
第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 69,800 倉庫

1 39,800 39,800 倉庫

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

品質・形状・その他
増 減

大分類 中分類
06-11 小分類

工作及び作業用機器類作業用機器類

現在高 整理
番号

保管場所等

H23.3.17 6-11-1 購入 パナソニック生ごみ処理機

年月日 証書番号 出納事由

H23.3.17 6-3-1 ＨＧ発電機６０

(備考）



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード 部屋名称
名　称 事業種別

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

(備考）

品質・形状・その他
増 減 現在高 整理

番号
保管場所等

大分類 中分類

年月日 証書番号 出納事由



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 家具・建具 事業種別 地域管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 21,520 倉庫

1 15,400 倉庫

1 32,000 倉庫

1 25,000 倉庫

1 25,890 25,890 倉庫

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
01-01 小分類

年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
増 減 現在高 整理

番号
保管場所等

H23.3.3 １－１－１ 購入 アンティークミシン

H23.3.31 １－８－１ 購入 高圧洗浄機

H23.2.9 １－１６－１ 購入 オイルヒーター

H23.3.16 １－９－１ 購入 東芝スタンドライト

H23.3.22 1-16-2 ＴＯＹＯＴＯＭＩ石油ストーブ

一般機器

(備考）



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 家具・建具 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 140,500 事務所

1 176,300 事務所

1 49,600 事務所

1 77,100 事務所

1 64,300 事務所

1 96,300 相談室

2 33,100 66,200 事務所

1 49,800 事務所

17 52,800 897,600 多目的ホール

2 61,800 123,600 地域ｹｱﾙｰﾑ

2 97,000 194,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾅｰ

2 82,200 164,400 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾅｰ

2 61,800 123,600 ﾍﾙﾊﾟｰﾅｰｽ

1 18,900 共用部分

1 31,600 事務所

2 55,700 111,400 事務所

1 43,000 43,000 事務所

1 49,800

7 52,800 369,600

7 24,800 173,600 多目的ホール

1 60,480 相談室

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

家具（机）

H9.9.1 １－５－２１ 購入 ワゴンCCR-054MNC-WE

H18.3.22 １－５－３２ 購入 ｺｸﾖSD-SX146LP1R

購入

(備考）

H17.３ 破棄 ｺｸﾖKT-PS600P14

H17.4 １－５－３１

１－５－３０ 購入 ITO　3OLワゴン

H17.2.24 破棄 ワゴンCCR-054MNC-WE

ｺｸﾖKT-PS600F1NN

H11.9.30 １－５－２８ 購入 PS-NK127RTE(ｴﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ）

H11.9.30 １－５－２９ 購入 PS-NK186HRTE

H11.3.19

H9.9.1 １－５－２６ 購入 ｲﾄｰｷ　DRC-189SM

H9.9.1 １－５－２７ 購入 ｺｸﾖ　NT-370

H9.9.1 １－５－２４ 購入 KT174

H9.9.1 １－５－２５ 購入 ITO　NZ-T189NG

H9.9.1 １－５－２２ 購入 ｺｸﾖKT-PS600P14

H9.9.1 １－５－２３ 購入 DRC-189SM

H9.9.1 １－５－１９ 購入 BT-173KN

H9.9.1 １－５－２０ 購入 ｲﾄｰｷﾊﾟﾈﾙ脚（付属品）CFP-314-WE

H9.9.1 １－５－１７ 購入 CY-147-HA-WE

H9.9.1 １－５－１８ 購入 MT-TD-155

H9.9.1 １－５－１５ 購入 CF-167GA-WE

H9.9.1 １－５－１６ 購入 CZ-147-HA-WE

H9.9.1 １－５－１４ 購入 CF-127GA-WE

０１－０５
大分類 中分類

整理
番号

小分類

減 現在高
保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他

増



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 家具・建具 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

2 34,650 69,300 事務所（包括）

1 77,100 事務所

104,160 104,160 相談室

6 50,400 302,400 多目的ホール

6 51,200 307,200 ボラコーナー

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

家具（机）
０１－０５

大分類 中分類

整理
番号

小分類

保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
増 減 現在高

H18.3.31 破棄 CY-147-HA-WE

H18.3.22 １－５－３３ 購入 ｺｸﾖ　SD-SX106LF11

H22.3.31 １－５－３５ 購入 コクヨパネル付きテーブル

H19.6.30 １－５－３４ 購入 コクヨ　テーブル

H22.3.31 １－５－３６ 購入 ミーティングテーブル

(備考）



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 家具・建具 事業種別 地域管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 27,400 事務所（窓際）

