
戸塚区新総合庁舎の整備についてのアンケート 実施結果 

 
・アンケート実施期間：平成 21 年 1 月 20 日から 2 月 27 日まで 
・アンケート回収数：233 件 （内訳：インターネット 92 件、紙 141 件） 
※ 自由記入については、庁舎整備に関するものを掲載 

 
 
 Ｑ 新しい区庁舎はどのようになると良いと思われますか（複数回答可） 

 「窓口が分かりやすい区役所」「どのような方（高齢者、子供連れ、障害者、外国人の方など）で

も利用しやすい区役所」と答えた方が多くなっています。 
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区民の皆様が憩い交流できるような区役所 

庁舎内の移動がしやすい区役所 

窓口が分かりやすい区役所 

どのような方（高齢者、子供連れ、障害者、

外国人の方など）でも利用しやすい区役所 

環境にやさしい区役所 

車での利用がしやすい区役所 

公共交通のアクセスが良い区役所 

スペースにゆとりのある区役所 

その他 

[人] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [その他（自由記入）] 

・夜間祝日等でも相談受付等誰かが対応できるようにして欲しい。 
・質問の内容が全部入っているのが普通だと思いますが。 
・車で来庁しないような環境配慮して欲しい（妊産婦、高齢者以外） 
・近代的な 新の設備を持ちなお且つ実践的にエコや省エネに取り組んでいるものにして欲し

い。よそに先駆けてというものを出して頂きたい。 
・１．エコであること。（太陽光発電など） 
２．低階層ビルであること。（高層は景観が悪い）（車庫を屋上にするなど） 

・安い費用でランチ等が食べられる 
・むやみに維持費が掛からない、無駄に広くない区役所 
・ホールを広く、各種展示会が出来る構造にする。 
・中区で実施されてるシステムのひとつ、レンタサイクル（放置自転車等の活用）設置、当然

有料制。 
・誰でも使える自由に使えるスペース（机、イスあり） 
・生涯学習等の情報コーナー、活動スペース、国際交流ミニラウンジ 
・充実した総合案内を希望します 
・あまり時間がとられないことを希望します。 
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Ｑ 区庁舎内スペースについて 
 

 
 「車寄せ（ロータリー）」「広い駐車場・駐輪場」について、特に重要だと考えられています。「区

民が利用できる屋上スペース」「パソコンスペース」については、「あまり必要でない」「不要」との

回答も多く見られました。 
 
 (2)広い駐車場・駐輪場がある 

重要

46％ 

やや重要

34％ 

あまり必要

でない

12％ 

6％ 
無回答 

不要
3％ 

(1)区民の皆様の憩い、交流の場として、作品を 

展示したり、季節の催しを行うスペースがある 

重要

33％ 

やや重要

31％ 

あまり必要 

でない

23％ 

不要

8％ 

5％ 
無回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)一時託児のできるスペースがある 

重要

30％ 

やや重要

44％ 

あまり必要

でない

13％ 6％ 
不要 

7％ 
無回答 

(3)広い待ち合いスペースがある 

重要

30％ 

やや重要

43％ 

あまり必要 

でない

16％ 
不要
4％ 

7％ 
無回答 

(5)車いすを使われる方などが車の乗り降りが

しやすい車寄せ（ロータリー）がある 

重要

65％ 

やや重要

26％ 

要 

でない 

3％ 

6％ 
無回答 

(6)区民が利用できる屋上スペースがある 

重要

30％ 

やや重要

20％ 

あまり必要

でない

28％ 

6％ 
無回答 

不要
15％ 

あまり必
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重要

24％ 

やや重要

27％ 

あまり必要 

でない

30％ 

8％ 
無回答

(7)横浜市ホームページ等が閲覧できるパソコンスペースがある 

不要
12％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (8) その他、区庁舎内のスペースについてご要望がありましたらご記入ください 

・夜間祝日等でも相談受付等誰かが対応できるようにして欲しい。平日働いており、休みの

日の窓口充実、休みの日に対応できる人を配置してほしい。 
・本来区役所は、目的なしでは立ち寄らない所ですが有効な使い方で子供～お年よりに至る

まで「今日は、暇だから区役所に行こう」と区民に思わせる様な庁舎になればと思います。 
・待ち時間がないのが一番ですが、特に多くの人が利用するコーナーは、特に待合用の椅子

を充実させて欲しい。新庁舎での利用者数の様子を見ながら、増設したりできるように対

応してほしい。 
・分かりやすい窓口の表示。一番利用すると思われる住民登録、戸籍等の窓口は動線が一番

良いところのレイアウトにしてください。 
・窓口を、一括で全て完結できるような形態にして欲しい。今のように様々な部署へたらい

回しにされ、都度、待ち時間が発生するようにはして欲しくないです。 
・手続きの場所が分かりにくい、どこに行けば良いか分からないので、案内をする人が分か

りやすい場所に居て欲しい。 
・窓口によって込み合い方が違うとき、隣の係の担当者が忙しい係を応援できる組織つくり

とそれが出来る配置を考えてください。 
・区役所における窓口サービス環境の向上に配慮願いたい（港北区が素晴らしかった）。相談

窓口に関して充実してほしい（着座式カウンター）。特に個人情報・セキュリティに配慮し

てほしい。 
・諸手続き等が早ければ待合室などいらなくなる 
・受付が１か所でまとめてできる 
・普段区役所に行かないので、行くことが不安です。分りやすく利用しやすい区役所が嬉し

いです。また普段から立ち寄れる雰囲気や仕掛けがあると不安感が少なくなります。 
・表向きのスペース利用もだが、職員が使用する机等についても、全ての民間企業がパーテ

ィションで仕切られて、一人一人の机が大きい様なオフィスで仕事している訳ではないの

で、おかしな勘違い、妄想でオフィスを作らないように気を付けて欲しい。 
・通勤の人の車や自転車でうまらないか心配。 
・駐車場についてはいつも苦労していたので、駐車スペースは余裕を持って確保してほしい。 
・託児サービスとまではいかなくても、子連れで庁舎を訪れる際は何らかの手続きがあった

りする場合が多いので、手続き中に子供がぐずらない設備があればいいと思う。 
・災害時の救済拠点、救命道具、非常時備蓄 
・戸塚の顔として文化の香りがする区役所にして欲しい。 

 

別紙４－１

3



・屋上には太陽光発電システムを備えるべき。公共の場というと必ず「憩い・交流」という

フレーズが出てくるが、公の施設が数多くある中、絶対必要なのか疑問。それよりも先に

書いたように、"民"と同じ目線（節約する、合理的に業務を遂行する etc）に立ち待ち時間

を少なくするなどに尽力して欲しい。 
・太陽光などを取り入れた明るく開放的なスペースにしてほしい 
・ゆとりのあるスペースを希望します。 
・無駄と思われるスペースは不要。効率中心に。 
・広すぎるのは歩くのに疲れ不便。コンパクトに。 
・緑を多くしてほしい 
・屋上に公園スペースとたばこが吸えるスペースがあるといいです。 
・待合室にテレビを置いてほしい 
・老人ホームを 
・パソコンや憩いの場所は区役所ではなく図書館とか公園とか別なスペースに作ったらいい

のではないでしょうか？区役所は遊びに行く場所ではないので。そういった方たちで混雑

し、移動が不便になってはかえって迷惑です。 
・駅周辺は駐車場・駐輪場が少ないので 広いスペースを設けて欲しい。 
・駐車・駐輪場利用は無人のコインパーク制に。すべて有料が望ましい。 
・小ホール、小会議室のようなものが欲しい 
・大勢集まる場所が欲しい 
・大勢 100 人以上集う場がほしい 
・区民の発表の場がある 
・展示用フロアー、休息用のフロアーを併設する 
・階段の環境を整え、常にギャラリーとして活用できるのが望ましい。不急な人、健康人は、

階段を利用したくなることで、エレベーター利用が減る方向へ。 
・子供連れでおしゃべりしやすいスペースがあると良い 
・公共交通アクセスをよくした方がよい。車椅子や老人用だけの駐車場でもよい。近くにコ

インパーキングでもよい。 
・区民も利用出来る広い食堂（安価） 
・おいしい食堂の一般開放→概して安いが貧しそうで… 
・飲食できるスペース、おいしいレストラン、食堂 
・飲食できる自由に使えるフリースペース 
・PFI を積極的に導入して今後公共施設もこうあるべきだというものを作ってもらいたい。 
１．喫茶店、ファーストフード店 
２．自動車の板金屋（キズの修理） 
３．育児相談スペースの設置（増設） 
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Ｑ 庁舎のバリアフリーについて 

エスカレータについては、重要と考えている方が多い反面、自由記入欄では、エスカレータより

もエレベータ設置についての要望が多く見られました。 
 
 

(2)庁舎内にエスカレータを設けて、

階の移動をしやすくする 

重要

56％ 

やや重要

24％ 

あまり必要

でない

10％ 

5％ 
無回答 

不要 6％ 

 (1)庁舎外にエスカレータを設けて、 

庁舎内に入りやすくする 

重要

44％ 

やや重要

25％ 

あまり必要 

でない

18％ 

不要

8％ 

5％ 
無回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) 記載台やカウンターが座って利用できる

重要

49％ 

やや重要

31％ 

あまり必要 

でない

12％ 

不要
1％ 

7％ 
無回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (4) その他、庁舎のバリアフリーについてご要望がありましたらご記入ください 

・老若男女・ハンデキャップ有無を考慮すれば、駅の改札からもしくは地上 1 階から庁舎に

スムーズに入れること、また庁舎内をスムーズに移動できる、申請前段階の準備作業がス

ムーズにできる場があることはマストではないかと思う。 
・手すり、ベビーカーを置く場所。 
・車椅子利用者はもちろんの事、お年寄りや子連れも利用しやすいよう バリアフリーは重

要だと思う 
・今の戸塚はベビーカーすら通れない道があったりするのでもう少し場所に余裕を持って設

計してほしいと思う 
・高齢化社会もあることから、今予算付けしてしっかりしたものを作って欲しい。 
・老人でも自由に行けるように 
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・待合スペースよりも待つ必要があまりない方がよい。 
・ヘルパーを介さないで車イスを使用する時のため、出来るだけフリーが望ましいと思う。 
・ベビーカーや車いすの人のためのエレベーターが必要だと思う 
・ベビーカーでも入りやすくする 
・ベビーカーでの利用を考えると、エレベーターは広いほうが周りの方に恐縮しないで済む

と思う。 
・平行移動しやすくしてほしい 
・バリアフリーを推進する上でエスカレーターは必要不可欠 
・バリアフリーは当然。 
・バリアフリーになっていなかったら障害がある方たちやお年よりはどうやって区役所を利

用するんですか？考えるまでもない事柄だと思いますが。 
・バリアフリーとエスカレーターって関係ありますか？現区役所がエレベーター２基だけな

のだから、せめてエレベーターを３基か４基にするだけで充分なのでは？ 
・どの手続きや作業も誰でもしやすいユニバーサルデザインを希望します。 
・トイレのスペース大きめにしていただきたい。 
・通路中に余裕を持たせて下さい 
・駐車スペース（車イス用）に優先で入れるようにしてほしいです（専用ルートなどがある

といいと思います）。 
・段差が無いこと 
・専用トイレの設置 
・使用時のみに動くエスカレータにする等、電気を節約した方がよい。 
・障害者が自由に出入りできるようにしてほしい 
・省エネ第一にし、老人になりましたが、健康維持の為にどこへでかけても階段をのんびり

昇降して居ります。 
・サインをもっと見やすくして欲しい。 
・サインのカラーに関してもバリアフリーが必要だと思います。 
・エレベータが十分に設置されれば、エスカレータは必要ないと思います。 
・エレベーターがあればエスカレーターは不要。 
・エスカレータよりもエレベータの方が不自由な身体には利用しやすい。少人数用と大人数

用の２か所設置を。ステップの改良を！けあがりを低く、全体の勾配をゆるやかに！明る

い色調に！楽しい気分で利用したくなる環境に 
・エスカレータは場所を取るので、エレベータでよい。 
・エスカレータは障害者（車椅子含む）・高齢者が使いづらい。電力やスペースのムダになる。 
・エスカレータでは車椅子（ベビーカー）使いづらい。又、高年齢者で杖替りにショッピン

グカートを押す方も利用しづらい。極小型（少人数）エレベータを専用の形で設置する方

が安全であろう。地下身障者専用駐車場から利用する形にして。 
・エスカレーターよりもエレベーターが必要。車椅子やベビーカーだとエスカレーターは利

用できないため。 
・①車椅子、ベビーカーでもエレベーターの方がベター。②階段に並行して、スロープの併

設を。 
・平坦路でのエスカレータの設置 
・トイレ内にオムツ替えの台を設置する場合は、男女ともに設置してほしい。案内板などの

表記について、文字だけでなく、誰にでもわかりやすいマークやイラストなどを併記して

ほしい。 
・車椅子・バギーの人がエレベータを使いやすくしてほしい。 
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Ｑ 庁舎の緑化について 

  緑化については、庁舎周辺・庁舎内ともに、重要・やや重要と答えた方が 6 割前後となっていま

す。自由記入欄においては、率先して環境問題に取り組むべきとの回答が見られました。 
  
 
(1) 庁舎内のバルコニーやカウンターなどに植物がある

重要

27％ 

やや重要

31％ 

あまり必要 

でない

27％ 

不要

9％ 

6％ 
無回答 

 
(2) 庁舎の周りに植込みなどを設ける 

重要

27％ 

やや重要

36％ 

あまり必要

でない

21％ 

5％ 
無回答 

 
 

不要

10％  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) 屋上緑化や壁面緑化をしている 

重要

43％ 

やや重要

29％ 

あまり必要 

でない

17％ 
不要
3％ 

8％ 
無回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  (4) その他、庁舎の緑化についてご要望がありましたらご記入ください 

・緑化に関わらず、エコとか温暖化に対応することなど、区役所などが率先して 先端のも

のを取り入れるのはいいことだと思います。人の意識を変えたり、参考になるようなこと

をしていただきたいと思います。 
・緑化なんか無駄な金使うな 
・植栽は必要だと思いますが、業者選定には公平な入札により、なるべく安い業者を利用す

る様、心掛けて下さい。当たり前のことですが。 
・環境問題については率先して対応してほしい。 
・確かに、緑化対策が横浜市で条例等で検討されていたと思うが、緑化に伴う各支出を考え

ると公園等の既存の緑を大切にする予算に回して、これから建設される部分に無理に緑化

対策をしなくても良いと考える。 
・可能な範囲で緑化してもらいたい 
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・横浜市の取り組みでみどりの税！？がある以上、植物を沢山植えてフラワーパークの様に

いつでも観覧できる、また癒しの空間が必要ではないでしょうか？ 
・ほどほどにしないと手入れとケムシが大変なのでお金がかからない程度でやればいいので

は？ 
・バルコニーやカウンターに植え込みがあると土が散乱したり落ち葉が散ったりと区役所の

外観が悪くなると思うから反対 
・庁舎の壁面の色に、屋内の色にも工夫を！緑化するなら、ステップの周辺を！ 
・ただ緑を配置するなどではなく手入れを行き届け維持することも大切だと思います。ビル

風に強い草木のほうが良いと思います。 
・魚の水槽を置いてほしい 
・花壇とか植木があるといいです。 
・階段の踊り場に太陽光が入るようにして緑化する。 
・屋上に天然芝生を敷きつめ、区役所業務時間中は自由に利用できる所に。靴をぬぎ、素足

でウォーキング、、、福祉保健課推進運動の一方法として。 
・維持管理にどれくらい予算を組むのか予め考えておく 
・あまり費用をかけずにやってもらいたい。 
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Ｑ その他、ご意見・ご要望がありましたらご記入ください 

 
・明るく、広いスペースの入りやすい区役所になって欲しい。窓口等の庁舎内の設置や案内

標識をわかりやすいものとして欲しい。 
・庁舎内が明るいイメージを持てる空間にしていただきたい。また、空調もしっかりと完備

していただきたい。ただし、自然光の取り入れや太陽光発電などを積極的に利用して、省

エネルギー化の見本となるような設計にしていただきたい。 
・庁舎の引っ越しにも、むやみにお金を掛けない様に。業者任せにせず、出来ることは職員

でやって下さい。本音を言えば、駅前の新庁舎に移転なんて、ふざけるな！です。 
・他の区役所へのモデルとなるよう頑張ってほしい。 
・総合窓口などはご検討されるのでしょうか？ 
・早くできることを希望します。 
・職員よりも区民のためのものだということを忘れずに 
・今の区役所が駅から遠く非常に不便なので、できる限り早く整備して欲しい。 
・戸塚に住んでいて、買い物はいつも戸塚区以外でしている。それは、規模の大きなショッ

ピングセンターがないためである、いつも行くのは藤沢・港南台・茅ヶ崎などです。映画

を見るにも戸塚にはないし、娯楽設備は駅周辺には皆無である。魅力的な町を作るには駅

前の開発が不可欠です。そのためには駅前に区役所を持ってくるのはとんでもないこと、

休日と夜間は利用できない建物などは商業地区には不要である。超高層の中の一部にはい

るのであればよいが、限られた容積の中に事務所棟は不要だ。 
・現在のＷＥＳＴ館を取り壊さず、新庁舎はＷＥＳＴ館を再利用するべき。立派なハコは不

要。環境を意識したものにしてください。 
・駅と直結するのだから、やはり利便性を追及していただきたい。証明書の発行などは休日

（日祝も）も行っていただきたい。 
・駅から近いので駐車場より自転車置き場、バイク置き場の充実をお願いしたい。区役所を

取り壊した跡地は戸塚小学校の校庭の一部にしてほしい 
・人形劇や子育て支援等の人形劇、おはなし会等、行政が取り込んで公演出来るようにして

欲しい。戸塚の子ども達の未来の為に老人でもゆっくりできるような部屋もあればいいと

思う。 
・緑化は土地の有効利用がまず第一で、その限りで屋上や壁面緑化を考える必要がある。 
・利用しやすい施設、目的別にわかりやすい表示が必要、電話等でわかりやすく説明する 
・宮城県の県立図書館で、高額リースの音響設備やエスカレーターが資金難のため使用され

なくなったと聞きました。日々の節約を考慮していただきたい。 
・本屋とかレストランとか文具が置いてあったり。あと静かにしていられる場所があると大

変に助かるかな。 
・ボランティア団体等が利用できるスペースを要望します。 
・フリースペースがあって区民の方が利用できるようにしてほしい。ギャラリーをつくって

ほしい 
・広めのギャラリー。戸塚区には、写真、書画など展示発表する場がない。文化交流にはぜ

ひ必要。 
・費用対効果を検討し、優先順位をつけることが肝要 
・東戸塚の区民活動センターが戸塚区の拠点とするならば、それのブランチ的存在で、市民

活動、生涯学習情報活動コーナー等の第 2 のセンターを設けてください。地域の力を養う

ための場所、活動を支援する場所がなければ、民の力は発揮できません！ 
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・早く完成してほしいです。 
・どの窓口行けばいいか、教えてくれる総合案内窓口みたいなものがあればいい。 
・どの項目も、適当な設備数は必要ですが、過度な設備は不必要だと思います。 
・どの年齢の方も利用できる便利で利用しやすいところ。 
・どなたが来ても良いように案内表示板にはローマ字読みも付けるとかの配慮も必要だと思

います。 
・戸塚駅周辺に子供連れのママが集まっておしゃべりできるスペースがあるとうれしい 
・動線が短くて待ち時間の少ない窓口づくりをお願いします。 
・トイレの数を増やし、車椅子対応のものも多めに設置してほしい。 
・庁舎か図書館にパソコンを設置し、インターネットで検索できるようにしてほしい（但し、

一人当り時間制限あり 10 分間とする） 
・駐車スペースを広く。 
・太陽光発電他のエコ技術を活用し、エネルギー自由、水の活用も念頭においた、先端的な

ものにしてほしい。会議室等は公会堂やフォーラム等との役割分担を明確にしてほしい。 
・全体的にいいと思います。この意見と同じく、緑があった方がいい… 
・せっかくの新庁舎ですから、施設の他利用の機能（休日）も充実させてください。 
・スローピングの場として、第一番に区役所の階段を指定して、区内同好者が集うようにな

れることを願っております。柏尾地区でメンバーが集っておりますが、従来の建築物です

から、環境はかんばしくありません。この機会に環境をととのえて、いやされて、楽しく、

つづけられるすばらしい階段健康法の推進はいかがでしょうか？ 
・新庁舎１F に郵便ポストを設置して欲しい！近年民営化に伴い街の中のポストが不足してい

る。高齢者のサービスとして「ナワ張り｣にこだわらないでぜひ設置して欲しい。 
・生涯学習に関する団体活動グループや地域活動が活発化する為には、自由に使えるフリー

スペースや打合せができる会議室や交流コーナーを設けて欲しい。子育て支援として、親

子が遊べるフリースペースを設けて欲しい。 
・生涯学習支援センターのような区民が利用しやすいスペースを作っていただきたい。 
・自転車を置くスペースを沢山欲しい。 
・このゾーンに老人ホームを入居なさっては。それによってボランティアの方々も家族の人

達も交通の便よし、勤め帰りに息子も嫁さんも買物帰りにちょっと親の顔がみることも出

来てベターでは。「薬よりも子薬が一番効く」と昔から言われています。ホームは静かな所

ではなく人の中がよしです。 
・交流フリースペースを是非作って下さい。 
・交番、ATM、福祉関係の相談所があるとよい。託児所 
・現区役所・エレベータの位置が目立ち、階段がわかりにくい。又、うす暗く、幅もせまい。

デザインも悪い。広報でも区民に運動（ウォーク）を推している点からも、入口正面の特

等席に階段を設置し、特殊な人以外は、階段を利用したくなるようなふんい気にされたし。 
・経費節減、お金をかけない庁舎。人件費をかけない様、可能な限り民間に委託する。 
・車や原付バイク、自転車等の駐車場や駐輪場を十分設けて停め易くして頂きたい。 
・車で利用しやすいことが一番ありがたいです。ただその際、歩行者とクロスしないような

動線を考えてほしいです。 
・足が不自由なので、駅から近くて庁舎内にエレベータ（or エスカレータ）を設置して欲し

いです。 
・区民のために親切に案内してもらえる所にしてほしい 
・区民のスペースを広く作っていただきたい。 
・区民のシンボルになるには、区民の居場所も設ける。区民の利用スペースを設ける必要性
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大（活動支援拠点の場として）。ちょっとひと休み出来る場所（喫茶、軽食）安価でおいし

い区民のたまり場的な区民交流の出来る場 
・区民の自由に使えるスペースを作って欲しい 
・区民の区役所であること。区民の利用場所をつくる設計。喫茶、安価で軽食等の情報交流

の場になるような場所 
・区民が使いやすい（高齢者）庁舎であること。庁舎は区のシンボル、ゆえに行政庁舎とし

ては区民が使いやすい、区民に親しみやすい場、区民利用ルーム、区民の管理で運営、活

動の支援の出来る場所 
・区が引っ越したら、お年寄り達の居場所を作ってください 
・ギャラリーをつくってほしい 
・各地域での催し物をバックアップしてほしい。各地域と一体となって活動してほしい。庁

舎内に売店がほしい。庁舎内に食堂がほしい。 
・各種、区民が利用する手続が出来る施設が良い。区役所、銀行、郵便局、託児所、図書室、

会議室、パスポート申請、警察、福祉関係相談室等を設置願いたい。駅の近くであり、利

便性向上を計っていただきたい。 
・階段・スロープの側面の緑化 or デザイン化 or ギャラリー化。文化施設が乏しいので、この

機会に設置を。有料システムにて。プラネタリウム、シネマ、ギャラリー、防音室…etc 
・エスカレーターの件、幅を広く作ると右側をドンドン登る方が多く、故障の原因になると

