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別記１（第５条第１項） 

米沢市営体育館等の指定管理者の管理運営に関する仕様書 

 

１ 管理運営の基本方針 

施設の管理運営は、次に掲げる方針に沿って行うこととします。 

(1) 施設の利用については、平等かつ公平な取扱いをすること。 

(2) 利用者のニーズに応えた効果的かつ効率的な管理運営を行うこと。 

(3) 施設の設置の目的に即した管理運営を行うこと。 

(4) 施設の管理運営上関係する法令等を遵守すること。 

 

２ 施設の概要 

番号 名 称 位 置 規模・施設内容 竣 工 

① 米沢市営体育館 
米沢市金池三丁目 

1番62号 

敷地面積 7,806.00 ㎡、建築面積 4,102 ㎡、延

床面積 5,981.94ｍ、ＳＲＣ造 2 階建、アリー

ナ 44m×38.5m（バスケットボール 2 面、バレ

ーボール 3 面、バドミントン 8 面、卓球 20

面、ソフトテニス 2 面）、ステージ 44m×9m、

控室、小会議室、器具庫、男女更衣室（各 1

室、シャワー室）、トレーニング室、合宿所

（指導員室2室10人、和室10人、洋室4室×

10 人）、厨房、食堂、浴室、事務室 2 室、職

員更衣室 2、会議室 1室、倉庫 9室、機械室、

電気室、トイレ12（うち多目的トイレ1） 

Ｓ47.5.31 

② 米沢市営武道館 
米沢市金池三丁目 

1番65号 

敷地面積 2,087.35 ㎡、建築面積 1,021 ㎡、延

床面積 1,536.52 ㎡、ＲＣ造 2 階建、弓道場

（射場 19.2m×9m、的場（あづち）、巻藁室、

師範室、男女更衣室（各 1室、シャワー室）、

倉庫 2 室、柔道場（2 面 196 畳）、剣道場 13m

×27m）、師範室、器具庫、トイレ 2、会議室 3

室 

Ｓ47.7.1 

③ 米沢市営相撲場 
米沢市金池五丁目 

1番36号 

敷地面積 2,029.54㎡、建築面積 349.92㎡、延

床面積 349.92㎡、Ｓ造平屋、観覧席 70人、土

俵、倉庫、シャワー室、更衣室、事務室、トイ

レ 

Ｓ54.10.25 

④ 
米沢市営北村公園 

テニスコート 
米沢市金池四丁目 

敷地面積3,600㎡、クレーコート4面 

夜間照明設備6基、器具庫 

クラブハウス(Ｈ14.3竣工) ＲＣ造平屋建、 

床面積120㎡、更衣室、ミーティング室、倉庫 

Ｓ51.11.4 

※ 平面図及び施設備品等は別紙参照 

 

３ 指定管理者が行う業務の基準 

指定管理者が行う施設の管理運営業務の基準は、次のとおりです。 

(1) 米沢市営体育館の運営の基本方針 

米沢市営体育館（以下「施設」という。）は、スポーツの振興を目的として設置された公

の施設であり、市民にスポーツの場を提供し、健康で明るく、たくましい市民の育成を目標

とするものです。 
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(2) 指定管理の期間 

令和５年４月１日～令和１０年３月３１日 

(3) 施設の運営に関する業務の基準 

ア 施設の開館等 

番号 施 設 名 称 
供用期間 

使用時間 
休館日 

① 米沢市営体育館 
通年 

午前 9時から午後 10時まで 

毎週月曜日※1 及び 12 月 29 日

から翌年 1月 3日まで 

 
② 米沢市営武道館 

通年 

午前 9時から午後 10時まで 

毎週月曜日※1 及び 12 月 29 日

から翌年 1月 3日まで 

③ 米沢市営相撲場 
通年 

午前 9時から午後 10時まで 

毎週月曜日※1 及び 12 月 29 日

から翌年 1月 3日まで 

④ 
米沢市営北村公園 

テニスコート 

4月 1日から 11月 30日まで 

午前 5時から午後 9時まで 
 

 ※１ 月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第 3 条に規定する休日

に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日でない日 

 

原則的に上記の使用時間に従って運営します。ただし、次に掲げる場合には、使用時 

間を変更することができることとします。なお、あらかじめ市に連絡して指示を受けて 

ください。 

・競技会等開催及び準備のとき。 

・選手等の強化練習のとき。 

・催事等の開催及び準備のとき。 

・選挙開票所として使用するとき。 

・利用者等からの要請により休館日に開館する必要があるとき。 

  イ 施設の受付時間 

   ・施設使用及び物品借用等に係る申請、予約及び問合せ等に係る受付時間は、午前８時３

０分から午後１０時００分までとします。 

ウ 施設の貸出業務 

・施設を使用しようとする者には、あらかじめ申請書を提出させます。 

・申請書は、使用しようとする日の３月前にあたる日の属する月の初日から､使用しようと

する日の７日前までに指定管理者あてで提出させてください。 

・ただし、市営体育館トレーニング室、市営武道館及び市営相撲場については、年間を通 

して利用できる通用券を申請することができます。 

・施設の使用を許可する場合は、許可する者に対し、指定管理者の名で許可書（決定通知 

書）又は個人利用券若しくは回数券を交付します。 

・施設の貸出業務に使用する申請書、決定通知書等は、市で定めた所定の様式又はあらか

じめ市の承認を受けて指定管理者が作成した様式の用紙とします。 

・使用申請を受けてから許可書を交付するまでの期間は、原則３日以内とします。 

・受付窓口には、常時１名以上を配置し利用者へのサービスに支障なく対応します。 

エ 窓口、電話等の対応業務 

・施設に関する問い合わせに対応します。 
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オ 利用実績の報告業務（利用者数等の把握、データ整理等） 

・市に毎月１回報告します。 

  カ 花いっぱい推進運動 

・市で実施している花いっぱい推進運動に協力し、敷地内の花壇及びプランターに春・夏

に花を植え、水の管理を行います。 

(4) 施設の維持管理に関する業務の基準 

(別紙) 

(5)   利用料金の設定及び収受等に関する業務 

  この施設では、地方自治法第 244 条の２第８項に定める利用料金を採用します。指定管理

者は、市が支払う指定管理料のほか、利用者が施設の利用に係る料金として支払う利用料

金を自らの収入として、施設の管理運営業務に当たります。 

 ア 利用料金の範囲 

   利用料金として収受できるものは、次のとおりです。 

 ・市営体育館の利用に係る料金 

・市営武道館の利用に係る料金 

・市営相撲場の利用に係る料金 

・市営北村公園テニスコートの利用に係る料金 

イ 利用料金の設定 

・市営体育館、市営武道館、市営相撲場の利用料金は、米沢市体育施設の設置及び管理に

関する条例別表第１から別表第１１に定める金額として、別紙に掲げる金額の範囲内で

指定管理者が市の承認を得て設定します。 

・市営北村公園テニスコートの利用料金は、米沢市都市公園条例別表第３の８に定める金

額として、別紙に掲げる金額の範囲内で指定管理者が市の承認を得て設定します。 

ウ 利用料金の収受 

  指定管理者か自らの収入として収受する利用料金は、指定管理の期間中に当該指定管理

者が行った施設の利用の許可に係る利用料金とします。なお、具体的な収受の方法につい

ては、指定管理者が決定します。 

エ 利用料金の減免及び返還 

     指定管理者は、米沢市体育施設の設置及び管理に関する条例第１６条第５項及び、米沢

市都市公園条例第１１条の２の３第５項の規定により市が定める基準により利用料金を減

額し、若しくは免除し、又は返還することができます。  

    なお、利用料金の減免及び返還の基準並びに実績は、施設の（現地）説明会で示します。 

オ 見込み以上に収入があった場合の利用料金の使途 

  指定管理者は、市が見込んだ以上に利用料金の収入があったときは、見込み以上の収入

を施設における市民サービスの向上に充てるよう努めるものとします。 

(6) 施設利用団体との連絡調整に関する事項 

    施設を利用する団体との連絡調整を行い、施設の安全かつ効率的な運用を図ることとし

ます。 

(7) 行政財産の目的外使用許可 

 ア 行政財産の目的外使用許可 
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   現在、市で行政財産の目的外使用許可をしているのは次のとおりです。 

   ①自動販売機６台（市営体育館４台、市営武道館２台） 

   ②事務室 

   ③食堂 

 イ 使用許可等 

   行政財産の目的外使用部分の使用許可及び光熱水費の徴収については市が行います。 

 

４ 管理運営上の留意事項 

指定管理者が施設の管理運営業務を行う場合には、次の事項に留意する必要があります。 

 (1) 人材の配置等に関する事項 

  ア 平日の午前８時３０分から午後５時３０分まで施設管理責任者１名を配置します。 

  イ 平日の午前８時３０分から午後５時３０分まで施設管理及び受付担当者（施設管理責任

者の兼務可）２名以上を配置し、午後５時３０分から午後１０時００分まで１名以上を配

置します。 

  ウ 土曜日、日曜日及び祝日の午前８時３０分から午後１０時００分まで１名以上を配置し

ます。 

  エ 休館日は午前８時３０分から午後５時３０分まで１名以上を配置します。 

   ただし、１２月２９日から翌年１月３日までは、勤務を要しない日とします。 

オ 防火管理者の資格を有する職員を、１名以上配置します。 

  防火管理者は、消防計画書を作成し消防長へ届けると共に、年２回の消防訓練を実施し

ます。 

カ 必要に応じ、パソコンを使用しての文書の作成、表計算、電子メールの送受信等に習熟

した職員を配置します。 

 (2) 経理に関する事項 

ア 市が支払う経費は、原則的に１会計年度分ごとに支払うこととし、経費の額、支払時期

等は、協定で定めます。 

イ 施設内設置電話の利用料は、市の収入となります。なお、集金は市が行います。 

ウ 会計年度終了後３０日以内に事業の報告を行います。 

 (3) 施設の管理運営に関する事項 

ア 業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせることはできません。 

イ 業務の一部を請け負わせる相手方は、本市に指名登録する業者してください。ただし、

その業務が特殊技術を要する等これにより難い場合は、この限りではありません。 

ウ 業務の一部を請け負わせる場合は、必ず本市内に所在する業者に請け負わせてください。

ただし、請け負わせる業者が本市内にないときは、この限りでありません。 

エ 業務上知り得た秘密の取扱いには、十分留意し、組織的な措置を講じます。 

オ 米沢市地域防災計画では、震災等の大規模災害の発生時において、当該施設を指定避難

地及び避難所としています。従って指定管理者は、市より避難場所としての運用の連絡が

ある際には、必要な場所、設備、備品等を提供するとともに、米沢市避難所運営マニュア

ルに沿った避難所の運営を支援し、協力します。 

カ 防災、防犯等の危機管理対策マニュアルを作成し、職員に周知徹底します。 
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キ 市の政策による使用である場合は、優先的に使用の許可をします。 

ク 市の求めに応じ、施設、物品、帳簿等の現地検査を市に行わせます。 

 (4) 個人情報の保護に関する事項 

  ア 個人情報の保護の重要性を認識し、管理運営を行う上での個人情報の取扱いに当たって 

   は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱います。 

  イ 管理運営にあたり知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

利用しません。指定管理が終了し、又は取り消された後においても同様とします。 

  ウ 職員に対し、在職中及び退職後においても管理運営に当たり知り得た個人情報の内容を

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護

に関して必要な事項を周知してください。 

  エ 管理運営に当たり個人情報の漏えい、改ざん、汚損、損傷、亡失その他の事故の防止及

び個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。 

  オ 市の承諾がある場合を除き、管理運営に当たり知り得た個人情報の内容を管理運営以外

に利用し、又は第三者に提供することはできません。 

  カ 市の承諾がある場合を除き、管理運営のために市から貸与された個人情報が記載された

資料等を複写し、又は複製することはできません。 

  キ 管理運営に当たっての個人情報は、自ら取り扱うものとし、市の承諾がある場合を除き、

第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。 

  ク 管理運営のために市から提供され、又は作成した個人情報が記載された資料等は、指定

管理が終了した後、直ちに市に返還します。ただし、市が別に指示したときは、その指示

した方法によるものとします。 

  ケ アからクまでの項目に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知った場合

は、速やかに市に報告し、市の指示に従ってください。指定管理が終了し、又は取り消さ

れた後においても同様とします。 

 (5) 情報の公開に関する事項 

施設の管理運営に係る情報について、市民等から情報の公開を求められたときは、市の情

報公開制度に準じた取扱いをします。 

 (6) 環境への配慮に関する事項 

ア 管理運営に当たっては、環境法規制等の遵守とともに、米沢市環境方針に基づき、米沢

市環境マネジメントシステム及び地球温暖化対策実行計画における取組に協力し、次に掲

げる項目について配慮するものとします。 

・省エネルギー・省資源に関すること。 

・廃棄物の減量及びリサイクルの推進に関すること。 

・グリーン購入の推進に関すること。 

・その他、業務遂行に関しての、環境負荷の低減に関すること。 

イ アに掲げる項目のほか、環境への配慮に係る取組について疑義がある場合は、市と協議

の上、決定するものとします。 

 (7) 損害賠償に関する事項 

施設及び設備の管理運営に起因する第三者への損害又は傷害に対する賠償は、指定管理者

がその責めを負います。 
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５ 指定の取消し 

市の改善の指示に従わないため、施設の管理運営に支障が生ずるおそれがあると認められる

場合は、指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

 

６ 市と指定管理者とのリスク分担 

市と指定管理者とのリスク分担については、別添「リスク分担表」によるものとします。 

 

７ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置及び救急救命講習会等の受講 

  自動体外式除細動器をリース契約により設置します。市営体育館に常勤として勤務する者は

救急救命講習会等を受講し利用者等の緊急時の対応を学ぶと共に、市営体育館に設置されてい

る自動体外式除細動器の操作を習得し、迅速かつ適切な初期救急救命活動が行えるよう心掛け

てください。 

設置場所 体育館１台、武道館１台、相撲場１台、北村公園テニスコート１台 計４台 

 



