興課 舞台 司会者台 650*455*1070 1

公会堂 地域振興課 舞台 旗パネル（国旗・市
旗）

900*1350 2

公会堂 地域振興課 舞台 ステージ階段 909*720 1

公会堂 地域振興課 舞台 めくり台 H1500 1

公会堂 地域振興課 舞台 金屏風 2424*6曲 1 1双（箱付）

公会堂 地域振興課 舞台 移動式姿見 600*1500 1

公会堂 地域振興課 舞台 自在ウェイト 10kg 10
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　　別紙46　選定事業者が設置する什器備品一覧

部 課 部屋等 品名 大きさ(W*D*H) 数
量

重さ 備考

公会堂 地域振興課 舞台 地がすり （黒） 1

公会堂 地域振興課 舞台 地がすり （グレー） 1

公会堂 地域振興課 舞台 上敷ゴザ 900*7200 3

公会堂 地域振興課 舞台 上敷ゴザ 900*3600 5

公会堂 地域振興課 舞台 木支木 L=1818 10

公会堂 地域振興課 舞台 金支木 L=900 10

公会堂 地域振興課 舞台 人形立 L=1818 10

公会堂 地域振興課 舞台 介錯棒 1

公会堂 地域振興課 舞台 伸縮式高所作業台 1

公会堂 地域振興課 舞台幕 水引幕 13000*1500 1 別珍貫八　倍ヒ
ダ

公会堂 地域振興課 舞台幕 絞り緞帳 13000*9000 1 西陣別織地
倍ヒダ

公会堂 地域振興課 舞台幕 一文字幕（共吊） 11000*1500 1 別珍貫八　倍ヒ
ダ

公会堂 地域振興課 舞台幕 一文字幕（共吊） 11000*1500 1 別珍貫八　倍ヒ
ダ

公会堂 地域振興課 舞台幕 暗転幕 11000*9000 1 11号帆布　ヒダ
ナシ

公会堂 地域振興課 舞台幕 第1袖幕 3000*9000（１対） 1 別珍貫八　倍ヒ
ダ

公会堂 地域振興課 舞台幕 一文字幕（共吊） 11000*1500 1 別珍貫八　倍ヒ
ダ

公会堂 地域振興課 舞台幕 中割幕 6000*9000（１対） 1 別珍貫八　倍ヒ
ダ

公会堂 地域振興課 舞台幕 一文字幕（共吊） 11000*1500 1 別珍貫八　倍ヒ
ダ

公会堂 地域振興課 舞台幕 第２袖幕 3000*9000（１対） 1 別珍貫八　倍ヒ
ダ

公会堂 地域振興課 アップライトピ
アノ

1

公会堂 地域振興課 ピアノ椅子 1

地下駐車
場

料金徴収機
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