
備品等一覧表

番号 分類Ⅰ 分類Ⅱ 品名 区分（※）

1 管理棟 事務室 片袖机 備品

2 管理棟 事務室 回転椅子（事務用） 備品

3 管理棟 事務室 椅子（窓口用） 備品

4 管理棟 事務室 キャビネット低　ロング 備品

5 管理棟 事務室 キャビネット高　ロング 備品

6 管理棟 事務室 FAX 備品

7 管理棟 事務室 金庫 備品

8 管理棟 事務室 券売機 備品

9 管理棟 事務室 コピー機 リース

10 管理棟 事務室 パソコン リース

11 管理棟 事務室 電話 消耗品

12 管理棟 事務室 その他事務用品一式 消耗品

13 管理棟 ロッカー室 ロッカー（６人用） 備品

14 管理棟 ロッカー室 掃除道具入 消耗品

15 管理棟 ロッカー室 掃きホウキ　他 消耗品

16 管理棟 給湯室 冷蔵庫 備品

17 管理棟 給湯室 食器棚 備品

18 管理棟 給湯室 湯飲み　他 消耗品

19 管理棟 倉庫（２） ラック 備品

20 管理棟 倉庫（２） ポリッシャー 備品

21 管理棟 倉庫（２） バキューム 備品

22 管理棟 倉庫（２） 業務用掃除機 備品

23 管理棟 倉庫（２） スチール棚 備品

24 管理棟 倉庫（２） 台車 備品

25 管理棟 倉庫（２） 陳列ワゴン 消耗品

26 管理棟 休憩（救護）室 机（床の材質による） 備品

27 管理棟 休憩（救護）室 椅子 備品

28 管理棟 休憩（救護）室 簡易ベッド（ソファベッド） 備品

29 管理棟 休憩（救護）室 ブラインド 消耗品

30 管理棟 多目的トイレ 便座クリーナー 消耗品

31 管理棟 女子トイレ 便座クリーナー 消耗品

32 管理棟 男子トイレ 便座クリーナー 消耗品

33 管理棟 男子トイレ（SK） 掃除用品 消耗品

34 管理棟 各トイレ その他トイレ用品一式 消耗品

35 管理棟 喫茶コーナー 机 備品

36 管理棟 喫茶コーナー 椅子（ソファー） 備品

37 管理棟 喫茶コーナー 書籍棚 備品

38 管理棟 喫茶コーナー 食券機 備品

この一覧表は、現時点での市の想定であり、実際に購入する備品等は、市の予算の範囲内で指定管

理者と市が協議し、決定します。



番号 分類Ⅰ 分類Ⅱ 品名 区分（※）

39 管理棟 喫茶コーナー 机 備品

40 管理棟 喫茶コーナー 椅子（ハイチェア） 備品

41 管理棟 喫茶コーナー テーブル（テラス用） 備品

42 管理棟 喫茶コーナー イス（テラス用） 備品

43 管理棟 喫茶コーナー パラソル 備品

44 管理棟 喫茶コーナー その他喫茶コーナー用品一式 消耗品

45 管理棟 厨房 戸棚 備品

46 管理棟 厨房 シェルフ 備品

47 管理棟 厨房 ＩＨジャー炊飯機 備品

48 管理棟 厨房 卓上電気ウォーマー 備品

49 管理棟 厨房 清涼飲料ディスペンサー 備品

50 管理棟 厨房 コーヒーマシン 備品

51 管理棟 厨房 電磁調理器 消耗品

52 管理棟 厨房 テーブル型冷蔵庫 備品

53 管理棟 厨房 ピザ釜 備品

54 管理棟 厨房 調理用消耗品 消耗品

55 管理棟 厨房 その他厨房用品一式 消耗品

56 管理棟 ホール 椅子 備品

57 管理棟 ホール 書籍棚 備品

58 管理棟 ホール 案内モニター（50型） 備品

59 管理棟 ホール 貸しロッカー 備品

60 管理棟 ホール 玄関マット リース

61 管理棟 ホール その他消耗品一式 消耗品

62 管理棟 多目的室 折たたみ机 備品

63 管理棟 多目的室 チェアポーター 備品

64 管理棟 多目的室 演台 備品

65 管理棟 多目的室 椅子 消耗品

66 管理棟 多目的室 ロールスクリーン 消耗品

67 管理棟 多目的室 その他調理用品一式 消耗品

68 管理棟 準備室 ホワイトボード 備品

69 管理棟 準備室 アンプスピーカー 備品

70 管理棟 準備室 プロジェクター 備品

71 管理棟 授乳室 ベビーベッド 備品

72 管理棟 授乳室 ソファ 備品

73 管理棟 授乳室 荷物置場 消耗品

74 管理棟 授乳室 カーテン 消耗品

75 管理棟 授乳室 ごみ箱（オムツ） 消耗品

76 管理棟 シャワー室 脱衣棚 消耗品

77 管理棟 シャワー室 カーテン 消耗品

78 管理棟 脱衣室 脱衣棚 備品

79 管理棟 脱衣室 足マット 消耗品

80 管理棟 倉庫（１） スチール棚 備品