いう。高齢者の方で右側の手摺りにつかまらないと乗れない…という方に出会った事も有

ります。お急ぎの方は階段を利用してもらう様に依頼。エスカレーターの型を選択する時

は、一段一人乗りを採用してほしい。 
・駅前の一等地に庁舎をつくる必要はない。他の民間スペースに活用すべきだ。維持コスト

も高くつく。なぜつくるのか理解に苦しむ。今の施設を手直しすれば十分。コスト意識が

ない。 
・アンケートを重要視して下さい。戸塚区は何か公的施設も出来る状態、文化活動、区民交

流の場、区民フリールームをつくってほしい 
・アンケートを生かしてください。場所が駅前だけに一等地に行政施設をつくるのですから、

その中に区民のルームを設けてほしい（拠点、たまりば的な）戸塚区のシンボルビルにな

るように。 
・足を運びやすい状態にしてください。窓口サービスの向上も合わせてお願いします。 
・①ホームレスのような者が毎日入っているような地区センターの様にしたくない。良い対

処方法を検討してください。 
②地下に喫茶店か軽食堂を設置してもらいたい。又 1 段以上の部屋では飲食を禁止するよ

うに。 
③屋上は展望室を設け、夏はビアホールとして利用 
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別紙４－２　 戸塚区民文化センターに関する主なご意見

項目 戸塚駅周辺の活性化と文化施設に関する
アンケート

文化施設検討のための事業企画アン
ケート

戸塚駅西口文化施設基本構想提言に対
する市民意見

その他主な意見 戸塚駅西口文化施設基本構想【提言】
（抜粋）

・アンケート実施期間：平成18年6月21日か
ら7月20日まで（郵送は8月4日回収分まで）
・アンケート回収数：1,269件（内訳：回答ハ
ガキ1,076件、インターネット193件）

・アンケート実施期間：平成19年3月19日
から3月23日まで
・アンケート回収数：11件（戸塚区の11の
文化団体からFAXで回答）

・アンケート実施期間：平成19年10月1日
から10月31日まで
・アンケート回収数：11件（意見数40）

「戸塚駅西口文化施設基本構想検討委
員会」を平成19年1月29日から7月19日
まで、全5回開催
平成19年9月に提言

文化活動の発表には300席くらいのホール
があるとうれしい

舞台の広さは鎌倉芸術館小ホールの規
模でよい

舞台芸術中心のホールとコンサートホー
ルでは作りも残響も違うため、結果的に
中途半端になるので考え直すべき

ホール500席を確保してほしい

中途半端な公会堂的なホールではなく、音
響が良い、ステージ設定が自由など、ここ
にしかない売りを

観客席は500席～600席でよい 音楽ホールでも少なくとも500席規模でな
ければプロアマ問わず利用価値が狭くな
る。中規模コンサートホールの建設を希
望する

大劇団の長期公演を可能にしてほしい

中途半端な多目的ホールよりも、室内楽専
門、バレエ専門、ポップス専門など求心力
があるものにしてほしい

ホールの大スクリーンに上映できる明るい
プロジェクターとスクリーンが必要

ホールは800席くらい確保した方がよい 音楽ホールとして音質のよいものにしな
くてはならない

良い音楽会ができたり、演劇が観られるよ
うなホールを希望します

舞台の上手と下手を行き来できるように
する

泉区のテアトルフォンテが劇場なので、戸
塚区に劇場を作る必要はない

600席から700席程度はほしい

音楽演奏に適したホールをつくっていただ
きたい

公会堂より少し大きめの劇場並びに楽屋
がほしい

公会堂と同規模の施設は戸塚に二つに
必要か

500席ではプロが使えないのではないか

フィリアホールやひまわりの郷ホールのよ
うなホールをつくってほしい

現在の公会堂の音響は悪い。音が会場
全体に行き渡るように工夫を凝らしてほし
い

450席でちょうど良いと思う

隣駅（横浜、大船）の施設の規模が大きい
のでやはり地域に見合った施設とするべき

座席数1000席のホールがほしい

港南区のひまわりの郷のように暖かみが
あり音響のいいホールを希望

オーケストラが乗れる大きさの舞台にして
ほしい

プロの公演に対応できる質を備えてほしい ホール出入り口は二重扉が必要

コンサートホールでクラシックやジャズの演
奏を聴きたい

プロセニアムステージ形式の大舞台を設
置してほしい

文化ホールは1000人～1300人は必要 充実した楽屋の設置を希望

ホール500席でも天井が高いと大きく見え
る

舞台の袖の拡張

一流のオーケストラの演奏が聴ける場、中
途半端はいけません、立派な施設を

音響、照明設備の充実

あらゆるジャンルに適用するような500席～
700席のホールを希望

700人から1000人が入るホールがほしい

ホールの規模はおおむね400～600席程度 合唱とオーケストラが共演できるステージ
がほしい

450から500席のホールをつくるべき

お年寄りが多いので演芸ホールなど

ホール ・発表会や公演に使いやすい300～500
席のホール
・特に音楽系用途を中心とした性能を確
保
・プロセニアム形式の舞台とし、奥行き・
間口を適切に確保
・多様な舞台公演に対応できるように、
舞台袖のスペースや舞台裏動線に留意
とともに、楽屋を同一フロアに配置する
・親子席を備える
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別紙４－２　 戸塚区民文化センターに関する主なご意見

項目 戸塚駅周辺の活性化と文化施設に関する
アンケート

文化施設検討のための事業企画アン
ケート

戸塚駅西口文化施設基本構想提言に対
する市民意見

その他主な意見 戸塚駅西口文化施設基本構想【提言】
（抜粋）

・アンケート実施期間：平成18年6月21日か
ら7月20日まで（郵送は8月4日回収分まで）
・アンケート回収数：1,269件（内訳：回答ハ
ガキ1,076件、インターネット193件）

・アンケート実施期間：平成19年3月19日
から3月23日まで
・アンケート回収数：11件（戸塚区の11の
文化団体からFAXで回答）

・アンケート実施期間：平成19年10月1日
から10月31日まで
・アンケート回収数：11件（意見数40）

「戸塚駅西口文化施設基本構想検討委
員会」を平成19年1月29日から7月19日
まで、全5回開催
平成19年9月に提言

絵画などの展示スペースがほしい 展示室は多目的使用が可能でもいいの
で、自由に仕切りができるようにしてほし
い

ギャラリーを３階にするのは良いが、相
談コーナーの一角では困る

絵、写真等の展示（市民中心） 美術展用の空間として、展示室を設置し
てほしい

美術作品に対する敬意が必要

多目的利用可能で、大きくも小さくも区切る
ことができるギャラリーで市民利用できるも
のが必要。照明等の多様な変化を可能に

ギャラリーは区役所ロビーと一体ではな
く、美術作品展示用の本格的展示室にす
べき

長尺の作品にも対応してほしい

各種ギャラリー展示場をつくってほしい 天井が高く、十分な照明を備えた、画廊
のような展示専用室を持つべき

ギャラリーの面積は300平米ほしい

公設のギャラリーがなくて困っている。中小
２つつくりつなげて展示もできるようなギャ
ラリー

鑑賞に興味のない大勢の人が出入りす
るロビーに装飾品代わりに展示するべき
ではない

全スペース利用の場合には天井可動パ
ネルを収納できるように

文化的芸術的に有名な作家の絵画展など
も出来る場所

展示室は吊り具が簡単にできるようにし
てほしい

展示品管理のため施錠できるように

作品の成果を発表する展示場 お客様をもてなしできる茶室を設ける

制作工房室も必要 控室、器材室が必要

ギャラリー、アートスペースを希望 ３ｍ以上の高さが必要

練習施設が不足している。数10人が入れ
る練習施設を設けてほしい

リハーサル室がほしい 練習室は5室も必要なのか

練習場所の確保に苦労している。オーケス
トラの練習できる場所はニーズが高いと思
う

リハーサル室はオーケストラの練習で使
用できるようにしてほしい

小さくても良いので稽古場がほしい 練習及びワークショップを行なうためのリ
ハーサル室の設置

コーラス、合奏などのための中小の練習場
を多くつくってください

音楽練習に適した部屋が不足している

音楽ルーム、リハーサル室を併設してくだ
さい

40名程度の複数の練習室が必要

音楽スタジオ、ダンス等が練習できるホー
ルをつくってほしい

練習施設 ・大小様々なバリエーションの練習室を
多数用意
・ピアノ、室内楽、バンド、合唱など様々
な練習形態に対応できるよう、必要な防
音性能を確保する
・練習風景が外からも分かるよう、扉に
大きめの扉をつけたり、部屋の前面をガ
ラス張りにするなど工夫する

ギャラ
リー

･文化芸術のまちづくりの象徴として、ま
た芸術作品に誰もが身近に触れられる
空間として、ギャラリーを区役所ロビーと
一体的に公益施設のエントランスフロア
に整備する
・フレキシブルなレイアウトを可能とする
形状・構造とする
・区民が気軽に作品を展示できる場所を
整備するとともに、貴重な作品を適切な
状態で展示できる機能も検討する
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別紙４－２　 戸塚区民文化センターに関する主なご意見

項目 戸塚駅周辺の活性化と文化施設に関する
アンケート

文化施設検討のための事業企画アン
ケート

戸塚駅西口文化施設基本構想提言に対
する市民意見

その他主な意見 戸塚駅西口文化施設基本構想【提言】
（抜粋）

・アンケート実施期間：平成18年6月21日か
ら7月20日まで（郵送は8月4日回収分まで）
・アンケート回収数：1,269件（内訳：回答ハ
ガキ1,076件、インターネット193件）

・アンケート実施期間：平成19年3月19日
から3月23日まで
・アンケート回収数：11件（戸塚区の11の
文化団体からFAXで回答）

・アンケート実施期間：平成19年10月1日
から10月31日まで
・アンケート回収数：11件（意見数40）

「戸塚駅西口文化施設基本構想検討委
員会」を平成19年1月29日から7月19日
まで、全5回開催
平成19年9月に提言

文化施設の運営を市民参加で行なうこと
が大切

地元団体が運営や事業に参画できるよう
にしてほしい

文化施設の利用料金はなるべく安くなる
ことを希望する

活動団体のネットワークを強化すべき

プロのミュージシャンのコンサートが聞ける
ようにしてほしい

青少年のことも大事だが、これからは少し
シルバーのことも考えてほしい

地域の様々な活動の拠点機能をこの場
所に果たしてほしい

高校生・大学生が多いので、彼らに積極的
に利用してもらいたい

舞台技術講座を開催したい 地元企業の力も活用してほしい

学校等へのアウトリーチ、ワークショップな
どの自主事業を積極的に行なうこと

茶道文化を体験できる機会をつくりたい 運営部分にNPOが入る仕組みになると
良い

ハードにお金をかけるよりソフトを充実させ
てほしい

利用料金は極力安くしてほしい 「売り」となる分野、活動を持つべき

場を簡単で安く提供すべき

区内のオーケストラや文化団体への支援
を積極的に行ってほしい

ダンスパーティーができるホールがほしい 100名以上の人数のパーティーをする会
場がない。

会議室は、地区センターや公会堂にもあ
るので、必要最低限でよい。

ダンス等が可能な床はフラットで、サクラ
材を使用してほしい

催しの途中で昼食を食べることができる
場所がほしい

簡単に動かせる方式の壁面により、分轄
使用も可能な施設が望ましい

100人くらいが集れる会議室がない

囲碁の対局のため、120平米～240平米
の部屋が必要。

フロア全体を空間として広く使える仕様に
するのが望ましい

200人から300人が立食できるスペース
がほしい

市民利用
ゾーン

運営・事
業

・鑑賞事業の提供や練習、発表の場の
提供等にとどまらず、文化芸術の持つ創
造性を、福祉や教育、まちづくりなど
様々な分野と結び付け、市民の新たな
活力を生み出す
・運営を支える地域の人材育成や、区民
自らが文化芸術事業の企画や運営に携
わっていく仕組み、区民や区内の高校・
大学、企業・商店街、NPO等が交流・連
携し、運営を支援していく仕組みづくりが
求められる

情報コーナー
・文化芸術の情報発信と相談の場を、区
役所の区民情報コーナーと一体的に配
置することが望まれる
子育て支援スペース、会議室等
・区役所、文化施設利用者のための託
児機能を確保する
・打合せ、様々な団体・区民の交流、講
座・ワークショップ実施等のためのス
ペースとして、用途に応じた大小数室の
会議室を配置する
・大会議室については、防音機能を備
え、リハーサルや小公演が開催できるよ
うにするとともに、特に映像分野の活動
にも対応できるように配慮
・公益施設のエントランスフロアに、カ
フェ･レストラン等の飲食施設を備える
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別紙４－３  

 

基本設計完了時提出物 

 

1 図面（A1：4部、A3：13 部） 

ア  基本計画設計書（建築） 

・表紙・案内図・配置図・仕上表・面積表・求積表・仕様概要表 

・各階平面図・立面図・断面図・主要部詳細図 

・基本構造計画案・構造計画概要書 

・工事費概要書・計画説明図 

イ  基本計画設計書（電気・昇降機） 

・電気設備計画概要書・仕様概要表・工事費概算書・各種技術資料 

・昇降機設備計画概要書 

ウ  基本計画設計書（空調・衛生設備） 

・空調・衛生設備計画概要書・仕様概要表・設備諸元表・配置計画図・設備

系統図・工事費概算書・各種技術資料 

2 説明資料（4部） 

・意匠計画書 ・構造計画書・ランニングコスト計算書・負荷計算書 

・関係法令チェックリスト 

・ユニバーサルデザイン検討書・コスト削減検討書 

・採用設備計画比較検討書 

・省資源・省エネルギー検討書 

・近隣対策検討書 

・工事計画書（建設計画 工程計画） 

・その他提案内容により必要となる説明書等 

3 透視図（4部） 

・鳥瞰図（1面） 

・外観図（4面） 

・内観図（区民文化ホール、市民利用ゾーン、第２交通広場 各 1ヶ所 

4 電子納品（報告書及び図面）（4部） 

・電子納品が必要な書類は１から３となります。図面については CAD データ及

び PDF 形式、透視図は JPEG形式および PDF 形式、その他は PDF 形式で、CD-R

または DVD-R に保存して提出すること。 

 

 

                             

 



別紙４－４  

実施設計完了時提出物 

1 図面（A1：4 部、A3：7 部） 

ア  建築総合設計図 

・表紙・図面リスト・案内図・配置図・特記仕様書・工事区分表 

・面積表・求積図・面積計算書 

・仕上表・各階平面図・立面図・断面図・一般矩計図 

・階段詳細図・各階平面詳細図・展開図・各階床伏図・各階天井伏図 

・各階部分詳細図・建具キープラン・建具表・家具図・サイン図・日影図 

・仮設計画図・平均地盤算定図・敷地高低測量図 

・敷地測量図・真北測量図 

イ  建築構造設計図 

・基礎、杭伏図・基礎梁伏図・各階伏図 

・軸組図・各部断面図・標準詳細図・各部詳細図・構造設計標準仕様書 

ウ  外構図 

・外構平面図・縦横断面図・各部詳細図・雨水排水計画図・植栽図 

エ  電気設備設計図（屋外も含む） 

・表紙・図面リスト・案内図・配置図・特記仕様書・工事区分表 

・面積表 

・凡例・系統図・器具姿図・電灯動力配置図 

・弱電配線図・詳細図・分電盤結線図 

オ  機械設備設計図 

・表紙・図面リスト・案内図・配置図・特記仕様書・工事区分表 

・面積表 

・凡例・各階平面図・詳細図・機器表・器具表 

・ダクト系統図・配管系統図・屋外排水図・計装図等 

カ  昇降機設備設計図 

・表紙・図面リスト・案内図・配置図・特記仕様書・工事区分表 

・各階平面図・立面図 

キ  舞台設備設計図 

・舞台機構設備図（平面図、各部詳細図、機器リスト） 

・舞台音響設備図（平面図、各部詳細図、機器リスト） 

・舞台照明設備図（平面図、各部詳細図、機器リスト） 



2 工事費内訳書明細（4部） 

3 設計計算書（4部） 

・構造計算書・雨水排水流量計算書・機械設備設計計算書 

・電気設備設計計算書・省エネルギー計算書・ランニングコスト計算書・ライ

フサイクルコスト計算書 

4 各種申請協議書（4部） 

5 積算調書（数量計算書）（4部） 

6 設計説明書等（4部） 

・ユニバーサルデザイン説明書・コスト削減説明書・環境対策説明書 

・リサイクル計画書・関係法令チェックリスト 

・室内空気中化学物質の抑制措置検討書 

・その他提案内容により必要となる説明書等 

7 透視図（4部） 

・鳥瞰図（1面） 

・外観図（4面） 

・内観図（区民文化ホール、市民利用ゾーン、第２交通広場 各 1ヶ所） 

8 模型 1.5ｍ×1.5ｍ程度（縮尺 1/400）、アクリルケース込み。（一式） 

（開発区域全体及び周辺 100ｍ程度を含む範囲とすること） 

9 電子納品（報告書及び図面）（4部） 

・電子納品が必要な書類は２から７となります。図面については CAD データ及

び PDF 形式、透視図は JPEG 形式および PDF 形式、その他は PDF 形式で、CD-R

または DVD-R に保存して提出すること。 

 

 



別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

1 総務部 総務課 メールコー
ナー

メール便を置く棚 890*450*830 1

2 総務部 総務課 メールコー
ナー

放送設備（ラック型音
響）

570*480*2000 1

3 総務部 総務課 総務課事務室 冷蔵庫 520*600*1600 1 お茶等の室

4 総務部 総務課 総務課事務室 収納ボックス 550*450*950 1 お茶等の室

5 総務部 総務課 総務課事務室 食器棚 900*450*1810 1 お茶等の室

6 総務部 総務課 総務課事務室 新聞ラック 700*350*700 1 共用スペース

7 総務部 総務課 総務課事務室 傘立て 280*270*590 1 共用スペース

8 総務部 総務課 総務課事務室 ソファ 1600*630*760 1 副区長席付
近

9 総務部 総務課 総務課事務室 ソファ 620*660*760 2 副区長席付
近

10 総務部 総務課 総務課事務室 ソファ付属テーブル 900*450*480 1 副区長席付
近

11 総務部 総務課 総務課事務室 ロッカー 320*520*1790 1 副区長席付
近

12 総務部 総務課 総務課事務室 引き出し 410*640*750 2 副区長席付
近

13 総務部 総務課 総務課事務室 副区長机 1530*760*750 1 副区長席付
近

14 総務部 総務課 総務課事務室 椅子 680*600*1000 1 副区長席付
近

15 総務部 総務課 総務課事務室 ホワイトボード １210*90*910 1 副区長席付
近

16 総務部 総務課 区長室 長テーブル 3210*1310*740 1

17 総務部 総務課 区長室 椅子 620*610*860 10

18 総務部 総務課 区長室 折りたたみ椅子 520*560*860 4

19 総務部 総務課 区長室 絵画（早春の川原） 1460*80*1130 1

20 総務部 総務課 区長室 戸塚区航空写真 1750*30*2200 1

21 総務部 総務課 区長室 からすケース（戸塚桜
の皿が入っている）

500*350*400 1

22 総務部 総務課 区長室 ショーケース 850*440*1500 1

23 総務部 総務課 区長室 ソファ（３人用） 1920*800*770 1

24 総務部 総務課 区長室 ソファ（１人用） 880*800*770 3

25 総務部 総務課 区長室 ソファテーブル 1200*600*530 1

26 総務部 総務課 区長室 小テーブル 600*400*530 1

27 総務部 総務課 区長室 仕切り 2130*430*1790 1

28 総務部 総務課 区長室 傘立て 250*250*450 1

29 総務部 総務課 区長室 ＴＶ台 580*500*680 1

30 総務部 総務課 区長室 ＴＶ 510*120*440 1

31 総務部 総務課 区長室 区長机 1800*810*730 1

32 総務部 総務課 区長室 椅子 790*700*1180 1
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

33 総務部 総務課 区長室 パソコン台 610*450*620 1

34 総務部 総務課 区長室 洗面台 750*660*1800 1

35 総務部 総務課 総務課事務室 机 1050*730*700 8 庶務係

36 総務部 総務課 総務課事務室 アンダーラック 500*350*610 8 庶務係

37 総務部 総務課 総務課事務室 引き出し 410*640*750 2 庶務係

38 総務部 総務課 総務課事務室 書類棚 260*310*250 2 庶務係

39 総務部 総務課 総務課事務室 打ち合わせ用テーブ
ル（課長隣にある）

1000*1000*700 1 庶務係

40 総務部 総務課 総務課事務室 課長机 1400*700*700 1 庶務係

41 総務部 総務課 総務課事務室 課長ロッカー 320*510*1790 1 庶務係

42 総務部 総務課 総務課事務室 ＴＶ（ＤＶＤ付） 470*200*370 1 庶務係

43 総務部 総務課 総務課事務室 椅子（管理職） 600*600*900 1 庶務係

44 総務部 総務課 総務課事務室 椅子（職員） 600*600*900 3 庶務係

45 総務部 総務課 総務課事務室 椅子（打合せ用テーブ
ルにある）

540*480*740 5 庶務係

46 総務部 総務課 総務課事務室 丸椅子 340*340*460 3 庶務係

47 総務部 総務課 総務課事務室 プリンタ台 600*400*100 1 庶務係

48 総務部 総務課 総務課事務室 富士通社プリンタ（人
給用）

360*380*80 1 庶務係

49 総務部 総務課 サーバー室 基幹システムラック 660*800*1500 1 サーバー室

50 総務部 総務課 サーバー室 サイボウズサーバラッ
ク

600*920*870 1 サーバー室

51 総務部 総務課 サーバー室 ＩＰ電話交換機ラック 600*700*710 1 サーバー室

52 総務部 総務課 サーバー室 電話交換機 700*460*1940 1 サーバー室

53 総務部 総務課 サーバー室 パソコンラック 700*440*1400 1 サーバー室

54 総務部 総務課 サーバー室 ＹＣＡＮ用パーティショ
ン

1270*1490*2400 1 サーバー室

55 総務部 総務課 サーバー室 ＹＣＡＮ用システムラッ
ク

600*900*1970 1 サーバー室

56 全体共用 総務課 待合ロビー 掲示板 2300*30*1150 1 廊下（４階）

57 全体共用 総務課 待合ロビー 案内板 460*300*1260 6 廊下（４階他）

58 全体共用 総務課 待合ロビー 手数料（証紙）案内板 500*510*1300 1 廊下（４階）

59 全体共用 総務課 待合ロビー 証紙自動販売機 760*460*1500 3 廊下（５階、２
階）

60 全体共用 総務課 会議室 長机 1800*450*700 18 ４階３号会議
室

61 全体共用 総務課 会議室 テーブル 1500*750*710 1 ４階３号会議
室

62 全体共用 総務課 会議室 ホワイトボード 1900*590*1770 1 ４階３号会議
室

63 全体共用 総務課 会議室 書棚 880*380*880 1 ４階３号会議
室

64 全体共用 総務課 会議室 レターケース 880*400*880 1 ４階３号会議
室
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