1 18,200 事務所（窓際）

1 48,700 事務所（入口）

1 19,000 事務所

1 27,900 相談室

1 27,400 相談室

1 18,200 相談室

1 22,100 相談室

1 16,200 相談室

1 39,300 相談室

1 31,815 ﾍﾙﾊﾟｰﾅｰｽ

1 34,020 ﾍﾙﾊﾟｰﾅｰｽ

1 33,075 ﾍﾙﾊﾟｰﾅｰｽ

1 458,640 ﾍﾙﾊﾟｰﾅｰｽ

1 16,200 相談室

1 27,900 相談室

1 27,400 相談室

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

家具（書庫）

(備考）

H13.6.1 １－５－１６ 購入 引き違い書庫FS-G11B

H13.6.1 １－５－１７ 購入 両開き書庫FH-G11

H19.4.30 １－５－１４ 購入 上置書庫・両開き書庫

H13.6.1 １－５－１５ 購入 両開き書庫FHA-G5A

H18.3.10 １－５－１２ 購入 ｺｸﾖ両開書庫BWN-S59F1

H18.3.10 １－５－１３ 購入 ｺｸﾖ引き違い書庫BWN-H39F1

H13.6.1 １－５－１０ 購入 ﾌﾃﾗﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄFHA-G11

H18.3.10 １－５－１１ 購入 ｺｸﾖ両開書庫BWN-S39F1

H13.6.1 １－５－８ 購入 両開き書庫FHA-G11

H13.6.1 １－５－９ 購入 両開き書庫FHA-G5A

H13.6.1 １－５－６ 購入 両開き書庫FH-G11

H13.6.1 １－５－７ 購入 両開き書庫FH-G5A

H13.4 １－５－４ 購入 整理ｹｰｽA4-210PS

H13.6.1 １－５－５ 購入 引き違い書庫FS-G11B

H11.9.30 １－５－２ 購入 FM-G ５A（上置き）

H11.8.25 １－５－３ 購入 ｱﾚﾝｼﾞｬ-A4MF-219

H11.9.30 １－５－１ 購入 FM-G 11B(両開き）

01-05
大分類 中分類

整理
番号

小分類

減 現在高
保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他

増



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 家具・建具 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

6 37,500 225,000 事務所

10 18,900 189,000 ﾍﾙﾊﾟｰﾅｰｽ

4 25,000 100,000 相談室

12 17,300 207,600 地域ｹｱﾙｰﾑ

8 17,300 207,600 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾅｰ

8 17,300 138,400 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾅｰ

12 17,300 207,600 地域ｹｱﾙｰﾑ

1 76,000 共用

1 60,000 共用

1 37,000 風除室

3 27,700 83,100 事務所

1 16,590 事務所（包括）

4 25,000 100,000 相談室

4 17,700 70,800 相談室

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

家具（椅子）

１－５－３ 廃棄 CK-940K925

(備考）

H18.3.22 １－５－１２ 購入 ｲﾅﾊﾞRE58　AO6124D1

H23.3.31 １－５－１３ 購入 ピースワークイス

H10.3.31 １－５－１０ 購入 ITOFMP-3L（ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ）

H11.9.30 １－５－１１ 購入 RIS8

H9.9.1 １－５－８ 購入 ｺｸﾖCN-61（長いす背つき）

H9.9.1 １－５－９ 購入 ｺｸﾖCN-61B（背なし）

H9.9.1 １－５－６ 購入 CK-152-KA-94

H9.9.1 １－５－７ 購入 KKR-130AE-W4W2

H9.9.1 １－５－４ 購入 KKR-130DA－T4E3

H9.9.1 １－５－５ 購入 CK-152-KA-54

H9.9.1 １－５－２ 購入 KKR-210AE-T4

H9.9.1 １－５－３ 購入 CK-940K925

H9.9.1 １－５－１ 購入 KZ-730

０１－０５
大分類 中分類

整理
番号

小分類

減 現在高
保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他

増



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　家具・建具 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

