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熊谷スポーツ文化公園 現況調書 

 

 1 公園の設置目的 

 熊谷スポーツ文化公園は、ＪＲ高崎線熊谷駅から北東へ約３ｋｍに位置し、

魅力ある地域づくりを推進するため、文化、スポーツ、レクリエーション活動

の拠点となり、埼玉県を代表する公園として計画されました。 

 平成３年に、ラグビー場を中心に、ソフトボール場、散策路、さらに平成１

５年７月には、平成１６年開催の第５９回国民体育大会のメイン会場となる陸

上競技場や彩の国くまがやドームが開設されました。 

 

 2 公園の概要 

（1）位置              熊谷市大字上川上、上之、上中条、今井、大塚地内 

 

（2）開設年月日        平成３年４月１日 

 

（3）公園面積     ８８．３ｈａ 

 

（4）公園利用者（人） 

 

  

   有料施設利用者数 

 

     

     

 

        

 

28年度 

 

        ９８６，１１３人 

 

29年度 

 

     １，０１６，５０４人 

 

（5） 主な施設 

 

［施設区分］ 

 

            ［施  設  名］ 

 

 有料 

 

 無料 

 

1［修景施設］ 

 

噴水 １基    

  

  ○ 

 

修景池 ２箇所 

  

  ○ 
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水流れ ４箇所  滝 １箇所 

  

  ○ 

 

彫像 １０基 

  

  ○ 

 

2［休養施設］ 

 

 

休憩所 ６箇所    

  

  ○ 

 

ベンチ ３５４基 

  

○ 

 

縁台 １８基 

  

○ 

 

3［遊戯施設］ 

 

 

複合遊具 ４基  すべり台 ３台 

  

  ○ 

 

スプリング遊具 ４基  砂場 ３箇所  

  

  ○ 

 

健康遊具 ３７基  その他遊具 １６基 

   

 ○ 

4［運動施設］ 彩の国くまがやドーム 

 多目的運動場 １２，９２３㎡ 

 体育館 ３，３２７．７５㎡ 

 

○ 

 

 

 

 

   

陸上競技場 ２２，５１８㎡ 

（トラック４００ｍ ９レーン、跳躍走路 ４本、 

 棒高跳走路 ２本） 

 

○ 

 

 

 

 

補助陸上競技場  

（トラック４００ｍ ８レーン、跳躍走路 １本、 

 棒高跳走路 １本） 

 

○ 

 

 

 

 

投てき場 １３，５００㎡ 

（やり投げ、ハンマー投げ、砲丸投げ、円盤投げ等） 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

ラグビー場 

 Ａグラウンド １４，５００㎡（確認中） 

 Ｂグラウンド １４，４００㎡ 

 Ｃグラウンド １６，０００㎡ 

 

 

ソフトボール場 ５，２００㎡ 

 

○ 
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グラウンド･ゴルフ場 ７，０００㎡ 

 

○ 

 

 

5［教養施設］ 

 

記念碑 ４基 

 

 

 

  ○ 

 

6［便益施設］ 

 

時計塔 ７基 

 

   

 

○ 

 

駐車場 ８箇所  

 

  

 

  ○ 

 

自販機 ４０台 

 

○ 

 

 

 

屋外便所 １１箇所 

  

  ○ 

 

7［管理施設］ 

 

倉庫 ３基   

  

 ○ 

 

調整池 ２箇所 

   

 ○ 

 

8［防災施設］ 

 

耐震性貯水槽 ２基 

井戸 ２基 

防災用発電機 １台 

放送塔 ４０基 

 

  

  ○ 

 

（6）主な建物（建築物） 

・熊谷スポーツ文化公園 建物一覧表参照（別紙１） 
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 3 施設供用日、供用時間等 

 

 

［施設名］ 

 

［開設期間・日数］ 

 

［開設時間］ 

 

［休園日］ 

 

管理事務所 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内運動施設 

体育館 

（熊谷ドーム） 

 

 

 

 

 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

        ３５０日 

 

 

 

 

 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

        ３６５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

        ３５０日 

 

 

 

 

 

午前６時００分から 

午後９時３０分まで 

※通常事務 

午前８時３０分から 

午後５時１５分まで 

 

 

 

4/1～10/31 

公園西側： 

午前５時００分から 

午後８時３０分まで 

公園東側： 

午前６時００分から 

午後１０時００分ま

で 

11/1～3/31 

公園西側： 

午前６時００分から 

午後８時３０分まで 

公園東側： 

午前６時３０分から 

午後１０時００分ま

で 

 

午前６時００分から 

午後９時３０分まで 

１時間単位 

 

 

 

 

 