65 全体共用 総務課 会議室 演台 6100*400*1010 1 ４階３号会議
室

66 全体共用 総務課 会議室 案内板 470*1170*390 1 ４階３号会議
室

67 全体共用 総務課 会議室 パーテーション 2760*60*1250 1 ４階３号会議
室

68 全体共用 総務課 会議室 花台 450*450*700 1 ４階３号会議
室

69 全体共用 総務課 会議室 いす 450*470*770 71 ４階３号会議
室

70 全体共用 総務課 特別会議室 両開き書庫 790*400*890 8 ４階特別会議
室

71 全体共用 総務課 特別会議室 テーブル 2100*1100*700 2 ４階特別会議
室

72 全体共用 総務課 特別会議室 肘付きいす 600*600*850 16 ４階特別会議
室

73 総務部 総務課 ＯＡコーナー シュレッダー 570*520*840 1

74 総務部 総務課 ＯＡコーナー 作業台 800*700*650 2

75 総務部 総務課 ＯＡコーナー 作業台 1200*700*700 1

76 総務部 総務課 ＯＡコーナー 袖机 400*720*750 2

77 全体共用 総務課 会議室 長机 1500*600*700 9 １階ＡＢ会議
室

78 全体共用 総務課 会議室 長机 1800*450*700 17 １階ＡＢ会議
室

79 全体共用 総務課 会議室 折りたたみ式パーテー
ション

300*340*1800 5 １階ＡＢ会議
室

80 全体共用 総務課 会議室 いす 450*450*750 64 １階ＡＢ会議
室

81 全体共用 総務課 会議室 花台 300*350*800 2 １階ＡＢ会議
室

82 全体共用 総務課 会議室 ホワイトボード 1880*580*1770 1 １階ＡＢ会議
室

83 全体共用 総務課 会議室 パイプいす 440*60*900 13 １階ＡＢ会議
室

84 全体共用 総務課 会議室 パイプいす用収納台 950*540*1560 1 １階ＡＢ会議
室

85 全体共用 総務課 会議室 パイプいす用収納台 520*720*800 1 １階ＡＢ会議
室

86 全体共用 総務課 会議室 絵画 550*50*500 1 １階ＡＢ会議
室

87 総務部 総務課 総務課事務室 事務机 1050*730*700 9 予算調整係

88 総務部 総務課 総務課事務室 袖机 400*730*700 5 予算調整係

89 総務部 総務課 総務課事務室 書類ワゴン 300*530*700 1 予算調整係

90 総務部 総務課 総務課事務室 レターケース 630*400*880 1 予算調整係

91 総務部 総務課 総務課事務室 レターケース 900*400*880 1 予算調整係

92 総務部 総務課 総務課事務室 レターケース 330*400*880 1 予算調整係

93 総務部 総務課 総務課事務室 引き違い書庫 800*450*950 1 予算調整係

94 総務部 総務課 総務課事務室 両開き書庫 900*470*1140 1 予算調整係

95 総務部 総務課 総務課事務室 プリンター 690*680*1230 1 予算調整係

96 総務部 総務課 総務課事務室 カウンター 900*500*900 2 予算調整係
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

97 総務部 総務課 総務課事務室 カウンター 1800*500*900 1 予算調整係

98 総務部 総務課 総務課事務室 カウンター 1810*410*700 1 予算調整係

99 総務部 総務課 総務課事務室 書類ワゴン 400*580*610 1 予算調整係

100 総務部 総務課 総務課事務室 ファイリングワゴン 650*400*610 1 予算調整係

101 総務部 総務課 総務課事務室 ＯＡチェアー 600*600*900 4 予算調整係

102 総務部 総務課 総務課事務室 肘付きＯＡチェアー 600*600*900 1 予算調整係

103 総務部 総務課 総務課事務室 アンダーラック 500*350*610 6 予算調整係

104 総務部 総務課 総務課事務室 カウンター用いす 600*600*800 1 予算調整係

105 全体共用 総務課 会議室 長机 1800*450*700 21 ４階１号会議
室

106 全体共用 総務課 会議室 案内板 480*420*1400 1 ４階１号会議
室

107 全体共用 総務課 会議室 いす 450*520*780 65 ４階１号会議
室

108 全体共用 総務課 会議室 テレビ台 850*750*1120 1 ４階１号会議
室

109 全体共用 総務課 会議室 テレビ 790*550*700 1 ４階１号会議
室

110 全体共用 総務課 会議室 花台 450*450*750 1 ４階１号会議
室

111 全体共用 総務課 会議室 花台 400*600*700 1 ４階１号会議
室

112 全体共用 総務課 会議室 演台 900*490*1030 1 ４階１号会議
室

113 全体共用 総務課 会議室 スクリーン 700*700*1400 1 ４階１号会議
室

114 全体共用 総務課 会議室 ホワイトボード 1900*550*1780 1 ４階１号会議
室

115 全体共用 総務課 会議室 航空写真 1760*50*2100 1 ４階１号会議
室

116 全体共用 総務課 会議室 絵画 1460*90*1130 1 ４階１号会議
室

117 総務部 総務課 防災宿直室 テーブル 750*1200*700 1

118 総務部 総務課 防災宿直室 楕円テーブル 750*1500*700 1

119 総務部 総務課 防災宿直室 テレビ台 620*460*1080 1

120 総務部 総務課 防災宿直室 テレビ台 520*340*450 1

121 総務部 総務課 防災宿直室 テレビ 380*350*380 1

122 総務部 総務課 防災宿直室 テレビ 530*360*440 1

123 総務部 総務課 防災宿直室 肘付きいす 600*530*820 4

124 総務部 総務課 防災宿直室 いす 520*520*750 4

125 総務部 総務課 防災宿直室 ロッカー 320*520*1800 2

126 総務部 総務課 防災宿直室 パイプいす 480*40*930 4

127 総務部 総務課 防災宿直室 折りたたみ式パーテー
ション

300*340*1800 1

128 総務部 総務課 防災宿直室 冷蔵庫 450*500*900 1
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129 総務部 総務課 防災宿直室 洗面台 600*500*1800 1

130 総務部 総務課 防災宿直室 両開き書庫 890*400*1100 1

131 総務部 総務課 防災宿直室 電子レンジ 450*320*280 1

132 全体共用 総務課 休養室 ローチェスト 910*450*440 1 女子休養室

133 全体共用 総務課 休養室 ちゃぶ台 1050*750*350 4 女子休養室

134 全体共用 総務課 休養室 テレビ 890*300*770 1 女子休養室

135 全体共用 総務課 休養室 食器棚 900*390*1480 2 女子休養室

136 全体共用 総務課 休養室 鏡台 460*270*1300 1 女子休養室

137 全体共用 総務課 休養室 箱入り人形 330*250*550 1 女子休養室

138 全体共用 総務課 休養室 下足入れ 1500*350*1580 1 女子休養室

139 全体共用 総務課 会議室 テーブル 1600*800*720 2 ４階小会議室

140 全体共用 総務課 会議室 引き違い書庫 900*450*1040 6 ４階小会議室

141 全体共用 総務課 会議室 両開き書庫 900*450*1100 2 ４階小会議室

142 全体共用 総務課 会議室 両開き書庫 900*450*1040 14 ４階小会議室

143 全体共用 総務課 会議室 ＯＡボード 1990*540*1800 1 ４階小会議室

144 全体共用 総務課 会議室 パソコン台 700*550*700 1 ４階小会議室

145 全体共用 総務課 会議室 パソコン台 600*800*670 1 ４階小会議室

146 全体共用 総務課 会議室 いす 550*450*800 9 ４階小会議室

147 全体共用 総務課 会議室 ＯＡチェアー 500*500*900 2 ４階小会議室

148 全体共用 総務課 階段・廊下等 傘立て 850*250*420 1 ４階廊下

149 全体共用 総務課 階段・廊下等 傘立て 1050*450*420 1 ４階廊下

150 全体共用 総務課 待合ロビー 長いす 1800*50*660 4 ４階廊下

151 全体共用 総務課 待合ロビー 長いす 1690*680*680 1 ４階廊下

152 全体共用 総務課 待合ロビー
一人掛けソファ

560*680*680
2

４階廊下

153 全体共用 総務課 更衣室 ４連ロッカー 900×520×1800 19 4階女子更衣
室

154 全体共用 総務課 更衣室 ３連ロッカー 900×520×1800 10 4階女子更衣
室

155 全体共用 総務課 更衣室 ２連ロッカー 610×520×1800 7 4階女子更衣
室

156 全体共用 総務課 更衣室 １連ロッカー 320×520×1800 3 4階女子更衣
室

157 全体共用 総務課 更衣室 ４連ロッカー 900×520×1800 9 3階男子更衣
室

158 全体共用 総務課 更衣室 ３連ロッカー 900×520×1800 6 3階男子更衣
室

159 全体共用 総務課 更衣室 ２連ロッカー 610×520×1800 10 3階男子更衣
室

160 全体共用 総務課 更衣室 １連ロッカー 320×520×1800 9 3階男子更衣
室
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No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）
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161 全体共用 総務課 休養室 ホワイトボード　小 600×60×900 1 5階男子休養
室

162 全体共用 総務課 休養室 ホワイトボード　中 900×60×1200 1 5階男子休養
室

163 全体共用 総務課 休養室 ホワイトボード　大 1200×50×910 1 5階男子休養
室

164 全体共用 総務課 休養室 ソファー　大 2100×800×800 1 5階男子休養
室

165 全体共用 総務課 休養室 ソファー　小 720×690×800 1 5階男子休養
室

166 全体共用 総務課 休養室 応接テーブル 950×500×400 1 5階男子休養
室

167 全体共用 総務課 休養室 ホワイトボード　大 1780×70×900 1 5階男子休養
室

168 全体共用 総務課 休養室 キャビネット（引き違
い）

880×400×880 1 5階男子休養
室

169 全体共用 総務課 休養室 キャビネット（引き違
い）

880×600×980 1 5階男子休養
室

170 全体共用 総務課 休養室 スチール棚（本棚） 900×260×900 2 5階男子休養
室

171 全体共用 総務課 休養室 テーブル　小 1200×900×700 2 5階男子休養
室

172 全体共用 総務課 休養室 テーブル　大 1800×900×700 1 5階男子休養
室

173 全体共用 総務課 休養室 ロッカー 900×400×1800 1 5階男子休養
室

174 全体共用 総務課 休養室 ロッカー 880×400×880 1 5階男子休養
室

175 全体共用 総務課 休養室 金庫 430×450×530 1 5階男子休養
室

176 全体共用 総務課 休養室 袖机 400×650×750 2 5階男子休養
室

177 全体共用 総務課 休養室 机 1050×700×750 2 5階男子休養
室

178 全体共用 総務課 休養室 台（両開き） 720×660×430 1 5階男子休養
室

179 全体共用 総務課 休養室 リソグラフ 640×640×600 1 5階男子休養
室

180 全体共用 総務課 休養室 棚 900×500×1050 1 5階男子休養
室

181 全体共用 総務課 休養室 肘付椅子 550×550×800 2 5階男子休養
室

182 全体共用 総務課 休養室 パイプ椅子 480×40×930 13 5階男子休養
室

183 全体共用 総務課 休養室 冷蔵庫 520×550×1350 1 5階男子休養
室

184 全体共用 総務課 休養室 ｶﾗｰボックス 480×320×900 1 5階男子休養
室

185 全体共用 総務課 休養室 ｶﾗｰボックス　小 330×320×900 1 5階男子休養
室

186 全体共用 総務課 休養室 レターケース 300×400×400 2 5階男子休養
室

187 全体共用 総務課 ふれあいプラ
ザ

カウンター 2550*500*1000 1 5階　売店

188 全体共用 総務課 ふれあいプラ
ザ

カウンター 2780*500*1000 1 5階　売店

189 全体共用 総務課 ふれあいプラ
ザ

長机 1800×450×700 4 5階　売店

190 全体共用 総務課 ふれあいプラ
ザ

事務椅子 600×600×900 4 5階　売店

191 全体共用 総務課 階段・廊下等 広告フレーム 770×40×1060 12 階段踊場

192 全体共用 総務課 業務員室 ロッカー 320×590×1870 2 守衛ロッカー
室
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193 全体共用 総務課 業務員室 ２連ロッカー 610×590×1870 2 守衛ロッカー
室

194 全体共用 総務課 業務員室 冷蔵庫 430×490×1090 1 守衛ロッカー
室

195 全体共用 総務課 業務員室 台 530×420×600 1 守衛ロッカー
室

196 全体共用 総務課 業務員室 電子レンジ 500×350×340 1 守衛ロッカー
室

197 全体共用 総務課 業務員室 机 1070×740×730 1 守衛室

198 全体共用 総務課 業務員室 ファイリングワゴン 700×450×800 1 守衛室

199 全体共用 総務課 業務員室 ソファ 700×700×740 1 守衛室

200 全体共用 総務課 業務員室 テレビ 350×350×340 2 守衛室

201 全体共用 総務課 業務員室 椅子 430×500×800 2 守衛室

202 全体共用 総務課 会議室 パーテーション 570×550×1830 1

203 全体共用 総務課 会議室 棚（引き違い） 900×460×1010 1

204 全体共用 総務課 会議室 棚（両開き） 880×380×880 1

205 全体共用 総務課 会議室 スチール棚 880×440×1800 1

206 全体共用 総務課 会議室 アンダーラック 500×350×600 1

207 全体共用 総務課 機械室 机 1060×730×750 5

208 全体共用 総務課 機械室 ＯＡチェア 450×550×800 5

209 全体共用 総務課 機械室 テーブル 600×600×430 1

210 全体共用 総務課 機械室 書類棚（引き違い） 1200×420×880 1

211 全体共用 総務課 機械室 テレビ 360×330×340 1

212 全体共用 総務課 機械室 レターケース 770×300×430 1

213 全体共用 総務課 機械室 洗濯機 730×440×950 1

214 全体共用 総務課 機械室 棚（引き違い） 880×400×880 2

215 全体共用 総務課 機械室 棚（引き違い） 900×450×950 1

216 全体共用 総務課 機械室 戸棚 520×380×890 1

217 全体共用 総務課 機械室 棚（引き違い） 800×460×900 1

218 全体共用 総務課 機械室 ３連ロッカー 900×590×1870 2

219 全体共用 総務課 機械室 棚（引き違い） 900×450×950 2

220 全体共用 総務課 機械室 冷蔵庫 470×550×1300 1

221 全体共用 総務課 機械室 棚（引き違い） 880×380×440 1

222 全体共用 総務課 機械室 棚（引き違い） 880×400×880 6

223 全体共用 総務課 機械室 アンダーラック 500×350×620 1

224 全体共用 総務課 機械室 引き出し棚 390×680×630 1
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225 全体共用 総務課 機械室 パイプ椅子 480×40×930 5

226 全体共用 総務課 機械室 長机 1500×580×1050 2

227 全体共用 総務課 機械室 レターケース　大 860×380×320 1

228 全体共用 総務課 機械室 棚 900×450×950 1

229 全体共用 総務課 機械室 作業台 1740×860×830 1

230 全体共用 総務課 機械室 ワゴン 720×460×830 1

231 全体共用 総務課 ＰＣB保管庫 ＰＣB保管箱 360×360×150 50

232 全体共用 総務課 ゴミ置き場 台車置きラック 1800×700×900 1 1階エレベー
タ横

233 全体共用 総務課 ゴミ置き場 ごみ計量器 750×350×730 1 1階エレベー
タ横

234 全体共用 総務課 ゴミ置き場 パーテーション 1200×470×1500 1 1階エレベー
タ横

235 全体共用 総務課 宿直室 3連ロッカー 900×520×1800 2 1階作業員室

236 全体共用 総務課 宿直室 両袖机 1520×760×730 1 1階作業員室

237 全体共用 総務課 宿直室 書棚 410×620×620 1 1階作業員室

238 全体共用 総務課 宿直室 冷蔵庫 450×460×1040 1 1階作業員室

239 全体共用 総務課 宿直室 テレビ台 550×450×500 1 1階作業員室

240 全体共用 総務課 宿直室 テレビ 500×500×460 1 1階作業員室

241 全体共用 総務課 宿直室 テーブル 1040×740×300 1 1階作業員室

242 全体共用 総務課 宿直室 椅子 450×500×800 1 1階作業員室

243 全体共用 総務課 ゴミ置き場 ごみコンテナ 1250×850×1150 4 庁舎敷地（小
学校側）

244 全体共用 総務課 ゴミ置き場 物置（イナバ） 2210×1400×2250 1 庁舎敷地（小
学校側）

245 全体共用 総務課 ゴミ置き場 物置（ヨド） 2560×1300×2200 1 庁舎敷地（小
学校側）

246 総務部 総務課 防災倉庫 冷蔵庫 470×490×850 1

247 総務部 総務課 防災倉庫 ｶﾗｰボックス 420×300×880 1

248 総務部 総務　防災 防災倉庫 毛布 550*520*420 10 選管倉庫

249 総務部 総務　防災 防災倉庫 パック式トイレ（便座
等）

570*360*460 8 選管倉庫

250 総務部 総務　防災 防災倉庫 パック式トイレ（便袋） 610*390*230 9 選管倉庫

251 総務部 総務　防災 防災倉庫 ランタン 400*500*630 1 選管倉庫

252 総務部 総務　防災 防災倉庫 組立式自転車 430*710*330 3 選管倉庫

253 総務部 総務　防災 防災倉庫 ほ乳びん 310*400*410 1 選管倉庫

254 総務部 総務　防災 防災倉庫 救急アルミックシート 330*580*240 2 選管倉庫

255 総務部 総務　防災 防災倉庫 トリアージシート 880*620*200 1 選管倉庫

256 総務部 総務　防災 防災倉庫 トリアージタック 130*270*80 2 選管倉庫
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

257 総務部 総務　防災 防災倉庫 防災ライセンスリー
ダー腕章

340*480*180 1 選管倉庫

258 総務部 総務　防災 防災倉庫 土のう袋（木炭入り） 10 選管倉庫

259 総務部 総務　防災 防災倉庫 テント（天幕） 900*500*200 2 1FAB横

260 総務部 総務　防災 防災倉庫 テント（骨組み） 600*600*1900 2 1FAB横

261 総務部 総務　防災 防災倉庫 浄水機 700*950*950 1 1F守衛室横

262 総務部 総務　防災 防災倉庫 ロッカー（ジャンバー、
合羽）

880*520*1800 1 4F防災倉庫

263 総務部 総務　防災 防災倉庫 ロッカー（防災服、ヘル
メット、書類、旗等）

890*460*2150 3 4F防災倉庫

264 総務部 総務　防災 防災倉庫 棚（無線機、充電器） 870*410*1800 1 4F防災倉庫

265 総務部 総務　防災 防災倉庫 プラスチックケース（長
靴、拡声器等）

360*500*300 4 4F防災倉庫

266 総務部 総務　防災 防災倉庫 段ボール（ジャン
バー、軍手等）

450*540*630 9 4F防災倉庫

267 総務部 総務　防災 防災倉庫 机（デスクトップＰＣ２
台）

1200*900*700 1 4F総務課横

268 総務部 総務　防災 防災倉庫 ラック（アズイン用） 510*510*700 1 4F総務課横

269 総務部 総務　防災 防災倉庫 袖机（デジタル防災無
線、スキャナ）

730*400*740 1 4F総務課横

270 総務部 総務　防災 防災倉庫 防災用ファックス 520*600*950 1 4F総務課横

271 総務部 総務　防災 防災倉庫 簡易ベッド 200*670*1010 5 5F宿直室

272 総務部 総務　防災 防災倉庫 俣野町水位計 760*840*1950 1 5F宿直室

273 総務部 総務　防災 防災倉庫 拡声器 170*280*300 10 5F宿直室

274 総務部 総務　防災 防災倉庫 リュック（被害調査班
用）

330*200*550 20 屋上倉庫

275 総務部 総務　防災 防災倉庫 保存水 180*320*320 10 屋上倉庫

276 総務部 総務　防災 防災倉庫 簡易トイレパック 440*300*150 2 屋上倉庫

277 総務部 総務　防災 防災倉庫 スケットイレ 310*450*480 1 屋上倉庫

278 総務部 総務　防災 防災倉庫 組立式トイレ一式 1100*600*820 1 屋上倉庫

279 総務部 総務　防災 防災倉庫 寝袋 310*740*550 2 屋上倉庫

280 総務部 総務課 総務課事務室 事務机 1060*730*740 8 統計選挙係

281 総務部 総務課 総務課事務室 袖机 400*730*740 1 統計選挙係

282 総務部 総務課 総務課事務室 住基システム用机 1000*800*1250 1 統計選挙係

283 総務部 総務課 総務課事務室 カウンター（書棚） 1800*500*900 2 統計選挙係

284 総務部 総務課 総務課事務室 書棚 900*400*1100 5 統計選挙係

285 総務部 総務課 総務課事務室 書棚 550*350*600 1 統計選挙係

286 総務部 総務課 総務課事務室 レターケース 900*400*1100 1 統計選挙係

287 総務部 総務課 総務課事務室 キャビネット 450*620*750 1 統計選挙係

288 総務部 総務課 総務課事務室 住基プリンタ 740*1030*450 1 統計選挙係
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

289 総務部 総務課 総務課事務室 冷蔵庫 430*460*880 1 統計選挙係

290 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

書棚 900*450*1040 2

291 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

パソコンデスク 700*800*1140 1

292 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

サーバー 220*670*450 1

293 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

長机 1800*600*700 5

294 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

長机 1800*450*700 1

295 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

椅子 640*500*750 10

296 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

椅子 470*560*830 2

297 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

マップケース 720*530*420 1

298 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

プリンター 410*540*390 1

299 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

コピー・ＦＡＸ複合機 480*410*440 1

300 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

冷蔵庫 550*600*1720 1

301 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

電話（留守録付） 1

302 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

事務椅子 640*500*750 4

303 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

脚立 1.5m用 1

304 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

脚立 2.0ｍ用 1

305 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

ロッカー 315*515*1290 1 課長用

306 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*1110 1 書類整理庫
大判プリンタ

307 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*1110 1 書類整理庫
大判プリンタ

308 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

平机 1200*700*695 1 入口脇

309 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

ロッカー 320*515*179 1 土木事務所
長

310 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

平机 995*800*690 1 プリンタ台

311 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

プリンタ 590*570*600 1 EPSONレー
ザー

312 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

ホワイトボード 900*10*1200 1 窓際

313 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

冷蔵庫 490*530*1120 1 TOSHIBA

314 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

ポット 220*290*320 1

315 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

スピーカー(アンプ) 300*200*460 1 UNIPEX

316 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

FAXプリンタ 680*660*1120 1 RICOHリース

317 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

プリンタ 840*990*360 1 EPSONインク
ジェットA2

318 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用

319 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用

320 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

321 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用

322 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用

323 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用

324 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

325 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

326 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

327 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

328 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

329 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

330 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員イス 520*620*910 1 職員個人用

331 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員イス 520*620*910 1 職員個人用

332 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

職員イス 520*620*910 1 職員個人用

333 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

ノートパソコン 330*300*38 1 職員個人用

334 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

ノートパソコン 420*300*40 1 職員個人用

335 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

ノートパソコン 370*320*38 1 職員個人用

336 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

デスクトップパソコン 1 職員個人用
モニタとセット

337 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

デスクトップパソコン 1 職員個人用
モニタとセット

338 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

デスクトップパソコン 1 職員個人用
モニタとセット

339 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

プロジェクター 300*130*220 1 EPSON

340 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

テプラ 170*220*56 1 他にPC接続
用あり

341 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

デジタルカメラ 1 現役

342 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

トランシーバー 5

343 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

50mメジャー 1

344 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

丸イス 1

345 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

丸イス 1

346 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

平机 1500*750*700 1

347 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

平机 720*720*710 1

348 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

平机 1500*800*700 1

349 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

平机 1200*700*700 1

350 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

351 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）
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352 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