5 52,600 263,000 更衣室

1 33,800 33,800 ﾛﾋﾞｰ

1 14,900 14,900 更衣室

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

家具（ロッカー）

(備考）

H12.11.30 １－５－２ 購入 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用ロッカー

H18.4.5 １－５－３ 購入 PLUS　ASｽﾁｰﾙﾛｯｶｰLK-322

H9.9.1 １－５－１ 購入 ｲﾄｰｷ（4人用）HW-0941SSWE

０１－０５
大分類 中分類

整理
番号

小分類

減 現在高
保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他

増



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 30,100 30,100 事務所

3 33,600 100,800 事務所（包括）

1 28,161 28,161 事務所

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

家具（キャビネット）

(備考）

小分類01-05

H13.9.20 １－５－１ 購入

H21.6.30 １－５－３ 購入 トヨセットキャビネット

H18.3.22 １－５－２ 購入 ｺｸﾖﾜｺﾞﾝSD-BSN46A2F11

減 現在高

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄHJJ0931SS-WE

大分類 中分類

保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
整理
番号

増

家具・建具



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 32,800 32,800 ボランティアコーナー

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
０１－０７

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H21.3.24 1-7-1 購入 ゲーム機　Will＋Fit

品質・形状・その他
増 減 現在高

玩具及び娯楽装置類
小分類

(備考）



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　厨房用機器類 炊飯器・冷蔵庫 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 16,000 調理室

1 更衣室

1 31,111 調理室

1 152,800 調理室

1 15,000 15,000 ボランティアコーナー

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

日立冷蔵庫　Ｒ－２６Ｖ６1-12-2

(備考）

H19.3.2 1-12-4 購入 東芝冷蔵庫　ＧＲ－４５ＧＳ

H21.3.24 1-12-5 購入 コーヒーメーカーＣ９０

1-12-3H17.3.15 購入 ﾊﾟﾛﾏ　PA-160SA

H9.9.1 1-12-1 購入 象印　NS-EM18

H9.9.1 購入

０１－１２
大分類 中分類

整理
番号

小分類

減 現在高
保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他

増



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　　文具・事務用機器類 パーテーション 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 61,215 相談室（包括）

1 67,200 ケアルーム（包括）

1 67,200 ケアルーム（包括）

1 73,500 ロビー

1 30,450 ロビー

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

H20.3.31 01-14-2 購入 イナバ簡易パーテーション

01-14
大分類 中分類

小分類

H18.3.28 01-14-1 FK1245C　A01062J5

保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
増 整理

番号
減 現在高

01-14-3 購入 ＦＭパネル２連

H21.3.31 01-14-3 購入 FK1245C　A01062J5

購入

H23.3.31 01-14-4 購入 ホーローホワイトボード

H23.3.31

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　　文具・事務用機器類 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 64,050 ボランティアコーナー

1 47,565 倉庫

1 64,050 玄関ロビー

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

減 現在高 整理
番号

保管場所等

大分類 中分類
01-14 小分類

ホワイトボード

年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
増

H21.11.30 1-14-1 購入 イナバ　ＳＲ－１１Ａ

H21.11.30 1-14-2 購入 コクヨＧＢ６３－ＳＷ

H22.11.30 1-14-3 購入 ホワイトボード

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　　文具・事務用機器類 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 97,650 事務所

1 227,850 相談室

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

H20.3.31 01-14-01 購入 明光シュレッダー

大分類 中分類
01-14

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H21.3.31 01-14-02 購入 明光シュレッダー

品質・形状・その他
増 減 現在高

シュレッダー
小分類

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 47,040 47,040 玄関ロビー

3 23,800 74,970 玄関ロビー

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
０１－１４

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H19.4.30 1-14-1 購入 パンフレットスタンドＥＳＰ

品質・形状・その他
増 減 現在高

H23.3.31 1-14-2 購入 傘立て

パンフレットスタンド
小分類

(備考）



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 保育器具類 子ども用遊具等 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 99,690 倉庫

1 18,900 倉庫

1 37,800 倉庫

2 23,100 46,200 ﾍﾙﾊﾟｰﾅｰｽ

4 18,900 75,600 ﾍﾙﾊﾟｰﾅｰｽ

1 47,250 47,250 倉庫

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

(備考）

H23.10.7 1-15-10 購入 ミニパラバルーン

H17.1.25 1-15-4～5 購入 安全柵

H18.1.25 1-15-6～9 購入 ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱﾏｯﾄ

H16.3.31 1-15-2 購入 大型ﾌﾞﾛｯｸｴｰｽ

H16.3.31 1-15-3 購入 ミニパラバルーン

H16.2.29 1-15-1 購入 ﾓﾙﾄｼﾞｭﾆｱﾌﾞﾛｯｸ

01-15
大分類 中分類

整理
番号

小分類

減 現在高
保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他

増



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　その他の特殊機器類 祭り用機器類 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

