
R2.6.16 全員協議会　資料２－３

　新庁舎物品イメージ図

 1805W/670D/780H/400SH サイズ  1705W/670D/780H/400SH

(個数等) ※調整中 (個数等) ※調整中

サイズ  1705W/570D/400H/400SH

品　名 テーブル 品　名 椅子

サイズ  800W/800D/700H サイズ  559W/514D/755H/430SH

(個数等) 6台 (個数等) 24脚

◎　待合(１階)

サイズ

※新庁舎に設置する主な物品を抜粋しています。

※掲載している写真等は参考品であり、実際に購入・製作する物品の仕様等は変更となる場合があります。

品　名 ベンチ（背無し）

(個数等) ※調整中

◎　市民ホール(１階)

品　名 ベンチ（肘付き） 品　名 ベンチ（肘無し）

イメージ イメージ

イメージ イメージ イメージ

【記念樹木】 【記念樹木】

【記念樹木】 【記念樹木】 【記念樹木】
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(個数等) 一式

サイズ 1800W/1800D/300H

サイズ 1224W/610D/680H/410SH サイズ 690W/660D/830H/420SH サイズ 600W/860D/900H

◎　キッズコーナー(１階)

品　名 キッズコーナー

◎　授乳室(１階)

おむつ交換台

(個数等) １台 (個数等) １台 (個数等) １台

品　名 ２人掛ソファ 品　名 １人掛ソファ 品　名
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◎　相談・打合せスペース(１階)

品　名 テーブル 品　名 椅子

(個数等) 3台 (個数等) 15脚

サイズ  1600W/800D/700H サイズ  503W/535D/855H/440SH

◎　窓口カウンター(１～３階)

品　名 ローカウンター 品　名 ハイカウンターユニット 品　名 椅子

(個数等) 85台 (個数等) 9台 (個数等) 132脚

490W/543D/773H/430SHサイズ  650~1600W/800D/720H サイズ  1600W375D280H サイズ

イメージ イメージ

【記念樹木】 【記念樹木】
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サイズ 1800W/750D/700H サイズ 587W/562D/800H/438SH

(個数等) 9台 (個数等) 54脚

品　名 テーブル 品　名 椅子

◎　相談室(１・２階)
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1630~4890W/1270D/2310H

(個数等) 338台 (個数等) 18セット (個数等) 14セット

サイズ 900W/400D/1050・1200H サイズ 1830~5490W/835D/2280H サイズ

３重連両開き移動棚

サイズ 1200~3000W/1400D/720H サイズ 390W/580D/680H サイズ 482W/582D/845H

品　名 ３枚引違い書庫 品　名 ２重連両開き移動棚 品　名

一般事務用椅子

(個数等) 180台 (個数等) 570台 (個数等) 583台

品　名

◎　執務室

品　名 連結デスク 品　名 ワゴン
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サイズ 900W/515D/1790H サイズ 1000W/400D/1790H

(個数等) 138台 (個数等) 34台

品　名 ４連ロッカー 品　名 シューズロッカー（16足用）

◎　更衣室(１・２階)

サイズ サイズ 1800W/470D/2400H

(個数等) 6セット (個数等) 27台

品　名 集密書架 品　名 中量棚

◎　書庫・倉庫(１～３階)
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サイズ 2400W/1200D/720H サイズ 580W/585D/875H/420SH

(個数等) 2台 (個数等) 16脚

◎　応接室(２階)

品　名 テーブル 品　名 椅子

◎　待合(２階)

品　名 ベンチ（肘付き）

(個数等) 16台

サイズ 1750W/656D/767H/420SH
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◎　303会議室

サイズ 1800W/600D/720H サイズ 587W/562D/800H/438SH

(個数等) 10台 (個数等) 30脚

品　名 机 品　名 椅子

サイズ 1500・1261W/600D/720H サイズ 642W/560D/895H

(個数等) 11台・4台 (個数等) 34脚

◎　庁議室(３階)

品　名 机 品　名 椅子

8 / 19 ページ



505W/525D/765H/420SH

◎　休憩コーナー(４階)

品　名 テーブル 品　名 椅子

(個数等) 27台 (個数等) 63脚

サイズ 600W/750D/720H サイズ
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◎　議場

品　名

(個数等)

サイズ

 議場可動式机 ひな壇共

 議長席 1台

 1200W/1800D/1005H

品　名

(個数等)

サイズ

 議場可動式机

 議員・当局席(３人掛) 14台

 2700W/600D/800H

 固定肘椅子 ローバック パネル肘

 議員・当局席 50脚、質問席 １脚

 610W/600D/980H

 固定肘椅子 ハイバック パネル肘

 議長席 1脚

 610W/600D/1100H

品　名

(個数等)

サイズ

品　名

(個数等)

サイズ

品　名

(個数等)

サイズ

品　名

(個数等)

サイズ

 議場可動式机 取外し式名札

 53個

 52W/52D/300H

 議場可動式机

 議員・当局席(２人掛) 4台

 1800W/600D/800H

　米沢らしい名札

とできないか検討

します。

イメージ イメージ

イメージ イメージ
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 1200W/600D/1000H サイズ

 議場可動式机

(個数等)  発言台(演台・質問席) 2台 (個数等)  ３台 (個数等)  局長席 1台、次長席１台、ひな壇用１台

品　名  議場可動式机 品　名  ポータブルステージ 品　名

 2400W/1200D/200H サイズ

(個数等)  局長・次長席 ２脚 (個数等)  事務局席 １台 (個数等)