353 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

354 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

355 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

356 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

357 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

358 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

359 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

360 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

361 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

362 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

スクリーン 1400*100*120 1

363 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

イス 550*550*810 1

364 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

缶バッジ製造機 1 アキュレート

365 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

書庫　（引き戸） 900＊460＊1040 4

366 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

書庫　オープン 900＊465＊1130 1

367 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

書庫　（観音開き） 800＊410＊920 1

368 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

引き出しキャビネット 800＊330＊880 1

369 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

引き出しキャビネット 800＊410＊920 1

370 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

打ち合わせテーブル 850＊850＊700 1

371 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

パソコンテーブル 800＊700＊700 1

372 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

YCANハブ 650＊360＊550 1

373 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

キャビネット（引き出し2
段）

400＊600＊600 1

374 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

職員机 1050＊730＊740 7

375 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

課長机 1525＊750＊740 1

376 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

OAイス 1

377 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

OAイス（肘掛つき） 2

378 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

袖机 405＊730＊740 2

379 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

机下収納ラック 500＊350＊610 7

380 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

ホワイトボード 860＊70＊1200 1

381 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

ホワイトボード 600＊80＊900 1

382 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

台車 1

383 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

丸イス 4
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

384 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

レターケース 325＊240＊310 1

385 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

レターケース 330＊240＊310 1

386 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

レターケース
ブックスタンドつき

680＊250＊270 1

387 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

レターケース 350*250*110 1

388 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

ブックスタンド 560＊270＊620 1

389 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

PCデスクトップ 6

390 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

PCノートタイプ 8 内4台は書庫
内

391 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

DVDプレイヤー 1

392 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

テレビ 1

393 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

スキャナー A４対応 1

394 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

透写機（スライド用） 1 海野道男氏
借用

395 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

新聞ラック 660＊340＊750 1

396 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

裁断機 1

397 総務部 区政推進課 リーフレット類
ストックスペー

パンフレットスタンド 810＊400＊1600 1 4F広報相談
室前

398 総務部 区政推進課 リーフレット類
ストックスペー

パンフレットスタンド 275＊400＊1600 1 4F広報相談
室前

399 総務部 区政推進課 リーフレット類
ストックスペー

コルクボード 1810＊40＊1200 1 4F区政推進
課前

400 総務部 区政推進課 リーフレット類
ストックスペー

長机 1800＊450＊700 1 4F区政推進
課前

401 総務部 区政推進課 特別相談室 ロッカー 610＊515＊1790 1 相談室B

402 総務部 区政推進課 特別相談室 ロッカー（引き戸） 880＊400＊880 2 相談室C

403 総務部 区政推進課 特別相談室 机 1000＊700＊700 1 相談室B

404 総務部 区政推進課 特別相談室 机 1050＊730＊740 1 相談室C

405 総務部 区政推進課 特別相談室 事務用イス（肘掛つき
９

2

406 総務部 区政推進課 特別相談室 パイプイス 5

407 総務部 区政推進課 特別相談室 電話機（親機、子機
付）

1

408 総務部 区政推進課 特別相談室 ハンガーラック 1 相談室C

409 総務部 区政推進課 特別相談室 卓上電気スタンド 1 相談室C

410 総務部 区政推進課 特別相談室待
機室

傘立て 1

411 全体共用 区政推進課 書庫 PRボックス 500＊350＊1350 2 1階倉庫

412 全体共用 区政推進課 書庫 PRボックス 400＊400＊960 1 1階倉庫

413 全体共用 区政推進課 倉庫 映写機スライド 1 シャッター倉
庫

414 全体共用 区政推進課 倉庫 カメラ 5 シャッター倉
庫

415 総務部 区政推進課 公用車用駐輪
場

自転車 1 駐車場
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

416 総務部 区政推進課 駐車場 広報相談車 1 ボクシー

417 全体共用 区政推進課 待合ロビー ロッカー 900＊520＊1800 1 ２階庁舎案内

418 全体共用 区政推進課 待合ロビー 冷蔵庫 480＊460＊1080 1 ２階庁舎案内

419 全体共用 区政推進課 待合ロビー 事務机 1070＊720＊750 1 ２階庁舎案内

420 全体共用 区政推進課 待合ロビー 袖机 400＊720＊750 1 ２階庁舎案内

421 全体共用 区政推進課 待合ロビー テーブル 750＊700＊700 1 ２階庁舎案内

422 全体共用 区政推進課 待合ロビー サイドテーブル 400＊700＊680 1 ２階庁舎案内

423 全体共用 区政推進課 待合ロビー ローカウンター 1880*930*1000 1 ２階庁舎案内

424 全体共用 区政推進課 待合ロビー ローカウンター 910*550*1000 1 ２階庁舎案内

425 全体共用 区政推進課 待合ロビー ローカウンター 520*520*1000 1 ２階庁舎案内

426 全体共用 区政推進課 待合ロビー ファイルケース 800＊330＊880 1 ２階庁舎案内

427 全体共用 区政推進課 待合ロビー ファイルケース 540＊330＊880 1 ２階庁舎案内

428 全体共用 区政推進課 待合ロビー ファイルラック 520＊380＊1510 1 ２階庁舎案内

429 全体共用 区政推進課 待合ロビー ファイルラック 1000＊350＊1030 1 ２階庁舎案内

430 全体共用 区政推進課 待合ロビー ファイルラック 740＊400＊1600 1 ２階庁舎案内

431 全体共用 区政推進課 待合ロビー ファイルラック 900＊600＊1800 1 ２階庁舎案内

432 全体共用 区政推進課 待合ロビー ファイルラック 3900＊400＊1300 1 ２階庁舎案内

433 全体共用 区政推進課 待合ロビー ファイルラック 1400＊400＊1200 1 ２階庁舎案内

434 全体共用 区政推進課 待合ロビー スチールラック 900＊440＊1800 1 ２階庁舎案内

435 全体共用 区政推進課 待合ロビー 机（提案受付用） 900＊500＊750 1 ２階庁舎案内

436 全体共用 区政推進課 待合ロビー YCANハブ 660＊350＊550 1 ２階庁舎案内

437 全体共用 区政推進課 待合ロビー PRボックス 600＊300＊1060 1 ２階庁舎案内

438 全体共用 区政推進課 待合ロビー PCデスクトップ 1 ２階庁舎案内

439 全体共用 区政推進課 待合ロビー プリンター 1 ２階庁舎案内

440 全体共用 区政推進課 待合ロビー 引き出しキャビネット 300＊400＊400 5 ２階庁舎案内

441 全体共用 区政推進課 待合ロビー 傘立て 1 ２階庁舎案内

442 全体共用 区政推進課 待合ロビー イス 4 ２階庁舎案内

443 全体共用 区政推進課 待合ロビー エアコン 1 ２階庁舎案内

444 全体共用 区政推進課 待合ロビー ホワイトボード 4 ２階庁舎案内

445 全体共用 区政推進課 待合ロビー 机下収納ラック 500＊350＊600 3 ２階庁舎案内

446 全体共用 区政推進課 待合ロビー ヒーター 2 ２階庁舎案内

447 全体共用 区政推進課 待合ロビー 扇風機 2 ２階庁舎案内
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

448 全体共用 区政推進課 待合ロビー パーテーション 2 ２階庁舎案内

449 全体共用 区政推進課 待合ロビー 掃除機 1 ２階庁舎案内

450 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室

デジカメキャノン 1 05-02-5

451 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室

デジカメソニー 1 05-02-5

452 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室

デジカメパナソニック 1 05-02-7

453 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用

454 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用

455 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員デスク 1060*730*750 1 職員個人用

456 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

457 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

458 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員デスク下書架 500*350*610 1 職員個人用

459 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員イス 520*620*910 1 職員個人用

460 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員イス 520*620*910 1 職員個人用

461 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

職員イス 520*620*910 1 職員個人用

462 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

ノートパソコン 420*300*40 1 職員個人用

463 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

ノートパソコン 420*300*40 1 職員個人用

464 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

ノートパソコン 420*300*40 1 職員個人用

465 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（地域力）

袖机 400＊720＊750 1 職員個人用

466 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

事務机（課長用） 1450*730*740 1

467 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

事務机（課長用） 1000*690*700 1

468 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

事務机（課長用） 1060*730*740 1

469 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

事務机（係長用、一
般）

1060*730*740 17

470 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

事務机（学校嘱託員） 1000*600*700 1

471 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

袖机（課長用） 400*690*700 1

472 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

袖机（係長用） 730*400*750 1

473 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

机下ラック 500*450*610 21

474 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

椅子 10

475 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

端末用ＯＡ机 1000*800*700 1

476 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

端末用ＯＡラック 1000*400*550 1

477 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

端末用ＯＡパーテー
ション

960*400*1340 1

478 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

打合せ用テーブル 1500*750*700 1

479 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

打合せ用椅子 8 丸椅子

480 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

事務机 1000*690*700 1 生涯学習用
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

481 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

パンフレットケース 540*330*880 1 生涯学習用

482 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

事務用ラック 500*610*850 1 生涯学習用

483 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*450*1100 16 スライド式ドア
（１つドアな

484 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*450*1040 2 スライド式ドア

485 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*450*1040 1 ガラス両開き

486 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

パンフレットケース 900*450*1100 1

487 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚（５段） 900*450*1100 1 消耗品用

488 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*450*500 1 両開き（鍵収
納用）

489 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

カウンター 1800*460*900 1

490 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

カウンター 1180*500*900 1

491 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

カウンター 900*450*900 1 生涯学習側

492 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

お茶用サイド棚 820*450*800 1

493 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

分別ごみ箱 510*370*830 1 紙類

494 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

冷蔵庫 480*500*1200 1

495 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

パンフレットラック 1000*380*1800 1

496 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

パンフレットラック 750*400*1500 1

497 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

パンフレットラック 350*520*1500 1

498 全体共用 地域振興課 倉庫 マスコットキャラクター
着ぐるみ

2000*800*800 1

499 全体共用 戸籍課 待合ロビー 記載台 900＊450＊100 17

500 全体共用 戸籍課 待合ロビー 記載台用コーナー 450＊450＊100 8

501 全体共用 戸籍課 待合ロビー 記載台（着席用） 1200＊900＊700 1

502 全体共用 戸籍課 待合ロビー ４連シート 2200＊500＊400 2

503 全体共用 戸籍課 待合ロビー ３連シート（背付） 1800＊600＊700 4

504 全体共用 戸籍課 待合ロビー ２連シート（背付） 1100＊600＊750 6

505 全体共用 戸籍課 待合ロビー 長イス（背付） 1500＊500＊600 3

506 全体共用 戸籍課 待合ロビー ベンチ 900＊900＊400 1

507 全体共用 戸籍課 待合ロビー 仕切り用ポール
（仕切りテープ付）

80φ＊850ｈ 10

508 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 受付カウンター 1800*900*1000 4

509 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 受付カウンター
（コーナー付）

2250*900*1000 1

510 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 受付カウンター 1200*900*1000 1

511 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 受付カウンター 900*900*1000 4

512 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ローカウンター 1200*700*700 4
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

513 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ボイスコール 200＊350＊900 2

514 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 番号呼出表示機 16501＊900＊2150 1

515 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 住基ネット用端末 450＊500＊450 1

516 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ファイルケース 900＊450＊1100 1

517 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ファイルケース 300＊400＊1100 2

518 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ファイルキャビネット
（キャスタ付）

400＊600＊600 6

519 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 書庫（シャッター付） 900＊450＊1100 1

520 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 書庫（シャッター付） 900＊450＊800 1

521 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 作業机
（戸籍２列目用）

900＊600＊700 2

522 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 作業机
（登録点検用）

900＊450＊700 1

523 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 作業机
（証明窓口２列目用）

1800＊800＊700 1

524 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 作業机
（外登２列目用）

1200＊900＊700 2

525 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 衝立（上部すりガラス） 900＊1500 2

526 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 戸籍用プリンタ
（台付）

600＊600＊600 2

527 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 住基用プリンタ 600＊600＊800 3

528 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 住基用プリンタ（小） 1

529 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ＰＣ用ＯＡデスク
（登録２列目用）

1000＊800＊700 3

530 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ＰＣ用ＯＡデスク
（登録２列目用）

800＊800＊700 1

531 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 ＰＣラック（住基ネット
用）

700＊600＊1300 1

532 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 戸籍端末 4

533 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 住基端末 4 カウンタ用

534 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 住基端末 6 入力用

535 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 共用端末 2 証明窓口用

536 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 住基ネット端末 1

537 総務部 戸籍課 戸籍課窓口 住基ネット受付端末 1

538 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務机（両袖） 1400＊700＊700 2

539 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務机（片袖） 1000＊700＊700 1

540 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務机（２連） 1600＊700＊700 7

541 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 机（作業用引出２） 1200＊700＊700 4

542 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 机（作業用両面） 1600＊900＊700 2

543 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 作業台 1600＊450＊700 1

544 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 閲覧テーブル 1200＊600＊700 2 住基ネット脇
プリンタ台
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

545 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ＰＣ机 700＊700＊700 2 住基ネット脇
プリンタ台

546 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ＰＣ机 1200＊700＊700 1 外登脇

547 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 戸籍端末 2

548 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 住基端末 4

549 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 住基ネット入力端末 1

550 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務用パソコン
（ノート）

12

551 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務用パソコン
（デスクトップ）

5

552 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 戸籍用プリンタ 1

553 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 住基用プリンタ 600＊600＊800 2

554 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 住基用プリンタ（小） 1

555 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 サーバラック 530＊700＊620 1 住基用

556 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 サーバラック（小） 350＊650＊550 1 戸籍用

557 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 戸籍事務Ｆａｘ（ＡＳ） 1500＊700＊1200 1 届書送信用

558 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務用Ｆａｘ 400＊450＊300 1

559 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務用プリンタ
（レーザー）

480＊500＊300 2

560 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 書庫（引戸） 900＊450＊1100 6

561 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ファイルキャビネット 900＊600＊1100 1 閲覧台帳用

562 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ファイルキャビネット 400＊600＊1000 3 外登台帳用

563 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務用コピー機 700＊700＊1200 1

564 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 シュレッダー 500＊600＊850 1

565 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ファイルキャビネット
（キャスタ付）

400＊600＊600 4

566 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ミニキッチン（扉付） 900＊450＊1800 1

567 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 冷蔵庫 450＊500＊1100 1

568 全体共用 戸籍課 更衣室 ロッカー（１２扉）
個人私物用

900＊530＊1800 1

569 全体共用 戸籍課 更衣室 ロッカー（４連）
男性更衣用

900＊500＊1800 4

570 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 ロッカー 450＊500＊1800 1 課長用

571 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 作業机 1800＊700＊700 2

572 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 作業机（事務机） 900＊630＊700 2

573 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 脇机 400＊630＊700 2

574 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 アンダーワゴン 400＊630＊600 3

575 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 アンダーワゴン 300＊630＊600 1

576 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 作業台 1800＊600＊930 1
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

577 総務部 戸籍課 休憩室 テーブル 2100＊1050＊700 1

578 総務部 戸籍課 休憩室 テーブル 1200＊600＊600 1

579 総務部 戸籍課 休憩室 テーブル 900＊450＊600 1

580 総務部 戸籍課 休憩室 ソファ（３連） 1800＊600＊650 2

581 総務部 戸籍課 休憩室 机（２連） 1800＊700＊700 1

582 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 冷蔵庫 520＊600＊1300 1

583 総務部 戸籍課 更衣室 個人ロッカー
（８扉）

900＊450＊1800 4

584 総務部 戸籍課 戸籍課事務室
等

事務用イス 450＊550＊900 30

585 総務部 戸籍課 戸籍課事務室
等

事務用イス（肘掛付） 550＊550＊900 5

586 総務部 戸籍課 戸籍課事務室
等

作業チェア
（回転丸イス）

600＊600＊700 1

587 総務部 戸籍課 戸籍課事務室
等

記載用チェア 650＊650＊950 3

588 総務部 税務課 納税担当事務
室

事務机（両袖） 1600*700*690 1

589 総務部 税務課 納税担当事務
室

事務机（片袖） 1400*700*730 22

590 総務部 税務課 納税担当事務
室

パソコン机 650*800*610 2

591 総務部 税務課 納税担当事務
室

肘付ＯＡ椅子 600*600*800 6

592 総務部 税務課 納税担当事務
室

ＯＡ椅子 600*600*800 13

593 総務部 税務課 納税担当事務
室

折畳みパイプ椅子 450*450*750 2

594 総務部 税務課 収納書庫 シュレッダー 500*500*850 1

595 総務部 税務課 納税担当事務
室

袖机(天板あり） 400*630*730 6

596 総務部 税務課 納税担当事務
室

書庫棚1 900*450*1190 3

597 総務部 税務課 納税担当事務
室

書庫棚2 900*450*580 6

598 総務部 税務課 納税担当事務
室

書庫棚3 900*450*760 2

599 総務部 税務課 納税担当事務
室

書庫棚5（ガラス戸） １200*400*960 1

600 総務部 税務課 納税担当窓口 カウンターテーブル 1200*480*940 3

601 総務部 税務課 収納担当窓口 カウンターテーブル 1800*440*890 1

602 総務部 税務課 収納担当窓口 カウンターテーブル 1800*480*940 1

603 総務部 税務課 納税担当窓口 カウンター補助テーブ
ル(納税窓口）

1200*400*700 1

604 総務部 税務課 納税担当窓口 プリンター機 880*420*460 1

605 総務部 税務課 納税担当窓口 ファクシミリ兼用コピー
機

560*620*1100 1

606 総務部 税務課 納税担当窓口 新税務端末用プリン
ター

600*600*900 5

607 総務部 税務課 納税担当窓口 折衝用テーブル 1190*740*660 2

608 総務部 税務課 納税担当書庫 作業机１（窓際中込席
隣）

120*750*700 1
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

609 総務部 税務課 納税担当書庫 作業机２（納税窓際
角）

1200*400*710 1

610 総務部 税務課 納税担当書庫 作業机３（収納1班） 800*700*710 1

611 総務部 税務課 納税担当書庫 引継穂保管庫 900*450*1050 5

612 総務部 税務課 納税担当書庫 袖机 390*620*730 7

613 総務部 税務課 納税担当書庫 移動式踏み台 1

614 総務部 税務課 納税担当事務
室

デスク下ラック 500*300*590 20

615 総務部 税務課 納税担当廊下 パンフレットラック 600*250*950 1

616 総務部 税務課 納税担当事務
室

客用椅子（肘かけ無） 8

617 総務部 税務課 納税担当事務
室

データバインダーワゴ
ン

700*500*890 1

618 総務部 税務課 収納担当窓口 カウンター補助テーブ
ル(収納窓口）

1800*410*700 1

619 総務部 税務課 納税担当事務
室

収納担当扉つき書庫 880*400*880 1

620 総務部 税務課 納税担当事務
室

収納担当書類棚 880*410*950 1

621 総務部 税務課 納税担当事務
室

冷蔵庫 550*540*1510 1

622 総務部 税務課 納税担当事務
室

納税ラック棚１ 550*400*690 1

623 総務部 税務課 納税担当事務
室

納税ラック扉つき１ 890*390*880 1

624 総務部 税務課 納税担当事務
室

納税ラック棚２ 900*450*1120 1

625 総務部 税務課 納税担当事務
室

納税ラック扉つき２ 900*450*1120 1

626 総務部 税務課 納税担当事務
室

納税ラック棚3 340＊400＊880 1

627 全体共用 税務課 更衣室 コート掛け 1

628 総務部 税務課 書庫 椅子（肘掛つき） 2

629 総務部 税務課 書庫 椅子（肘掛なし） 2

630 総務部 税務課 書庫 テーブル 750*1200*705 1

631 総務部 税務課 書庫 傘たて 1

632 総務部 税務課 書庫 書庫 900X450X700 6

633 総務部 税務課 書庫 書庫 900X450X1050 8

634 総務部 税務課 納税担当事務
室

金庫 750X620X1400 1 0.4 t

635 総務部 税務課 納税担当事務
室

プリンター台 600X600X450 3

636 総務部 税務課 納税担当事務
室

プリンター台 500X500X400 1

637 総務部 税務課 納税担当事務
室

デスクトップパソコン 税端末 1

638 総務部 税務課 納税担当事務
室

デスクトップパソコン ＹＣＡＮ 1

639 総務部 税務課 納税担当事務
室

パネル 700X100X1600 6

640 総務部 税務課 納税担当事務
室

パネル 1000X100X1600 4
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

641 総務部 税務課 納税担当事務
室

パネル 450X100X1600 2

642 総務部 税務課 納税担当事務
室

棚 1520*2100*470 1

643 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

コートスタンド 1200*500*1600 1

644 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

ＯＡ椅子 21

645 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

事務用机 900*630*740 1

646 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

事務用机（両袖） 1500*700*700 2

647 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

袖机 400*700*700 21

648 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

作業テーブル　１ 1500*600*700 8

649 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

作業テーブル　２ 1500*750*700 1

650 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

ＯＡテーブル　１ 1400*800*1400 1

651 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

ＯＡテーブル　２ 800*700*650 1

652 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

ＯＡテーブル　３ 900*700*700 1

653 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

ＯＡテーブル　４ 1200*800*700 1

654 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

ＯＡテーブル　５ 1100*700*700 1

655 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

食器棚 900*500*1800 1

656 全体共用 税務課 待合ロビー 長椅子 1800*600*600 2

657 総務部 税務課 市民税担当 パーテーション　１ 1230*450*1800 1

658 総務部 税務課 市民税担当 パーテーション　２ 1230*450*1800 2 2枚折

659 総務部 税務課 市民税担当 パネル（仕切用） 1200*420*1500 2 市申告用

660 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

シュレッダー 600*300*700 1

661 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

紙折り機 520*600*300 1

662 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

新税務用プリンター 500*400:500 4

663 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

新税務用プリンター用
台

600*620*400 4

664 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

法人プリンター 750*800*460 1

665 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

法人プリンター台 700*750*'00 1

666 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

複写機 700*7０0*1100 3 リース分

667 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

ファックス 350*650*1250 1

668 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　３ 900*450*1200 1

669 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　５ 900*4500*900 1

670 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　１２ 450*600*800 1 新税務端末
親機の台

671 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

両開書庫　３ 600*420*900 1 法人

672 総務部 税務課 両開書庫　４ 900*420*900 2 課長・お茶箱
入(廃棄予定）
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
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673 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

引き違書庫　１ 900*410*960 1 消耗品箱の
下

674 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

引出型書庫　３ 900*460*1050 1

675 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

引出片開き書庫 900*400*900 2

676 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

整理箱　１ 650*400*900 1 法人

677 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

整理箱　２ 330*400*900 1 法人

678 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

整理箱　３ 630*400*900 1 法人

679 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

整理箱　４ 900*410*900 2 消耗品箱等

680 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

整理箱　５ 780*200*560 1

681 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

パーテーションポール 300*300*900 9

682 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

ロッカー ８８０＊４００＊１７８０ 1 両扉

683 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書庫 ５１０＊３８０＊８８０ 1

684 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書類ラック ３００＊４００＊８００ 1

685 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

キャビネット ３５０＊６２０＊７４０ 1

686 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書庫 １７６０＊４２０＊９７０ 1 文書ファイル

687 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 ７５０＊３００＊９１０ 1 経済地図

688 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 ９００＊４５０＊１１００ 4

689 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書庫 ８８０＊４００＊８８０ 1

690 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

レターケース ２５０＊３３０＊２５０ 1

691 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

レターケース ２８０＊４００＊７００ 1

692 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 ３５０＊５００＊９００ 1

693 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 ８９０＊４５０＊１０５０ 1

694 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 ８８０＊４００＊９５０ 1

695 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 ９００＊４５０＊１２００ 1

696 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 ９００＊４００＊８８０ 2

697 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

キャビネット ４５０＊６２０＊７４０ 1

698 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 ６００＊４００＊７００ 1 図面

699 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

応接用机 １５００＊７５０＊７００ 2

700 総務部 税務課 固定資産税窓
口

窓口カウンター机 1800*500*950 2

701 総務部 税務課 固定資産税窓
口

窓口カウンター机 900*500*950 1

702 総務部 税務課 固定資産税窓
口

窓口作業机 １８００＊４００＊７００ 1

703 総務部 税務課 固定資産税窓
口

窓口作業机 ８００＊６００＊６６０ 1

704 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

証明端末用机 ８００＊８００＊７００ 1
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705 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