１２月３１日、１月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則第２火曜日が定休

日※１１月は、第２水曜

日を加える 

１２月３１日、１月１日 
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陸上競技場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラウンドゴ

ルフ場 

 

 

 

ラグビー場 

 

 

ソフトボール

場 

 

 

 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

        ３５０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

 

同 上 

※Ａグラウンドは、８月ま

で供用休止 

同 上 

 

 

 

 

一般： 

午前６時００分から 

午後９時３０分まで 

個人： 

午前８時３０分から 

午後５時００分まで 

※ただし、３月１５日か 

ら９月１５日までは、 

終了時刻を午後６時 

まで 

 

午前８時３０分から 

午後５時００分まで 

１時間単位 

 

 

同 上 

 

 

午前６時００分から 

午後５時００分まで 

 

 

 

 

同 上 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

 

同 上 

 

 

同 上 

 

 

 

 4 職員体制 

（1）職員配置 

       常勤職員、非常勤職員及び臨時職員を配置している。 
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（2）勤務体制 

熊谷スポーツ文化公園管理事務所                          （単位：人） 

  営業日 休園日 勤務時間 備  考 

日 

勤 

帯 

常 勤 3～11 3～5 8:30 ～ 17:15  8：00以前の利用予

定がある場合は、

勤務時間を調整し

ている。 

非常勤 6～13 2～5 8:00 ～ 16:45  

臨 時 1～12 0 8:00 ～ 16:45  

計 10～26 5～10 8:00 ～ 17:15  

夜 

勤 

帯 

常 勤 0～1 0 13:00 ～ 21:45   

非常勤 0～1 0 14:45 ～ 21:45  

臨 時 2 0 16:15 ～ 21:45  

計 2～4 0 16:45 ～ 21:45  

 

 

5 管理実態 

(1) 園地図 

・熊谷スポーツ文化公園 園地図参照（別紙２） 

 

(2) 管理業務 

・熊谷スポーツ文化公園 現状管理業務一覧参照（別紙３） 

・熊谷スポーツ文化公園 管理費内訳及び収入実績参照（別紙４） 

 

(3) 主要設備機器 

・熊谷スポーツ文化公園 主要設備機器一覧表参照（別紙５） 

 

(4) 施設運営電力等契約状況 

 
○電  気   （契約種別） 

業務用季節別電力（１,３００kW） 

○電  話     ６回線 
○上下水道  （契約口径150mm,100mm・引込数2本） 

○ガ  ス  （用途）空調・ボイラー・自家発電機 
○軽  油  （用途）井戸用発電機（１２kW） 

○重  油  （用途）防災用発電機（８４kW） 

○灯  油  （用途）仮設暖房 

 

(5) 遊具点検 

      ［主な遊具］ 大型複合遊具、ローラー滑り台、回転系遊具等 

      ・外注分 専門業者による点検を年１回実施している。 
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      ・直営分 施設管理担当職員による点検を月１回実施している。月点検では柱及び

横木･各連結部･ネジをハンマー等により実際に叩き、亀裂や緩みの有無の

確認や増締及び、クサリ・椅子に実際に負荷を掛け（使用し）て、点検を

している。 

また、日常点検として、公園敷地内の巡回当番職員による目視点検を行

っている。 

 

(6) 運動施設管理（建築物を伴うものを除く） 

  西地区 

   ・ラグビー場 2～3 面、ソフトボール場、芝生広場、西第 1 多目的広場 

   東地区 

   ・陸上競技場、補助競技場、投てき場、東第 1多目的広場、東第 3 多目的広場、芝 

    生広場、自由広場 

   ※上記の芝生管理(管理詳細は別紙３) 

 

(7) 修繕リスト 

 ・熊谷スポーツ文化公園 修繕工事一覧参照（別紙６） 

 

(8) 有料施設の利用状況 

 ・熊谷スポーツ文化公園 有料施設利用状況参照（別紙７） 

 

(9) 設置・管理・占用・行為許可の状況 

 ・熊谷スポーツ文化公園 設置・管理・占用・行為許可一覧参照（別紙８） 

 

(10) 貸与可能備品 

 ・熊谷スポーツ文化公園 貸与可能備品一覧参照（別紙９） 

 

 

 6 特記事項 

○ ラグビーワールドカップ２０１９大会の開催 

  現在、埼玉県と公益財団法人ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会（以下、「組 

 織委員会」と言う。）において協議中であるが、基本的な考え方はおおむね以下のとお 

 りである。 

 ・大会期間 

  平成３１年９月２０日（金）～１１月２日（土） 

 ・熊谷ラグビー場での試合 

   ９月２４日（火）１９：１５キックオフ 
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  ロシア VS ヨーロッパ・オセアニアプレーオフ勝者 