リスク分担表（指定管理者制度） 

種 類 内      容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

物価変動 

 

人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増加 
 

○ 

※１ 

利用料金収入の減

額 

市の見込みを下回る利用料金収入 
 

○ 

※２ 

金利変動 

 

金利の変動に伴う経費の増加 
 ○ 

法令等の変更 

 

 

施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経費

の増加 
○  

上記以外の改正等による経費の増加 

 
 ○ 

資金調達 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断

等 
 ○ 

運営費の膨張 

 

市以外の要因による運営費の膨張 
 ○ 

業務内容の変更 行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増加 

 
○  

指定管理者の提案による業務内容の変更に伴う経費の

増加 
 ○ 

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争

乱、暴動その他市又は指定管理者のいずれの責めにも

帰すことのできない自然的又は人為的な現象）に伴う

施設、設備等の復旧に係る経費の増加 

○  

施設・設備の損傷

による修繕等 

指定管理者の故意又は過失による施設・設備の損傷に

伴う修繕費用等 
 ○ 

施設・設備の設計又は構造上の原因による修繕費用等 

 
○  

上記以外の修繕費用等（経年劣化、第三者の行為で相

手方が特定できないもの等） 
※３ 

第三者への賠償 市の施設・設備の瑕疵により損害を与えた場合 

 
○  

指定管理者の管理・運営において、故意又は過失によ

り損害を与えた場合 
 ○ 

火災保険 

 

建物総合損害共済への加入 
○  

事業終了時の費用 指定管理業務の期間を終了した場合における事業者の

撤収費用 
 ○ 

指名の取消し又は業務停止により指定管理者及び市に

生じた経費 
 ○ 

※１ 大幅な変動の場合は、市で検討を行います。 

※２ 施設改修等指定管理者の責めに帰さない理由で利用料金収入が大幅に落ち込んだ場合は、

市と協議することとします。 

※３ １件当たり 10 万円以下の修繕については、原則として指定管理者の負担とし、これを超え

る修繕については市との協議事項とします。 

（注意事項）リスク分担表に定める事項で疑義がある場合又は定めのないリスクが生じた場合は、

市と指定管理者が協議の上リスク分担を決定するものとします。 

別 表 
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施設の維持管理に関する業務の基準 

Ⅰ 【米沢市営体育館】 

１ 施設の維持管理全般について 

 （１）施設、附属設備及び物品の保全については最善の注意を払い、その管理に万全を期すこと。 

 （２）施設内外の環境を最良に保つとともに、整理整頓に気を配り、常に美観を維持すること。 

２ 警備業務 

（警備任務） 

 （１）火災、盗難および不良行為の拡大防止に関すること。 

 （２）事故発生時における秩序保持に関すること。 

 （３）事故覚知時における関係先への通報、連絡に関すること。 

 （４）警備実施事項の報告に関すること。 

 （５）その他警備に付随する事項。 

（警備方法） 

   機械警備システムとし、体育館と武道館（合宿棟を含む）の２つのブロックに区分する。 

  ただし、合宿棟ボイラー室は体育館と一体警備とする。 

機械警備に必要な警報装置等の設置及び維持管理に要する費用は、指定管理者の負担とする。 

（警備システムと運営組織） 

 （１）機械警備システム 

ア 警報装置は、対象施設で発生した侵入・火災の情報及び警報装置の作動状況を自動的に通報す

る機能を有し、警備管制センターにおいて常時監視される。 

  イ 万一警備時間中に警報装置が作動不良になった場合はすみやかに修復することとし、修復不能の

場合は代替警備対策を講ずるものとする。 

 （２）異常事態発生時における処置 

ア 対象施設に異常事態が発生したことを覚知したときは、機動隊員等を現場に急行させ状況を確

認するとともに、必要に応じ、市、消防・警察等の関係機関に通報し被害の拡大防止を図る。 

さらに指定された緊急連絡者に速やかに通報するものとする。 

（日常における警備要領） 

 （１）施設の最終退出者は各出入り口、窓、扉等を施錠し、警報装置の開始操作を行う。 

 （２）施設の最初の入館者は警報装置の解除操作を行った後に入室するものとする。 

（緊急連絡者名簿） 

   市は指定管理者に対し、あらかじめ緊急連絡者名簿を通知するものとし、その者に変更ある場合は、

遅滞なく文書により通知するものとする。 

（事故報告書の提出） 

   警備実施時間中に事故が発生した時（誤作動も含む）は、その状況を詳細に記載した報告書を作成

し、市へ報告するものとする。 

（鍵の管理） 

   警備実施に必要な鍵（セキュリティカードを含む）は厳重に取り扱い保管するものとする。 

（服装） 

  業務従事者に対し常に所定の服装を着用させるとともに身分証明書を携行させるものとする。 

（警報装置の保守点検） 

   施設に設置した警報機器が正常に機能するように、適宜保守点検を行うものとする。 

（合宿棟の機械警備の管理） 

 ・合宿者がある場合は、武道館（合宿棟を含む）の機械警備を解除する。 

 ・食堂は、体育館合宿所の宿泊者のほか、置賜総合文化センター（以下「文化センター」という。）

の青年の家の宿泊者も利用する。青年の家の宿泊者が、朝食のため早朝に食堂を利用する場合は、

文化センターの警備員が市営体育館及び武道館の警備を解除し入館するため、機械警備の解除・実

施のための鍵（セキュリティカード等を含む）については、利用に支障がないように文化センター

の指定管理者と調整を行うこと。 
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３ 清掃業務 

(清掃基準)  ただし、武道館を含む。 

分  類 個所数 面積（㎡） 清掃回数 摘  要 

日
常
業
務 

更衣室 ４ 161.2 １日１回  

シャワー室 ４ 40.0 〃  

観客席 ３面 879.0 適宜 使用後、翌日の午前中完了 

通路  1,615.6 １日１回 ホール階段を含む 

トイレ １４ 234.1 〃 （大会等開催時は１日２回） 

定
期
又
は
臨
時
業
務 

事務室 ３ 84.5 使用の前後各１回 

合宿室 ７ 202.5    〃 

浴室 １ 27.5    〃 

会議室・控室 ５ 206.3 週１回 使用後１回 

アリーナ １ 1,694.0 年４回 アリーナ用ダスキン使用 

ステージ １ 400.0 〃     〃 

床ワックス仕上げ  2,939.8 ３ヶ月１回 通路、ホール、階段、観客席、会議

室他 

ガラス拭き ３ 7,328.1 年１回 年１回体育館､武道館､合宿棟 

空調室 ４ 140.0 〃  

トレーニング室 １ 91.0 必要に応じ  

器具庫 １ 151.2 〃  

外回り 3,598.0 年３回  

 

（作業要領表） 

  別表１による。 

（その他） 

   机、椅子等の備品類の清掃、ゴミ箱の処理、便所の手洗い用水石鹸及びトイレットペーパーの

補充は日常清掃に含む。 

 (特記事項) 

（１）作業終了後は必ず作業日報を作成し、保管すること。 

（２）日常作業について、休館日は実施しないこととする。 

（３）業務に必要な用具及び洗剤石けん、ワックス等は指定管理者の負担とする。 

 

４ 電気・暖房・空調・その他設備管理業務 

（担当職員の配置） 

   市営体育館（武道館を含む）には、電気・暖房・空調・その他設備の管理を担当する職員（以

下「設備管理担当職員」）として１名を配置し、利用者へのサービスに支障なく対応すること。 

   また、労働衛生安全法に基づく一級ボイラー技士及び消防法に基づく乙種四類危険物取扱主任

者の資格を有する者を勤務させること。 

 

 (業務の内容) 

（１） 電気設備 

① 電気事故の未然防止と安全な利用を図り、設備機器の保全に努める。 

② 施設全般にわたり定期的な管理業務を行うこと。 

③ 機器の点検、並びに測定、作動試験及び軽微なものの補修、配電盤等の整備、取扱い、清掃、

不良箇所の応急措置、不良照明電灯等の取替え作業を行うこと。 

④ 停電、その他故障の場合は速やかに復旧に努め、外注工事を要する場合は適切な措置をとる

こと。 
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（２） 暖房・空調設備 

① 施設関係全般の空調及び暖房設備の管理運転に関する業務を行うこと。 

② 空調設備及び暖房設備の運転点検記録簿の作成、並びに室内温度の監視、調整を行うこと。 

③ 燃料納入の際は立会いを行うこと。 

④ 設備機器の故障については速やかに復旧に努め、外注工事を要する場合は適切な措置をとる

こと。 

（３） その他設備等の管理 

  ① 毎日定時に、電力メーター、重油タンクメーター、水道メーター、井戸水メーター、ＬＰＧ

メーター等及び施設室内温・湿度を計測・記録し、安全かつ良好な管理を心がけること。 

 

５ 設備管理保守点検業務 

 (業務の内容) 

（１）地下重油タンク清掃及び地下埋設配管定期点検 年１回 

消防法第１４条の３の２の規程により危険物施設における地下タンク貯蔵所について定期

点検を行い、点検記録を作成し、原則として３年間保存すること。 

＜仕様明細＞ 構   造：軟鋼製横置き円筒型埋設タンク 

       容   量：１５，０００Ｌ 

       取扱危険物：第４類 第３石油類 Ａ重油 

① 消防法に基づく地下重油タンク定期点検 

② 消防法に基づく地下重油タンク及び附属配管の漏洩検査 

③ 地下重油タンクとオイルサービスタンク内の清掃 

（地下タンク清掃時、バージ管の送気管をつぶさないように注意すること。） 

（２）消防用設備等保守点検 年２回 

消防法第１７条の３の３及び消防法第８条の２の２の規程に基づき消防用設備等の定期

点検を行い、その結果を消防長または消防署長へ報告する。 

＜仕様明細＞ 

自動火災報知機 ・受信機 Ｐ型１級 

        ・熱感知器  差動式（スポット型 165 基・空気管式 18 基） 

              定温式（スポット型 13 基） 

        ・煙感知器 （スポット型・光電式 25 基） 

             ・発信機         14 基 

             ・地区音響装置      14 基 

     非常警報・放送設備     一式 

     誘導灯設備   ・非常口誘導灯      23 台 

             ・通路誘導灯       13 台 

     消火器具    ・粉末消火器       13 本 

     屋内消火栓設備       一式 

     自家発電設備        一式 

     ガス洩れ火災警報設備    一式 

     防火対象物定期点検 

     非常用照明設備点検 

① ５月（総合点検・防火対象物定期点検・非常用照明設備） 

② １０月（機器点検） 

  （３）舞台吊物装置保守点検 年１回 

    舞台吊物装置が正常かつ安全に作動するように点検・調整等の保守を行うこと。 

    ① 駆動装置の点検・調整 

    ② ワイヤー、マニラロープの点検・調整 

    ③ ガイドレール類、カーテンレール類の点検・調整 

    ④ その他、消耗品等の点検及び吊物、滑車の清掃・注油 
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（４）自家用電気工作物保守点検 

   自家用電気工作物保安点検を受検し、施設の電気系統の安全を確保すること。 

 ＜仕様明細＞  需要設備       容量３５０ｋＶＡ  電圧６，６００Ｖ 

         非常用予備発電装置  容量 ２７ｋＶＡ  電圧２００Ｖ 

① 定期点検で行う点検の周期は、次のとおりとし、経済産業省令に定める技術基準の規定

に基づく点検を受検し、安全な管理を行うこと。 

   ａ 月次点検：需要設備２ヶ月１回 

   ｂ 年次点検：１年１回 

   ｃ 臨時点検：必要の都度 

 ② 電気工作物の事故発生の場合は、技術者の指導により応急措置を講じるとともに、被害

の拡大及び再発を防止すること。また、電気事業法第１０６条の規定に基づく電気事

故報告書を作成し提出すること。 

（５）ボイラー清掃及び検査業務 年１回 

    労働安全衛生法第４１条の規定に基づき、ボイラー設備の清掃及び性能検査を実施し、良好

な状態で運転できるよう保守点検を行うこと。 

 ＜仕様明細＞  鋳鉄製蒸気ボイラー（ｾｸｼｮﾅﾙﾎﾞｲﾗｰ）  ６．７㎡ 

         炉筒煙管ボイラー          ２３．７㎡ 

         鋳鉄製真空式温水ヒータ        ５．０㎡ 

①ボイラー本体関係の点検、調整 

② 給水装置の点検調整 

③ 燃焼装置の点検調整 

④ 自動制御装置、電気関係、運転状況の点検 

  （６）ボイラーばい煙濃度測定検査の受検 年１回 

    大気汚染防止法第１６条及び同法施行規則第１５条の規定に基づき、ボイラーばい煙濃度を

測定し、良好な状態で運転できるよう保守点検を行うこと。 

（７）受水槽・井水槽タンク清掃業務 年１回 

 受水槽及び井水槽の清掃を行い、安全で良好な管理を行うこと。 

 ＜仕様明細＞  受水槽     ７．５ｔ   １槽 

         井水槽     ２５０ｔ   ５槽 

 ① 受水槽の構造及び維持管理の点検・清掃・整備 

② 受水槽内の消毒 

 ③ 受水槽の清掃消毒前・後に残留塩素、ＰＨ値、濁度、臭気、色度、味の確認を行うこと。 

   また、作業実施数日後、色度、濁度、臭気、味、ＰＨ値、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、 

   塩化物イオン、ＴＯＣ、一般細菌、大腸菌、残留塩素について水質検査を行うこと。 

（８）空調機及びポンプ類保守点検 

 次の設備について、正常に運転作動し、かつ未然に事故を防止するため保守点検を行うこと。 

  ＜仕様明細＞ 

ポンプ設備  ・消火栓ポンプ  KTY655A5M5.5  300Ｌ/min×60m 

         ・井水移送ポンプ  日立 OV-CHB100R-57.5  1.25 /min×21m 

         ・融雪ポンプ  ｷｮｸﾄｳ SJ4-80×65H53.7  0.8 /min×15m 

         ・井水給水ポンプユニット  川本 KF2-40P2.2 0.28 /min×48m 
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         ・受水給水ポンプユニット  川本 KF32P1.1 0.12 /min×53m 