折りたたみ机 ６００＊４００＊７００ 2

706 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

新税務プリンター台 ６００＊４９０＊３００ 1

707 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

図面透写台 １０５０＊７５０＊７８０ 1

708 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務作業机 １７００＊８５０＊７３０ 1

709 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務作業机 １５２０＊７５０＊７
５０

2

710 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務作業机 １２００＊９００＊７００ 1

711 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務作業机 １０００＊７６０＊７００ 1

712 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

新税務端末ラック ８００＊８００＊７５０ 2

713 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務机 １４５０＊７３０＊７４０ 1 両袖

714 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務机 ４００＊７３０＊７４０ 15 脇机

715 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

打合せ机 １５００＊７５０＊７
００

1

716 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

パーテーション ２４００＊３０＊１５００ 2

717 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

パーテーション ２１２０＊３０＊１８００ 1

718 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

パーテーション １２２０＊３０＊１８００ 2

719 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

シュレッダー ６００＊２６０＊７００ 1

720 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務椅子 18

721 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

コピー機 ６４０＊６２０＊１１００ 1

722 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

カラープリンター ６３０＊６００＊７００ 1

723 総務部 税務課 固定資産税窓
口

有料コピー機 ６２０＊６００＊９７０ 1

724 総務部 税務課 固定資産税窓
口

料金機 １７０＊２００＊９００ 1

725 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

ファックス ４８０＊５００＊２６０ 1

726 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

ファックス台 ４５０＊６６０＊７００ 1

727 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

傘立 ５５０＊３００＊４９０ 1

728 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

事務机 1050*730*750 14

729 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

袖机 430*730*750 1 係長用

730 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

袖机 430*730*750 作業台横

731 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

長机 1460*640*750 2 作業台

732 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

長机 1460*640*750 1 ポット等置き
場

733 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

長机 1460*640*750 1 パソコン等

734 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

書庫 900*450*1100 4 窓側

735 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

事務椅子 ー 10

736 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

冷蔵庫 530*530*1280 1
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737 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

レターケース 800*460*980 1 窓側

738 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

キャビネット 390*620*740 1 係長横

739 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

キャビネット 350*620*750 2

740 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

書庫 900*480*890 1 パンチカード
キャビネット

741 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

書庫 900*400*880 1 パンチカード
裏、上記の上

742 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

パソコンデスク 1200*800*750 1

743 総務部 税務課 固定資産税窓
口

カウンター 1200*500*950 1 家屋窓口

744 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

図面ロッカー 770*400*1110 2 パンチカード
横、裏

745 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

シュレッダー 600*260*700 1

746 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

分別ボックス 500*360*820 1

747 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

ワゴン式レターケース 300*400*660 1

748 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

パーテーション 1230*30*1800
900*30*1800

1

749 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

傘立 300*560*500 1

750 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

新税務プリンター台 600*900*600 1

751 総務部 税務課 更衣室 傘立 300*300*500 1 固定男子更
衣室・倉庫

752 総務部 区会計室 区会計室事務
室

事務机 1030*730*740 2

753 総務部 区会計室 区会計室事務
室

事務机 1000*730*700 3

754 総務部 区会計室 区会計室事務
室

脇机 390*620*735 2

755 総務部 区会計室 区会計室事務
室

書棚 900*400*1100 3 1つは文具入
れ兼用

756 全体共用 区会計室 更衣室 職員用ロッカー 900*515*1790 1 3人用

757 総務部 区会計室 区会計室事務
室

台 640*750*670 1 ハードディス
ク用

758 総務部 区会計室 区会計室事務
室

台 795*800*700 1 机兼用

759 総務部 区会計室 区会計室事務
室

台 795*600*670 1 印刷機用

760 総務部 区会計室 区会計室事務
室

脇机 400*800*700 1

761 総務部 区会計室 区会計室事務
室

脇机 390*620*740 1

762 総務部 区会計室 区会計室事務
室

耐火金庫 720*640*1640 1 ※ 重さ確認中

763 総務部 区会計室 区会計室事務
室

食器棚 600*450*180 1

764 総務部 区会計室 区会計室事務
室

冷蔵庫 480*460*920 1

765 総務部 区会計室 区会計室事務
室

計数器 370*335*870 1

766 総務部 区会計室 区会計室事務
室

印刷機 480*410*375 1

767 総務部 区会計室 区会計室事務
室

棚 865*320*770 1 ３段スチール
製

768 総務部 区会計室 区会計室事務
室

事務椅子 4
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769 総務部 区会計室 銀行 事務机 800*740*700 1

770 総務部 区会計室 銀行 事務机 990*740*700 1

771 総務部 区会計室 銀行 入出金機 350*740*710 1

772 総務部 区会計室 銀行 書棚 590*410*1130 1

773 総務部 区会計室 銀行 書庫 400*700*700 1

774 総務部 区会計室 銀行 書類ケース 290*330*880 1

775 総務部 区会計室 銀行 職員用ロッカー 610*515*1785 1 ２人用

776 総務部 区会計室 銀行 耐火金庫 490*450*590 1

777 総務部 区会計室 銀行 事務椅子 2

778 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

カウンター書庫 1800*450*910 2

779 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書庫 1800*470*1150 1

780 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書庫 650*400*900 1

781 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書庫 900*500*1100 1

782 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ワゴン型書庫 600*350*600 1

783 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

事務机 1060*730*740 15

784 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

脇机 410*730*740 1

785 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ＯＡ机 700*700*700 1

786 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

冷蔵庫 640*830*1700 1

787 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

台 600*400*670 1

788 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー 320*520*1800 1

789 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

打合せテーブル 1200*600*700 1

790 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

事務机用椅子 650*650*900 8

791 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

椅子 500*400*780 4

792 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

事務机（課長）
1480*730*750

1

793 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

事務机（係長）
1050*730*750

4

794 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

袖机（係長）
45*730*750

4

795 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

事務机
1050*730*750

58

796 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ＯＡチェア
450*450*800

32

797 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ソファ（身障職員用）
70*160*45

1

798 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

パーテーション
（身障職員用） 1200*4*160

1

799 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

冷蔵庫
550*550*1350

1

800 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

生ごみ処理機
380*280*480

1
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801 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

生ごみ処理後入れ容
器 250*250*350

1

802 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

丸テーブル
750*750*720

1

803 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

丸イス
450*450*450

10

804 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

FAX
850*520*1100

1

805 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

プリンター（LP５６００）
650*1000*1200

1

806 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ラック（ポット置き場）
600*350*900

2

807 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

冷蔵庫
530*550*1500

1

808 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

かさ立て
450*270*570

2

809 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

移動式踏み台（緑色の
階段） 500*470*850

2

810 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

折りたたみ机 600*350*1250
（使用時1500*600）

1

811 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

古紙回収BOX
510*370*830

1

812 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ガラスパーテーション
1000*20*1535

1

813 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

パーテーション
（ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ型・緑） 500*350*1650

1

814 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚（封筒保管場所）
（ｽﾗｲﾄﾞ書庫３棚分） 800*450*2100

3

815 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

封筒類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 20

816 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

文書保存箱保管場所 1

817 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

電動アシスト自転車 8

818 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 受付カウンター 900*840*900 1 窓口使用物
品

819 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 ローカウンター 1500*800*700 3

820 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 ローカウンター 1200*800*700 2

821 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 ローカウンター 1800*800*700 1

822 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 ローカウンター 880*800*700 1

823 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 パーテーション
1000*40*1300

10

824 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 パーテーション
（900*4）*30*1600

1

825 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 パーテーション
（900*5）*30*1600

1

826 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 パーテーション
1800*60*1535

1

827 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 職員用イス
（OAチェア） 500*500*930

9

828 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 総合相談窓口 相談者用イス
480*480*770

17

829 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

袖机
400*620*750

1

830 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

５法プリンター
460*550*500

2

831 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

シュレッダーラック
800*400*900

1

832 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

シュレッダー
670*260*700

2
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

833 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

長机
1500*750*700

1

834 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

待機席用イス
（ＯＡチェア） 500*500*930

3

835 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

壁付け扇風機
400*450*400

7

836 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

シャッター付書庫
900*450*1100

2

837 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

扉付書庫
900*450*300

1

838 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

カゴ付ラック
490*380*730

1

839 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

チラシ配架ラック
500*340*700

1

840 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー テレビ台（+テレビ）
1160*400*1200

1 待合室

841 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 本棚（絵本用）
330*320*700

1

842 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 長イス（白）
1200*600*700

2

843 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 長イス（青）
1800*600*650

1

844 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 記載台
1750*600*1450

1

845 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 記載台用イス
（OAチェア） 500*500*930

1

846 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 書庫（チラシ配架用）
900*450*1100

1

847 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー チラシ配架用ラック
（書庫上置き） 650*160*300

1

848 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー チラシ配架用ラック
700*400*1300

1

849 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 待合室パーテーション
（ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ付） 4800*40*2000

1

850 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 待合室パーテーション
（ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ付） 3100*40*2000

1

851 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

大型シュレッダー
500*500*900

1

852 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

コピー機
1000*700*1200

1

853 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

リソグラフ
1400*650*1050

1

854 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ラック（色紙・ファイル
置き場） 900*470*1150

2

855 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

作業用テーブル
1800*900*700

1

856 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

コピー用紙置き場 A4
（1箱310*220*230） 1550*690*660

1

857 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

コピー用紙置き場 A3
（1箱440*310*140） 880*930*700

1

858 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

台車（青カゴ付）
650*950*900

1

859 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

台車（シルバー）
450*700*800

1

860 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ファイルワゴン
600*350*930

1

861 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ファイルワゴン
550*460*520

1

862 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ラック（ゴム印置き場）
650*450*760

1

863 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

袖机
400*600*730

1

864 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ラック（書類入れ）
360*650*610

1
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No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
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865 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

引出し型書庫
900ｘ450ｘ1100

1

866 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ファイルキャビネット
（３段） 390ｘ620ｘ1010

6

867 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚（上置き）
800ｘ400ｘ400

3

868 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

物品棚

900*480*1750

1

869 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

トレー棚

900×460×1130　

1 高齢者支援
担当

870 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚
900×430×1130　

1

871 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚(上）
900×430×1040

1

872 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

トレー棚（下）
900×430×1100　

1

873 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚
800×500×1000

1

874 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

介護パンフ等梱包
220*310*150

58

875 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

五法プリンター
460*550*500

2

876 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

OAテーブル
1200*750*1100

2

877 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ＩＰＳＩＯ　６２１０（プリン
ター） 480*600*320

2

878 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

キャビネット
900*470*1100

1

879 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

OAテーブル
1200*700*1500

1

880 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

テーブル
1460*2120*740

1

881 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

OAチェアー
500*500*930

7

882 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

介護システムⅠプリン
ター 740*1000*600

1

883 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ＯＡラック
700*650*1150

1

884 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

封筒類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 30

885 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

明細地図他
800*400*800

1

886 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

介護システムⅡ端末 4

887 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ゼロックスプリンター
1900*900*1200

1

888 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

資料用コピー用紙
A41000枚置き場 600*440*2000

1

889 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

審査会資料作成用端
末

2

890 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

審査会資料作成シス
テム用ＯＡラック（新 700*650*1150

1

891 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

システムⅠ端末 1

892 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ＯＭＲ読み取り装置
900*300*200

2

893 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

引出し型書庫
900ｘ470ｘ1200

2 障害者支援
担当

894 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

Ｆｃ
390ｘ620ｘ1200

2

895 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

Ｆｃ
390ｘ620ｘ1010

20

896 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚（上置き）
800ｘ400ｘ400

2

28/42



別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

897 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚
880ｘ400ｘ880

1

898 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚
750ｘ450ｘ400

1

899 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚
900ｘ480ｘ730

1

900 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書庫
1000ｘ400ｘ800

1

901 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

物品棚
1800ｘ800ｘ450

1

902 全体共用 高齢・障害支援課 更衣室 ロッカー
880ｘ390ｘ1800

1

903 全体共用 高齢・障害支援課 更衣室 ロッカー
880ｘ390ｘ880

4

904 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

事務机（課長）
1480*730*750

1

905 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

事務机（係長）
1050*730*750

3

906 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

袖机（係長）
45*730*750

3

907 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

事務机
1050*730*750

29

908 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

ＯＡチェア
450*450*800

16

909 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 乳児用ベッド（大） 1410 x 810 x 1510 2

910 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 乳児用ベッド（中）白 1420 x 810 x 1390 1

911 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 乳児用ベッド（中）ピン
ク

1440 x 860 x 900 1

912 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 乳児用ベッド（小） 950 x 610 x 880 4

913 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 事務机 1050 x 730 x 740 4

914 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 カーテン型間仕切り 900 x 50 x 1770 3 折りたたみ時

915 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 大長椅子 1800x 580 x 650 3

916 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健診部門待合
ロビー

大長いす（背もたれな
し）

1700 x 570 x 500 1

917 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 白スチール棚（観音開
き）

860 x 450 x 1110 1

918 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 水道上観音開きキャビ
ネ

900 x 460 x 300 1

919 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 スチールレターケース
（小）

320 x 240 x 190 1

920 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 ステンレスワゴン 800 x 500 x 800 1

921 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 プレイマット保管箱 1050 x 260 x 1170 1

922 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健診部門待合
ロビー

大長椅子 1500 x 540 x 660 9

923 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健診部門待合
ロビー

中長椅子 1800 x 460 x 700 1

924 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健診部門待合
ロビー

記載台（中） 900 x 900 x 1100 1

925 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健診部門待合
ロビー

記載台（大） 1570 x 680 x 1150 1

926 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健診部門待合
ロビー

小机 450 x 450 x 800 1

927 福祉保健
センター

こども家庭支援課 授乳室 乳児用ベッド（中） 1420 x 810 x 1330 2

928 福祉保健
センター

こども家庭支援課 授乳室 乳児用ベッド（木製） 900 x  610 x 900 1
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

929 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

大長椅子 1500 x 580 x 620 2

930 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

上置棚 900 x 400 x 460 1

931 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

レジスター 450 x 450 x 450 1

932 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

レジスター台 620 x 500 x 630 1

933 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

スチール戸棚（スライ
ド）中

880 x 400 x 970 1

934 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

事務机 1060 x 730 x 760 2

935 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

袖机 410 x 730 x 730 1

936 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

長机 1460 x 450 x 700 1

937 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

小机 610 x 450 x 740 1

938 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

紙折り機 660 x 530 x 500 1

939 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

パウチ機 570 x 260 x 170 1

940 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

ポスター用プリンター 1030 x 310 x 200 1

941 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

スチール戸棚（観音開
き）（低）

880 x 380 x 880 1

942 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

グレー引き出し型ス
チール三段棚

540 x 700 x 1200 2

943 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健診部門待合
ロビー

絵本棚 970 x 280 x 910 1

944 福祉保健
センター

こども家庭支援課 個別相談室 テーブル（小） 550 x 430 x 650 1

945 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

上置棚 880 x 380 x 420 7

946 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書棚（引き出し型）４段
中

800 x 450 x 1200 3

947 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

スチール戸棚（スライド
型）中

910 x 460 x 1110 1

948 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

レターケース型棚 910 x 460 x 1110 2

949 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

冷蔵庫 480 x 570 x 1200 1

950 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

ワゴン 700 x 450 x 800 1

951 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

カラープリンター 550 x 450 x 750 1

952 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

モノクロプリンター 360 x 420 x 260 1

953 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

ポスター用プリンター
（小）

610 x 330 x 200 1

954 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

五法プリンター 460 x 600 x 480 1

955 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

ローカウンター（児手
用、下スライド戸棚付

1200*450*910 1

956 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

児手５法用パソコン台 450x 400 x 840 1

957 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

電子レンジ 340 x 300 x 300 1

958 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

食器乾燥機 500 x 380 x 380 1

959 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

相談員用大机 1800  x  700 x 700 2

960 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

レターケース型棚 910 x 460 x 1110 1
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

961 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

ﾌｧｯｸｽ 560 x 570 x 470 1

962 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

ﾌｧｯｸｽ台 560x 570 x 500 1

963 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

簡易コピー機 400x 440 x 310 1

964 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書庫（観音開き）小 800 x 460 x 490 1

965 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

間仕切り（小） 900 x 420 x 1210 1

966 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

間仕切り（大） 1230 x 420 x 1350 1

967 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

間仕切り（児手窓後
ろ）

1000 x 50 x 1630 2

968 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

スチール戸棚（スライド
式）中

900 x 570 x 1130 1

969 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

観音開きキャビネ 900 x 500 x 1100 1

970 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課窓口

記載台 880 x 540x 970 2

971 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課窓口

ハイカウンター 1200*450*900 1

972 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 ハイチェア 1

973 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 ホワイトボード 1290 x 530 x 1790 1

974 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 折りたたみ机（二つ折
り）

600 x 450 x 1340 3 折りたたみ時

975 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 中机 700 x  600 x 740 1

976 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 長机 1800 x 450 x 690 1

977 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 小ホワイトボード 610 x 420 x 1410 1

978 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 中机 700 x 600 x 740 4

979 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 長椅子 1800 x 450 x 670 1

980 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

事務机 1060 x 640 x 750 1

981 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 長机（折りたたみ型） 1520 x 450 x 710 4

982 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 電話台 480 x 480 x 900 1

983 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

レターケース型パンフ
入れ

900 x 400 x 890 1

984 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 カーテン型間仕切り 900 x 50 x 1740 3 折りたたみ時

985 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 長椅子 1810 x 750 x 620 1

986 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 事務机 1060 x 730 x 750 1

987 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

袖机 400 x 730 x 750 2

988 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 アコーディオンカーテン 250 x 280 x 1800 1 折りたたみ時

989 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

グレースライド型キャ
ビネット

900 x 460 x 1130 1

990 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

白打合せ机 1180 x 730 x 710 1

991 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書棚
1000 x 410 x 1130

1

992 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課窓口

児手記載台
900 x 550 x 970

2
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No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

993 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 プレイマット保管箱 1050 x 260 x 1170 1

994 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 乳児用ベッド（中）ベー
ジュ

1260 x 650 x 900 1

995 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課窓口

面接用ローカウンター 1200*800*700 2

996 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 事務机（課長）
1480*730*750

1

997 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 事務机（係長）
1050*730*750

3

998 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 袖机（係長）
450*730*750

3

999 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 事務机
1050*730*750

28

1000 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 ＯＡチェア
450*450*800

16

1001 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 職員用イス
（OAチェア） 500*500*930

6

1002 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 相談者用イス
480*480*770

6

1003 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 丸イス
450*450*450

5

1004 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 折りたたみチェア
450*450*700

12

1005 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 ファイルワゴン
550*460*520

10

1006 全体共用 保護課 更衣室 ロッカー ４０0×４６0×２１０0 1

1007 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 ２段棚 ９０0×45５×１１０0 4

1008 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 3段引き出し ６２0×３９0×１０２0 7

1009 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 3段引き出し〈大） ９１0×５０0×１１０0 2

1010 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 棚 ９０0×５０0×１１０0 1

1011 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 レターケース〈大） ９０0×４５0×１０５0 1

1012 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 レターケース〈3段）） ８０0×４０0×８８0 1

1013 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 レターケース〈3段）） ６０0×４０0×８８0 1

1014 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 レターケース〈中） ４２0×２９0×２７0 1

1015 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 レターケース〈中） ２９0×４０0×８８0 2

1016 福祉保健
センター

保護課 更衣室 ロッカー ８８0×３８0×１７８0 1

1017 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 シュレッダー ６６0×２６0×７０0 1

1018 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 コピー機 ８５0×１１５0×１１０ 1

1019 福祉保健
センター

保護課 保護課窓口 受付カウンター 1200*420*900 1

1020 福祉保健
センター

保護課 保護課窓口 カウンター 1200*700*700 4

1021 福祉保健
センター

保護課 保護課窓口 カウンター 900*800*700 1

1022 福祉保健
センター

保護課 保護課面接室 カウンター 1500*700*700 1

1023 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 棚 ８０0×４８0×５０0 4

1024 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 プリンターの棚 ６５0×８７0×１１６0 1

32/42



別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）
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1025 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 生保電算机 １８０0×４５0×７０0 1

1026 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 木棚 ５６0×２９0×６０0 1

1027 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 レターケース ８６0×３８0×３２0 1

1028 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 冷蔵庫 ４７0×５６0×１２０0 1

1029 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 会議テーブル(作業台） １６０0×７０0×７１0 1

1030 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 キャスター付2段棚 ６０0×４０0×９４0 7

1031 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 生保電算机 ９０0×７３0×６５0 2

1032 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 面接レターケース ２１0×３４0×１６0 1

1033 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 棚（雑誌パンフ用） ５１0×３８0×８０0 1

1034 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 ダンボール 30

1035 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 歯科ユニット ６２０＊７５０＊１５３０ 1

1036 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 コンプレッサー ４１０＊５７０＊７２０ 1

1037 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 ロッカー ６１０＊５２０＊１７９０ 1

1038 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 滅菌器（台） ６００＊６００＊８００ 1

1039 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 滅菌器（本体） ５００＊５００＊３８０ 1

1040 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 事務机 １０６０＊７３０＊７５０ 2

1041 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 イス（キャスター付） ６００＊６００＊８５０ 2

1042 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 検診用ライト ３５０＊３５０＊１３５０ 3

1043 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 ワゴン（ステンレス） ７４０＊４６０＊８４０ 1

1044 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 かご付ワゴン ４９０＊３９０＊８００ 2

1045 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 引き出し付　ワゴン ６００＊４００＊８００ 1

1046 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 タオル掛（大） ６６０＊７６０＊１０３０ 1 収納時サイズ

1047 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 タオル掛（小） ４２０＊１８０＊６７０ 1 収納時サイズ

1048 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 扇風機 ３５０＊３５０＊７００ 1

1049 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 キャスター付き洗面器 ３５＊３５＊８０ 3

1050 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

机 1600*800*660 1

1051 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

シャーカステン 1250*130*500 1 デジタル化の
予定

1052 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

書庫 800*400*850 1

1053 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

書庫 800*400*900 1

1054 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

2連ロッカー 610*515*1800 2

1055 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

シャーカステン 1500*500*1730 1 デジタル化の
予定

1056 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

机 900*750*800 1
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1057 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

机 800*600*700 1

1058 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

書棚 400*700*650 1

1059 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

机 1800*900*720 1

1060 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

冷蔵庫 420*460*1250 1

1061 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

Ｘ線装置一式 1 更新の予定

1062 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

天井走行 1

1063 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

Ｘ線管球 1

1064 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

高電圧発生装置 600*500*1800 1

1065 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

オートチェンジャー 700*800*1600 1 ＣＲに変更の
予定

1066 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

自動現像機一式 770*1260*1200 1 デジタル化の
予定

1067 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

オートフィーダー 530*230*520 1

1068 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

胸部間接撮影装置一
式

廃棄の予定

1069 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

洗面台 560*460*710 4

1070 福祉保健
センター

福祉保健課 更衣室
２連ロッカー 610*520*1800

1

1071 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書棚（引き戸タイプ・ガ
ラス戸・上）

1760*400*940 1

1072 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書棚（引き戸タイプ・ガ
ラス戸・下）

1760*400*880 1

1073 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 テーブル 1800*900*700 1

1074 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 応接用テーブル 900*450*450 1

1075 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 応接用椅子（２人掛） 1430*700*720 1

1076 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 応接用椅子（１人掛） 570*680*720 2

1077 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書棚(引き出しタイプ　3
段）

480*300*890 1

1078 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 冷蔵庫 510*460*880 1

1079 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ワゴン 820*475*870 1

1080 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ワゴン（救急セット用） 465*300*840 1

1081 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 室内干し 650*280*1180 2

1082 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 流し台 1500*750*960 1

1083 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ガス台 1620*750*960 1

1084 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 机（流し台横・引き出し
タイプ）

1200*750*960 1

1085 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 長椅子 1500*570*690 3

1086 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 長椅子 1800*550*670 20

1087 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ロッカー（１人用） 460*520*1790 1