   ９月２９日（日）１４：１５キックオフ 

  ジョージア VS ウルグアイ 

  １０月 ９日（水）１３：４５キックオフ 

  アルゼンチン VS アメリカ 

 ・ 平成３１年８月１６日から１０月１２日まで、組織委員会の独占的に使用すること 

  となる。 

   ８月１６日～ ９月 ２日 陸上競技場、補助陸上競技場 芝生養生期間 

   ９月 ３日～１０月１２日 陸上競技場、補助陸上競技場、熊谷ドーム体育館 

   ９月１４日～１０月１１日（ラグビー場 A グラウンド、芝生広場、駐車場ほか） 

 ・ 独占的に使用する期間ついては、組織委員会から使用料金が支払われる。 

 ・ 独占的に使用する期間における施設管理や県・指定管理者の役割については、現在 

  組織委員会と調整中である。 

 ・ なお、独占的に使用する期間中に関わらず指定管理者が行う業務は以下のとおりで 

  ある。 

   熊谷スポーツ文化公園の他の施設の維持・管理 

   施設の利用申請に対する許可承認事務 

   公園管理者として必要な会議への出席や連絡調整の実施 

   ラグビーワールドカップ２０１９大会関係及び設計・工事を除く一般的な取材や視 

  察の対応 

 

○ 埼玉県県営公園施設予約サービスによる有料施設の予約受付 

  テニスコート、フットサルコート、体育館及びソフトボール場の予約受付は、埼玉県

県営公園施設予約サービスにより行っている。 

 また、このサービス利用のための利用者登録受付及び貸出業務を行っている。 

 

○ 県営スポーツ施設利用調整会議への参加 

  運動施設の利活用に当たって、県営スポーツ施設利用調整会議に参加して利用調整

を行っている。 

 

○ 陸上競技場等に係る公認 

  公益財団法人日本陸上競技連盟から、陸上競技場が第１種、補助陸上競技場が第３

種、投てき場が附属投てき場としてそれぞれ公認されている。 

 公認期間は平成 35 年 4 月 30 日までであり、平成 34 年度中に更新を行う予定である。 

 

○ 大規模施設の積極的な利用促進 

  第１種公認陸上競技場、ラグビー場などの大規模施設の積極的な利用促進を図るため、  

 各競技団体と密接に相互連携を図っていく必要がある。 

なお、２０１９ラグビーワールドカップでは、当公園ラグビー場で３試合を開催予定

であり、埼玉県推進委員会等の関係機関や組織委員会、日本ラグビー協会と強固な連携
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を図りながら、大会成功に向けて着実に準備を進める必要がある。 

 

 ＜現指定管理者が競技団体等と締結している協定＞ 

  「ラグビー競技大会の運営強化促進に関する協定書」 

   （一社）埼玉県ラグビーフットボール協会との協定 

  「陸上競技大会の運営強化促進に関する協定書」 

   （一財）埼玉県陸上競技協会との協定 

   各協定書において、各協会と連携を図り大会誘致、開催及び運営等について、 

  協力することを定めている。 

 

○ 県のスポーツ施策、及び県の主催・共催・後援事業への協力 

 「埼玉県スポーツ推進計画」等、スポーツ振興施策に限らず県営の大規模広域公園とし

て、県の施策を反映するよう管理運営を行う必要がある。このため県営スポーツ施設利

用調整会議に参加し、県施策に対し意向と協調を図るとともに、要請に応じ実行委員会

メンバーとして直接携わる場合や共催・後援団体として連携・協力に努めている。また、

事業によっては指定管理者の場合も「各団体負担金」を捻出しなければならないが、こ

の負担金は任意による支出となるため、指定管理業務に係る経費からは除いている。実

績については次のとおり。 

（毎年度） 

・ 彩の国スポーツフェスティバル（5 月） 

・ 彩の国ふれあいピック（春・秋） 

・ 彩の国プラチナフェスティバル（10 月） 

・ 彩の国東日本実業団対抗駅伝大会（11 月） 

・ 埼玉県駅伝競走大会（2 月） 

・ 県が主催または、共催する県大会以上の大会 

（過去の単独大会の実績及び予定） 

・ 平成 23 年開催 第 95 回日本陸上競技選手権大会（埼玉県実行委員会メンバー） 

・ 平成 21 年～平成 24 年開催 東日本実業団体対抗陸上競技選手権大会（後援） 

・ 平成 25 年 3 月開催 全国女子サッカー選手権 めぬまカップ（後援） 

・ 平成 25 年 9 月開催 第 61 回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会（後援） 

・ 平成 25 年 11 月開催 第 37 回全国育樹祭（埼玉県実行委員会メンバー） 

・ 平成 31 年 9 月開催 ラグビーワールドカップ 2019（埼玉県推進委員会メンバー） 

 