            ・給湯循環ポンプ  川本 PSS-205-0.15T 0.025 /min×9.2m 

            ・井水水中ポンプ 川本 YUK-405-0.25TL 0.04 /min×7.8m 

            ・油ポンプ    エバラ 20GPFM 4kgf/ｃ㎡ 

            ・深井戸ポンプ  3相 200V 22kw 88A 

            ・真空暖房ポンプ エバラ NO4BCⅡK 300Ｌ/m×-250 ㎜ Hg 

            ・真空給水ポンプ 前田 PZ-36D-105 3相 200V 1.5kw 6.2A 

     送風設備   ・アリーナ系統送風機 日立 N07 ODS-RH 1200 /h 

            ・厨房排風機     日立 N02 POS-RH 40 /min 

     空調機設備  ・第一～四空調機（４箇所） 日立 NO6 PAS-RH 584 /h 

     自動制御設備 ・ルームサーモスタット SDK-7   ２個 

            ・ヒューミディスタット HDK-C1090 ２個 

            ・バルブモーター    ME7V       １個 

            ・電磁弁        RMV    １個 

            ・切替スイッチ     SAK-11   １個 

            ・補助リレー      RAK    ３個 

         ・トランス       TAK    １個 

① ポンプ設備    年１回（５月） 

 ② 送風機設備    年１回（５月） 

 ③ 空調機設備    年１回（８月） 

    ④ 自動制御設備   年１回（１０月） 

（９）自動ドア保守点検 年３回 

 技術者又は監督技術者による自動ドア装置の定期保守点検を４ヶ月ごとに行い、安全かつ良 

 好な運転状態を保つこと。 

 ＜仕様明細＞  ＦＡ－３０ＣＢ  ２台 

            付属機器 操作スイッチ・コントロールＢＯＸ・電気配線・その他当該機

器に係わる機器 

（10）厨房雑排水水槽清掃業務 年４回 

 合宿棟厨房雑排水水槽の清掃及び汚泥の処分を行うこと。 

 汚泥は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物として適正な処分を 

 行うと共に、山形県産業廃棄物税を納付すること。 

 ＜仕様明細＞  厨房雑排水水槽の容量  ２．２７５  

（11）放送設備保守点検 ２年に１回 

    放送設備が常時完全に機能し得るよう、点検を行うこと。 

  （12）防火設備保守点検 年１回 

    建築基準法第１２条第３項の規定に基づき、特定建築物の防火設備の点検を実施し、その結果に

ついて県の関係機関へ報告を行うこと。 

    ① 防火扉の点検 

     ・設置場所の周囲状況 

     ・扉、枠及び金物（取付状況、劣化及び損傷の状況） 

     ・危害防止装置等（作動の状況等） 

    ② 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器等の点検 

     ・設置位置及び感知の状況等 
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    ③ 連動機構等の点検 

     ・連動制御器（劣化及び損傷の状況等） 

     ・連動機構用予備電源（劣化及び損傷の状況及び容量の状況） 

     ・自動閉鎖装置（設置及び作動状況） 

    ④ その他総合的な作動の状況 

  （13）トレーニング機器保守点検 年１回 

    機器の点検、調整及び修理を行い、常に安全に使用できるようにすること。 

    ＜機器概要＞ 

      別表２のとおり 

    ① 外観の点検及び調整（損傷、変形等の有無） 

    ② 可動部の点検及び調整（部品の損傷、摩耗、変形の有無） 

    ③ 機器の清掃 

    ④ ボルト等の緩みの締め付け 

    ⑤ 潤滑油等の補充 

  （14）大気中石綿濃度測定調査 年１回 

    市営体育館の暖房・給湯用ボイラー煙突に石綿が含まれていることから、アスベストモニタリン

グマニュアル（最新版）に基づき、ボイラー稼働時期を対象に大気中の石綿濃度を測定すること。 

（15）特殊建築物定期報告 ３年に１回 

     建築基準法第１２条第１項、第３項の規定に基づき、令和５年度及び令和８年度に建築物

の点検を行い、その結果について県の関係機関へ報告を行うこと。 

 

（その他特記事項） 

  （１）保守点検業務が完了したときは、業務完了報告書を作成し保管すること。なお、保守点検

の結果、軽微なものを除き異常や問題があるときは、速やかに市へ報告を行い、再点検又

は修繕の必要性等について市と協議すること。その際の費用についても協議し決定するこ

と。 

  （２）市が必要あると認めるときは、指定管理者に対し報告を求め、又は調査できるものとし、

指定管理者は、その報告又は調査を拒み、又は怠ってはならない。 

 

６ トレーニング機器の維持管理 

  (業務内容) 

  ・機器の日常点検、調整及び修繕を行い、常に安全に使用できるようにすること。 

  ・点検においては事前に機器メーカーから指導を受ける等、専門知識を習得し実施すること。 

  ・機器に異常がある場合は、市と対応を協議すること。 

  (機器概要) 

   別表２のとおり。 

 

７ ボイラー運転業務 

  ・冬季間は利用者の申込みによりボイラーを稼動し、アリーナ・更衣室等の暖房を行うこと。 

  ・合宿所に宿泊者がある場合は、ボイラーを稼動し、浴室に給湯を行うこと。 

   また、冬季間は合宿所の暖房も行うこと。 

  ・ボイラー内部の錆防止のため防錆剤を使用し、適正な管理を行うこと。 

 

 

８ コインロッカー点検調整業務 

市営体育館及び武道館更衣室のコインロッカーが支障なく使用できるよう点検・調整を行うこと。 

 

９ コインシャワー点検調整業務 

  コインシャワーが支障なく使用できるよう点検・調整を行うこと。 
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  ・体育館更衣室  ４台（男女各２台） 

  ・武道館更衣室  ２台（男女各１台） 

 

10 玄関入口足拭きマット賃貸借 

  玄関入口足拭きマット３枚及びモップ（幅 90㎝）２０本の賃借をすること。賃借物件は、１ヶ

月に１度清潔かつ良好な物件と交換すること。 

 

11 合宿所寝具等賃貸借 

合宿所宿泊者のため寝具等を賃借し、常に清潔かつ良好な物件を供すること。 

（１） 賃借物件 

①掛布団    150㎝×190㎝ 

②敷布団    100㎝×190㎝ 

③布団カバー  150㎝×195㎝ 

④シーツ    136㎝×195㎝ 

⑤毛布     140㎝×195㎝ 

⑥枕       

⑦枕カバー    

（２） 賃借物件の洗濯・乾燥 

①掛布団    年１回の乾燥 

②敷布団    年１回の乾燥 

③布団カバー  使用の都度 

④シーツ    使用の都度 

⑤毛布     年２回の洗濯 

⑥枕      年１回の洗濯 

⑦枕カバー   使用の都度 

 

12 食堂の運営 

  合宿所の宿泊者が朝食、昼食及び夕食等の提供を希望する場合は、食事を提供するものとする。 

  文化センター青年の家の宿泊者も利用するので、利用日が重なったときは、利用時間等の調整を

行うこと。 

 

13 施設･設備の修繕と消耗品類の補充･管理 

  施設･設備の小破修繕、アリーナ蛍光灯及びメタルハライドランプの交換修繕、競技用及び施設

管理用備品・消耗品の補充･管理を行うこと。 

 

14 機材及び用具等の管理・貸出業務 

 ・備品、機材及び用具等を管理し、必要な修繕を行うこと。 

 ・貸与物品は申請に基づき貸与し、返却の際は数量及び破損等の有無を確認のうえ受納すること。 

 

15 施設周りの除草 

  施設周りの除草を随時行い、快適な環境を維持すること。 

 

16 駐車場の管理 

  大会、その他催事等で駐車場の確保、封鎖等が必要な場合は、安全に配慮した管理を心掛けると 

共に、必要がある場合は、利用者又は指定管理者による誘導員を配置すること。 

  また、駐車を制限する場合は、市へ前もって周知を行うこと。 

 

17 除雪業務 

・通路、正面玄関前、道路からの出入口周辺の除雪を行い、利用者の来館に支障のないよう配慮す
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ること。正面駐車場及び東西駐車場の除雪については、市が重機により行います。早朝の除雪に

支障が無いように駐車場の管理を行うこと。 

・風雪に備え、降雪期前に雪囲いを取付け、融雪期にその取外しを行うこと。 

・屋根の雪庇の状況に注意し、落下による人的被害及び施設の損傷を防ぐために必要な安全策を講 

じること。 

 ・配備されている除雪機を使用し、通路、出入口周辺の除雪を行い、利用者の来館に支障のないよ

う配慮すること。また、降雪期前に除雪機の点検を実施し、維持管理を適切に行うこと。 

 ・施設の屋根から滑落した雪を、除雪機等により片付け、施設の損傷を防ぐこと。 

 ・適宜、施設の積雪深等の確認を行い、市及び業者と連絡をとり、被害の未然防止を図ること。 

 

18 自然災害への対応 

・豪雨や台風、地震などの自然災害による被害を未然に防止するため、適切な対策を講じること。 

 なお、災害発生時には施設の点検を行い、被災状況を市に報告すること。 

・豪雪により被害の発生が懸念される場合は、市に報告し、両者協議のうえ対処するものとする。 
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床清掃(掃除機によるもの) □ ○ ◇ □ ◇ ◇ ◇ ◇ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ ◇ ○ ○

　〃　( から拭き、シミ抜き、汚れとり) ☆ ☆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◎ 〇 ◇ 〇 ◎ ◇ 〇 〇 ◎

水洗い(洗剤使用) ◇ 〇 ◇ 〇 ◇ 〇

手洗い用水石鹸・トイレットペーパー等の補充 〇 〇 〇

金属類の磨き出し ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

屑かご 〇 〇 〇 〇 〇 ◇ 〇 〇 〇 〇

床ワックス塗布、磨き出し(ポリッシャーによる) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◇ ☆ ☆ ☆ ☆

排水口、その他の通孔及び外構清掃 □ □ 〇 〇 〇 □ 〇

出入口マット塵洗い等 〇 〇

窓のガラス拭き(すべての窓ガラス) # #

外回り清掃(年3回)

(注)　表に記載していない場所については清掃方法、時期について別途指示する場合があります。

区
　
　
　
　
　
　
　
分

日
常
清
掃

特
別
清
掃

　　　　　　　　　　 　　  米沢市営体育館・武道館・合宿棟　清掃作業実施基準及び作業要領表

◎毎日1回(大会開催時は1日2回)　  〇毎日1回　  □毎週1回　  △2週1回　  ×月1回　  ☆3ヶ月1回  　#年1回　 ◇適宜

市営体育館 合宿所 武道館

場所名

床仕上清掃方法



 

別表２ 

 

市営体育館トレーニング機器 

 

項番 機 器 名 数量 

1 フラットベンチ ４台 

2 インクラインベンチ ２台 

3 昇降台 ２台 

4 シドアップボード ２台 

5 シャフト ３台 

6 カラー（プレート落下防止用） ２台分４個 

7 プレート（シャフト径 50 ㎜用 50 枚、28 ㎜用 28 枚） ７８枚 

8 バーベル ６台 

9 ダンベル（22.5 ㎏２個、17.5 ㎏２個、5 ㎏２個） ６個 

10 ＮＥベントローイングバー １本 

11  スミスマシン ２台 

12  パワーラック １台 

13  カーフレイズマシン １台 

14 カーフレイズ＆ハックマシン １台 

15  ハックマシン １台 

16  ラットプルダウン １台 

17 コーナーマルチファンクショナルトレーナー １台 

18 レッグカール＆エクステンション １台 
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Ⅱ 【米沢市営武道館】 

１ 施設の維持管理全般について 

 （１）施設、附属設備及び物品の保全については最善の注意を払い、その管理に万全を期すこと。 

 （２）施設内外の環境を最良に保つとともに、整理整頓に気を配り、常に美観を維持すること。 

 

２ 警備業務 

  機械警備システムとし、体育館と武道館（合宿棟を含む）の２ブロックに区分する。ただし、合宿棟ボ

イラー室は体育館と一体警備とする。 

業務内容は、市営体育館警備業務に準じて行うものとする。 

 

３ 清掃業務 

(作業内容) 

  市営体育館業務基準の清掃業務に一括して記載している。 

  業務内容は、市営体育館清掃業務に準じて行うものとする。 

 

４ 消防用設備等保守点検業務 

  市営体育館業務基準の消防用設備等保守点検業務に一括記載。 

 

５ 防火設備保守点検業務 

  市営体育館業務基準の防火設備保守点検業務に一括記載。 

 

６ 施設周りの清掃及び除草 

  施設周りの清掃及び除草を随時行い、快適な環境を維持すること。 

 

７ 武道館弓道場の草刈り 

  適宜、弓道場矢道の草刈り行い、競技のための快適な環境を維持すること。 

 

８ 施設･設備の修繕と消耗品類の補充･管理 

  施設･設備の小破修繕、的枠や的紙など競技用及び施設管理用備品・消耗品の補充･管理を行う。 

 

９ 除雪業務 

・通路、出入口周辺の除雪を行い、利用者の来館に支障のないよう配慮すること。 

・屋根の雪庇の状況に注意し、落下による人的被害及び施設の損傷を防ぐために必要な安全策を講じ

ること。 

・適宜、施設の積雪深等の確認を行い、市及び業者と連絡をとり、被害の未然防止を図ること。 

ただし、弓道場的場屋根及び矢取り道屋根の雪下ろしは、適宜指定管理者が行うこと。 

 

10 自然災害への対応 

・豪雨や台風、地震などの自然災害による被害を未然に防止するため、適切な対策を講じること。 

 なお、災害発生時には施設の点検を行い、被災状況を市に報告すること。 

・豪雪により被害の発生が懸念される場合は、市に報告し、両者協議のうえ対処するものとする。 
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Ⅲ 【米沢市営相撲場】 

１ 施設の維持管理全般について 

 （１）施設、附属設備及び物品の保全については最善の注意を払い、その管理に万全を期すこと。 

 （２）施設内外の環境を最良に保つとともに、整理整頓に気を配り、常に美観を維持すること。 

 