3 19,500 58,500 倉庫

1 135,450 倉庫

1 56,490 倉庫

1 99,750 倉庫

1 69,300 倉庫

1 114,790 倉庫

1 65,500 倉庫

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

H18.2.17 2-99-6 購入

０２－９９
大分類 中分類

小分類

H18.2.17 2-99-5 購入 たこやき機　TS284-H

購入 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄDM-29N

購入

保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
増 整理

番号
減 現在高

ワンタッチﾃﾝﾄT-33

H18.3.23 購入 綿菓子機　

H18.2.4 2-99-1～3

ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄDＸ-302-99-4

2-99-7

H18.2.4

H23.3.31 2-99-9 購入 綿菓子機　

H23.3.31 2-99-8 購入 かき氷機

(備考）



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 診断用機械器具 事業種別 委託（転骨）

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 19,800 多目的ホール

1 19,800 多目的ホール

1 20,000 20,000 多目的ホール

1 19,800 多目的ホール

1 289,800 デイルーム

1 49,880 デイルーム

2 21,420 42,840 多目的ホール

2 30,720 61,440 多目的ホール

4 14,400 57,600 多目的ホール

1 23,000 23,000 多目的ホール

1 19,800 多目的ホール

1 27,930 27,390 相談室

2 16,800 33,600 事務所

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

H21.5.30 3-5-11 購入 ヘルスメーター

(備考）

H22.3.31 3-5-12 購入 高性能体温計

H23.5.13 3-5-13 購入 Ａ＆Ｋステリパワー

3-5-9 購入 昇降台ザ・ステップⅡ

H18.2.6 3-5-10 購入 金属式身長計28-100

H15.1.27 3-5-7 購入 握力計ｸﾞﾘｯﾌﾟD

H15.4.20 3-5-8 購入 長座体前屈計測器LC9612

H19.4.19 3-5-5 購入 トーホー空気活性器

H19.11.30 3-5-6 購入 シマヤメディカル　パルスオキシメーター

3-5-2 購入 OMRON　HEM1000

H19.5.30 3-5-4 購入 ヘルスメーター

H18.2.6 3-5-3

H16.8.21 3-5-1 購入 OMRON　HEM1000

購入 ｵﾑﾛﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙ血圧計HEM-1000

０３－０５
大分類 中分類

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

医療機器・測定器
小分類

減 現在高
保管場所等品質・形状・その他

増



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 写真・映写機類 カメラ・ビデオカメラ 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 70,000 事務所

1 34,965 事務所

1 24,700 事務所

1 相談室

1 相談室

1 57,124 事務所

1 21,560 事務所

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

H22.1.8 ５－２－６ 購入 レーザープリンター

(備考）

H23.3.7 ５－２－７ 購入 ＰＥＮＴＡＸデジタルカメラ

H21.3.4 ５－２－４ 購入 ビデオカメラ　ＣＡＮＯＮ　ＨＦＲ－１０

H21.3.4 ５－２－５ 購入 　ビデオライター　ＣＡＮＯＮＤＷ－１００

H18.2.17 ５－２－２ 購入 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗCASIO　Exilim　Ex-2600

H21.3.4 ５－２－３ 購入 デジタルカメラＣＡＳＩＯEXILM　ＥＸ－Ｚ３００

大分類 中分類

H16.12.7 ５－２－１ 購入 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗVicterGD-D27

年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他 保管場所等
増

０５－０２

57,800

整理
番号

小分類

減 現在高



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　情報処理関連機器 パソコン及び関連機器 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 59,780 事務所

1 59,780 事務所

1 161,700 事務所

1 161,700

1 33,000 事務所

1 33,000

1 32,800 事務所

1 32,800 事務所

1 25,689 事務所

1 25,689 事務所

1 29,190 事務所

1 29,190 事務所

1 161,700 事務所

1 161,700 事務所

1 19,950 事務所

1 19,950

1 115,090 事務所

1 116,886 （按分） 事務所

1 19,845 （按分） 事務所

4 75,230 300,920 事務所

1 197,000 事務所

1 195,000 事務所

1 49,980 事務所

1 195,000 事務所

H10.12.10 ０５－０３－１ 購入 P12IFNW2　ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｶｰﾄﾞ

減 現在高 整理
番号

０５－０３
大分類 中分類

小分類

H12.8.1 購入 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸBUFFALO　DSU-30GTV/USP

H12.3.31 購入

０５－０３－５H13.11.22 購入 ﾗﾍﾞﾙﾃｰﾌﾟﾌﾟﾘﾝﾀｰBrother　PT-2500PC

保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
増

購入 NEC PC-VL500ED

H17.8.20 故障破棄 NEC PCLL5003P

H17.8.31 購入 SONY　VAIO　VGNF21　　

H18.1.31

購入 SONY　VAIO　VGN-FS53B

H18.2.24 故障破棄 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸBUFFALO　DSU-30GTV/USP

H18.2.24

H18.2.9 ０５－０３－１６

H18.1.31

０５－０３－８

購入 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸBUFFALO　HD-H400U2

H17.8.20 故障破棄 P12IFNW2　ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｶｰﾄﾞ

故障破棄 CDR機シャープ

０５－０３－６H13.1.25

０５－０３－４

購入

購入 DELLPowerEdge830(ｻｰﾊﾞｰ）

購入 NEC PCLL5003PH14.9.2

H16.9.25 購入 Canon　A4ﾌﾟﾘﾝﾀｰｻｰﾊﾞｰ

SONY　VAIO　VGN-FS53B故障破棄H22.3.31

０５－０３－１２～１５H18.1.31 購入 DELL 2400DEMENTION

H18.3.1 ０５－０３－１７

０５－０３－１１

H18.7.14 ０５－０３－２１ 購入 EPON LP-S5500

H10.12.10 ０５－０３－２ 購入 NEC　multiwriter2050

０５－０３－９

０５－０３－１０

H17.2.24 故障破棄 NEC　multiwriter2050

０５－０３－３

H17.2.24 故障破棄 Canon　A4ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰK10190

Canon　A4ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰK10190

H21.10.31 故障破棄 ﾗﾍﾞﾙﾃｰﾌﾟﾌﾟﾘﾝﾀｰBrother　PT-2500PC

CDR機シャープ

H17.2.24 故障破棄 Canon　A4ﾌﾟﾘﾝﾀｰｻｰﾊﾞｰ

０５－０３－７



別紙

1 24,800 事務所

1 25,900 事務所

1 156,088 事務所

1 128,247 事務所

1 92,900 事務所

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。

　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　情報処理関連機器 パソコン及び関連機器 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 104,790 104,790 事務所

1 57,124 57,124 事務所

1 93,000 93,000 事務所

2 97,680 97,680 事務所

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

H19.10.18 ０５－０３－１８ 購入 Ｉ・Ｏ　ＤＡＴＡ　ＬＣＤーＡ１７５Ｖ－ＢＣ

H21.6.30 ０５－０３－２2 購入 EPSON EndeavorAT970

H19.8.13 ０５－０３－２０ 購入 DELL　ＶＯＳＴＲＯ

H19.5.7 ０５－０３－１９ 購入 バッファロー　ＦＴＤ－Ｇ７２３ーＡＤＳ

(備考）

H21.3.31 ０５－０３－２3

増 減 現在高 整理
番号

保管場所等

大分類 中分類
０５－０３

年月日 証書番号

０５－０３－27

富士通ＬＩＦＥＢＯＯＫ　Ａ２３２０

H22.8.31 購入 富士通　ＦＭＶ－Ａ５５０

H22.8.25 ０５－０３－26 購入 富士通　ＦＭＶ－ESPRIMO

品質・形状・その他出納事由

H22.4.20 ０５－０３－24 購入 FMV-D5290

(備考）

購入

小分類

H22.3.31 ０５－０３－25 購入 EPSON-S3300



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 普通自動車 普通自動車 事業種別 地域管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 1,125,520 駐車場

1 1998000

1 1,743,210 駐車場

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

(備考）

ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝR4型FX2WD

H22.8.6 ７－２－２ 購入 suzuki every

整理
番号

大分類 中分類

H22.7.1 廃車 suzuki　ミニキャブ

７－２－１ 購入H19.3.8

小分類

減 現在高

０７－０２

保管場所等年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
増



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 原動機付自転車 原動機付自転車 事業種別 地域管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 106,070 駐輪場