○ 計時計測設備の貸し出しを行っているため、機能確認を行うとともに、返却時に破

損等があった場合は原因者及び主催者に賠償請求を行う必要がある。 

  競技規則の変更に伴うソフトウェアの変更については、指定管理者による維持管理

業務の一環とすることを原則とし、大幅な改造を伴う競技規則等の改正があった場合

は、その対応について県と協議を行う必要がある。 
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○ 防災基地としての体制整備について 

  当公園は、埼玉県地域防災計画において総合的な防災活動拠点としての防災基地に

位置づけられている。大規模災害発生時には、臨時ヘリポートや活動要員の宿泊所等

に利用されることとなる。 

  そのため、関係機関と連携を図って災害発生時に向けた体制を整備する必要がある。 

 ＜現指定管理者が締結している協定＞ 

  「埼玉県熊谷防災基地の維持管理等に関する協定書」 

   現指定管理者、熊谷市、熊谷地区消防本部、埼玉県環境防災部消防防災課（現危 

  機管理防災部消防防災課）、埼玉県県土整備部公園課(現都市整備部公園スタジア 

  ム課）での５者一括の協定 

   同協定書において、防災倉庫の平常時の維持管理（鍵の管理、見回り等）及び大 

  規模災害時に関係機関に協力することを定めている。 

 

○ タービン発電機について、電気事業法に基づく自家用電気工作物保安規程に則り実

施する定期事業者検査において、毎年実施している点検に加えてボイラタービン主任

技術者が定める「常用発電機点検スケジュール表」（別添）に従って点検を実施する

必要がある。また、タービン発電機に係る安全管理審査を平成３３年度に受ける必要

がある。 

 

○ 耐震性貯水槽（１００㎥×１基、６０㎥×１基）の水質検査を毎年受検するととも

に、内部の清掃・高圧洗浄・消毒、水の入替、マンホールパッキンの交換及びマンホ

ール蓋塗装（内・外面）を平成３２年度に実施する必要がある。 

 

○ 地域との連携による公園の管理・運営について 

当公園では、地域に親しまれる公園づくりの一環として、公園の管理・運営の一部を

地元自治会やボランティア団体等と協働で行っている。 

こうした取組みは長年にわたり定着しており、引き続き地域との良好な関係を築いて

いくために不可欠であることから、関係者との連絡・調整を密に行いながら今後も協働

による活動を実施していく必要がある。 

＜主な協働活動＞ 

・園内花壇の花植え、除草  ・園内環境美化（清掃）、マナーアップ啓発活動 

・防災訓練 

 ＜活動実績＞ 

  平成２９年度 １２団体、のべ３，１４５名 

 

○ ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点の指定 

  平成２６年３月１４日、熊谷ラグビー場（陸上競技場内トレーニング施設含む）が 

 文部科学省（現在はスポーツ庁）からオリンピックへ向けて７人制のラグビー日本代 

 表を強化するための「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設」に指定 

 された。 
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  平成２９年４月から２年間の再指定を受けた。最大延長は１年ごとに平成３３年３ 

 月末までである。 

  スポーツ庁の委託を受け、７人制ラグビーの日本代表を強化するための施設として 

 管理するとともに、トレーニング機器を購入し（国有財産として管理）、施設を有効 

 に活用した事業サポートを行っている。 

  なお、ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点活用事業については、スポ 

 ーツ庁から所要額が支払われる。 

  公園指定管理者はトップアスリートが施設を利用するための環境整備やトレーニン

グ機器の導入、関係機関との連絡調整及び連携体制の構築の事務を行う。 

 

○ ラグビー場の供用開始に伴う光熱水費等の増額 

  平成３０年９月１日の供用開始に伴い、光熱水費を始めとする維持管理費の増を見 

 込んだ申請書を作成すること。 



 

 

 

 

指定管理業務に関する特記仕様書（熊谷スポーツ文化公園） 
 

 公園管理に当たり、下記の事項について遵守すること。 

 