1088 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門
２連ロッカー

900*520*1790 1
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1089 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ホワイトボード 630*420*1410 1

1090 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ホワイトボード 495*430*1400 1

1091 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ホワイトボード 1890*530*1800 1

1092 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 机（表面・茶） 750*500*850 2

1093 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 脇机 440*730*740 1

1094 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 パーテーション（２連） 900*370*1760 1

1095 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 パーテーション（２連） 900*420*1640 2

1096 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 パーテーション（３連） 600*420*1730 3

1097 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 パーテーション 920*420*1770 1

1098 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 パーテーション 920*380*1770 1

1099 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 長机（茶） 1800*400*870 8

1100 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 長机（白） 1800*400*870 8

1101 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 机（白） 1060*730*750 3

1102 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 机（グレー） 1060*630*740 1

1103 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 かご 550*410*590 6

1104 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 丸椅子 480*480*450 6

1105 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ベビーベッド 1355*790*1330 2

1106 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 机（小） 600*700*700 3

1107 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 机（小） 815*620*700 2

1108 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 机（小・キャスターあ
り）

700*600*700 2

1109 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 スタッキングチェア・台
車

830*570*1430 5 椅子を台車に
載せた状態

1110 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ワゴン（カラー） 620*1400*1060 1

1111 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 テーブル（折りたたみ） 900*450*100 4

1112 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 マット収納箱（キャス
ターあり）

1100*225*700 5

1113 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ワゴン（プロジェクター
用）

600*450*1200 2

1114 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫（ガラス引き戸・上
下１×１）

1800*400*880 2

1115 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 テレビ・台 830*700*1800 1

1116 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 棚（小・キャスターあ
り）

600*620*700 1

1117 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 カート（アクリル板・青） 900*450*800 1 母親教室用

1118 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー 800*450*1900 2

1119 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー 800*450*2100 3

1120 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー 400*450*1900 1
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1121 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー 800*450*2600 2

1122 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 冷蔵庫 ７00*600*1800 1

1123 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ワゴン 900*450*800 1

1124 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 電話台 500*300*900 1

1125 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 机（折りたたみ） 900*600*700 2

1126 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 長机（折りたたみ） 1800*600*700 2

1127 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 スタッキングチェア・台
車

830*570*1430 2 椅子を台車に
載せた状態

1128 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 事務机 1000*700*750 7 （事業企画担
当）

1129 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫 90*45*230 4

1130 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫 390*620*750 1 引出２段

1131 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 脇机 400*700*700 2

1132 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 レターケース 950*400*900 1

1133 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 レターケース 330*400*900 1

1134 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 レターケース 270*300*400 1

1135 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書棚 600*350*500 6 机下

1136 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 パソコンデスク 850*730*1400 1

1137 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 プリンタ 500*600*460 1 C710

1138 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 プリンタ 500*470*290 1 LP-8900

1139 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

カウンター 1800*700*700 1

1140 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 パンフレットスタンド 280*650*1650 1

1141 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 いす 600*600*900 3 職員用

1142 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 いす 600*450*750 2 来客用

1143 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 丸いす 400*400*450 5 来客用

1144 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 傘立て 200*200*500 1

1145 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 電話台 200*330*460 2

1146 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ソフトパーテーション 1800*300*1500 1 仕切り幕

1147 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 冷蔵庫 550*600*1800 1 薬品用

1148 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 冷蔵庫 600*620*1400 1 薬品用

1149 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 冷蔵庫 450*530*750 1

1150 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

両袖机 １５３０＊７６0＊７４0 1 部長用

1151 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

肘付椅子 ７８0＊５５0＊１００0 1 部長用

1152 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ロッカー ９０0＊４６0＊７４0 2 部長用
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1153 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

両袖机 １５３0＊７６0＊７４0 1 センター長用

1154 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

肘付椅子 ５４0＊５２0＊９０0 1 センター長用

1155 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

袖机 ４０0＊７６0＊７４0 1 センター長用

1156 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ロッカー ９０0＊４６0＊１２６0 1 センター長用

1157 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

レターケース ９０0＊７５0＊１０８0 1 センター長用

1158 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

両袖机 １４６0＊７６0＊７４0 1 課長用

1159 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

肘付椅子 ５７0＊５２0＊９０0 1 課長用

1160 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ロッカー ９０0＊４６0＊７４0 2 課長用

1161 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

机下収納ロッカー ５０0＊３５0＊６１0 1 課長用

1162 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

片袖机 １０５0＊７６0＊７４0 1 運営企画係
長用

1163 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

袖机 ４０0＊６５0＊７４0 1 運営企画係
長用

1164 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

肘付椅子 ５７0＊５２0＊９０0 1 運営企画係
長用

1165 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

机下収納ロッカー ５０0＊３５0＊６１0 1 運営企画係
長用

1166 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

片袖机 １０５0＊７３0＊７４0 8 運営企画係
職員用

1167 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

片袖机 １１０0＊７０0＊７１0 2 運営企画係
職員用

1168 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

椅子 ４４0＊４４0＊８５0 5 運営企画係
職員用

1169 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

机下収納ロッカー ５０0＊３５0＊６１0 9 運営企画係
職員用

1170 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

金庫 ９８0＊６５0＊１０８0 1 運営企画係

1171 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

茶棚 760*410*1740 1 運営企画係

1172 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書類ロッカー 390＊620＊740 1 運営企画係

1173 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書類ロッカー 390＊620＊740 1 運営企画係

1174 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書類ロッカー 390＊620＊740 1 運営企画係

1175 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書類ロッカー 390＊620＊１１２0 1 運営企画係

1176 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書類ロッカー 900＊４７0＊１１４0 1 運営企画係

1177 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書類ロッカー 900＊４７0＊１１４0 1 運営企画係

1178 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書類ロッカー 900＊４５0＊６９0 1 運営企画係

1179 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ファイルケース（透明） ５４0＊３４0＊６０0 1 運営企画係

1180 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ファイルケース（透明） ９０0＊４５0＊１１０0 1 運営企画係

1181 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ファイルケース（透明） ３２0＊４０0＊８８0 1 運営企画係

1182 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ファイルケース（透明） ５４0＊４０0＊８８0 1 運営企画係

1183 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ファイルケース（透明） ２６0＊３４0＊４６0 1 運営企画係

1184 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

プリンター台 ６５0＊６１0＊１１５0 1 運営企画係

37/42
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No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

1185 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

プリンター台 ６５0＊６１0＊１２５0 1 運営企画係

1186 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

プリンタ-カバー ７１0＊６８0＊３６0 1 運営企画係

1187 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

傘たて ５５0＊３０0＊５０0 1 運営企画係

1188 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

パンフ・ラック ５５0＊４０0＊１５０0 1 運営企画係

1189 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

カウンター 1200*700*700 1

1190 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

カウンター 1800*700*700 1

1191 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

椅子 ４２0＊４２0＊７５0 3 運営企画係

1192 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

回転椅子 ４４0＊４４0＊８０0 2 運営企画係

1193 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

丸椅子 ３９0＊３９0＊４４0 2 運営企画係

1194 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

カウンター 1800*700*700 1

1195 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

椅子 ４７0＊４７0＊８８0 4 運営企画係

1196 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

応接テーブル １２０0＊５０0＊４５0 1 運営企画係

1197 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

応接ソファア １７６0＊７０0＊７０0 1 運営企画係

1198 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

応接ソファア ７０0＊７０0＊７０0 2 運営企画係

1199 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

コピー機 １２０0＊８０0＊１１５ 1

1200 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

リソグラフ ６３0＊７１0＊１０0０ 1

1201 福祉保健
センター

全体共用 福祉保健課事
務室

シュレッター ５０0＊５０0＊８５0 1

1202 福祉保健
センター

全体共用 福祉保健課事
務室

ファクシミリ ５０0＊５０0＊５０0 1

1203 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

ファクシミリ台 ５５0＊４３0＊６２0 1

1204 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー ４０0＊４５0＊９７0 1 印刷コーナー
紙置き

1205 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー(更衣室）４連 ９０0＊５０0＊１８０0 5

1206 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー(更衣室）１連 ３２0＊５０0＊１８０0 3

1207 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 冷蔵庫 ５３0＊５５0＊１４５0 1 薬品用

1208 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー(更衣室）４連 ９０0＊５０0＊１８０0 4

1209 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー(更衣室）10連 ２２３0＊５０0＊１８０ 1

1210 全体共用 福祉保健課 更衣室 ロッカー(更衣室）１連 ４５0＊５０0＊１８０0 1

1211 全体共用 福祉保健課 書庫 ロッカー(扉付） 890＊380＊1800 1 ４F倉庫５
サーズ

1212 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890＊450＊1800 1 ４F倉庫６

1213 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890＊450＊1800 1 ４F倉庫７

1214 全体共用 福祉保健課 書庫 ロッカー 900＊450＊800 1 ４F倉庫２１

1215 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

テーブル 1200×750×700 1

1216 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

テーブル 1

38/42



別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）
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1217 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

テーブル 9

1218 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

OAテーブル 2

1219 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

OAテーブル 4

1220 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

低床型プリンタ台 1

1221 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

CZデスク 700×700×700 1

1222 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

CZデスク 1200×700×700 1

1223 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

CZデスク 1600×700×700 1

1224 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

応接用いす 18

1225 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

事務用いす 30

1226 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

肘つき事務用いす 4

1227 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

金庫 1

1228 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

スチール物品棚 4

1229 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

OAラック 1

1230 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

OAラックUPS棚 1

1231 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

UPSボックス 5

1232 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

デスクアンダーラック 9

1233 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

カウンター用可動式書
類入れ（サービスワゴ

6

1234 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

複合機（台付） 1

1235 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

システム用卓上プリン
タ台

8

1236 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

システム用卓上プリン
タ台（大）

6

1237 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

書庫（両開き）・上置き 900*450*80 9

1238 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

書庫（両開き） 900*450*1100 1

1239 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

書庫（シャッター） 900*450*1100 3

1240 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

書庫（引き違い） 900*450*1100 4

1241 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

書庫（引き違いガラス） 1760×400×1120 1

1242 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

オープン保管庫 900×450×37 5

1243 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

書庫（引き違いガラス） 1760×400×880 2

1244 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

片袖机 1300×750×750 52

1245 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

両袖机 1350×750×750 1

1246 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

脇机 900×450×450 10

1247 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

シュレッダー 900×500×500 1

1248 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

食器入れ 1800×900×450 2
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1249 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

冷蔵庫 1300×650×600 1

1250 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

住基端末台 1000*800*730 1

1251 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

社保端末台 1000*800*730 1

1252 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

電算システム端末台 700*800*1150 1

1253 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

引き戸式書庫 1100×900×450 1

1254 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

引き戸式書庫上のラッ
ク

3500×900×450 1

1255 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

コピー機 ７00×700×1200 1

1256 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

ＦＡＸ 500×550×1100 1

1257 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

事務机（中） 1050*730*740 11

1258 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

事務机（大） 1460*730*740 1

1259 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

袖机 400*720*740 2

1260 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

ＯＡ机 800*700*650 2

1261 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（天井） 900*450*470 3

1262 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（天井・浅型） 900*450*310 2

1263 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（食品オープ
ン）

900*450*1040 1

1264 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（食品レター
ケース）

900*450*1100 1

1265 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（環境レター
ケース）

900*450*1110 1

1266 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（環境上段） 900*450*185 1

1267 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

カウンター（食品台帳） 900*470*1070 2

1268 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

受付机 1800*700*700 2

1269 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

ワゴン 700*450*700 1

1270 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

レンジ 405*328*400 1

1271 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

リサイクルボックス 510*370*820 1

1272 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

冷蔵庫 600*640*1700 1

1273 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

打ち合わせ机 1500*750*680 1

1274 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

レジ機 460*430*400 1

1275 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

レジ台 635*420*690 1

1276 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

プリンター（白黒） 500*600*460 1

1277 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

プリンター台 650*600*650 1

1278 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

プリンター（カラー） 500*650*340 1

1279 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

プリンター台 600*600*690 1

1280 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

プリンター袖机 380*600*700 1
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1281 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（上・ガラス） 900*450*1040 2

1282 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（下） 900*450*1120 2

1283 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（上） 900*450*1040 2

1284 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（下・引出し） 900*450*1120 2

1285 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類ロッカー 880*380*1800 1

1286 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

ロッカー 880*400*1760 2

1287 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

ロッカー（ガラス戸） 880*400*1760 1

1288 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

戸棚（ガラス） 900*400*1000 2

1289 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

戸棚（引き出し） 900*520*800 2

1290 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

培養ふ卵器 800*670*1400 1

1291
南部農政事務所

駐車場 貨物自動車 1

1292
南部農政事務所

駐車場 乗用自動車 4

1293
南部農政事務所 南部農政事務所

衣類乾燥機 1

1294
南部農政事務所

更衣室 ロッカー２人用 600*510*1730 2

1295
南部農政事務所

更衣室 ロッカー３人用 900*510*1730 7

1296
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(ｷﾝｸﾞﾏｯﾌﾟﾛｯｶｰ） 970*450*1340 2

1297
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(ﾌﾟﾗｽ　ｶﾞﾗｽ引違
い　上）

1210*420*880 1

1298
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ３段ｵｶﾑ
ﾗN473ZB）

900*460*1160 2

1299
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(上置用両開き　ｵ
ｶﾑﾗN431ZZ）

900*460*740 2

1300
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(下置用両開き　ｵ
ｶﾑﾗN431ZB）

900*460*820 1

1301
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(上置用　ｵｶﾑﾗ
N430DZ）

900*460*580 14

1302
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(ｶﾞﾗｽ戸式　ｵｶﾑﾗ
N433AZ）

900*460*1090 1

1303
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫（引違い　3号ｽﾁｰ
ﾙ戸ﾍﾞｰｽ付）

880*400*940 1

1304
南部農政事務所 南部農政事務所

応接ｾｯﾄ（テーブル） 900*450*450 1

1305
南部農政事務所 南部農政事務所

応接ｾｯﾄ（両肘イス） 670*650*730 2

1306
南部農政事務所 南部農政事務所

応接ｾｯﾄ（長イス） 1400*650*730 1

1307
南部農政事務所 南部農政事務所

カウンター(ﾌﾟﾗｽ
SK260）

1800*510*960 1

1308
南部農政事務所 南部農政事務所

カウンター(ｳﾁﾀﾞ1F型） 2400*800*910 2

1309
南部農政事務所 南部農政事務所

両袖机 1460*730*750 2

1310
南部農政事務所 南部農政事務所

片袖机 1050*730*750 23

1311
南部農政事務所 南部農政事務所

脇机 400*730*750 15

1312
南部農政事務所 南部農政事務所

その他机（OAﾃﾞｽｸ） 1190*430*600 7
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別紙５－１　市が移設予定の什器備品一覧（区役所）（参考）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

1313
南部農政事務所 南部農政事務所

椅子類 17

1314
南部農政事務所 南部農政事務所

衝立（ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｽｸﾘｰ
ﾝ）

450*230*650 2

1315
南部農政事務所 南部農政事務所

下駄箱（ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ
302-0018）

1

1316
南部農政事務所 南部農政事務所

掃除用具入れ（ﾌﾟﾗｽ
22-453）

450*520*1790 1

1317
南部農政事務所 南部農政事務所

整理箱（ｾﾝﾄﾗﾙﾏｲﾚﾀ-
T-310）窓口用

800*330*500 6

1318
南部農政事務所 南部農政事務所

シュレッダー 430*300*600 2

1319
南部農政事務所 南部農政事務所

テレビ 540*350*450 1

1320
南部農政事務所 倉庫（駐車場）

物置 3050*1000*2150 1

1321
南部農政事務所 倉庫（駐車場）

物置 2200*1400*2150 1

1322
南部農政事務所

公用車用駐輪
場

自転車 2
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区民文化センター）

　　　　　　　品　　　　　　　名 　数　量 　単　位

舞台（大道具） 平台（大） 台

舞台（大道具） 平台（小） 台

舞台（大道具） 平台用運搬車 台

舞台（大道具） 開き足 個

舞台（大道具） 箱足 個

舞台（大道具） 木台 個

舞台（大道具） ひな段け込み 式

舞台（大道具） 地絣（じがすり） 枚

舞台（大道具） パンチカーペット（大） 枚

舞台（大道具） パンチカーペット（小） 枚

舞台（大道具） 紗幕 枚

舞台（大道具） 舞台用階段 2 台

舞台（大道具） バレエ用シート 枚

舞台（大道具） 台車（手押車） 台

舞台（演奏用） 指揮者台 1 台

舞台（演奏用） 指揮者用譜面台 1 台

舞台（演奏用） 譜面台 台

舞台（演奏用） 折畳椅子（演奏者用） 脚

舞台（演奏用） 折畳椅子台車（演奏者用） 台

舞台（演奏用） コントラバス用椅子 脚

舞台（演奏用） チェロ台 1 台

舞台（古典芸能用） 所作台 台

舞台（古典芸能用） 所作台運搬車 台

舞台（古典芸能用） 開丁場 台

舞台（古典芸能用） 化粧框（けしょうかまち） 台

舞台（古典芸能用） 金屏風 1 双

舞台（古典芸能用） 緋毛氈（ひもうせん） 枚

舞台（古典芸能用） 長座布団 枚

舞台（古典芸能用） 高座用座布団 枚

舞台（古典芸能用） 上敷（じょうじき）大 枚

舞台（古典芸能用） 上敷（じょうじき）小 枚

舞台（古典芸能用） めくり台（プログラムスタンド） 1 台

舞台（講演用） 演台 1 台

舞台（講演用） 花台 1 台

舞台（講演用） 司会者台 1 台

舞台（講演用） ホワイトボード 1 台

舞台（講演用） 国旗・市旗 各１ 枚

舞台（講演用） 長机 台

舞台（映像） ビデオプロジェクター 1 台

舞台（映像） ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ用ズームレンズ 1 台

ここに表示する備品は、最低限必要なものの例示であり、他に必要と思われる備品があれば、提案時に示してください。ま
た、必要数が表示されていないものの数量については、提案によります。

　　　　保　　　　管　　　場　　　　所
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区民文化センター）

舞台（映像） ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ用スクリーン 1 台

舞台（映像） ＤＶＤ／ＶＨＳデッキ 1 台

舞台（照明） マップケース 1 台

舞台（照明） マップケースベース 1 台

舞台（照明） 椅子(ハイタイプ) 脚

舞台（音響） ステレオバー 1 台

舞台（音響） コンデンサー・マイクセット 1 式

舞台（音響） ダイナミック・マイクセット 1 式

舞台（音響） ワイヤレスマイク 本

舞台（音響） カセットデッキ 1 台

舞台（音響） MＤレコーダー 1 台

舞台（音響） ＤＡＴレコーダー 1 台

舞台（音響） ＣＤプレーヤー 1 台

舞台（音響） 移動式スピーカー 1 台

舞台（音響） モニタースピーカー 1 台

舞台（音響） 音響効果器（エフェクター） 1 台

ホール（客席） 補助椅子（折畳椅子等） 約５０ 脚

ピアノ庫 フルコンサートグランドピアノ 1 台

ピアノ庫 ピアノ防護フルカバー 1 枚

ピアノ庫 ピアノ用椅子 2 脚

ピアノ庫 ピアノ運搬車 1 台

ピアノ庫 ピアノ補助ペダル 2 個

ピアノ庫 電子式温湿度記録計 1 台

ピアノ庫 除湿機 1 台

倉庫１ 中量棚 1 台

倉庫１ 中量棚 1 台

倉庫２ 車椅子 1 台

倉庫２ 乾湿両用掃除機 1 台

ホワイエ ドリンクテーブル 台

ホワイエ ホワイエ用ベンチ 脚

ホワイエ ホワイエ用長椅子 脚

ホワイエ チケットもぎり用カウンター 台

ホワイエ ちらし置き場

ホワイエ 長机（主催者用） 台

ホワイエ 折畳椅子（主催者用） 脚

ホワイエ サインスタンド 台

ホワイエ AED 1 台

音響室・調光室 折畳椅子 脚

音響室・調光室 長机 1 台

音響室・調光室 保管庫 台

楽屋１ 長机 1 台

楽屋１ 姿見(ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ) 1 台

楽屋１ ハンガーラック 1 台

楽屋１ 小型冷蔵庫 1 台

楽屋１ 金庫 1 台

楽屋２ 長机 1 台
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区民文化センター）

楽屋２ 椅子 脚

楽屋２ 姿見(ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ) 1 台

楽屋２ ハンガーラック 1 台

楽屋２ 小型冷蔵庫 1 台

楽屋２ 金庫 1 台

楽屋３（和室） 長机 1 台

楽屋３（和室） 姿見(ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ) 1 台

楽屋３（和室） ハンガーラック 1 台

楽屋３（和室） 小型冷蔵庫 1 台

楽屋３（和室） 金庫 1 台

楽屋４ 姿見(ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ) 1 台

楽屋４ ハンガーラック 1 台

楽屋４ 小型冷蔵庫 1 台

楽屋４ 金庫 1 台

受付 OA椅子 脚

受付 肘付きチェアー（来客用） 脚

受付 卓上パンフレットスタンド 台

練習施設周辺 コインリターン式ロッカー 台

事務室 シュレッダー 1 台

事務室 レジスター 1 台

事務室 新聞架 1 台

事務室 裁断機（刃受け付き） 1 台

事務室 耐火用金庫 1 台

事務室 非常用メガホン 2 個

事務室 MＤ・CD付ラジオ 1 台

事務室 留守番電話装置 1 台

事務室 打合せ用長机 1 台

事務室 折畳椅子 脚

事務室 職員用机 台

事務室 脇机 1 台

事務室 職員椅子 脚

事務室 冷凍冷蔵庫 1 台

事務室 食器棚 1 台

事務室 電気ポット 台

事務室 トランシーバー 台

事務室 ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ用急速充電器 台

事務室 大工道具セット 1 組

事務室 印刷機 1 台

倉庫 脚立 1 台

倉庫 台車 1 台

倉庫 掃除機 1 台

ＥＶホール サインスタンド 台

リハーサル室（大道具） 折畳椅子（演奏者用） 脚

リハーサル室（大道具） 折畳椅子台車（演奏者用） 台

リハーサル室（演奏用） セミコンサートグランドピアノ 1 台

リハーサル室（演奏用） ピアノ防湿フルカバー 1 枚
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区民文化センター）