２ 警備業務 

（警備任務） 

 （１）火災、盗難および不良行為の拡大防止に関すること。 

 （２）事故発生時における甲の秩序保持に関すること。 

 （３）事故確知時における関係先への通報、連絡に関すること。 

 （４）警備実施事項の報告に関すること。 

 （５）その他警備に付随する事項。 

（警備方法） 

  機械警備システムとする。機械警備に必要な警報装置等の設置及び維持管理に要する費用は、指定管理

者の負担とする。 

（警備システムと運営組織） 

 （１）機械警備システム 

ア 警報装置は、対象施設で発生した侵入・火災の情報及び警報装置の作動状況を自動的に通報する

機能を有し、警備管制センターにおいて常時監視される。 

  イ 万一警備時間中に警報装置が作動不良になった場合はすみやかに修復することとし、修復不能の場

合は代替警備対策を講ずるものとする。 

 （２）異常事態発生時における処置 

ア 対象施設に異常事態が発生したことを覚知したときは、機動隊員を急行させ状況を確認するとと

もに、必要に応じ、市・消防・警察等の関係機関へ通報し被害の拡大防止をはかる。さらに指定さ

れた緊急連絡者にすみやかに通報するものとする。 

（日常における警備要領） 

 （１）施設の最終退出者は各出入り口、窓、扉等を施錠し、警報装置の開始操作を行う。 

 （２）施設の最初の入館者は警報装置の解除操作を行った後に入室するものとする。 

（緊急連絡者名簿） 

  市は指定管理者に対しあらかじめ緊急連絡者名簿を提出するものとし、その者に変更ある場合は遅滞 

なく文書により通知するものとする。 

（事故報告書の提出） 

  警備実施時間中に事故が発生した時（誤作動も含む）は、その状況を詳細に記載した報告書を提出する

ものとする。 

（鍵の管理） 

   警備実施に必要な鍵（セキュリティカードを含む）は厳重に取り扱い保管するものとする。 

（服装） 

  業務従事者に対し常に所定の服装を着用させるとともに身分証明書を携行させるものとする。 

（警報装置の保守点検） 

  施設に設置した警報機器が正常に機能するように、適宣保守点検を行うものとする。 

 

３ 清掃業務 

(作業内容) 

  （１）実施時期 

   ４月から１０月までは月１回、１１月から翌３月まではその間１回実施するものとする。 

  （２）清掃箇所 

    事務室、湯沸室、脱衣室、観覧席、玄関ホール、廊下、便所（ペーパー補給及び汚物処理を含

む） 
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(その他特記事項) 

  （１）作業終了後は、必ず作業日報を記載し保管すること。 

  （２）業務に必要な用具及び洗剤・石けん・ワックス等は指定管理者の負担とする。 

 

４ 消防用設備等保守点検業務 

(業務の内容) 

   消防法第１７条の３の３に基づく点検業務及び消防長への報告。 

(業務実施時期) 

   ９月（総合点検）、３月（外観・機能点検） 

(設備の種類) 

自動火災報知設備   ・受信機 Ｐ型２級 

           ・熱感知器 差動式（スポット型） １０基 

定温式（スポット型）  ２基 

             ・煙感知器 スポット型（イオン化式）１基 

・発信機              １基 

・地区音響装置           １基 

漏電火災警報器    一式（消防長への報告は不要であるが点検を行うこと。） 

誘導灯及び誘導標識  １基 

消火器        粉末消火器  ２本 

 

５ 施設周りの清掃及び除草 

  施設周り及び南側芝地の清掃及び除草を随時行い、快適な環境を維持すること。 

 

６ 土俵管理業務 

  適宜、槌等により土俵の整形を行うこと。 

 

７ 施設･設備の修繕と消耗品類の補充･管理 

  施設･設備の小破修繕、施設管理用備品・消耗品、給湯ボイラー及び暖房用灯油の補充･管理を行う

こと。 

 

８ 除雪業務 

・通路、出入口周辺の除雪を行い、利用者の来場に支障のないよう配慮すること。 

・風雪に備え、降雪期前に雪囲いを取付け、融雪期にその取外しを行うこと。 

 ・適宜、施設の積雪深等の確認を行い、市と連絡をとり被害の未然防止を図ること。 

 ・屋根から落ちた雪が軒下の積雪と繋がり軒先を損傷する恐れがある場合には、適宜、軒先及び軒場

の除雪を行うこと。 

 ・正面駐車場の除雪は、市が重機により行います。早朝の除雪に支障が無いように駐車場の管理を行

うこと。 

 

９ 自然災害への対応 

・豪雨や台風、地震などの自然災害による被害を未然に防止するため、適切な対策を講じること。 

 なお、災害発生時には施設の点検を行い、被災状況を市に報告すること。 

・豪雪により被害の発生が懸念される場合は、市に報告し、両者協議のうえ対処するものとする。 
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Ⅳ 【米沢市営北村公園テニスコート】 

１ 施設の維持管理全般について 

 （１）施設、附属設備及び物品の保全については最善の注意を払い、その管理に万全を期すこと。 

 （２）施設内外の環境を最良に保つとともに、整理整頓に気を配り常に美観を維持すること。 

２ 施設監視及び環境整備業務 

  施設及び施設周辺の監視を行い、その保全に努めるとともに、随時、クラブハウスの清掃及び敷地内の

除草を行い、良好な環境を維持すること。 

 

３ コート整備業務 

  随時、コートの整地を行うとともに、砂や土を補充するなど、コート状態を良好に保つこと。 

 

４ 照明自動点灯盤保守点検業務 

（既設機器・松下電工㈱製 カード式照明自動点灯盤） 

（外観点検）本体外殻の清掃点検、本体内部の清掃点検、表示部・操作部の清掃点検、カード投入口の清掃

点検、銘板表示内容の確認、各部品の損傷・亀裂の有無確認、各接続端子の締付状態の確認、 

  半田付箇所の確認、操作扉の開閉状態の点検、磁気ヘッドの清掃点検 

（電気特性）入力電源、電池電源、制御回路電圧、カードリーダ駆動電圧 

（制御内容）点灯確認、サービスタイムの時間確認、残置灯・殺虫器・終了予告灯の制御時間確認、点数 

  減算率の確認、カード受付時間の確認、強制終了時刻の確認、点灯パターンの確認、強制点灯スイッチ

の動作確認、パターン表示ランプの点灯確認、押しボタンスイッチの動作確認、ソレノイドロックの動

作確認、異種カード返却の確認、時刻表示、漏電ブレーカーの動作確認、停電時のメモリーバックアッ

プ確認、カード連続投入による継続使用の確認、エラーメッセージ表示の確認 

 

５ 施設･設備の修理と消耗品類の補充･管理 

  施設･設備の小破修理、競技用及び施設管理用備品・消耗品の補充･管理を行う。ただし、大規模な

修理や原型を変えるような補修を行う必要が生じた場合は、別途協議のこと。 

 

６ 冬季間の対応 

 ・降雪期前に、クラブハウス（北・南面、西窓）に雪囲いを取付け、融雪期にその取外しを行うこと。 

 ・クラブハウスの屋根の積雪状況を監視し、施設の損傷を防ぐこと。 

 ・供用期間外は、テニスコート内の水道栓の閉栓を行うこと。 

 

７ 自然災害への対応 

・豪雨や台風、地震などの自然災害による被害を未然に防止するため、適切な対策を講じること。 

 それら災害発生時には、施設の点検を行い、被災状況を市に報告すること。 

・当該施設は、冬期間は閉場となるが、適宜、施設の積雪状況を見回り、被害の未然防止を図ること。 

  豪雪により被害の発生が懸念される場合は、市に報告し、両者協議のうえ対処することとする。 



 

米沢市営体育館等施設図面 

 

 

 

１．米沢市営体育館・武道館１階平面図 

２．米沢市営体育館・武道館２階平面図 

３．米沢市営相撲場平面図・配置図 

４．米沢市営北村公園テニスコート平面図 

５．米沢市営北村公園テニスコートクラブハウス平面図 
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米沢市営体育館等 

 

備品一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米沢市教育委員会教育管理部 

スポーツ課 



備品番号 分類名称 品名名称 規格名称 取得日 取得価格 重要備品 所在場所

1179 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1180 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1181 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1182 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1183 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1184 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1185 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1186 調度品類 長卓 長卓 19880801 0 市営体育館

1187 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1188 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1189 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1190 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1191 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1192 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1193 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1194 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1195 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1196 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1197 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1198 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1199 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1200 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1201 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1202 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1203 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1204 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1205 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1206 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1207 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1208 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1209 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1210 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1211 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1212 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1213 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1214 調度品類 長卓 長卓　イトー　ＤＳ－１１５Ｔ 19840110 0 市営体育館

1215 調度品類 長卓 長卓 19880801 0 市営体育館

15672 車両等 小型除雪車 小型除雪車　フジイコーポレーションＳＨ９１３ＭＬＩ 20110215 0 市営体育館

18279 調度品類 両袖机 両そで机 19840110 0 市営体育館

18280 調度品類 片袖机 片そで机 19960229 0 市営体育館

18281 調度品類 片袖机 片そで机 19960229 0 市営体育館

18282 調度品類 片袖机 片そで机 19960229 0 市営体育館

18283 調度品類 片袖机 片そで机 19960229 0 市営体育館

18284 調度品類 平机 平机 19840110 0 市営体育館

18285 調度品類 平机 平机 20031212 0 市営体育館

18286 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18287 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18288 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18289 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18290 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館



18291 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18292 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18293 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18294 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18295 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18296 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18297 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18298 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18299 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18300 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18301 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18302 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18303 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18304 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18305 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18306 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18307 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18308 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18309 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18310 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18311 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18312 調度品類 児童・生徒用机 児童・生徒用机　審判用 19840110 0 市営体育館

18313 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18314 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18315 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18316 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18317 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18318 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18319 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18320 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18321 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18322 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18323 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18324 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18325 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18326 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18327 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18328 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18329 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18330 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18331 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18332 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18333 調度品類 長卓 長卓　コクヨ　ＡＴ－６０Ｎ　食堂用テーブル 19870327 19425 市営体育館

18334 調度品類 長卓 長卓 19940331 0 市営体育館

18335 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18336 調度品類 長卓 長卓 19940331 0 市営体育館

18337 調度品類 長卓 長卓 19940331 0 市営体育館

18338 調度品類 長卓 長卓 19940331 0 市営体育館

18339 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18340 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18341 調度品類 長卓 長卓 19940331 0 市営体育館



18342 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18343 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18344 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18345 調度品類 長卓 長卓 19940331 0 市営体育館

18346 調度品類 長卓 長卓 20031212 0 市営体育館

18347 調度品類 座卓 座卓 20031212 0 市営体育館

18348 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18349 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18350 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18351 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18352 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18353 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18354 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18355 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18356 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18357 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18358 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18359 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル　コクヨ　ＫＴ－Ｓ３０ＲＮＮ　折畳み 20031015 7455 市営体育館

18360 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル　コクヨ　ＫＴ－Ｓ３０ＲＮＮ　折畳み 20031015 7455 市営体育館

18361 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル　コクヨ　ＫＴ－Ｓ３０ＲＮＮ　折畳み 20031015 7455 市営体育館

18362 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18363 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18364 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18365 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18366 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18367 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18368 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18369 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18370 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18371 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18372 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18373 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18374 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18375 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル　コクヨ　ＫＴ－Ｓ３０ＲＮＮ　折畳み 20031015 7455 市営体育館

18376 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18377 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18378 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18379 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18380 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18381 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18382 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18383 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18384 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18385 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18386 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18387 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18388 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18389 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18390 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18391 調度品類 会議用テーブル 会議用テーブル 20031212 0 市営体育館

18392 調度品類 置き台 置き台　花台 20031212 0 市営体育館



18393 調度品類 教壇 教壇　演壇 20031212 0 市営体育館

18394 調度品類 電話台 電話台 20031212 0 市営体育館

18395 調度品類 その他の台 その他の台　テレビラック 20031212 0 市営体育館

18397 調度品類 肘付き回転椅子 肘付回転いす 19960229 0 市営体育館

18398 調度品類 回転椅子 回転いす 19840110 0 市営体育館

18399 調度品類 回転椅子 回転いす 19850226 0 市営体育館

18400 調度品類 回転椅子 回転いす 19840110 0 市営体育館

18401 調度品類 長椅子 長いす　背なし 20031212 0 市営体育館

18402 調度品類 長椅子 長いす　背あり 20031212 0 市営体育館

18403 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18404 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18405 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18406 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18407 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18408 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18409 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18410 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18411 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18412 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18413 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18414 調度品類 長椅子 長いす　背あり 20031212 0 市営体育館

18415 調度品類 長椅子 長いす　背なし 20031212 0 市営体育館

18416 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18417 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18418 調度品類 長椅子 長いす　背あり 20031212 0 市営体育館

18419 調度品類 長椅子 長いす　背なし椅子 19420224 0 市営体育館

18420 調度品類 長椅子 長いす　背あり 20031212 0 市営体育館

18421 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18422 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18423 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18424 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18425 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18426 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18427 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18428 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18429 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18430 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18431 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18432 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18433 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18434 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18435 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18436 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18437 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18438 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18439 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18440 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18441 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18442 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18443 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18444 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館



18445 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18446 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18447 調度品類 肘付き椅子 肘付いす 20031212 0 市営体育館