記 

１ 別添の「有資格者の選任等一覧」のとおり有資格者を配置すること。 

 
２ 供用日及び供用時間については、別添の現況調書に記載されている水準を下回ら

ないように配慮すること。 

 
３ 利用料金の設定に当たっては、次の点を踏まえること。 

(1) 他の県営都市公園の料金と比較しても妥当な額であること。 

(2) 国又は県が主催する事業に使用する場合は免除とし、共催する事業に使用する

場合は１／２以上を減額すること。 

(3) 障害者等の利用料金については、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び

利用料金の減免に関する条例」（昭和５８年条例第８号）及び「障害者の利用に

係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例施行規則」（昭和５８年

規則第３２号）の規定に基づいて減免すること。 

(4) 有料施設の利用料金について現行の料金設定を超える料金を設定する場合は、

さらに次の事項を踏まえること。 

ア 設備投資等により、機能・仕様の向上が明らかに見られること。 

イ 機能・仕様の向上が利用者ニーズを反映させたものであること。 

ウ 近隣の類似施設や県営都市公園内の同種の施設の料金と比較しても妥当な設

定がなされ、関係機関及び利用者の理解が得られること。 

エ 新料金の適用日については、個々の利用形態に応じた周知期間をおくこと。 

 
４ 埼玉県県営公園施設予約サービスに関する次の業務を行うこと。 

(1) 埼玉県県営公園施設予約サービスの利用者登録の受付・確認・登録証の発行等。 

(2) 熊谷スポーツ文化公園の施設に関する照会・予約及びキャンセルの受付等。 

※ 埼玉県県営公園施設予約サービスの運用状況に変更がある場合は、別途調整

を行います。 

 

５ 生涯スポーツの振興に寄与すること。 

当公園は、陸上競技場、ラグビー場、くまがやドームからジョギングコースまで

多様な施設を有する県内唯一の公園である。埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例

（平成１８年埼玉県条例第７０号）第４条に規定する生涯スポーツの振興を図るた

め、各運動施設の利用の促進、各種スポーツイベントや教室の開催など生涯スポー

ツの拠点として公園が活性化する事業を企画、運営すること。 

  また、各種競技団体と連携し、大規模なスポーツイベントの開催に努めること。 

 

６ 文化振興に寄与すること。 

魅力ある地域づくりを推進するため、文化、スポーツ、レクリエーション活動の



 

 

拠点として計画されたことを踏まえ、文化振興に寄与する事業について企画、運営

すること。 

 

７ 運動施設の利活用に当たっては、県営スポーツ施設利用調整会議での調整結果を

 最優先事項とすること。 

同一事業の開催について、他の施設との重複を避けるため、県営スポーツ施設利

用調整会議に参加し、運動施設の利活用については、調整結果を最優先事項とする

こと。 

 

８ 防災基地としての機能維持に努め、関係機関と協力及び連携すること。 

本公園の東側地区（熊谷市道１０５号線から東側部分）については、埼玉県地域

防災計画において総合的な防災活動拠点としての防災基地に位置付けられている。

大規模災害発生時には、臨時ヘリポートや活動要員の宿泊所等に施設が使用される

ので、関係機関と連携を図って、災害発生時に向けた体制を整備すること。 

 

９ 地元ボランティア団体等との連携を図ること。 

地域に根ざした公園となるように、地元ボランティア団体等と連携した公園管理

を行うよう努めること。 

 

10 防犯対策に配慮すること。 

埼玉県防犯のまちづくり推進条例に規定する防犯上の指針に基づき適正に管理す

ること。 

 

11 設置許可施設との協力体制に努めること。 

都市公園法（昭和３１年４月２０日法律第７９号）第５条の許可を受けて、当公

園内に施設を設けている者とは、互いに協力して管理を実施し、当公園のより一層

の発展に努めること。 

 

12 遊具については、次の安全対策を行うこと。 

(1) 社団法人日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－

Ｓ：２００８」に準じた遊具の日常点検表を作成し、日常点検を行うこと。また、

同規準に準じた遊具履歴書を作成、更新すること。 

(2) 年１回以上、専門業者による点検を実施すること。 

 

13 陸上競技場等に係る公認及び変更申請へ協力すること。 

本公園については、公益財団法人日本陸上競技連盟から陸上競技場が第１種とし

て、補助陸上競技場が第３種、投てき場が附属投てき場として、それぞれ公認され

ており、公認期間は平成３５年４月３０日までであり、平成３４年度中に更新を行

う予定である。 

指定管理者は、公認施設の運営に必要な競技備品に係る情報収集に努め、備品購

入費用を適宜見込むこと。また、公認の更新申請に当たっては、申請書類の作成や

検定時の対応などに協力すること。 

 

14 耐震性貯水槽について 



 

 

  耐震性貯水槽（100㎥×1基、60㎥×1基）の水質検査を毎年受けること。 

  また、内部の清掃・高圧洗浄・消毒、水の入替え、水質検査、マンホールパッキ

ンの交換及びマンホール蓋塗装（内・外面）を平成３２年度に実施すること。 

 

15 計時計測設備の貸出にあたっては、機能確認を行うこととし、返却時には破損等

のないことを確認すること。 

返却時に破損等があった場合については原因者及び主催者に賠償を求めること。 

 競技規則等の変更に伴うソフトウエアの変更については、指定管理者による維持

管理業務の一環とする。大幅な改造を伴う競技規則等の改正があった場合について

は、対応について県と協議を行うものとする。 

 