リハーサル室（演奏用） ピアノ用椅子 1 脚

リハーサル室（演奏用） ピアノ補助ペダル 1 個

リハーサル室（演奏用） 譜面台 台

リハーサル室（音響） ワイヤレスマイク 2 本

リハーサル室（音響） 録音用ステレオマイク 1 本

リハーサル室（音響） マイクスタンド 1 台

リハーサル室（音響） 移動型スピーカー 2 台

リハーサル室（音響） 移動型スピーカースタンド 2 台

リハーサル室（音響） 音響ワゴン（ミキサー） 1 台

リハーサル室（音響） 音響ワゴン（ラックマウントキット） 1 組

リハーサル室（音響） 音響ワゴン（ｺﾝﾊﾟｸﾄﾐｷｻｰ） 1 台

リハーサル室（音響） 音響ワゴン（ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ） 1 台

リハーサル室（音響） 音響ワゴン（カセット） 2 台

リハーサル室（音響） 音響ワゴン（ＭＤ） 2 台

リハーサル室（音響） 音響ワゴン（ラック） 1 台

リハーサル室 長机 台

リハーサル室 傘立て 1 個

リハーサル室 サインスタンド 1 台

練習室１ アップライトピアノ 1 台

練習室１ ピアノ補助ペダル 1 台

練習室１ 折畳椅子 脚

練習室１ 譜面台 台

練習室２ ギターアンプ 3 台

練習室２ ベースアンプ 2 台

練習室２ 電子ピアノ 1 台

練習室２ 電子ピアノ用スタンド 1 台

練習室２ ドラムセット 2 台

練習室２ ドラムマット 2 枚

練習室２ 移動型スピーカー 2 台

練習室２ 移動型スピーカースタンド 2 台

練習室２ 音響ワゴン（ミキサー） 1 台

練習室２ 音響ワゴン（ラックマウントキット） 1 組

練習室２ 音響ワゴン（ｺﾝﾊﾟｸﾄﾐｷｻｰ） 1 台

練習室２ 音響ワゴン（ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ） 1 台

練習室２ 音響ワゴン（カセット） 2 台

練習室２ 音響ワゴン（ＭＤ） 2 台

練習室２ 音響ワゴン（ラック） 1 台

練習室２ 譜面台 台

練習室２ 折畳椅子 脚

練習室２ 長机 台

練習室３ 折畳椅子 脚

練習室３ 長机 台

練習室３ 譜面台 台

創作室 折畳椅子 脚

創作室 長机 台

創作室 譜面台 台
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区民文化センター）

ギャラリー 電子センサー式湿温度記録計 台

ギャラリー 食器棚 1 台

ギャラリー 電気ポット 台

ギャラリー 折畳椅子 脚

ギャラリー 展示用机 台

ギャラリー 展示用机台車 台

ギャラリー 長机 台

ギャラリー 脚立 台

ギャラリー 長椅子 脚
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区役所）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

1 総務部 総務課 総務課事務室 書庫 900*430*2140 1 副区長席付
近

2 総務部 総務課 総務課事務室 書庫 900*430*2140 5 庶務係

3 総務部 総務課 総務課事務室 書類ロッカーキャビ
ネット

390*620*1330 2 庶務係

4 総務部 総務課 総務課事務室 事務椅子（管理職） 600*600*900 2 庶務係

5 総務部 総務課 総務課事務室 事務椅子（職員） 600*600*900 3 庶務係

6 総務部 総務課 総務課事務室 事務椅子 600*600*900 4 予算調整係

7 総務部 総務課 総務課事務室 事務椅子 600*600*900 8 統計選挙係

8 総務部 総務課 総務課事務室 食器棚 720*400*1750 1 統計選挙係

9 総務部 総務課 総務課窓口 カウンター 1800*460*900 1 廊下（４階）

10 総務部 総務課 メールコー
ナー

メールボックス 1800*460*1610 1

11 総務部 総務課 ＯＡコーナー スチール棚 1830*780*2420 5

12 総務部 総務課 ＯＡコーナー スチール棚 890*450*1800 2

13 総務部 総務課 区長室 書架（大） 1800*520*1790 1

14 総務部 総務課 区長室 書架（中） 900*520*1790 1

15 総務部 総務課 区長室 ロッカー 450*520*1790 1

16 総務部 総務課 特別会議室 両開き書庫 890*400*2150 7 ４階特別会議
室

17 総務部 総務課 特別会議室 引き違い書庫 790*400*1250 8 ４階特別会議
室

18 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

書棚 900*450*2200 12

19 総務部 総務課 選挙管理
委員会室

スチール棚 3000*600*1820 1

20 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

棚（１段） 7500*1500*1800 1 記載台等

21 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

棚（１段） 7500*1000*1800 1 記載台等

22 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

棚（１段） 4150*1500*1600 1 養生シート等

23 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

棚（１段・可動式） 4100*1500*2400 1 投票箱等

24 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

棚（２段・可動式） 8000*950*2400 1 開票物品等

25 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

棚（１段） 7000*1500*1800 1 防災用品・
長机等

26 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

棚（１段） 7000*1000*1800 1 防災用品・
長机等

27 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

棚（１段） 8000*1000*1800 1 廃品置場・
開票用カゴ等

28 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

作業用テーブル 1800*900*680 2

29 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

作業用テーブル 1000*800*690 1

30 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

書棚ラック（４段） 900*460*2100 7 投票所物品
等

31 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

冷蔵庫 500*500*1200 1
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区役所）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

32 総務部 総務課 選挙管理委員
会倉庫

食器棚 830*320*1050 1

33 総務部 総務　防災 防災倉庫 ラック（ゴムボート、ゴ
ム胴衣、ほ乳びん等）

650*1800*2100 1 1FAB横

34 総務部 総務　防災 防災倉庫 ラック（携行ガソリン
缶、救命胴衣、ブルー

680*950*2100 2 1FAB横

35 総務部 総務　防災 防災倉庫 ラック（封筒、軍手、タ
オル、ブランケット等）

860*460*2130 1 4F防災倉庫

36 総務部 総務　防災 防災倉庫 ラック（合羽、長靴、
シュラフ、簡易ベッド）

1190*600*2100 1 4F防災倉庫

37 総務部 総務　防災 防災倉庫 ラック（電話器、無線
機）

1300*460*1800 1 4F総務課横

38 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 450*450*2450 1 A扉

39 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*2450 1 B扉・引出

40 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*2450 1 C陳列書棚

41 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*2450 1 C陳列書棚

42 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*2450 1 C陳列書棚

43 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*2450 1 C陳列書棚

44 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*2450 1 C陳列書棚

45 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

キッチンキャビネット 900*450*1790 1

46 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

書架 900*450*1790 1 キッチン横

47 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

事務椅子 520*620*910 1 職員個人用

48 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

事務椅子 520*620*910 1 職員個人用

49 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（企画調

事務椅子 520*620*910 1 職員個人用

50 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

ハイカウンター
（引戸、中棚型）

1800*460*1000 1

51 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

ローカウンター 1600*700*700 2

52 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

書庫　オープン 885*360*2040 4

53 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

スチールラック 880*460*1810 1

54 総務部 区政推進課 区政推進課事
務室（広報相

事務椅子 2

55 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

事務椅子 11

56 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*450*2140 2 両開き

57 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚 900*450*2140 1 消耗品用（ド
アなし）

58 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

書棚（４段） 400*450*1280 1

59 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

食器棚 600*400*1800 1

60 総務部 地域振興課 地域振興課事
務室

ワイヤーラック 600*450*1900 1 プリンター
ＦＡ*用

61 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 書庫（シャッター付） 900*450*2350 9

62 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 書庫（両開き） 900*450*2350 4
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No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）
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63 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 書庫（金庫付） 900*450*2350 1

64 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 書庫（引戸・上部ガラ
ス入）

900*450*2350 4

65 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務机（片袖） 1000*700*700 10

66 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 事務椅子 600*600*900 10

67 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 住基ネット入力端末用
収納棚（シャッター付）

1500*770*1450 1

68 総務部 戸籍課 戸籍課事務室 カードファイリングキャ
ビネット

600*600*1350 1 印鑑原票

69 総務部 戸籍課 戸籍課事務室
等

事務椅子 450*550*900 30

70 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 スライド式書庫
（３連＊３重）

2700*850*2200 1

71 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 スライド式書庫
（５連＊２重）

5400*720*2201 1

72 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 スライド式書庫
（４連＊２重）

3600*740*2200 2

73 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 スライド式書庫
（３連＊２重）

2400*620*2100 1

74 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 スチール棚 900*450*2100 4

75 総務部 戸籍課 戸籍課書庫 書架 900*350*2100 1

76 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

金庫 500*450*400 1

77 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

事務椅子 21

78 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

事務用机（片袖） 1100*700*700 18

79 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　１ 900*300*1800 7

80 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　２ 900*450*2100 4

81 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　４ 1200*450*1800 2

82 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　６ 900*450*1800 1

83 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　７ 900*300*2100 1

84 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　８ 900*350*2100 1

85 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　９ 900*270*2100 1

86 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　１０ 900*400*1900 2 給報の棚

87 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

書架　１１ 550*350*1300 1 統合窓の棚

88 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

移動式書架　１ 6300*450*2100 1 2連の後

89 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

移動式書架　１ 900*450*2100 6

90 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

移動式書架　２ 4500*270*2100 1 2連の後

91 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

移動式書架　２ 900*270*2100 4

92 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

移動式書架　３ 6300*370*2100 1 2連の後

93 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

移動式書架　３ 900*370*2100 6
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94 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

移動式書架　４ 5400*370*2100 1 3連の後

95 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

移動式書架　４ 900*370*2100 10

96 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

両開書庫　１ 900*410*1850 1 地紋紙入れ

97 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

両開書庫　６ 900*400*1800 2

98 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

引き違書庫　２ 1800*500*1850 1 本棚

99 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

引出型書庫　１ 510*620*1350 2

100 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

引出型書庫　２ 600*620*1350 1

101 総務部 税務課 課税担当事務
室(市民税)

ローカウンター 1300*900*700 1 新設希望

102 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書庫 880*400*1780 1 書籍

103 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 900*300*1870 1 プルーフ

104 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

キャビネット 455*620*1400 2 登記通知

105 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 900*450*2130 1 文書ファイル

106 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 900*450*2150 1

107 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 560*350*1650 1 薬缶、茶こし

108 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

移動式スライド書庫 900*350*2150 12 過年度課税
台帳

109 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 900*300*1800 1

110 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

移動式スライド書庫 1900*380*2000 7 土地計算票
等

111 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

書架 900*450*2100 1

112 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

マップロッカー 770*400*1100 1 閲覧図

113 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

マップロッカー 970*470*1320 1 閲覧図

114 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務机 1060*730*740 14

115 総務部 税務課 課税担当事務
室(土地)

事務椅子 19

116 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

キャビネット 3500*620*1400 21 パンチカード

117 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

移動式書架 1330*500*2250
②

1 課税台帳等

118 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

食器棚 900*300*1760 1

119 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

事務椅子 9

120 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

書庫 900*340*2140 1 窓側

121 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

書架 900*450*2100 1 窓側

122 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

書架 900*300*1780 1 パンチカード
キャビネット

123 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

書庫 880*380*1780 1 パンチカード
キャビネット

124 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

図面ロッカー 970*470*1320 2 パンチカード
裏、窓口横
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125 総務部 税務課 課税担当事務
室(家屋)

移動式書架 4530*350*2300
940*350*2300　④

1 固定男子更
衣室・倉庫

126 総務部 税務課 固定資産税窓
口

書架 900*450*2100 1 カウンター横

127 総務部 税務課 市民税・軽自
動車窓口

記載台　１ 900*460*1100 2

128 総務部 税務課 市民税・軽自
動車窓口

記載台　２ 1800*500*950 1

129 総務部 税務課 市民税・軽自動車
窓口、税証明窓口

ロー記載台 2 新規（市民
税・証明窓口

130 総務部 税務課 市民税・軽自
動車窓口

カウンター　１ 1800*900*900 1 市民税

131 総務部 税務課 市民税・軽自
動車窓口

カウンター　２ 900*900*900 2 市民税

132 総務部 税務課 税統合証明窓
口

カウンター　３ 1300*900*900 1 税証明

133 総務部 税務課 税統合証明窓
口

カウンター　３ 1300*900*900 1 税証明

134 総務部 税務課 税統合証明窓
口

カウンター　４ 1900*900*900 1 税証明

135 総務部 税務課 書庫 棚1 500*398*1790 1

136 総務部 税務課 書庫 棚2 902*452*2150 1

137 総務部 税務課 書庫 ２層式移動式書架 3640*935*2185 1

138 総務部 税務課 書庫 書庫 900*450*1800 6

139 総務部 税務課 書庫 書庫 900*450*1800 3

140 総務部 税務課 納税担当事務
室

事務椅子 600*600*800 13

141 総務部 税務課 納税担当事務
室

ロッカー（課長） 320*520*1800 1

142 総務部 税務課 納税担当事務
室

書庫棚4 900*450*1850 3

143 総務部 税務課 納税担当事務
室

茶棚 610*450*1840 1

144 総務部 税務課 納税担当事務
室

食器棚 450*450*1800 1

145 総務部 税務課 納税担当書庫 平行移動レールつき
書架

370 *660*2130 1

146 総務部 税務課 納税担当書庫 棚１ 900*460*2100 1

147 総務部 税務課 納税担当書庫 棚２ 860*460*2130 2

148 総務部 税務課 納税担当書庫 ファイリングキャビネッ
ト１

387*632*1334 3

149 総務部 税務課 納税担当書庫 ファイリングキャビネッ
ト２

455*632*1400 1

150 総務部 区会計室 区会計室事務
室

書棚 1780*820*2190 1 スライド式

151 総務部 区会計室 区会計室事務
室

書棚 900*410*2150 1

152 総務部 区会計室 区会計室事務
室

書棚 900*450*2150 4

153 総務部 区会計室 区会計室事務
室

食器棚 600*450*1800 1

154 総務部 区会計室 区会計室事務
室

事務椅子 3

155 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

事務椅子 29
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156 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

キャビネット引戸型
（ベースを含む）

900*450*2100 2

157 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

キャビネット両開き扉
型

900*450*2100 2

158 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

キャビネットオープン棚
型

900*450*2100 2

159 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

書庫（両開き） 900*450*2010 21

160 福祉保健
センター

保険年金課 保健年金課事
務室

移動書庫 900*450*2010 19

161 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

事務椅子 12

162 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（衛1・2） 900*450*2130 2

163 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（衛3～8レー
ル型）

900*780*2210 7

164 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（衛9・10） 900*450*2130 2

165 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（衛11） 900*450*2130 1

166 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（環境3段） 900*450*1290 1

167 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（環境台帳） 390*620*1340 1

168 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

食器棚 900*450*1800 1

169 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書類戸棚（縦長） 900*450*2160 1

170 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

書棚（鉄骨） 860*460*2130 2

171 福祉保健
センター

生活衛生課 生活衛生課事
務室

棚（鉄骨） 1200*450*1800 1

172 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書庫 900*450*1800 1

173 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書庫 900*450*1500 1

174 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書庫 900*530*2500 6

175 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書庫 900*460*2130 3

176 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

可動式書庫（２列式） 3600*900*2200 1

177 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

食器キャビネット 900*450*1800 1

178 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

事務椅子 650*650*900 7

179 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

事務椅子 440*440*850 5 運営企画係
職員用

180 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚（壁設置）
上：書棚、下：ファイル

900*450*2150 1 運営企画係

181 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚（壁設置） 900*450*2150 1 運営企画係

182 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚（壁設置） 900*450*2150 1 運営企画係

183 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚（壁設置） 900*450*2150 1 運営企画係

184 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚（壁設置） 900*450*2150 1 運営企画係

185 福祉保健
センター

福祉保健課 福祉保健課事
務室

書棚（壁設置） 900*450*2150 1 運営企画係

186 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

事務椅子 450*450*800 31
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区役所）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)
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187 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

食器棚 900*400*1900 1

188 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

引き出し書庫 400*450*1300 1

189 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

引き出し書庫 800*450*1300 3

190 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚 900*450*1420 1

191 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ラック（封筒在庫置き
場）

1800*430*1800 1

192 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書庫 800*450*2100 3

193 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ファイルキャビネット
（４段）

400*620*1340 1

194 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ファイルキャビネット
（４段）

390*620*1340 1

195 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚 750*430*1800 1

196 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚 900*430*2130 1

197 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚 900*280*2200 16

198 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚 800*450*2100 1

199 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚 900*450*1800 2

200 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚 900*500*1730 1

201 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書棚 1730*500*1730 1

202 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

トレー棚 800*500*1850 1

203 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

ファイルキャビネット
（介護認定関係書類）

400*620*1340 40 介護保険担当

204 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書庫内の封筒、廃棄申請書
類、調査員マニュアル等）

800*450*2570 3

205 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書庫（保管廃棄書類） 800*450*2500 6

206 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

保管廃棄書類・封筒 800*450*2500 3

207 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

Ｆｃ 390*620*1340 2

208 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書庫 900*290*2150 8

209 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

書庫 900*290*2150 6

210 福祉保健
センター

高齢・障害支援課 高齢・障害支
援課事務室

雑誌架 1000*400*1880 1

211 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

事務椅子 450*450*800 17

212 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

白スチール棚（観音開
き）

880*380*1790 1

213 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書棚（観音開き）特大 880*380*2180 7

214 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書庫(下：引き出し型、
上：スライド型）

900*460*2150 3

215 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書庫(上下スライド型） 900*460*2300 1

216 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

お茶キャビネット 900*410*1800 1

217 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

スチール戸棚（スライ
ド）中

910*460*1210 1
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218 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

4段引出し型キャビネ 390*620*1330 3

219 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

グレー観音開きキャビ
ネ

880*520*1780 1

220 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

グレーファイルキャビ
ネット（4段）

410*760*1310 1

221 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書棚 1800*800*1540 1

222 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書棚 1300*610*2110 10

223 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

書棚 890*480*2100 5

224 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

平行移動書棚 900*600*2100 1

225 福祉保健
センター

こども家庭支援課 こども家庭支
援課事務室

平積み書類 900*600*2100 1

226 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 事務椅子 450*450*800 16

227 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 高収納書庫（奥）移動
式

890*320*2200 14

228 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 高収納書庫（表）移動
式

890*320*2200 11

229 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 書庫 890*320*2200 1

230 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 食器棚 600*400*1300 1

231 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 高収納書庫（奥）移動
式

900*500*2100 7

232 福祉保健
センター

保護課 保護課事務室 高収納棚 900*500*2100 4

233 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 グレースチールキャビ
ネ

890*380*1800 1

234 福祉保健
センター

こども家庭支援課 健康相談室 白ガラス薬品棚 910*360*1730 1

235 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 乳児用ベッド（小） 950*610*880 4

236 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 白スチールロッカー（３
連）

900*500*1790 1

237 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 白ガラス薬品棚 900*400*1720 1

238 福祉保健
センター

こども家庭支援課 母子相談室 グレースチール棚（観
音開き）

880*380*1790 2

239 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

スチール戸棚（観音開
き）２段

900*400*2130 3

240 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

スチール戸棚（上：観
音開き、下：スライド）

900*400*2130 3

241 福祉保健
センター

こども家庭支援課 受付及び受付
事務室

引出型スチール３段棚 540*620*1320 5

242 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

書棚（引き出し、４段） 450*620*1400 1

243 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

書棚 1215*400*1860 1

244 福祉保健
センター

福祉保健課 エックス線撮
影室

書棚（引き出し、３段） 480*520*1340 1

245 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 キャビネット（大） 900*450*2300 1

246 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 歯科用キャビネット 900*360*1680 1

247 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 洗面台 560*450*710 1

248 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 スチール棚 800*350*1480 1
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249 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 丸椅子 480*480*460 4

250 福祉保健
センター

福祉保健課 歯科相談室 ストーブ 280*120*300 1

251 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 衛生材料棚（ガラス
戸）

900*360*1720 2

252 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 衛生材料棚（ガラス
戸）

1220*460*1720 1

253 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 棚 900*1000*2200 1

254 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫 900*400*1800 5

255 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫 880*380*1770 1

256 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫 880*520*1770 1

257 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 棚 2650*1000*2000 2

258 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 じゅうたん用ラック 1750*760*1750 1

259 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 スチールラック 1200*450*1800 1

260 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 戸棚(木製作りつけ） 2100*700*2600 1

261 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 食器棚 17600*520*1850 2

262 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 作業台付流し（２槽） 18500*600*800 2

263 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ガスレンジ 600*600*800 1

264 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 戸棚(木製作りつけ） 1200*600*2600 1

265 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 調理師範台 24000*900*830 1

266 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 師範台埋込ガスコンロ 740*530*230 1

267 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 移動式作業台 1500*900*800 1

268 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 移動式作業台 920*620*800 1

269 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ラック 600*660*1350 1 電子レンジ用

270 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 ガス湯沸かし器 1

271 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 換気フード 1

272 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 長机（折りたたみ） 1800*450*700 4 破損

273 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 食器棚 600*450*1800 1

274 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫 900*450*1500 2

275 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫 900*400*1400 1 ガラス引戸

276 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 書庫 1350*450*2300 1

277 福祉保健
センター

福祉保健課 健診部門 事務椅子 600*600*900 4 職員用

278
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(ｳﾁﾀﾞ300-7001ｶﾞ
ﾗｽ両開き）

880*380*1790 1

279
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(両開きｵｶﾑﾗ
N436ZB）

900*460*1900 11
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280
南部農政事務所 南部農政事務所

書庫(両開きITO
VGB21M） 委員会窓口

880*500*2100 1

281
南部農政事務所 南部農政事務所

書架（ｽﾗｲﾄﾞ式移動棚
一式ｲﾄｰｷEDS213）

5380*800*2360 1

282
南部農政事務所 南部農政事務所

書架（ｾﾙﾋﾞﾝｸﾞ一式ｲ
ﾄｰｷEDB242-1S）

950*260*2570 1

283
南部農政事務所 南部農政事務所

書架（ｾﾙﾋﾞﾝｸﾞ一式ｲ
ﾄｰｷEDB184.244）

2750*470*2560 1

284
南部農政事務所 南部農政事務所

書架（ｾﾙﾋﾞﾝｸﾞ一式ｲ
ﾄｰｷEDB244-1D）

950*480*2570 4

285
南部農政事務所 南部農政事務所

書架（移動書庫SR-21
SKI　SR-21N）

3650*920*2180 1

286
南部農政事務所 南部農政事務所

書架（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸ　ｺｸ
ﾖZR-PS113N）

760*400*1500 1

287
南部農政事務所 南部農政事務所

戸棚（ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｯﾁﾝ　ｳ
ﾁﾀﾞ26M）

900*450*1790 1

288
南部農政事務所 南部農政事務所

事務椅子 17

289 全体共用
南部農政事務所 倉庫（駐車場）

物置 1900*1000*2150 1

290 全体共用 区政推進課 待合ロビー 書庫コクヨ
05－01－03（２）

800*400*2000 1 ２階庁舎案内

291 全体共用 区政推進課 待合ロビー 書庫プラス 890*400*1850 1 ２階庁舎案内

292 全体共用 区政推進課 待合ロビー 食器棚
01－05－10（2－１）

600*450*1800 1 ２階庁舎案内

293 全体共用 区政推進課 待合ロビー 書庫
（引き出し５段）

350*620*1400 1 ２階庁舎案内

294 全体共用 高齢・障害支援課 待合ロビー 書庫（チラシ配架用） 1000*400*1900 1

295
全体共用 その他

応接コーナー テーブル 1800*750*700 20

296
全体共用 その他

応接コーナー 椅子 80

297
全体共用 その他

応接コーナー パーテーション 278*900*1500 5

298 全体共用 総務課 会議室 ファイリングワゴン 550*450*1800 9 ４階小会議室

299 全体共用 総務課 会議室 棚（両開き） 880*420*1790 1

300
全体共用 その他

大会議室（１
室分）

会議用テーブル（折り
たためるもの）

1800*600*700 50

301
全体共用 その他

大会議室（２
室分）

椅子 100

302
全体共用 その他

小会議室（４
室）

テーブル 1800*750*700 8

303
全体共用 その他

小会議室（４
室）

椅子 40

304
全体共用 その他

打合せ室（２
室）

テーブル 1800*750*700 2

305
全体共用 その他

打合せ室（２
室）

椅子 12

306 全体共用 総務課 書庫 書架棚 2600*610*2100 2 倉庫（シャッ
ター）

307 全体共用 総務課 書庫 書架棚 2600*610*2400 2 倉庫（シャッ
ター）

308 全体共用 総務課 書庫 移動書架 2840*2330*4450 1 倉庫（シャッ
ター）

309 全体共用 区政推進課 書庫 キャビネット（可動式） 900*350*2150 4 1階倉庫

310 全体共用 区政推進課 書庫 書棚 2830*340*2150 2 シャッター倉
庫
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区役所）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