 固定肘椅子 ローバック パネル肘 品　名  事務局平机 品　名  固定肘椅子　ローバック

 900W/600D/800Hサイズ

サイズ  610W/600D/980H サイズ  1800W/700D/720H サイズ  580W/582D/845H

 事務局 ２脚

品　名

イメージ イメージ
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◎　議場（傍聴席）

(個数等)  記者席 ５脚 (個数等)  傍聴席受付用 1200W １台

サイズ  500W/653D/900H サイズ

サイズ  560W/560D/795H サイズ  1200W/450D/720H サイズ  515W/530D/775H

(個数等)  傍聴席受付用 １脚

品　名  固定肘椅子 品　名  キャスター付きテーブル　幕板付き 品　名  パイプ椅子

 1800W/450D/720H サイズ  1500W/450D/720H

(個数等)  44脚 (個数等)   記者席 1800W １台 (個数等)   記者席 1500W １台

 キャスター付きテーブル　幕板付き品　名  傍聴席椅子 品　名  キャスター付きテーブル　幕板付き 品　名
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サイズ  478W/643D/600～800H サイズ  1200W/600D/720H

品　名  プロジェクタワゴン 品　名  キャスター付きテーブル　幕板付き

(個数等)  １台 (個数等)  書記用 １台

 505W/505D/785H

 会議用椅子 キャスター付き

(個数等)  25台 (個数等)  委員用 10脚 (個数等)  当局用 61脚

品　名

サイズ  1800W/600D/720H サイズ  658W/627D/1081H サイズ

◎　委員会室

品　名  キャスター付きテーブル　幕板付き 品　名  固定肘椅子 ハイバック
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◎　議会応接室

品　名  キャスター付きテーブル　幕板付き 品　名  固定肘椅子 ローバック

 400W/400D/700H

  電話台

(個数等)  ６台 (個数等)  12脚 (個数等)  １台

品　名

サイズ  1800W/600D/720H サイズ  580W/582D/845H サイズ

 １台

品　名  ４本脚椅子 品　名  自動給茶機（粉末タイプ） 品　名  給茶機台 ステンレス製

(個数等)  ８脚 (個数等)  １台 (個数等)

サイズ  570W/610D/850H サイズ  450W/515D/880H サイズ  450W/600D/800H
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◎　正副議長室

品　名  固定肘椅子 ハイバック パネル肘 品　名  固定肘椅子 ハイバック パネル肘

 1800W/450D/720H

  飾り棚

(個数等)  議長 1脚 (個数等)  副議長 1脚 (個数等)  ２台

品　名

サイズ  610W/600D/1100H サイズ  610W/600D/1080H サイズ

 副議長 １台

品　名  ロッカー 品　名  両袖机 品　名  両袖机

(個数等)  ２台 (個数等)  議長 １台 (個数等)

サイズ  600W/450D/1800H サイズ サイズ

既 存 品 既 存 品
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◎　議長応接室

品　名  応接テーブル 品　名  応接安楽椅子 肘木付き

 1800W/450D/720H

  飾り棚

(個数等) ３台 (個数等) 11台 (個数等)  １台

品　名

サイズ サイズ サイズ

 ４脚

品　名  電話台 品　名  書記用机 品　名  書記用４本脚椅子

(個数等)  １台 (個数等)  ４台 (個数等)

サイズ  400W/400D/700H サイズ 700W/450D/700H サイズ  485W/505D/785H

既 存 品 既 存 品
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◎　議員ロビー

品　名  電話台 品　名  応接安楽椅子 肘木付き

 688W/350D/700H

 雑誌架け

(個数等)  １台 (個数等)  ８台 (個数等)  １台

品　名

サイズ  450W/350D/700H サイズ  680W/740D/680H サイズ

 １台

品　名  折りたたみテーブル　新聞積用 品　名  電子レンジ台 品　名  冷水器

(個数等)  1500W/1800W 各１台 (個数等)  １台 (個数等)

サイズ  1500W・1800W/600D/700H サイズ  600W/500D/700H サイズ  300W/450D/600H

品　名  冷水器台

(個数等)  １台

サイズ  450W/510D/650H

既 存 品
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◎　会派控室

品　名  ミーティングテーブル 品　名  固定肘椅子 ローバック

 900W/400D/1050H

 ガラス両開き書庫

(個数等)  ２４台 (個数等)  24脚 (個数等)  １２台

品　名

サイズ  1200W/600D/720H サイズ  580W/582D/845H サイズ

品　名  ロッカー 品　名  食器棚

(個数等) １２台 (個数等) ６台

サイズ サイズ

既 存 品 既 存 品
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◎　議会図書室

品　名  木製書架 傾斜複式二連 品　名  木製書架 傾斜単式二連

 450W/350D/700H

 電話台

(個数等)  ３台 (個数等)  ６台 (個数等)  １台

品　名

サイズ  1830W/690D/2100H サイズ  1830W/355D/2100H サイズ

２台

品　名  机 品　名  椅子 品　名  収納棚

(個数等)  １台 (個数等)  ６脚 (個数等)

サイズ サイズ サイズ

品　名  木製書架単式二連

(個数等)  １台

サイズ

既 存 品 既 存 品 既 存 品

既 存 品
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