18448 調度品類 応接セット 応接セット　肘付応接椅子　５ 19870225 0 市営体育館

18449 調度品類 応接セット 応接セット　肘付応接椅子　５ 19870225 0 市営体育館

18450 調度品類 物品棚 物品棚 19850226 0 市営体育館

18451 調度品類 物品棚 物品棚 19850226 0 市営体育館

18452 調度品類 物品棚 物品棚 19850226 0 市営体育館

18453 調度品類 物品棚 物品棚 19850226 0 市営体育館

18454 調度品類 物品棚 物品棚 19850226 0 市営体育館

18455 調度品類 物品棚 物品棚 19850226 0 市営体育館

18456 調度品類 物品棚 物品棚 20010316 365400 市営体育館

18457 調度品類 物品棚 物品棚 19850226 0 市営体育館

18458 調度品類 書棚 書棚 20031212 0 市営体育館

18459 調度品類 飾り棚 飾り棚　陳列ケース 20010316 365400 市営体育館

18460 調度品類 飾り棚 飾り棚　陳列ケース 20010316 365400 市営体育館

18461 調度品類 整理棚 整理棚　木製　文書連絡用 19840110 0 市営体育館

18462 調度品類 整理棚 整理棚 20031212 0 市営体育館

18463 調度品類 雑誌架 雑誌架 20031212 0 市営体育館

18464 調度品類 ブックラック ブックラック 20031212 0 市営体育館

18465 調度品類 ブックラック ブックラック 19850226 0 市営体育館

18466 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫　大型 19840110 0 市営体育館

18467 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫　大型 19840110 0 市営体育館

18468 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫　小型 19840110 0 市営体育館

18469 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫　小型 19840110 0 市営体育館

18470 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫　大型 19840110 0 市営体育館

18471 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫　小型 19840321 0 市営体育館

18472 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫 20031212 0 市営体育館

18473 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫 20031212 0 市営体育館

18474 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫　小型 19840110 0 市営体育館

18475 調度品類 片開き保管庫 片開き保管庫　コンビタイプ 19850226 0 市営体育館

18476 調度品類 引き違い保管庫 引き違い保管庫 20031212 0 市営体育館

18477 調度品類 引き違い保管庫 引き違い保管庫 20031212 0 市営体育館

18478 調度品類 引き違い保管庫 引き違い保管庫 20031212 0 市営体育館

18479 調度品類 引き違い保管庫 引き違い保管庫　プラス　ＳＧ－４０３Ｒ（ガラス戸） 19890510 19950 市営体育館

18480 調度品類 引き違い保管庫 引き違い保管庫　図書保管用 19840110 0 市営体育館

18481 調度品類 引き違い保管庫 引き違い保管庫　ライオン　Ｎｏ，５６５Ｎ４５６－０８ 19960805 20332 市営体育館

18482 調度品類 引き違い保管庫 引き違い保管庫　プラス　ＳＳ－４０３Ｒ（スチール戸） 19890510 17850 市営体育館

18483 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 20041202 0 市営体育館

18484 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 20041202 0 市営体育館

18485 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 19900911 0 市営体育館

18486 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 19840110 0 市営体育館

18487 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 20031212 0 市営体育館

18488 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 19840110 0 市営体育館

18489 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 19840321 0 市営体育館

18490 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 19840321 0 市営体育館

18491 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 19890404 0 市営体育館

18492 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 19840110 0 市営体育館

18493 調度品類 キャビネット キャビネット　ファイリングキャビネット 19840110 0 市営体育館

18494 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19960229 0 市営体育館

18495 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　プラス　ＣＬ－２５１０　コインロッカー 19940531 0 市営体育館



18496 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　プラス　ＣＬ－２５１０　コインロッカー 19940531 0 市営体育館

18497 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19840110 0 市営体育館

18498 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19960229 0 市営体育館

18499 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 20031212 0 市営体育館

18500 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19840110 0 市営体育館

18501 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　プラス　ＣＬ－２５１０　コインロッカー 19940531 0 市営体育館

18502 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19840110 0 市営体育館

18503 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　プラス　ＣＬ－２５１０　コインロッカー 19940531 0 市営体育館

18504 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　プラス　ＣＬ－２５１０　コインロッカー 19940531 0 市営体育館

18505 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19840110 0 市営体育館

18506 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　プラス　ＣＬ－２５１０　コインロッカー 19940531 0 市営体育館

18507 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　プラス　ＣＬ－２５１０　コインロッカー 19940531 0 市営体育館

18508 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19840110 0 市営体育館

18509 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19960229 0 市営体育館

18510 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 19840110 0 市営体育館

18511 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　プラス　ＣＬ－２５１０　コインロッカー 19940531 0 市営体育館

18512 調度品類 掃除用具保管庫 掃除用具保管庫 19840110 0 市営体育館

18513 調度品類 ビジネスキッチン ビジネスキッチン 19840110 0 市営体育館

18514 調度品類 ビジネスキッチン ビジネスキッチン 19840110 0 市営体育館

18515 調度品類 げた箱 げた箱　ライオン　５８０－８１ 19960611 44100 市営体育館

18516 調度品類 衣類掛け 衣類掛け　傘立て　コクヨ　ＵＳ－ＧＰＫ６０ 19960611 160650 市営体育館

18517 調度品類 黒板 黒板 19880720 0 市営体育館

18518 調度品類 黒板 黒板 19880720 0 市営体育館

18519 調度品類 黒板 黒板　行事黒板　回転式 19840110 0 市営体育館

18520 調度品類 黒板 黒板　行事黒板 20031212 0 市営体育館

18521 調度品類 黒板 黒板　行事黒板 19840110 0 市営体育館

18522 調度品類 黒板 黒板　行事黒板　回転式 19840110 0 市営体育館

18523 調度品類 黒板 黒板 19880720 0 市営体育館

18524 調度品類 掲示板 両面ピンナップ掲示板　プラス　ＲＫ－３６Ｎ 20070302 35280 市営体育館

18525 調度品類 鏡台 鏡台　一面鏡 19840110 0 市営体育館

18526 調度品類 鏡台 鏡台　三面鏡 19840110 0 市営体育館

18527 調度品類 展示用パネル 展示用パネル　十字スタンド４個・スタンド金具９個付 19840110 0 市営体育館

18528 調度品類 展示用パネル 展示用パネル　十字スタンド４個・スタンド金具９個付 19840110 0 市営体育館

18529 調度品類 展示用パネル 展示用パネル　十字スタンド４個・スタンド金具９個付 19840110 0 市営体育館

18530 調度品類 展示用パネル 展示用パネル　十字スタンド４個・スタンド金具９個付 19840110 0 市営体育館

18531 調度品類 展示用パネル 展示用パネル　十字スタンド４個・スタンド金具９個付 19840110 0 市営体育館

18532 調度品類 展示用パネル 展示用パネル　十字スタンド４個・スタンド金具９個付 19840110 0 市営体育館

18533 調度品類 ストーブ ストーブ　石油ストーブ　ＫＳＡ－１２０Ｂ 19941006 19530 市営体育館

18534 調度品類 ストーブ ストーブ　サンポット　ＫＣ－８２Ｎ 19941006 61215 市営体育館

18535 調度品類 ストーブ ストーブ　サンポット　ＫＣ－８２Ｎ 19941006 61215 市営体育館

18536 調度品類 ストーブ ストーブ　石油ストーブ　ＫＳＡ－１２０Ｂ 19941006 19530 市営体育館

18537 調度品類 ストーブ ストーブ　トヨストーブ 19871116 0 市営体育館

18538 調度品類 ストーブ ストーブ　サンポット　ＫＣ－８２Ｎ 19941006 61215 市営体育館

18539 調度品類 温風ヒーター 温風ヒーター　ＦＭ－１０１Ｆ 20010209 51240 市営体育館

18540 繊維・皮革製品類 舞台幕 ステージ幕 20060427 2290365 重要備品 市営体育館

18541 繊維・皮革製品類 天幕 天幕　テント　１．５×１ 19960229 0 市営体育館

18542 繊維・皮革製品類 天幕 天幕　テント　２×３ 19960229 0 市営体育館

18543 繊維・皮革製品類 天幕 天幕　テント　２×１．５ 19960229 0 市営体育館

18544 繊維・皮革製品類 旗 旗　市旗　１８０×２７０ｃｍ 19890822 47250 市営体育館

18545 繊維・皮革製品類 人工芝 人工芝　人工芝コート 19940520 159600 市営体育館

18546 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館



18547 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18548 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18549 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18550 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18551 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18552 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18553 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18554 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18555 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18556 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18557 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18558 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18559 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18560 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18561 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18562 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18563 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18564 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18565 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18566 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18567 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18568 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18569 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18570 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18571 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18572 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18573 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18574 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18575 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18576 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18577 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18578 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18579 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18580 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18581 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18582 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18583 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18584 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18585 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18586 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18587 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18588 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18589 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18590 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18591 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18592 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18593 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18594 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18595 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18596 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18597 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館



18598 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18599 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18600 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18601 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18602 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18603 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18604 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18605 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18606 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18607 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18608 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18609 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18610 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18611 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18612 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18613 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18614 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18615 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18616 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18617 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18618 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18619 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18620 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18621 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18622 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18623 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18624 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18625 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18626 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18627 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18628 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18629 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18630 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18631 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18632 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18633 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18634 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18635 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18636 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18637 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18638 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18639 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18640 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18641 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18642 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18643 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18644 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18645 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18646 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18647 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18648 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館



18649 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18650 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18651 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18652 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18653 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18654 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18655 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18656 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18657 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18658 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18659 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18660 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18661 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18662 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18663 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18664 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18665 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18666 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18667 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18668 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18669 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18670 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18671 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18672 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18673 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18674 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18675 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18676 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18677 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット　タイチフロアシート 19840110 0 市営体育館

18678 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18679 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18680 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18681 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18682 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18683 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18684 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18685 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18686 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18687 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18688 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18689 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18690 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18691 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18692 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18693 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18694 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18695 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18696 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18697 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18698 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18699 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館



18700 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18701 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18702 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18703 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19880720 0 市営体育館

18704 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18705 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18706 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18707 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18708 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18709 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18710 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18711 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18712 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18713 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18714 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18715 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18716 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18717 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18718 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18719 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18720 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18721 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18722 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18723 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18724 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18725 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18726 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18727 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18728 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18729 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18730 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18731 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18732 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18733 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18734 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18735 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18736 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18737 繊維・皮革製品類 カーペット カーペット 19980227 0 市営体育館

18738 事務用品類 印刷機 印刷機 20031212 0 市営体育館

18739 事務用品類 その他の機器 その他の機器　データ‐サーバー　秘書広報課に貸出 20030211 0 市営体育館

18740 計量器類 掛け時計 掛け時計　クロノメーター 19970331 0 市営体育館

18741 計量器類 掛け時計 掛け時計 19840110 0 市営体育館

18742 計量器類 掛け時計 掛け時計　セイコー　２Ｍ－１０　クロノメーター 20000331 113400 市営体育館

18743 計量器類 掛け時計 掛け時計　クロノメーター　競技用 19840110 0 市営体育館

18744 計量器類 掛け時計 掛け時計　直径９００ｍｍ 19920420 0 市営体育館

18745 計量器類 掛け時計 掛け時計 19840110 0 市営体育館

18746 計量器類 掛け時計 掛け時計 19840110 0 市営体育館

18747 計量器類 掛け時計 掛け時計 19840110 0 市営体育館

18748 計量器類 掛け時計 掛け時計 19990331 0 市営体育館

18749 計量器類 掛け時計 掛け時計　直径９００ｍｍ 19920420 0 市営体育館

18750 計量器類 ストップウォッチ ストップウォッチ　セイコー　Ｆ３０１５Ａ 20010312 12180 市営体育館



18751 計量器類 ストップウォッチ ストップウォッチ 19920424 34650 市営体育館

18752 計量器類 ストップウォッチ ストップウォッチ 19920424 34650 市営体育館

18753 計量器類 ストップウォッチ ストップウォッチ 19920424 34650 市営体育館

18754 計量器類 ストップウォッチ ストップウォッチ　セイコー　Ｆ３０１５Ａ 20010312 12180 市営体育館

18755 計量器類 ストップウォッチ ストップウォッチ　セイコー　Ｆ３０１５Ａ 20010312 12180 市営体育館

18756 計量器類 ストップウォッチ ストップウォッチ　セイコー　Ｆ３０１５Ａ 20010312 12180 市営体育館

18757 計量器類 その他の計器 その他の計器　バスケットボール３０秒タイマー 19920917 0 市営体育館

18758 計量器類 その他の計器 その他の計器　セノーＤＳ２９０１　バスケットボール３０秒タイマー 19860710 546000 市営体育館

18759 計量器類 身長計 身長計 20031212 0 市営体育館

18760 計量器類 握力計 握力計　ＫＴ－５１０１ 19930610 17325 市営体育館

18761 計量器類 筋力計 節力計　ＫＴ－５１０２ 19930610 30450 市営体育館

18762 計量器類 肺活量計 肺活量計　ＫＴ－２０５Ｐ 19930610 27300 市営体育館

18763 計量器類 体重計 体重計 20031212 0 市営体育館

18764 計量器類 体重計 体重計 19840110 0 市営体育館

18765 計量器類 前屈計 前屈計　ＫＴ－５１０３ 19930610 14910 市営体育館

18766 計量器類 伏臥上体反らし計 伏臥上体反らし計　ザナックス　ＫＴ－５１０４ 19930610 14070 市営体育館

18767 車両等 乗用車 乗用車　トヨタレジアス　山形４００さ８６９６ 20010718 2205000 重要備品 市営体育館

18768 車両等 運搬車 運搬車　台車　プラスＣＰ－ＣＸＳ 19920330 0 市営体育館

18769 車両等 運搬車 運搬車　車椅子 19910731 0 市営体育館

18770 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18771 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18772 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18773 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18774 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18775 車両等 格納用台車 格納用台車　ライオン　５７５－２１ＦＴ 20001213 19425 市営体育館

18776 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18777 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18778 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18779 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18780 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18781 車両等 格納用台車 格納用台車　防球フェンス運搬車　ヤバネＭＴ－６ 19950501 0 市営体育館

18782 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18783 車両等 格納用台車 格納用台車　防球フェンス運搬車　ヤバネＭＴ－６ 19950501 0 市営体育館

18784 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18785 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18786 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18787 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18788 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18789 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18790 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18791 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18792 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18793 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18794 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18795 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18796 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18797 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18798 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18799 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18800 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18801 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館