16 新たな森づくり推進事業（記念プレート付き植樹）について 

県では、都市部の新たな森づくりを推進するために、「新たな森づくり推進事 

 業」として県営公園で植樹を行った。 

熊谷スポーツ文化公園でも同植樹を行っているため、別添「新たな森づくり推進 

事業（記念プレート付き植樹）」実施に伴う管理役割分担に基づき、指定管理者と  

して管理等を行うこと。 

 

17 別紙「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の巡視、点検内容」に基づ 

  いて別表１を満たすように保安規程を作成し、職務を行うこと。 

  また、県と公園間の連絡調整機会の充実を図る目的で県が開催する「県営公園電気 

 主任技術者連絡会議」への出席に配慮すること。 

 

18 ラグビーワールドカップ２０１９大会の開催 

  現在、埼玉県と公益財団法人ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会（以 

 下、「組織委員会」と言う。）において協議中であるが、基本的な考え方はおおむ 

 ね以下のとおりである。 

 ・大会期間 

  平成３１年９月２０日（金）～１１月２日（土） 

 ・熊谷ラグビー場での試合 

   ９月２４日（火）１９：１５キックオフ 

  ロシア VSヨーロッパ・オセアニアプレーオフ勝者 

   ９月２９日（日）１４：１５キックオフ 

  ジョージア VSウルグアイ 

  １０月 ９日（水）１３：４５キックオフ 

  アルゼンチン VSアメリカ 

 ・ 平成３１年８月１６日から１０月１２日まで、組織委員会の独占的に使用する 

  こととなる。 

  ８月１６日～ ９月 ２日 陸上競技場、補助陸上競技場 芝生養生期間 

  ９月 ３日～１０月１２日 陸上競技場、補助陸上競技場、熊谷ドーム体育館 

  ９月１４日～１０月１１日（ラグビー場 Aグラウンド、芝生広場、駐車場ほか） 

 ・ 独占的に使用する期間ついては、組織委員会から使用料金が支払われる。 

 ・ 独占的に使用する期間における施設管理や県・指定管理者の役割については、 

  現在組織委員会と調整中である。 



 

 

 ・ なお、独占的に使用する期間中に関わらず指定管理者が行う業務は以下のとお 

  りである。 

   熊谷スポーツ文化公園の他の施設の維持・管理 

   施設の利用申請に対する許可承認事務 

   公園管理者として必要な会議への出席や連絡調整の実施 

   ラグビーワールドカップ２０１９大会関係及び設計・工事を除く一般的な取材 

  や視察の対応 



[プレート]
① プレート破損等

（使用不能の場合）
・ プレートが割れている ・ 再設置する ← ・ 設置者へ連絡する

（設置後５年以内）
・ 丸太が割れている ・ 再設置する ← ・ 設置者へ連絡する

（設置後５年以内）
・ プレートが紛失しいる ・ 再設置する ← ・ 設置者へ連絡する

（設置後５年以内）
・ ・ 撤去、処分する ← ・ 設置者へ連絡する

（使用可能の場合）
・ プレートが傾いている → ・ プレートを修正する
・ 丸太が傾いている → ・ 丸太の傾き修正をする
・ プレートが外れている → ・ プレートを再設置する
・ 針金が腐食している → ・ 針金の再設置
・ プレートへの落書き → ・

[樹木]
① 樹木の壊死等

（自然現象による場合）
・ 枯れた（設置後５年以内）

・ 再設置する ← ・ 設置者へ連絡する
1) 樹木の設置工事の瑕疵担保期

間中の場合、施工業者が実施
2) 瑕疵担保期間を過ぎた場合、

新規発注する（規模は、設置
当初とする）

・ 枯れた（設置後５年経過） ・ 設置しない ← ・ 設置者へ連絡する
（いたずらによる場合）
・ 枯れた（設置後５年以内）

・ 再設置する ← ・ 設置者へ連絡する
1) 新規発注する（規模は、設置

当初とする）
・ 枯れた（設置後５年経過） ・ 設置しない ← ・ 設置者へ連絡する

② 倒木の発生等
・ 樹木が倒れた → ・ 樹木を復旧する
・ 支柱が倒れた、外れた → ・ 支柱を復旧する

③ 病害の発生等
・ 害虫の発生 → ・ 害虫駆除として、剪定する

→ ・ 薬剤を散布する
・ 樹木の病気の発生 → ・ 樹木を保護する

④ その他
・ 通常の樹木管理 → ・ 上述以外の通常管理をする
・ 不要になった支柱 ・ 支柱取外し工事を実施する ← ・ 設置者へ連絡する
・ 樹木への案内 → ・ 電話及び現地へ案内する