311 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 1180*300*1800 1 ４F倉庫１

312 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 1180*450*1800 1 ４F倉庫２

313 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*1800 1 ４F倉庫３

314 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*1800 1 ４F倉庫４

315 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*1800 1 ４F倉庫８

316 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*1800 1 ４F倉庫９

317 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*2120 1 ４F倉庫１０

318 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*2120 1 ４F倉庫１１

319 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*2120 1 ４F倉庫１２

320 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*2120 1 ４F倉庫１３

321 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 890*450*2120 1 ４F倉庫１４

322 全体共用 福祉保健課 書庫 書棚
上：ガラス、下：引戸

880*400*1800 1 ４F倉庫１５

323 全体共用 福祉保健課 書庫 書棚
上：ガラス、下：引戸

880*400*1800 1 ４F倉庫１６

324 全体共用 福祉保健課 書庫 書棚 900*450*2120 1 ４F倉庫１７

325 全体共用 福祉保健課 書庫 木製棚 430*300*1720 1 ４F倉庫１８

326 全体共用 福祉保健課 書庫 ロッカー(鍵付）
医務

880*400*1770 1 ４F倉庫１９

327 全体共用 福祉保健課 書庫 ロッカー(鍵付）
防災

880*400*1770 1 ４F倉庫２０

328 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 2800*320*2330 1 １F倉庫

329 全体共用 福祉保健課 書庫 棚 900*430*2180 2 １Fヘルパー
ルーム

330 全体共用 総務課 休養室 本棚 810*260*1550 1 女子休養室

331 全体共用 総務課 休養室 スチール棚　大 850*460*2150 3 5階男子休養
室

332 全体共用 総務課 休養室 スチール棚　小 900*450*1800 3 5階男子休養
室

333
全体共用 その他

休憩室 テーブル 1800*750*700 4

334
全体共用 その他

休憩室 椅子 20

335 全体共用 税務課 更衣室 ロッカー3段式9人用か
ぎ付き

900*380*1790 1

336 全体共用 税務課 更衣室 ロッカー3人用かぎ付
き

903*515*1785 1

337 全体共用 税務課 更衣室 ロッカー4人用かぎ付
き

900*515*1785 3

338 全体共用 税務課 更衣室 ロッカー2人用かぎ付
き

607*515*1785 1

339 全体共用 税務課 更衣室 ロッカー1人用 320*520*1800 1

340 全体共用 税務課 更衣室 ロッカー２人用 600*520*1800 2

341 全体共用 税務課 更衣室 ロッカー３人用 900*520*1800 2
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別紙５－１　選定事業者が設置する什器備品一覧（区役所）

No 部 担当課等 部屋等
（新庁舎）

品名 大きさの目安
(W*D*H)

数量 重さ 備考

342 全体共用 税務課 更衣室 ロッカー４人用 900*520*1800 6

343 全体共用 税務課 更衣室 更衣室ロッカー 600*5150*1790 1

344 全体共用 税務課 更衣室 更衣室ロッカー 300*5150*1790 1

345 全体共用 税務課 更衣室 更衣室ロッカー 1200*5150*1790 1

346 全体共用 税務課 更衣室 ４連ロッカー 900*520*1790 8 固定男子更
衣室・倉庫

347 全体共用 税務課 更衣室 航空写真ロッカー 970*470*1320 2 固定男子更
衣室・倉庫

348 全体共用 総務課 機械室 棚（両開き） 880*490*1790 2

349 全体共用 総務課 機械室 スチール棚 1190*600*2120 2

350 全体共用 総務課 機械室 引き出し棚 590*620*1340 1

351 全体共用 総務課 機械室 引き出し棚 300*620*1340 1

352 全体共用 総務課 機械室 スチール棚 1180*490*1600 1

353 全体共用 総務課 機械室 スチール棚 940*440*1590 1

354 全体共用 総務課 業務員室 食器棚 730*300*1380 1 守衛ロッカー
室

355 全体共用 総務課 運転手控室 引き違い書庫 900*450*1110 2

12/12



別紙５－２  

完工時提出物 

1 工事記録写真 ５部 

2 完工図 

ア 完工図（建築）一式（製本図５部、原図１部、縮小版製本５部及び左記入

図面等が収録された電子媒体一式） 

イ 完工図（電気設備）一式（製本図５部、原図１部、縮小版製本５部及び図

面等が収録された電子媒体一式並びに取扱説明書５部） 

ウ 完工図（機械設備）一式（製本図５部、原図１部、縮小版製本５部及び図

面等が収録された電子媒体一式並びに取扱説明書５部） 

エ 完工図（昇降機設備）一式（製本図５部、原図１部、縮小版製本５部及び

図面等が収録された電子媒体一式並びに取扱説明書５部） 

オ 完工図（舞台設備）一式（製本図５部、原図１部、縮小版製本５部及び図

面等が収録された電子媒体一式並びに取扱説明書５部） 

カ 完工図（什器・備品配置票）一式（製本図５部、原図１部、縮小版製本５

部及び図面等が収録された電子媒体一式） 

3 什器備品リスト ５部 

4 什器備品カタログ ５部 

5 完工写真 ５部 

なお、完工写真の著作権等については、次のとおりとすること。 

・選定事業者は市による完工写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するも

のでないことを市に対して保証する。選定事業者は、かかる完工写真が第三者

の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、または必要な

措置を講じなければならないときは、選定事業者がその賠償額を負担し、又は

必要な措置を講ずること。 

 

選定事業者は完工写真の使用について次の事項を保証すること。 

・完工写真は、市が行う事務並びに市が認めた公的機関の広報等に、無償で使用

することができるものとする。この場合において、著作権名を表示しないこと

ができるものとする。 

・選定事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、完工写真が公表され

ないようにし、かつ、完工写真が市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡

されないようにすること。 

 



 

別紙７－１ 業務実施体制（兼務）の考え方 
 
１ 総括責任者 
総括責任者は、業務責任者（区民文化センター管理運営・事業実施業務を除く。）を兼務することができ

るものとする。 
２ 業務責任者 
区民文化センター管理運営・事業実施業務は、他の業務責任者を兼務することができないものとする。 
上記以外の業務責任者の兼務の考え方については、下表のとおりとする。 

３ 業務担当者 
区民文化センター管理運営・事業実施業務担当者は、他の業務担当者と兼務することができないものと

する。 
上記以外の業務担当者の兼務の考え方については、下表のとおりとする。 

４ 常駐 
総括責任者又は業務責任者のうち、最低１名は市及び区との連絡調整窓口として常駐すること。 
建築設備保守管理業務は、24時間の常駐体制を確保すること。 

 
業務名 業務責任者 業務担当者等 

建築物保守管理業務 ① 

建築設備保守管理業務 ② 

外構施設保守管理業務 ③ 

植栽保守管理業務 ④ 

清掃業務 ⑤ 

環境衛生管理業務 ⑥ 

什器備品保守管理業務 ⑦ 

修繕業務 ⑧ 

警備業務 ⑨ 

①～⑨兼務可 ①～⑨兼務可 
維
持
管
理
業
務 

総合案内業務 ⑩ ①～⑨、⑮、⑯兼務可 ①～⑨、⑬～⑱兼務可 

区民文化センター管理運営・事業実施業務 ⑪ 兼務不可 兼務不可 

駐車場管理運営業務 ⑫ 

第２交通広場管理運営業務 ⑬ 

第２自転車駐車場管理運営業務 ⑭ 

⑫～⑭兼務可 ⑫～⑭兼務可 

多目的スペース管理運営業務 ⑮ ⑩、⑮、⑯兼務可 ①～⑨、⑬～⑱兼務可 

食堂運営業務 ⑯ ⑩、⑮～⑱兼務可 

店舗運営業務 ⑰ 

運
営
業
務 

付帯事業 ⑱ 
⑯～⑱兼務可 

⑯～⑱兼務可 

※ 兼務が認められている業務においても、経理区分は明確にすること。 



 

別紙７－２ 費用負担区分 
 

消耗品 

機能 設備機器の定期交

換部品、フィルタ

ー、電池、管球等 
衛生消耗品 

光熱水費 
建物の使用料又は

貸付料負担 

区役所 選定事業者① 市 市 なし 

区民文化センター 選定事業者② 選定事業者② 選定事業者② なし 

第 2交通広場 選定事業者① 市 市 なし 

駐車場 選定事業者③ 選定事業者③ 選定事業者③ なし 

第 2自転車駐車場 選定事業者① 市 市 なし 

食堂 選定事業者③ 選定事業者③ 選定事業者③ 
あり 

（使用料） 

多目的スペース 選定事業者③ 
設ける場合は 
選定事業者③ 

選定事業者③ 無償貸付 

店舗 選定事業者③ 選定事業者③ 選定事業者③ 
あり 

（貸付料） 

付帯事業 選定事業者③ 選定事業者③ 選定事業者③ 
あり 

（使用料） 

※選定事業者①：費用負担の原資はサービス購入料（維持管理の対価） 
※選定事業者②：費用負担の原資は利用料金収入、事業収入、その他収入及び指定管理料 
※選定事業者③：費用負担の原資は事業収入（独立採算） 
※光熱水費のうち、電気については、市が電力供給会社と一括契約し、市が検針結果に基づき、選定事業者

から徴収する。ガス、水道については、個別に契約するものとする。 
 
 



 

別紙８－１ 警備業務の考え方 
 

センサー警備 
施設名 開庁時 夜間 休庁日 

開庁時 夜間・休庁日 

区役所・ 
市民利用ゾーン 

－ － － － 設置 

区民文化センター － － － － 設置 

第２交通広場 業務担当者による 巡回警備 巡回警備 － － 

駐車場 業務担当者による 巡回警備 巡回警備 － 設置 

第２自転車駐車場 業務担当者による 巡回警備 巡回警備  設置 
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別紙９－１ 利用料金等の考え方 
 
１ 区民文化センター 

(1) 施設利用料金 
 区民文化センターの施設利用料金は、席数又は対象面積（㎡）に応じて、下記の算定式において求め

られる金額を１日あたりの上限金額とし、その範囲内において、午前、午後、夜間の料金比率について

は、選定事業者が設定し、市長の承認を受けることとする。 
 

利用料金（１日あたり）の上限 
対象 種別 

算定式 備考 

平日 ＠128.34 円×（席  数） 
入場料なし 

土日・休日 ＠128.34 円×（席  数）×117.4％ 

平日 ＠128.34 円×（席  数）×166.7％ 

ホール 

入場料あり 
土日・休日 ＠128.34 円×（席  数）×117.4％×166.7％ 

500 円単位

で切り捨て 

入場料なし ＠28.5 円  ×（対象面積） 
ギャラリー 

入場料あり ＠28.5 円  ×（対象面積）×150% 

100 円単位

で切り捨て 

平日 ＠ 139 円  ×（対象面積） 
リハーサル室 

土日・休日 ＠ 139 円  ×（対象面積）×117.4％ 

500 円単位

で切り捨て 

平日 ＠ 144 円  ×（対象面積） 練習室 

創作室 土日・休日 ＠ 144 円  ×（対象面積）×113% 

100 円単位

で切り捨て 

楽屋  ＠ 130 円  ×（対象面積） 
100 円単位

で切り捨て 

 
(2) 付帯設備 
  一式または１台、１日につき 8,000円を上限とする。 
 
 



 

2 

２ 駐車場 
(1) 利用料金の設定 

  ・ １台、駐車時間 30分までごとに 300円を上限とする。 
  ・ 総合庁舎の開館時間帯については、近隣民間駐車場と同水準とする。それ以外の時間帯については、

選定事業者の提案に基づくものとする。 
  ・ 総合庁舎開庁時間帯においては、長時間利用を排除するため、引き続き３時間以上駐車した場合は、

割増料金を採用するものとする。 
  ・ 課金単位については、総合庁舎開庁時間帯においては、30分ごとでの課金とする。それ以外の時間

帯については、選定事業者の提案に基づくものとする。 
 

(2) 利用料金の減免 
   以下に掲げる場合において、利用料金を減免するものとする。 
番号 対   象 減免内容 

１ 
総合庁舎に諸手続、相談等のために来庁する者が駐車場を

利用する場合 
駐車時間 1時間までの利用料金の全額 

２ 
乳幼児健康診査又は集団予防接種のために来庁する者が駐

車場を利用する場合  
当該検査又は接種を終えるまでの駐車

時間の利用料金の全額 

３ 
市が開催する会議の出席者（市の依頼を受けた者に限る）

が来庁するために駐車場を利用する場合 
当該会議に出席していた間の駐車時間

の利用料金の全額 

４ 
総合庁舎に諸手続、相談等のために来庁する障害者及びそ

の介護者が駐車場を利用する場合 
諸手続、相談等を終えるまでの駐車時

間の利用料金の全額 

５ 

低公害車で、諸手続、相談等のために総合庁舎に来庁する

ときに駐車場を利用する場合 
※低公害車：電気自動車、燃料電池自動車、 

天然ガス自動車、プラグインハイブリット車 

諸手続、相談等を終えるまでの駐車時

間の利用料金の全額 

６ 市長の承認を得て選定事業者が定める場合 選定事業者が定める額 

７ 

市長が公益上特に必要があると認める場合 
＜例示＞ 
① 本市又は選定事業者が依頼した納品業者、清掃業者等 
② 公務で来庁した市会議員、国会議員 
③ 本市が開催する会議を本施設付近の市の施設で行った

場合の出席者（市の依頼を受けた者に限る） 
④ 公用車（公用自動二輪車を含む）又は選定事業者の車

や緊急自動車 

市長が定める額 
 
① 所要時間の利用料金の全額 
② 所要時間の利用料金の全額 
③ 当該会議に出席していた間の利用

料金の全額 
④ 利用料金の全額 

※ 上記のうち、複数の対象に該当する場合は、免除する利用料金の額を合算する。 
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３．多目的スペース 
(1) 利用料金 
利用料金は、横浜市地区センター条例に示す会議室の利用料金を参考に、選定事業者の提案を踏まえ、

市が承認して設定するものとする。 
(2) 利用料金の改定 
選定事業者は、市と利用料金の見直し等について協議し、市の承認を得て、利用料金を改定できるも

のとする。 
 
■横浜市地区センター条例に示す会議室の使用料 

面積 単位 利用料金 

50㎡以下 1時間につき 230円 

50㎡超 100㎡以下 1時間につき 460円 

100㎡超 150㎡以下 1時間につき 690円 

150㎡超 200㎡以下 1時間につき 920円 

 
 
 



 

 

別紙９－２ 参考資料の入手方法 
 
 区民文化センターに関する参考資料は、下記のとおり、横浜市役所のホームページより入手することができる。 
 

施設名 書類名 URL 備考 

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/kanagawa/oshirase/shisetsu/shitei/kanack/image/kanack_18keikaku.pdf  

19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/kanagawa/oshirase/shisetsu/shitei/kanack/image/kanack_19keikaku.pdf  事業計画 

20年度 http://www.city.yokohama.jp/me/kanagawa/oshirase/shisetsu/shitei/kanack/image/kanack.20jigyoukeikaku.pdf  

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/kanagawa/oshirase/shisetsu/shitei/kanack/image/kanack_18houkoku.pdf  

神奈川区民 
文化センター 

事業報告 
19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/kanagawa/oshirase/shisetsu/shitei/kanack/image/kanack.19jigyouhoukoku.pdf  

19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/konan/town/support/siteikanri/sk_hmw_pln07.pdf  
事業計画 

20年度 http://www.city.yokohama.jp/me/konan/town/support/siteikanri/sk_hmw_pln08.pdf  

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/konan/town/support/siteikanri/sk_hmw_rp06.pdf  

港南区民 
文化センター 

事業報告 
19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/konan/town/support/siteikanri/sk_hmw_rp07.pdf  

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/shitei_kanrisha/keikaku18sunhart.pdf  
事業計画 

19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/shitei_kanrisha/keikaku19sunhart.pdf  

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/shitei_kanrisha/houkoku18sunhart.pdf  

http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/shitei_kanrisha/houkoku19sunhart1.pdf p.1～p.10 

http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/shitei_kanrisha/houkoku19sunhart2.pdf p.11～p.18 

http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/shitei_kanrisha/houkoku19sunhart3.pdf p.19～p.30 

旭区民 
文化センター 

事業報告 
19年度 

http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/shitei_kanrisha/houkoku19sunhart4.pdf p.31～p.40 

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/gakusyu/shisetsu/18keikaku-kubun.pdf  

19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/gakusyu/shisetsu/19keikaku-kubun.pdf  事業計画 

20年度 http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/gakusyu/shisetsu/20keikaku-kubun.pdf  

17年度 http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/gakusyu/shisetsu/17houkoku-kubun.pdf  

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/gakusyu/shisetsu/18houkoku-kubun.pdf  

磯子区民 
文化センター 

事業報告 

19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/gakusyu/shisetsu/19houkoku-kubun.pdf  

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/sakae/shisetsu/shikanri/keikaku_houkoku/18keikaku_lilis.pdf  

19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/sakae/shisetsu/shikanri/keikaku_houkoku/19keikaku_lilis.pdf  事業計画 

20年度 http://www.city.yokohama.jp/me/sakae/shisetsu/shikanri/keikaku_houkoku/H20keikau_lilisu.pdf  

18年度 http://www.city.yokohama.jp/me/sakae/shisetsu/shikanri/lilis18houkoku.pdf  

栄区民 
文化センター 

事業報告 
19年度 http://www.city.yokohama.jp/me/sakae/shisetsu/shikanri/keikaku_houkoku/h19houkokuririsu.pdf  

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/20fontesyuushiyosan.pdf 収支予算書 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/20fontenenkanjigyoukeikaku.pdf 事業計画 事業計画 20年度 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/20fontejisyujigyouyotei.pdf 自主事業計画 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/18fontesyuushikessan.pdf 収支決算書 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/18fonteriyouryoukinsyuunyuu.pdf 利用料金収入実績 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/17-18fonteriyoujyoukyou.pdf 利用状況 
18年度 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/18fontejisyujigyouhoukoku.pdf 自主事業報告 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/19fontesyuushikessan.pdf 収支決算書 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/19fonteriyouryoukinsyuunyuu.pdf 利用料金収入実績 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/19fonteriyoujyoukyou.pdf 利用状況 

泉区民 
文化センター 

事業報告 

19年度 

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/shinkou/pdf/shiteikannri/19fontejisyujigyouhoukoku.pdf 自主事業報告 

 



 

1 

別紙９－３ 公有財産の取扱いについて 
 
１ 食堂及び付帯事業（３階売店、自動販売機） 

(1) 公有財産の取扱い 

「横浜市公有財産規則（昭和 39年 3月 31日規則第 60号）」第 21条に基づく行政財産の目的外使用
の許可として取り扱う。 

 
(2) 使用期間 

使用期間は、本施設の引渡日から事業期間終了までとする。ただし、横浜市公有財産規則第 26条に基
づき、1年ごとに更新するものとする。 

 
(3) 使用料の額 

横浜市公有財産規則第 27条に基づき、下記のとおり設定する。 
 

建物面積

使用許可面積
＋土地価格建物価格使用料月額＝

1,000
2.5

1,000
5.6

 

 
建物価格 ：横浜市財産評価審議会が評定した建物価格。 
土地価格 ：横浜市財産評価審議会が評定した土地価格。 
使用許可面積 ：運営にあたって、市長から使用許可を受けた面積。選定事業者が占有使用する事

務室、厨房、倉庫、便所等を含む。 
建物面積 ：本施設の延べ面積。 

 
(4) 使用料の改訂 

使用料は、社会経済情勢の変動その他の理由により、その額が実情にそぐわなくなったときは、すみ

やかに適正な額に改訂するものとする。 
 

(5) 使用料の納付期日 

使用料については、市長が定める期日までに納めるものとする。 
 

(6) 使用財産の維持保存、改良等 

使用財産の維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて選定事業者の負担とする。

また、選定事業者は、事業期間終了した場合又は使用許可を取り消された場合において、当該使用財産

に投じた修繕費等の必要費、改良否等の有益費及びその他費用があっても、これを市に請求することは

できない。 
 

(7) 使用許可の取消し 

次の各号のいずれかに該当した場合、市は使用許可を取り消すことができる。 
① 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。 
② 使用料を、その納付期限後３月以上経過して、なお納めないとき。 
③ その他使用許可の条件又は横浜市公有財産規則の規定に違反したとき。 
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２ 多目的スペース 
(1) 公有財産の取扱い 

普通財産として選定事業者に貸付けるものとする。 
 

(2) 貸付期間 

貸付期間は、本施設の引渡日から事業期間終了までとする（毎年更新）。 
 

(3) 貸付料の額 

無償とする。 
 

(4) 貸付財産の維持保存、改良等 

貸付財産の維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて選定事業者の負担とする。

また、選定事業者は、事業期間終了した場合又は貸付契約を解除された場合において、当該貸付財産に

投じた修繕費等の必要費、改良否等の有益費及びその他費用があっても、これを市に請求することはで

きない。 
 

(5) 貸付契約の解除 

次の各号のいずれかに該当した場合、市は貸付契約を解除することができる。 
① 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。 
② 一定期間を経過しても、貸付の目的となる用途に供しないとき。 
③ その他契約条件又は横浜市公有財産規則の規定に違反したとき。 



 

3 

３ 店舗（１階） 
(1) 公有財産の取扱い 

普通財産として、借地借家法（平成 3年法律第 90号）第 38条の規定による定期借家にて選定事業者
に貸付けるものとする。 

 
(2) 貸付期間 

貸付期間は、本施設の引渡日から事業期間終了までとする。 
 

(3) 貸付料の額 

貸付料の額は、近傍同種の建築物の賃貸事例を考慮して定める。 
 

(4) 貸付料の改訂 

貸付料は、社会経済情勢の変動その他の理由により、その額が実情にそぐわなくなったときは、速や

かに適正な額に改訂するものとする。 
 

(5) 貸付料の納付期日 

貸付料については、市長が定める期日までに納めるものとする。 
 

(6) 貸付財産の維持保存、改良等 

貸付財産の維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて選定事業者の負担とする。

また、選定事業者は、事業期間が終了した場合又は貸付契約を解除された場合において、当該貸付財産

に投じた修繕費等の必要費、改良否等の有益費及びその他費用があっても、これを市に請求することは

できない。 
 

(7) 契約保証金 

契約保証金の額は、貸付料の 10か月相当分とする。 
この契約保証金は、普通財産貸付契約締結時に納付するものとし、その契約が終了し、貸付財産を返

還する際に還付する。ただし、選定事業者において未納の貸付料、損害賠償金その他の債務金があると

きは、契約保証金のうちからこれを控除する。また、契約保証金に利息は付さない。 
 

(8) 貸付契約の解除 

次の各号のいずれかに該当した場合、市は貸付契約を解除することができる。 
① 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。 
② 一定期間を経過しても、貸付の目的となる用途に供しないとき。 
③ 貸付料を、その納付期限後３月以上経過して、なお納めないとき。 
④ その他契約条件又は横浜市公有財産規則の規定に違反したとき。 

 
 



（参考資料）共同ビルの保留床の公募賃料                                   共同ビル棟の保留床（賃貸床）公募要領（平成 21 年 2 月～3 月）より 
 

  
 

 

 

  

階 区画 床面積 用途 
賃料（月額・ 

消費税含む） 

B118 74.01 ㎡ 店舗 463,995円 

１階 

C102 34.81 ㎡ 店舗 172,620円 

B205 20.02 ㎡ 店舗 123,900円 

B206 33.41 ㎡ 店舗 199,815円 

B211 36.20 ㎡ 店舗 242,865円 

２階 

C201 45.27 ㎡ 店舗 179,445円 

３階 B321 51.19 ㎡ 店舗 345,555円 

B408 84.80 ㎡ 店舗 363,930円 

B409 65.02 ㎡ 店舗 283,080円 

B412 47.43 ㎡ 店舗 206,535円 

B413 37.27 ㎡ 店舗 170,205円 

４階 

B416 57.32 ㎡ 店舗 265,440円 

     

B118

C102 C201

B211 

B205

B206

B321

B416

B413

B412 B409

B408