18802 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18803 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18804 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18805 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18806 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18807 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18808 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18809 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18810 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18811 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18812 車両等 格納用台車 格納用台車　パイプ椅子用 19840110 0 市営体育館

18813 機械器具類 ポンプ ポンプ　水中ポンプ 19940930 47250 市営体育館

18814 機械器具類 電気洗濯機 電気洗濯機　自動 19840110 0 市営体育館

18815 機械器具類 電気掃除機 電気掃除機　ＣＶ－７５０３ 19840110 0 市営体育館

18816 機械器具類 電気掃除機 電気掃除機　エンジンクリーナーノズル　モップ油塗 19840110 0 市営体育館

18817 機械器具類 高圧洗浄機 高圧洗浄機　ホンダＷＳ－１０１０ 20071120 107100 市営体育館

18818 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18819 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18820 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18824 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18830 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18831 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18832 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18833 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18834 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18835 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18836 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18837 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18838 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18841 機械器具類 消火器 消火器　粉末（ＡＢＣ）消火器１０型　蓄圧式　ヤマトプロテックＹＡ－１０Ｘ 20110920 7875 市営体育館

18842 光学・通信・視聴覚機器類 写真機 写真機　キャノンオートボーイテレクオーツデートケース付 19880418 0 市営体育館

18843 光学・通信・視聴覚機器類 写真機 写真機　キャノンオートボーイスーパーブレ－ジュチタン 19950224 40740 市営体育館

18844 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　パナソニック　ＥＫ－２２９９Ｃ　携帯無線機 20020225 110250 市営体育館

18845 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　パナソニック　ＥＫ－２２９９Ｃ　携帯無線機 20021029 115500 市営体育館

18846 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　パナソニック　ＥＫ－２２９９Ｃ　携帯無線機 20021029 115500 市営体育館

18847 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　パナソニック　ＥＫ－２２９９Ｃ　携帯無線機 20030624 115500 市営体育館

18848 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　パナソニック　ＥＫ－２２９９Ｃ　携帯無線機 20030624 115500 市営体育館

18849 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　携帯無線機 20031212 0 市営体育館

18850 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　携帯無線機 20031212 0 市営体育館

18851 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　携帯無線機 20031212 0 市営体育館

18852 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　パナソニック　ＥＫ－２２９９Ｃ　携帯無線機 20020225 110250 市営体育館

18853 光学・通信・視聴覚機器類 無線機 無線機　携帯無線機 20031212 0 市営体育館

18854 光学・通信・視聴覚機器類 テレビ テレビ 20000331 0 市営体育館

18855 光学・通信・視聴覚機器類 テレビ テレビ 20000331 0 市営体育館

18856 光学・通信・視聴覚機器類 録画機 録画機　日立ＶＴ－Ｓ６４０　その他一式 19910702 250367 市営体育館

18857 光学・通信・視聴覚機器類 増幅機 増幅機 19881214 0 市営体育館

18858 光学・通信・視聴覚機器類 増幅機 増幅機　ポータブルワイヤレスアンプ　ナショナル２０Ｗ 19900929 134505 市営体育館

18859 光学・通信・視聴覚機器類 増幅機 増幅機 19840110 0 市営体育館

18860 光学・通信・視聴覚機器類 拡声機 拡声機　トーア　ＥＲ－６７　トランジスタメガホン 19860205 25147 市営体育館

18861 光学・通信・視聴覚機器類 拡声機 拡声機　スピーカー 19881214 0 市営体育館

18862 光学・通信・視聴覚機器類 拡声機 拡声機　１１３ＭＫＢ－０１５ 19950222 26670 市営体育館



15673 機械器具類 消火器 消火器　粉末消火器１０型 20110328 8400 市営体育館

15674 機械器具類 消火器 消火器　粉末消火器１０型 20110328 8400 市営体育館

15675 機械器具類 消火器 消火器　粉末消火器１０型 20110328 8400 市営体育館

15676 機械器具類 消火器 消火器　粉末消火器１０型 20110328 8400 市営体育館

15870 運動用具類 シャフト シャフト　バーベル用練習用ショート式　㍑＝１８００　φ＝２８ 19840110 0 市営体育館

15871 運動用具類 プレート プレート　バーベル用　２４ｋｇ 19840110 0 市営体育館

15872 運動用具類 プレート プレート　バーベル用　２４ｋｇ 19840110 0 市営体育館

15873 運動用具類 プレート プレート　バーベル用　５ｋｇ 19840110 0 市営体育館

15874 運動用具類 プレート プレート　バーベル用　１５ｋｇ 19840110 0 市営体育館

15875 運動用具類 ダンベル ダンベル　ＢＣ　２３．５ｋｇ 19840110 0 市営体育館

15876 運動用具類 ダンベル ダンベル　ＢＣ　２６．８ｋｇ 19840110 0 市営体育館

15877 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ダンパー 19840110 0 市営体育館

15878 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ダンパー 19840110 0 市営体育館

15879 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ダンパー 19840110 0 市営体育館

15889 雑品類 はしご はしご　アルミ１０ｍ 19840110 0 市営体育館

18863 運動用具類 審判台 審判台　パイプ製・キャスター付 19840110 0 市営体育館

18864 運動用具類 審判台 審判台 20031212 0 市営体育館

18865 運動用具類 審判台 審判台　パイプ製・キャスター付 19840110 0 市営体育館

18866 運動用具類 審判台 審判台　パイプ製・キャスター付 19840110 0 市営体育館

18867 運動用具類 スコアボード スコアボード　ゼット　ＫＥ－２８６ 19950501 0 市営体育館

18868 運動用具類 スコアボード スコアボード　ゼット　ＫＥ－２８６ 19950501 0 市営体育館

18869 運動用具類 スコアボード スコアボード　ゼット　ＫＥ－２８６ 19950501 0 市営体育館

18870 運動用具類 スコアボード スコアボード　ゼット　ＫＥ－２８６ 19950501 0 市営体育館

18871 運動用具類 体育用具格納台車 体育用具格納台車　マットトラック 19900401 0 市営体育館

18872 運動用具類 体育用具格納台車 体育用具格納台車　マットトラック 19900401 0 市営体育館

18873 運動用具類 体育用具格納台車 体育用具格納台車　マットトラック 19900401 0 市営体育館

18874 運動用具類 その他の用具 その他の用具　片面式支柱掛合　ミズノ　９ＶＡ－１４３７０ 20000425 42000 市営体育館

18875 運動用具類 チェストウエスト チェストウエスト　クォーターサークル付 19840110 0 市営体育館

18876 運動用具類 チェストウエスト チェストウエスト　スタンド型 19840110 0 市営体育館

18877 運動用具類 フラットベンチ フラットベンチ 19840110 0 市営体育館

18878 運動用具類 昇降台 昇降台　スポーツベンチ 20010924 21945 市営体育館

18879 運動用具類 昇降台 昇降台　スポーツベンチ 20010924 21945 市営体育館

18880 運動用具類 昇降台 昇降台　スポーツベンチ 20010924 21945 市営体育館

18881 運動用具類 昇降台 昇降台　スポーツベンチ 20010924 21945 市営体育館

18882 運動用具類 レッグスプレスマシン レッグスプレスマシン　鉄製牛皮張 19840110 0 市営体育館

18883 運動用具類 シドアップボード装置 シドアップボード装置　鉄製肋木フローム２個・鉄製板張り 19840110 0 市営体育館

18884 運動用具類 シドアップボード装置 シドアップボード装置　鉄製肋木フローム２個・鉄製板張り 19840110 0 市営体育館

18885 運動用具類 シャフト シャフト　準公認（ウェートリフティングの心棒） 19840110 0 市営体育館

18886 運動用具類 シャフト シャフト　準公認（ウェートリフティングの心棒） 19840110 0 市営体育館

18887 運動用具類 カラー カラー　準公認（１／４　ウェートリフティングの留金） 19840110 0 市営体育館

18888 運動用具類 カラー カラー　準公認（１／４　ウェートリフティングの留金） 19840110 0 市営体育館

18889 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９５・１０ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18890 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９８・１と１／４ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18891 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９３・２０ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18892 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９６・５ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18893 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９５・１０ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18894 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９７・２と１／２ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18895 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９４・１５ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18896 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９６・５ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18897 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９４・１５ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18898 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９５・１０ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館



18899 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９３・２０ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18900 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９４・１５ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18901 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９６・５ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18902 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９７・２と１／２ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18903 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９７・２と１／２ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18904 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９８・１と１／４ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18905 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９８・１と１／４ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18906 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９３・２０ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18907 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９４・１５ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18908 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９７・２と１／２ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18909 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９８・１と１／４ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18910 運動用具類 プレート プレート　Ｔ１９６・５ｋｇ　準公認　バーベル 19840110 0 市営体育館

18911 運動用具類 バーベル バーベル　２０ｋｇ 19840110 0 市営体育館

18912 運動用具類 バーベル バーベル　１５ｋｇ 19840110 0 市営体育館

18913 運動用具類 バーベル バーベル　ミズノ　２８ＥＢ－１１００　７２．５ｋｇセット 19910607 129150 市営体育館

18914 運動用具類 バーベル バーベル　ミズノ　２８ＥＢ－１５００　１５２．５ｋｇセット 19910607 192465 市営体育館

18915 運動用具類 バーベル バーベル　２５ｋｇ 19840110 0 市営体育館

18916 運動用具類 バーベル バーベル　３０ｋｇ 19840110 0 市営体育館

18917 運動用具類 バーベル バーベル　パワーケージ　スインク２８ｔｔ－８４１１１ 20080517 113295 市営体育館

18918 運動用具類 ダンベル ダンベル 19840110 0 市営体育館

18919 運動用具類 ダンベル ダンベル　セノー　ＢＥ６６００ 19881115 0 市営体育館

18920 運動用具類 ダンベル ダンベル　クロームダンベルセット　ミズノ　７．５ｋｇ×２個 19910614 12600 市営体育館

18921 運動用具類 ダンベル ダンベル　セノー　ＢＥ６６００ 19881115 0 市営体育館

18922 運動用具類 垂直跳び計 垂直飛計 19840110 0 市営体育館

18923 運動用具類 その他の用具 その他の用具　１００ＬｂＳ　プーリスロスオーバー 19960809 845250 市営体育館

18924 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ＮＥベントローイングバー　セット 19840110 0 市営体育館

18925 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ＮＩＰＰＹＯ　９３５×８００×１７６５ 19910722 491400 市営体育館

18926 運動用具類 ポール ポール　ソフトバレーボール用 20031212 0 市営体育館

18927 運動用具類 ポール ポール　ソフトバレーボール用 20031212 0 市営体育館

18928 運動用具類 ポール ポール　ソフトバレーボール用 20031212 0 市営体育館

18929 運動用具類 ポール ポール　バトミントン用 19840110 0 市営体育館

18930 運動用具類 ポール ポール　バトミントン用 19840110 0 市営体育館

18931 運動用具類 ポール ポール　バトミントン用 19840110 0 市営体育館

18932 運動用具類 ポール ポール　バトミントン用 19840110 0 市営体育館

18933 運動用具類 ポール ポール　バトミントン用 19840110 0 市営体育館

18934 運動用具類 ポール ポール　バトミントン用 19840110 0 市営体育館

18935 運動用具類 ポール ポール　ソフトバレーボール用 20031212 0 市営体育館

18936 運動用具類 ポール ポール　バレーボール用 19840110 0 市営体育館

18937 運動用具類 ポール ポール　バレーボール用 19840110 0 市営体育館

18938 運動用具類 ポール ポール　バレーボール用 19840110 0 市営体育館

18939 運動用具類 ポール ポール　バレーボール用 19840110 0 市営体育館

18940 運動用具類 ポール ポール　テニス用 19840110 0 市営体育館

18941 運動用具類 ポール ポール　バトミントン用 19840110 0 市営体育館

18942 運動用具類 ポール ポール　ソフトバレーボール用 20031212 0 市営体育館

18943 運動用具類 ポール ポール　ソフトバレーボール用 20031212 0 市営体育館

18944 運動用具類 ポール ポール　ソフトバレーボール用 20031212 0 市営体育館

18945 運動用具類 ポール ポール　テニス用 19840110 0 市営体育館

18946 運動用具類 ポール ポール　ソフトバレーボール用 20031212 0 市営体育館

18947 運動用具類 ポール ポール　バトミントン用 19840110 0 市営体育館

18948 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19970331 194040 市営体育館

18949 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20060330 159075 市営体育館



18950 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20060330 159075 市営体育館

18951 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　ＲＬＴ－３８１０　ブルー 20020222 184170 市営体育館

18952 運動用具類 卓球台 卓球台　ジュニア卓球台　カザマＶＳ－７００Ｃ 19910430 0 市営体育館

18954 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19990316 199500 市営体育館

18956 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19990316 199500 市営体育館

18957 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20040331 194145 市営体育館

18959 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20040331 194145 市営体育館

18960 運動用具類 卓球台 卓球台 20031212 0 市営体育館

18961 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20040331 194145 市営体育館

18962 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20040331 194145 市営体育館

18963 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20040331 194145 市営体育館

18964 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20040331 194145 市営体育館

18965 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19970331 194040 市営体育館

18966 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20040331 194145 市営体育館

18967 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19970331 194040 市営体育館

18968 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19990316 199500 市営体育館

18969 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19990316 199500 市営体育館

18970 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19970331 194040 市営体育館

18971 運動用具類 卓球台 卓球台 20031212 0 市営体育館

18972 運動用具類 卓球台 卓球台 19880720 0 市営体育館

18973 運動用具類 卓球台 卓球台 19880720 0 市営体育館

18974 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20060330 159075 市営体育館

18975 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 20000303 201495 市営体育館

18976 運動用具類 卓球台 卓球台 19880720 0 市営体育館

18977 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 19970331 194040 市営体育館

18978 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 20000303 201495 市営体育館

18979 運動用具類 卓球台 卓球台 19880720 0 市営体育館

18980 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３８１０ 20010302 184800 市営体育館