※１　この表に明記されている管理者が実施する内容は、指定管理業務に含む。
※２　上記に定めのない事項は、別途協議する。

「新たな森づくり推進事業(記念プレート付き植樹)」実施に伴う管理役割分担について

プレート、丸太の破損が著
しい（設置後５年経過）

シンナーで、落書きされた部
分を慎重に拭き取る

状　　　　況
設置者（県）が行うこと 管理者(指定管理者）が行うこと

対　　　　応

  「新たな森づくり推進事業（記念プレート付き植樹）」とは？ 

→彩の国みどりの基金「都市への植樹」として寄附を頂いた方の記念として、植樹及び 
 プレートの設置を行う。 
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事務所 昭和60年11月19日 軽量鉄骨造 1 369.28 388.81

車庫 昭和60年11月19日 軽量鉄骨造 1 79.25 79.25

（雑屋）四阿 平成2年12月25日 銅葺　木造 1 49.00 49.00

便所（レク広場　南） 平成3年1月30日 鉄筋コンクリート造 1 24.96 24.96

便所（中央園路東） 平成3年1月30日 鉄筋コンクリート造 1 24.96 24.96

便所（スタンド南） 平成3年3月15日
長尺金属板葺
鉄骨造

1 236.19 236.19

便所（スタンド北） 平成3年3月15日
長尺金属板葺
鉄骨造

1 236.19 236.19

便所（中央園路） 平成3年2月18日 鉄筋コンクリート造 1 45.00 45.00

便所（ソフトボール場
北）

平成3年2月18日 鉄筋コンクリート造 1 45.00 45.00

物置 平成5年3月19日 鉄骨造 1 96.00 96.00

休憩所 平成7年3月16日 鉄骨造 1 327.50 327.50

便所 平成9年3月14日 鉄骨造 1 66.00 66.00

休憩所（セラピー） 平成13年3月9日
一部鉄骨・
鉄筋コンクリート

1 225.00 37.50

多目的運動場（ドー
ム）

平成15年3月10日
一部鉄骨・
鉄筋コンクリート

4 27,093.17 30,055.07

機械棟 平成15年3月10日 鉄筋コンクリート造 1 3,231.67 2,748.17

便所（自由広場　西） 平成16年3月9日 鉄筋コンクリート造 1 37.50 37.50

便所（ドーム　東） 平成16年3月9日 鉄筋コンクリート造 1 37.50 37.50

便所（セラピー　北） 平成16年2月24日 鉄筋コンクリート造 1 37.50 37.50

便所（投てき場　北） 平成16年2月24日 鉄筋コンクリート造 1 37.50 37.50

便所（陸上競技場
西）

平成16年3月9日 鉄筋コンクリート造 1 37.50 37.50

倉庫（東第２多目的広
場）

平成16年 鉄骨造（プレハブ） 1 26.74 26.74

便所（西第一多目的広
場）

平成16年 ＲＣ造 1 37.50 37.50

倉庫（西第一多目的広
場）

平成16年 鉄骨造（プレハブ） 1 26.74 26.74

車庫 平成16年 鉄骨造（プレハブ） 1 36.00 36.00

陸上競技場 平成21年5月12日
一部鉄骨・
鉄筋コンクリート

4 16,392.28 33,870.58

倉庫（芝生広場） 不明 鉄骨造（プレハブ） 1 4.32 4.32

四阿（セラピー） 不明 木造 1 4.84 4.84

倉庫（投てき場） 不明 鉄骨造（プレハブ） 1 3.24 3.24

熊谷スポーツ文化公園　建物一覧表

増 築 年 月 日施 設 名 建 設 年 月 日
延床面積
（ ㎡ ）

構 造 階数
建 築 面 積
（ ㎡ ）



別紙１－2

熊谷スポーツ文化公園　建物一覧表

増 築 年 月 日施 設 名 建 設 年 月 日
延床面積
（ ㎡ ）

構 造 階数
建 築 面 積
（ ㎡ ）

倉庫（リサイクルエリ
ア）

不明 鉄骨造（プレハブ） 1 6.25 6.25

濾過機庫 不明 鉄骨造（プレハブ） 1 4.00 4.00

ポンプ室 不明 鉄骨造（プレハブ） 1 8.91 8.91

燃料タンク庫 不明 ＣＢ造 1 7.04 7.04

駐輪場（中央） 不明 Ｓ造（ステンレス） 1 不明 不明

休憩所（Ａグラウンド
西）

不明 不明 1 不明 不明

駐輪場（西） 不明 Ｓ造（ステンレス） 1 不明 不明

ラグビー場メインスタ
ンド

平成30年8月31日 鉄筋コンクリート造

ラグビー場バックスタ
ンド

平成3年2月15日 平成30年8月31日 鉄筋コンクリート造 3 6,289.00 11,103.23

計 53,977.70 78,561.13
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業務名称 業 務 の 内 容