81 管理棟 外部倉庫 リアカー 備品



番号 分類Ⅰ 分類Ⅱ 品名 区分（※）

82 管理棟 外部倉庫 製氷機 備品

83 管理棟 外部倉庫 冷凍ストッカー 備品

84 管理棟 外部倉庫 バーベキューコンロ 消耗品

85 管理棟 外部倉庫 テーブル（バーベキュー） 消耗品

86 管理棟 外部倉庫 イス（バーベキュー） 消耗品

87 管理棟 外部倉庫 タープ 消耗品

88 管理棟 外部倉庫 バーベキューセット 消耗品

89 管理棟 外部倉庫 クーラーボックス 消耗品

90 管理棟 外部倉庫 ロストル 消耗品

91 管理棟 外部倉庫 鉄板 消耗品

92 管理棟 外部倉庫 分別ゴミ箱 消耗品

93 管理棟 外部倉庫 ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 消耗品

94 管理棟 外部 ホース（巻き上げ器共） 消耗品

95 管理棟 外部 スプリンクラーヘッド 消耗品

96 管理棟 その他 その他消耗品一式 消耗品

97 農器具倉庫・トイレ 管理者休憩室 収納棚 備品

98 農器具倉庫・トイレ 管理者休憩室 机 備品

99 農器具倉庫・トイレ 管理者休憩室 椅子 備品

100 農器具倉庫・トイレ 管理者休憩室 ミニキッチン 備品

101 農器具倉庫・トイレ 管理者休憩室 キャビネット　低 備品

102 農器具倉庫・トイレ 管理者休憩室 月予定表 備品

103 農器具倉庫・トイレ 管理者休憩室 その他消耗品一式 消耗品

104 農器具倉庫・トイレ 利用者用倉庫 棚 備品

105 農器具倉庫・トイレ 利用者用倉庫 器具かご　大 備品

106 農器具倉庫・トイレ 利用者用倉庫 ロッカー（24人用） 備品

107 農器具倉庫・トイレ 利用者用倉庫 リアカー 備品

108 農器具倉庫・トイレ 利用者用倉庫 鍬、鎌、鋏、草かき　他 消耗品

109 農器具倉庫・トイレ 利用者用倉庫 その他農作業用消耗品一式 消耗品

110 農器具倉庫・トイレ 管理者用倉庫 ハンマーナイフ 備品

111 農器具倉庫・トイレ 管理者用倉庫 管理機 備品

112 農器具倉庫・トイレ 管理者用倉庫 播種器 備品

113 農器具倉庫・トイレ 管理者用倉庫 リアカー 備品

114 農器具倉庫・トイレ 管理者用倉庫 アルミブリッジ 備品

115 農器具倉庫・トイレ 管理者用倉庫 バリカン 備品

116 農器具倉庫・トイレ 管理者用倉庫 鎌、鋏、刈払機　他 消耗品

117 農器具倉庫・トイレ 管理者用倉庫 その他農作業用消耗品一式 消耗品

118 農器具倉庫・トイレ 男子トイレ 便座クリーナー 消耗品

119 農器具倉庫・トイレ 多目的トイレ 便座クリーナー 消耗品

120 農器具倉庫・トイレ 女子トイレ 便座クリーナー 消耗品

121 農器具倉庫・トイレ 女子トイレ（SK) 掃除用品 消耗品

122 農器具倉庫・トイレ 各トイレ その他トイレ用品一式 消耗品

123 農器具倉庫・東屋 利用者用倉庫 棚 備品

124 農器具倉庫・東屋 利用者用倉庫 器具かご　大 備品



番号 分類Ⅰ 分類Ⅱ 品名 区分（※）

125 農器具倉庫・東屋 利用者用倉庫 リアカー 備品

126 農器具倉庫・東屋 利用者用倉庫 鍬、鎌、鋏、草かき　他 消耗品

127 農器具倉庫・東屋 利用者用倉庫 その他農作業用消耗品一式 消耗品

128 農器具倉庫・東屋 管理者用倉庫 鎌、鋏、刈払機　他 消耗品

129 農器具倉庫・東屋 管理者用倉庫 その他農作業用消耗品一式 消耗品

130 東屋 東屋 机、ベンチ 備品

131 駐車場 駐車場 看板 消耗品

132 収穫体験農園 収穫体験農園 鉄ピン（区域明示） 消耗品

133 収穫体験農園 収穫体験農園 その他農作業用消耗品一式 消耗品

134 農業体験農園 農業体験農園 看板 消耗品

135 貸し農園 貸し農園 散水用ホース 消耗品

136 バーベキュースペース バーベキュースペース 看板 消耗品

137 その他 その他 イベント用テント 備品

138 その他 その他 残渣置場 備品

139 その他 その他 軽貨物自動車 備品

140 その他 その他 栽培資材 消耗品

141 その他 その他 その他農作業用消耗品一式 消耗品

※単価が30,000円以上のものを備品、30,000円未満のものを消耗品としています。

　リースは、指定管理者が調達するものです。リース費用は、指定管理料に含まれています。