18981 運動用具類 卓球台 卓球台　ミズノ　１８ＬＴ－３３８１０ 20060330 159075 市営体育館

18982 運動用具類 卓球台 卓球台 19880720 0 市営体育館

18983 運動用具類 卓球台 卓球台 20031212 0 市営体育館

18984 運動用具類 球技指導盤 球技指導盤 19840110 0 市営体育館

18985 運動用具類 バスケット台 バスケット台　オレンジゴール１組・セッティングゲージ１組 20010521 10499999 重要備品 市営体育館

18986 運動用具類 バスケット台 バスケット台　オレンジゴール１組・セッティングゲージ１組 20010521 10499999 重要備品 市営体育館

18987 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バトミントンネット 20020401 0 市営体育館

18988 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バウンドテニスセット 19940520 56700 市営体育館

18989 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バトミントンネット 20020401 0 市営体育館

18990 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バトミントンネット 20020401 0 市営体育館

18991 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バトミントンネット 20020401 0 市営体育館

18992 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バトミントンネット 20020401 0 市営体育館

18993 運動用具類 その他の用具 その他の用具　キンボール 20010514 54075 市営体育館

18994 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ペンタク　ミズノ２４ＬＡ－３４１０ 20000321 43470 市営体育館

18995 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バトミントンネット 20020401 0 市営体育館

18996 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ＳｕｎＬｕｃｋｙ　ＳＲＳ－ＪＸ 19930610 39375 市営体育館

18997 運動用具類 その他の用具 その他の用具　６人制バレーボール用ネット 20080711 37380 市営体育館

18998 運動用具類 その他の用具 その他の用具　キンボール 20030617 88095 市営体育館

18999 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19000 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バトミントンネット 20020401 0 市営体育館

19001 運動用具類 その他の用具 その他の用具　６人制バレーボール用ネット 20080711 37380 市営体育館

19002 運動用具類 その他の用具 その他の用具　バトミントンネット 20020401 0 市営体育館

19003 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館



19004 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ペンタク　ミズノ２４ＬＡ－３４１０ 20000321 43470 市営体育館

19005 運動用具類 その他の用具 その他の用具　６人制バレーボール用アンテナ 20080711 7245 市営体育館

19006 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19007 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19008 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19009 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19010 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19011 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19012 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19013 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19014 運動用具類 その他の用具 その他の用具　６人制バレーボール用アンテナ 20080711 7245 市営体育館

19015 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19016 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19017 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19018 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19019 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19020 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19021 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19022 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19023 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ペンタク 20031212 0 市営体育館

19024 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19025 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19026 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19027 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19028 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19029 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19030 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19031 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19032 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19033 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19034 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19035 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ペタンク　ミズノ２４ＬＡ－３４７ 19960722 28140 市営体育館

19036 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19037 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19038 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19039 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19040 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ペタンク　ミズノ２４ＬＡ－３４７ 19960722 28140 市営体育館

19041 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19042 運動用具類 その他の用具 その他の用具　卓球フェンス大　ユニバー２００×８０ｃｍ 19910314 14280 市営体育館

19043 運動用具類 跳び箱 飛箱 19840110 0 市営体育館

19044 運動用具類 跳び箱 飛箱 19840110 0 市営体育館

19045 運動用具類 マット マット　セノックマット 19940331 0 市営体育館

19046 運動用具類 マット マット　ソフトマット 20031212 0 市営体育館

19047 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19048 運動用具類 マット マット　セノー　ＡＭ２００４１ 20030701 51450 市営体育館

19049 運動用具類 マット マット　２ｍ×３ｍ 20020430 172725 市営体育館

19050 運動用具類 マット マット　ソフトマット　セノー　ＡＭ２００４１ 20031212 51450 市営体育館

19051 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19052 運動用具類 マット マット　セノックマット 19940331 0 市営体育館

19053 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19054 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館



19055 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19056 運動用具類 マット マット　エバニュー　Ｋ９４６ 20020430 83895 市営体育館

19057 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19058 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19059 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19060 運動用具類 マット マット　エバニュー　Ｋ９４３ 20020430 33600 市営体育館

19061 運動用具類 マット マット　エバニュー　Ｋ９４５ 20020430 41895 市営体育館

19062 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19063 運動用具類 マット マット　エバニュー　Ｋ９４５ 20020430 41895 市営体育館

19064 運動用具類 マット マット　エバニュー　Ｋ９４６ 20020430 83895 市営体育館

19065 運動用具類 マット マット　ゴムマット 19840110 0 市営体育館

19066 運動用具類 マット マット　エバニュー　Ｋ９４４ 20020430 67410 市営体育館

19067 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19068 運動用具類 マット マット　ゴムマット 19840110 0 市営体育館

19069 運動用具類 マット マット　セノックマット 19940331 0 市営体育館

19070 運動用具類 マット マット　ソフトマット　セノー　２ｍ×３ｍ 20031212 109725 市営体育館

19071 運動用具類 マット マット　ゴムマット 19840110 0 市営体育館

19072 運動用具類 マット マット　ゴムマット 19840110 0 市営体育館

19073 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19074 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19075 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19076 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19077 運動用具類 マット マット　セノックマット 19840110 0 市営体育館

19078 運動用具類 マット マット　ソフトマット　エバニュー　Ｋａ４５ 20031212 41895 市営体育館

19079 運動用具類 マット マット　ゴムマット 19840110 0 市営体育館

19080 運動用具類 マット マット　セノックマット 19940331 0 市営体育館

19081 運動用具類 マット マット　セノックマット 19940331 0 市営体育館

19082 運動用具類 マット マット　ソフトマット　エバニュー　Ｋａ４６ 20031212 83895 市営体育館

19083 運動用具類 マット マット　セノックマット 19940331 0 市営体育館

19084 運動用具類 マット マット　ソフトマット　エバニュー　Ｋａ４３ 20031212 33600 市営体育館

19085 運動用具類 マット マット　ソフトマット　エバニュー　Ｋａ４４ 20031212 67410 市営体育館

19086 運動用具類 マット マット　ソフトマット　エバニュー　Ｋａ４５ 20031212 41895 市営体育館

19087 運動用具類 鉄棒 鉄棒 19960229 0 市営体育館

19088 運動用具類 鉄棒 鉄棒　組立式　セノーＡＤ０５２０６２ 20120731 497700 市営体育館

19089 運動用具類 平均台 平均台 19840110 0 市営体育館

19090 運動用具類 平行棒 平行棒　段違い平行棒　セノーＡＤ０１０Ｎ３２ 20120731 141750 市営体育館

19091 運動用具類 トランポリン トランポリン　セノー　ＢＦ３０１２ 20030701 0 市営体育館

19092 運動用具類 トランポリン トランポリン　中 19840110 0 市営体育館

19093 運動用具類 トランポリン トランポリン　小 19840110 0 市営体育館

19094 運動用具類 トランポリン トランポリン　セノー　ＣＡＤ－１１０（大） 19920515 1410150 重要備品 市営体育館

19095 運動用具類 フロアシート巻取機 フロアシート巻取機 19880720 0 市営体育館

19096 運動用具類 その他の用具 その他の用具　セノックスフロア－　床運動用１３０枚一式 19840110 0 市営体育館

19097 運動用具類 F・I・E公認審判器 Ｆ・Ｉ・Ｅ公認審判器　ＴＦ１０００ 19960626 359100 市営体育館

19098 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　ＹＳ 19900710 486675 市営体育館

19099 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19100 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　ＹＳ 19900710 486675 市営体育館

19101 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７６０Ｖ　フェンシング総合テスター 19910314 85050 市営体育館

19102 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　ＹＳ 19910530 486675 市営体育館

19103 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７６１Ｂ　フェンシングブロードテスター 19890609 0 市営体育館

19104 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７６１Ｂ　フェンシングブロードテスター 19890609 0 市営体育館

19105 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館



19106 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　ＹＳ 19890609 486675 市営体育館

19107 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　ＹＳ 19890609 486675 市営体育館

19108 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　ＹＳ 19880616 486675 市営体育館

19109 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　ＹＳ 19880616 486675 市営体育館

19110 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　タイマー付　ＹＳ審判器セット 19861222 486675 市営体育館

19111 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　修理工具一式　ＴＦ－７８０ 19910314 28350 市営体育館

19112 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　修理工具一式　ＴＦ－７８０ 19910314 28350 市営体育館

19113 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７１１　ＹＳ 19900710 486675 市営体育館

19114 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ１０００Ｓ 20010517 382200 市営体育館

19115 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７６０Ｖ　フェンシング総合テスター 19890609 85050 市営体育館

19116 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ審判器専用　アルミケース 19910314 17325 市営体育館

19117 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19118 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19119 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19120 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19121 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19122 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19123 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19124 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19125 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19126 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19127 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19128 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングメダルピスト　ＴＦ８０５ 19890609 302400 市営体育館

19129 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＦＦ７２０Ｎ 19861222 264600 市営体育館

19130 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングメダルピスト　ＴＦ８０５ 19900710 302400 市営体育館

19131 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＴＦ７２０Ｎ 19880616 264600 市営体育館

19132 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＴＦ７２０Ｎ 19880616 264600 市営体育館

19133 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＴＦ７２０Ｎ 19890609 264600 市営体育館

19134 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＴＦ７２０Ｎ 19890609 264600 市営体育館

19135 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＴＦ７２０Ｎ 19900710 264600 市営体育館

19136 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＴＦ７２０Ｎ 19900710 264600 市営体育館

19137 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ１０００Ｓ 20010517 382200 市営体育館

19138 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングピスト　ＴＦ８０２　ステンレス 19861222 77490 市営体育館

19139 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＴＦ７２０Ｎ 19910530 264600 市営体育館

19140 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングメダルピスト　ＴＦ８０５ 19861222 302400 市営体育館

19141 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングメダルピスト　ＴＦ８０５ 19880616 302400 市営体育館

19142 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシング総合ランプ　ＴＦ７２０Ｎ 19900710 264600 市営体育館

19143 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングメダルピスト　ＴＦ８０５ 19880616 302400 市営体育館

19144 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19145 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７７０Ｆ　５００ｇフル‐レ用 19890609 0 市営体育館

19146 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングメダルピスト　ＴＦ８０５ 19900710 302400 市営体育館

19147 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　アルミケース 19960229 0 市営体育館

19148 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングアルミピスト（台付）　ＴＦ８１０Ｎ 19880616 0 市営体育館

19149 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングマスクテスター 20020331 0 市営体育館

19150 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングピスト　ＴＦ８０２ 19880616 77490 市営体育館

19151 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングピスト　ＴＦ８０２ 19880616 77490 市営体育館

19152 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングピスト　ＴＦ８０２ 19890609 77490 市営体育館

19153 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングピスト　ＴＦ８０２ 19890609 77490 市営体育館

19154 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングピスト　ＴＦ８０２ 19900710 77490 市営体育館

19155 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングピスト　ＴＦ８０２ 19900710 77490 市営体育館

19156 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングピスト　ＴＦ８０２ 19900710 77490 市営体育館



19157 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＡＬ７７２１Ｇ　フェンシング板ゲージ 19890609 0 市営体育館

19158 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングメダルピスト　ＴＦ８０５ 19900710 302400 市営体育館

19159 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７６１Ｂ　フェンシングブロードテスター 19890609 0 市営体育館

19160 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７７１Ｅ　７５０ｇ　エペ用 19890609 0 市営体育館

19161 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングメダルピスト　ＴＦ８０５ 19890609 302400 市営体育館

19162 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＡＬ７７２１Ｇ　フェンシング板ゲージ 19890609 0 市営体育館

19163 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＡＬ７７３ＭＰ　フェンシングマスクテスター 19890609 13230 市営体育館

19164 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＡＬ７７３ＭＰ　フェンシングマスクテスター 19910314 13230 市営体育館

19165 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７７１Ｅ　７５０ｇ　エペ用 19890609 0 市営体育館

19166 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　フェンシングマスクテスター 20020331 0 市営体育館

19167 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７６０Ｖ　フェンシング総合テスター 19910314 85050 市営体育館

19168 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７７０Ｆ　５００ｇフル‐レ用 19890609 0 市営体育館

19169 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＴＦ７６０Ｖ　フェンシング総合テスター 19910314 85050 市営体育館

19170 運動用具類 フェンシング用具 フェンシング用具　ＡＬ７７３ＭＰ　フェンシングマスクテスター 19910314 13230 市営体育館

19171 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19172 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19173 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19174 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19175 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19176 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19177 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19178 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19179 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19180 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19181 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19182 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19183 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19184 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19185 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19186 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19187 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19188 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19189 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19190 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19191 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19192 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19193 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19194 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19195 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19196 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19197 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19198 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19199 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19200 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19201 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19202 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19203 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19204 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19205 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19206 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19207 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館



19208 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19209 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19210 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19211 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19212 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19213 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19214 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19215 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19216 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19217 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19218 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19219 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19220 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19221 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19222 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19223 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19224 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19225 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19226 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19227 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19228 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19229 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19230 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19231 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19232 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19233 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19234 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19235 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19236 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19237 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19238 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19239 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19240 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19241 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19242 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19243 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19244 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19245 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19246 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19247 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19248 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19249 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19250 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19251 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19252 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19253 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19254 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19255 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19256 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19257 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19258 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館



19259 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19260 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19261 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19262 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19263 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19264 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19265 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19266 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19267 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19268 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19269 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19270 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19271 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19272 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19273 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19274 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19275 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19276 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19277 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19278 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19279 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19280 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19281 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19282 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19283 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19284 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19285 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19286 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19287 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19288 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19289 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19290 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19291 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19292 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19293 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19294 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19295 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19296 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19297 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19298 運動用具類 その他の用具 その他の用具　グランドゴルフボールセット 19990331 0 市営体育館

19299 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19300 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19301 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19302 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19303 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19304 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19305 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19306 運動用具類 その他の用具 その他の用具　グランドゴルフボールセットアシックスＧＧＧ３００ 19910731 46200 市営体育館

19307 運動用具類 その他の用具 その他の用具　グランドゴルフボールセット 19990331 0 市営体育館

19308 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19309 運動用具類 その他の用具 その他の用具　グランドゴルフボールセット 19990331 0 市営体育館