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
０７－０６ 小分類

年月日 証書番号 出納事由 品質・形状・その他
増 減 現在高 整理

番号
保管場所等

H18.3.13 7-6-1 購入 ﾎﾝﾀﾞﾄｩﾃﾞｲ

(備考）



別紙

第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 自転車 自転車 事業種別 地域管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 112,449 駐輪場

1 93,800 駐輪場

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

現在高 整理
番号

保管場所等

大分類 中分類
０７－０７ 小分類

年月日 証書番号 出納事由

H19.6.14 ７－７－１ 購入 パナソニック電動自転車

増 減
品質・形状・その他

H23.3.16 ７－７－２ 購入 ＹＡＭＡＨＡ電動自転車

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 29,400 29,400 デイルーム

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
０１－０８

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H20.6.30 日立掃除機

品質・形状・その他
増 減 現在高

掃除機
小分類

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 101,587 101,587

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
０１－０５

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H21.3.31 イナバ　ソファーベッド

品質・形状・その他
増 減 現在高

ソファーベッド
小分類

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 94,500 ヘルパーナース

1 18,700 ヘルパーナース

1 31,000 事務所

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
０５－０１

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H19.4.30 5-1-1 ビクター　テレビＬＴ２６ＬＣ８０

品質・形状・その他
増 減 現在高

H19.4.30 5-1-2 ビクター　ビデオデッキＨＲ－ＤＶ４

H23.3.31 5-1-3 ＳＨＡＲＰ１９型液晶ＴＶ

液晶テレビ/ビデオ
小分類

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 297,150 屋外

1 210,000 屋外

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
０２－０６

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H20.11.29 1-99-1 イナバ物置  ＮＸ－７７Ｈ

品質・形状・その他
増 減 現在高

H22.3.31 1-99-2 イナバ物置　ＮＸ－４０Ｈ

物置
小分類

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 53,130 多目的ホール

1 15,750 相談室

1 15,750 相談室

1 58,905 相談室

1 15,750 事務所

1 15,750 事務所

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

10-1-1 購入 転倒骨折予防ビデオ１・２巻

大分類 中分類
１０－１

年月日 証書番号 出納事由

書籍

整理
番号

保管場所等

H19.11.12 10-1-2 購入 コンプライアンスガイドブック

品質・形状・その他
増 減 現在高

10-1-3 購入 介護サービスのリスクマネージメント

H21.2.28 10-1-4 購入 虐待防止ＤＶＤ

H15.11.22

H23.3.31 10-1-5 購入 名刺のいらない仲間たち

H23.3.31 10-1-6 購入 ボランティア入門

H19.11.12

書籍・教材
小分類

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称　プログラムソフトウェア 事業種別 地在管理費

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 25,200 相談室

1 25,200 事務所

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。
　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。

大分類 中分類
１０－０３

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H20.2.28 10-3-1 購入 パワーポイント２００７

品質・形状・その他
増 減 現在高

H22.3.31 10-3-2 購入 パワーポイント２００７

ＰＣソフト
小分類

(備考）



第14号様式（第43条）
物　　品　　管　　理　　簿

コード
名　称 事業種別

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 単価

1 51,975 51,975 多目的ホール

1 179,970 179,970 多目的ホール

1 49,980 49,980 多目的ホール

1 17,010 17,010 多目的ホール

３　証書番号には、書類の整理番号を記載する。

H21.4.30 5-1-1 購入 ＴＯＡワイヤレスマイク・有線マイク

H21.8.31 5-1-2 購入 ワイヤレスアンプ

大分類 中分類
05-01

年月日 証書番号 出納事由
整理
番号

保管場所等

H22.3.31 5-1-3 購入 マイク

品質・形状・その他
増 減 現在高

H22.3.31 5-1-4 購入 マイクロキューブ（アンプ）

音響機器
小分類

(備考）



　1　この様式は、適宜修正の上電子計算組織により作成することができる。 ４　現在高は、重要物品を除き､単価及び金額の記載を省略することができる。
　2　この様式は、物品の態様に応じて収入役が別に定めることができる。 ５　保管場所は、具体的に記入すること。
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