19310 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19311 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19312 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19313 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19314 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19315 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19316 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19317 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19318 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19319 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19320 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット　アシックスＧＧＧ１１１ 19910731 21840 市営体育館

19321 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19322 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19323 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19324 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19325 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19326 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19327 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19328 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19329 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19330 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19331 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19332 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19333 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19334 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19335 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19336 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19337 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19338 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19339 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19340 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19341 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19342 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19343 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19344 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19345 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19346 運動用具類 その他の用具 その他の用具　１２ｍタイプ　・収納袋・スコアボード　セット 19920620 137025 市営体育館

19347 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19348 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19349 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19350 運動用具類 その他の用具 その他の用具　スティックボールセット 19970331 0 市営体育館

19351 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ミズノ　７６ＪＨ１２３２ 20000418 32678 市営体育館

19352 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ミズノ　７６ＪＨ１２３２ 20000418 32678 市営体育館

19353 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ミズノ　７６ＪＨ１２０ 20000418 55692 市営体育館

19354 運動用具類 その他の用具 その他の用具　ミズノ　７６ＪＨ１２０ 20000418 55692 市営体育館

19355 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19356 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19357 運動用具類 その他の用具 その他の用具　カローリングセット　２４ＬＡ－３５００ 19950517 0 市営体育館

19358 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19359 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19360 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館



19361 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19362 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19363 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19364 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19365 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19366 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19367 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19368 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19369 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19370 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19371 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19372 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19373 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19374 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19375 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19376 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19377 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19378 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19379 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０２　赤 19970627 0 市営体育館

19380 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19381 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19382 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19383 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19384 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19385 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19386 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19387 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19388 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19389 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19390 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19391 運動用具類 その他の用具 その他の用具　柔道用畳　セノー　Ｍ－０２０１　ワサビ 19970627 0 市営体育館

19392 図書・美術品類 絵画(額) 絵画（額）　「坂戸山名月」 19841019 0 市営体育館

19393 図書・美術品類 ブロンズ ブロンズ　「大望の像」 19720621 0 重要備品 市営体育館

19394 図書・美術品類 陶磁器 陶磁器　シーサー　１対 19921215 0 市営体育館

19395 雑品類 組立式倉庫 組立式倉庫　イナバ物置　ＮＸＮ－５０Ｓ　多雪地 20120724 162750 市営体育館

19396 雑品類 組立式倉庫 組立式倉庫　イナバ物置　ＭＢＸ－４０Ｘ 19960329 135975 市営体育館

19397 雑品類 組立式倉庫 組立式倉庫　イナバ物置　ＭＢＸ－７０Ｈ 19960329 195615 市営体育館

37650 事務用品類 複写機 ＲＩＣＯＨ　ｉｍａｇｉｏ　ＭＰ　Ｃ２２０１ｓｐ 20130430 399000 市営体育館

37736 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37737 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37738 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37739 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37740 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37741 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37742 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37743 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37744 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37745 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37746 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37747 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37748 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館



37749 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37750 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37751 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37752 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37753 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37754 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37755 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37756 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37757 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37758 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37759 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37760 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37761 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37762 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37763 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37764 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37765 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37766 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37767 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37768 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37769 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37770 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37771 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37772 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37773 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37774 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37775 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37776 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37777 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37778 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37779 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37780 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37781 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37782 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37783 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37784 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37785 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8180 市営体育館

37786 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37787 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37788 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37789 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37790 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37791 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37792 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37793 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37794 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37795 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37796 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37797 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37798 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37799 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館



37800 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37801 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37802 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37803 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37804 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37805 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37806 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37807 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37808 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37809 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37810 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37811 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37812 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37813 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37814 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37815 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37816 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37817 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37818 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37819 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37820 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37821 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37822 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37823 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37824 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37825 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37826 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37827 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37828 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37829 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37830 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37831 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37832 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37833 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37834 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

37835 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20130619 8179 市営体育館

38694 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38695 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38696 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38697 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38698 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38699 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38700 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38701 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38702 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38703 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38704 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38705 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38706 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38707 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38708 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館



38709 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38710 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38711 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38712 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38713 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38714 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38715 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38716 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38717 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38718 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38719 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38720 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38721 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38722 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38723 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38724 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38725 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38726 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38727 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38728 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38729 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38730 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38731 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38732 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38733 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38734 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38735 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38736 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38737 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38738 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38739 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38740 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38741 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38742 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38743 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38744 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38745 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38746 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38747 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38748 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38749 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38750 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38751 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38752 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38753 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38754 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38755 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38756 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38757 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38758 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38759 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館



38760 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38761 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38762 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38763 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38764 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38765 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38766 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38767 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38768 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38769 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38770 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38771 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38772 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38773 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38774 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38775 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38776 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38777 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38778 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38779 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38780 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38781 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38782 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38783 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38784 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38785 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38786 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38787 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38788 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38789 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38790 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38791 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38792 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38793 運動用具類 その他の用具 卓球フェンス　三英　１１００２ 20140501 7452 市営体育館

38949 運動用具類 その他の用具 (株)ニシ・スポーツ製　ラットプルダウン　ＮＴ３７２１Ｂ 20140729 700920 市営体育館

38966 調度品類 肘付き回転椅子 肘付回転いす 20140930 0 市営体育館

38967 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー 20140930 0 市営体育館

39337 光学・通信・視聴覚機器類 その他の機器 パナソニック　ハンド型ワイヤレスマイクホン　ＷＸ－４１００Ｂ 20151002 28404 市営体育館

39338 光学・通信・視聴覚機器類 その他の機器 パナソニック　ハンド型ワイヤレスマイクホン　ＷＸ－４１００Ｂ 20151002 28404 市営体育館

39339 光学・通信・視聴覚機器類 マイクロホン パナソニック　タイピン型ワイヤレスマイクロホン 20151002 32335 市営体育館

41058 運動用具類 F・I・E公認審判器 ＦＩＥ公認審判器　ファベロ　FV940 20170922 205740 市営体育館

41059 運動用具類 F・I・E公認審判器 ＦＩＥ公認審判器　ファベロ　FV940 20170922 205740 市営体育館

41060 運動用具類 F・I・E公認審判器 ＦＩＥ公認審判器　ファベロ　FV940 20170922 205740 市営体育館

41061 運動用具類 F・I・E公認審判器 ＦＩＥ公認審判器　ファベロ　FV940 20170922 205740 市営体育館

41062 運動用具類 フェンシング用具 リールセット　ファベロ　FV730S 20170922 123120 市営体育館

41063 運動用具類 フェンシング用具 リールセット　ファベロ　FV730S 20170922 123120 市営体育館

41064 運動用具類 フェンシング用具 リールセット　ファベロ　FV730S 20170922 123120 市営体育館

41065 運動用具類 フェンシング用具 リールセット　ファベロ　FV730S 20170922 123120 市営体育館

41066 運動用具類 フェンシング用具 リールセット　ファベロ　FV730S 20170922 123120 市営体育館

41067 運動用具類 フェンシング用具 リールセット　ファベロ　FV730S 20170922 123120 市営体育館

41068 運動用具類 フェンシング用具 リールセット　ファベロ　FV730S 20170922 123120 市営体育館



41069 運動用具類 フェンシング用具 リールセット　ファベロ　FV730S 20170922 123120 市営体育館

41070 運動用具類 フェンシング用具 ハイブリッドピスト　東京フェンシング商会　TF807N 20170922 520560 市営体育館

41071 運動用具類 フェンシング用具 ハイブリッドピスト　東京フェンシング商会　TF807N 20170922 520560 市営体育館

41072 運動用具類 フェンシング用具 ハイブリッドピスト　東京フェンシング商会　TF807N 20170922 520560 市営体育館

41073 運動用具類 フェンシング用具 ハイブリッドピスト　東京フェンシング商会　TF807N 20170922 520560 市営体育館

41074 運動用具類 フェンシング用具 ハイブリッドピスト　東京フェンシング商会　TF807N 20170922 520560 市営体育館

41075 運動用具類 フェンシング用具 ハイブリッドピスト　東京フェンシング商会　TF807N 20170922 520560 市営体育館

41076 運動用具類 フェンシング用具 ハイブリッドピスト　東京フェンシング商会　TF807N 20170922 520560 市営体育館

41077 運動用具類 フェンシング用具 ハイブリッドピスト　東京フェンシング商会　TF807N 20170922 520560 市営体育館

41099 機械器具類 消火器 モリタ宮田工業　加圧式粉末ＡＢＣ消火器３．０ｋｇ　ＥＦＣ１０ 20171115 3672 市営体育館

41100 機械器具類 消火器 モリタ宮田工業　強化液中性消火器２．０Ｌ　ＮＦ２ 20171115 7236 市営体育館

41101 機械器具類 消火器 モリタ宮田工業　強化液中性消火器３．０Ｌ　ＮＦ３ 20171115 7560 市営体育館

42199 運動用具類 その他の用具 モルテン製　バスケットボールデジタイマー　一式　デジタイマ１１０Ｘシステム 20180719 657720 市営体育館

43959 医療機器類 その他の機器 赤外線体温計（おでこ用）　ＥＳ－Ｔ０１ 20200601 10670 市営体育館

43960 医療機器類 その他の機器 赤外線体温計（おでこ用）　ＥＳ－Ｔ０１ 20200601 10670 市営体育館

43961 医療機器類 その他の機器 赤外線体温計（おでこ用）　ＥＳ－Ｔ０１ 20200601 10670 市営体育館

43977 医療機器類 その他の機器 イービストレード(株)　赤外線温度計測器（設置型）　ＩＲＴＤ０８ 20200617 181500 市営体育館

45794 運動用具類 卓球台 三英　VR-VERIC-W 20210909 187000 市営体育館

45795 運動用具類 卓球台 三英　VR-VERIC-W 20210909 187000 市営体育館

45796 運動用具類 卓球台 三英　VR-VERIC-W 20210909 187000 市営体育館

45797 運動用具類 卓球台 三英　VR-VERIC-W 20210909 187000 市営体育館

45798 運動用具類 卓球台 三英　VR-VERIC-W 20210909 187000 市営体育館

45799 運動用具類 卓球台 三英　VR-VERIC-W 20210909 187000 市営体育館

45800 運動用具類 卓球台 三英　VR-VERIC-W 20210909 187000 市営体育館

46250 運動用具類 その他の用具 ファナシスⅡ　レッグカール&エクステンション　セノー 20211203 1199000 重要備品 市営体育館

46251 運動用具類 その他の用具 ベーシックスミス・ハーフケージ　タフスタッフ 20211203 412500 市営体育館

46252 運動用具類 その他の用具 DXマルチパーパスベンチ　タフスタッフ 20211203 110000 市営体育館

46253 運動用具類 その他の用具 コーナーマルチファンクショナルトレーナー　タフスタッフ 20211203 781000 市営体育館



備品番号 分類名称 品名名称 規格名称 取得日 取得価格 重要備品 所在場所

15773 調度品類 片袖机 片そで机 19840110 0 相撲場

15785 調度品類 長卓 長卓　折畳み式 19840110 0 相撲場

15786 調度品類 長卓 長卓　折畳み式 19840110 0 相撲場

15788 調度品類 回転椅子 回転いす 19841025 0 相撲場

15801 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段 19840110 0 相撲場

15804 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段 19840110 0 相撲場

15805 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段 19840110 0 相撲場

15808 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段 19840110 0 相撲場

15814 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段 19840110 0 相撲場

15818 調度品類 黒板 黒板　行事黒板 19840110 0 相撲場

15826 機械器具類 消火器 消火器 19930109 0 相撲場

15830 機械器具類 消火器 消火器 19941007 0 相撲場

15831 機械器具類 消火器 消火器 19930109 0 相撲場



備品番号 分類名称 品名名称 規格名称 取得日 取得価格 重要備品 所在場所

15776 調度品類 長卓 長卓 20031022 0 北村公園テニスコート

15777 調度品類 長卓 長卓 20031022 0 北村公園テニスコート

15778 調度品類 長卓 長卓 20031022 0 北村公園テニスコート

15779 調度品類 長卓 長卓 20031022 0 北村公園テニスコート

15780 調度品類 長卓 長卓 20031022 0 北村公園テニスコート

15781 調度品類 長卓 長卓 20031022 0 北村公園テニスコート

15782 調度品類 長卓 長卓 20031022 0 北村公園テニスコート

15783 調度品類 長卓 長卓 20031022 0 北村公園テニスコート

15797 調度品類 両開き保管庫 両開き保管庫 20031022 0 北村公園テニスコート

15800 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段９人用 20031022 0 北村公園テニスコート

15802 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段９人用 20031022 0 北村公園テニスコート

15803 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段９人用 20031022 0 北村公園テニスコート

15806 調度品類 衣類ロッカー 衣類ロッカー　３連３段９人用 20031022 0 北村公園テニスコート

15817 調度品類 その他の保管庫 その他の保管庫　用具庫　イナバＭＢＳ－５０ 19890901 0 北村公園テニスコート

15819 調度品類 黒板 黒板 20031022 0 北村公園テニスコート

15854 運動用具類 審判台 審判台　八幡原テニスコートより移行 19890901 0 北村公園テニスコート

15855 運動用具類 審判台 審判台　八幡原テニスコートより移行 19900910 0 北村公園テニスコート

15856 運動用具類 審判台 審判台　八幡原テニスコートより移行 19900910 0 北村公園テニスコート

15860 運動用具類 審判台 審判台　八幡原テニスコートより移行 19890901 0 北村公園テニスコート

15865 運動用具類 地ならしローラー 地ならしローラー　総合グランドより移行 19900910 0 北村公園テニスコート

15866 運動用具類 地ならしローラー 地ならしローラー　米工体育文化活動講演会より寄贈 19890927 0 北村公園テニスコート

15867 運動用具類 地ならしローラー 地ならしローラー 20031001 0 北村公園テニスコート

15868 運動用具類 地ならしローラー 地ならしローラー 20031001 0 北村公園テニスコート