　公園内の芝地・草地部分については、年間を通して草地高さを概ね２０㎝以下に
保ち、低木、寄植については、現況を基本に視距を確保する。（性能管理）

（参考面積等）

・芝地・草地管理（性能管理（20cm対応））

　西地区  140,000㎡　通年

　東地区  160,000㎡　通年

　※現在、東地区において木かげ創出、小森のオアシス整備工事が行われているた
め、工期である平成３０年８月３１日以降の維持管理面積である。

・寄植・生垣管理（性能管理）　通年

　西地区  　　１式 　通年

　東地区  　　１式 　通年

・花壇管理

　西地区  550㎡（年2回）　計1,100㎡

　東地区  550㎡（年2回）　計1,100㎡

　　地拵え（人力）

　　草花植付（花壇苗）　配植、植付け、灌水、片付け

　　巡回管理　除草、花がら摘み、枯葉やゴミの除去、植直し

・ボランティア花壇圃場整備管理

　ボランティア花壇対象面積  1,290㎡（年2回）　計2,580㎡

　　花の抜き取り、植付準備（施肥、耕転、整地）

【直営管理】

・花壇管理（ボランティア花壇）　　　　 1式

　花壇管理　園内64箇所　花卉植付補助（年2回）、人力除草（随時）、灌水（随時）

・樹木管理　　　　　　　　　　　　　　 1式

　下枝除去、枯損木処理、チップ加工、チップ敷均等

・日常清掃

　①　ラグビー場

　（１回/日）

　　管理事務室、風除室、ホール、廊下、便所、洗面、湯沸室

　（２回又は３回/週）

　　大会運営諸室、練習場、更衣室、医務室、ｺﾝﾄﾛｰﾙ室、記者室、予備室

　　ジム室、研修室、ミーティング室、多目的室、多目的室

　　ｺﾝｺｰｽ、階段、休憩ｺｰﾅｰ、売店、観客席

　　ﾗｳﾝｼﾞ、ﾋﾞｭｰﾎﾞｯｸｽ、ﾊﾟﾝﾄﾘｰ、報道諸室、特別室

　②　ドーム

　（１回/日）

　　管理事務室、防災ｾﾝﾀｰ、中央監視室、会議室１、風除室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、廊下

　　ﾛﾋﾞｰ、ﾗｳﾝｼﾞ、屋内ｽﾛｰﾌﾟ、ﾎｰﾙ、多目的運動場１階の便所と洗面と湯沸室

　　多目的運動場の更衣室とｼｬﾜｰ室とﾛｯｶｰ室、展示ｺｰﾅｰ

　（２回又は３回/週）

　　階段、ｴﾚﾊﾞｰﾀｰ、会議室２及び３、体育館２階、ｺﾞﾐ処理室、体育館観客席

　　多目的運動場を除く更衣室とｼｬﾜｰ室とﾛｯｶｰ室、控室

　　多目的運動場１階を除く便所と洗面と湯沸室

　（５回/週）

　　多目的運動場観客席

熊谷スポーツ文化公園　　現状管理業務一覧

2 清掃業務

1 園地管理業務
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業務名称 業 務 の 内 容

　③　陸上競技場

　（１回/日）

　　管理事務所

　（２回又は３回/週）

　　風除室、ﾎｰﾙ、ﾛﾋﾞｰ、廊下、階段、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、会議室、控室、売店、ﾁｹｯﾄ売場

　　ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ室、大会運営諸室、観客席、看板、ｺﾝｺｰｽ、便所、洗面、湯沸室

　　更衣室、ｼｬﾜｰ室、ﾛｯｶｰ室、ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ、ﾋﾟｯﾄ

　④　屋外便所等

　　ソフトボール場便所　　　　　　　　　　　　　　　　２回/週

　　便所、休憩舎、四阿　　　　　　　　　　　　　　　　５回/週

・定期清掃

　①　ラグビー場

　　床、窓、浴室、照明器具、天井、壁、給排気口　　　　３回/年

　　コンコース、屋外階段　　　　　　　　　　　　　　　９回/年

　②　ドーム

　　体育館アリーナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回/年

　　床、窓、浴室、照明器具、天井、壁、給排気口　　　　３回/年

　③　陸上競技場

　　フィールド（ウレタン舗装部分）　　　　　　　　　　１回/年

　　床、窓、浴室、照明器具、天井、壁、給排気口　　　　３回/年

　④　屋外便所等

　　ソフトボール場便所　　　　　　　　　　　　　　　　６回/年

　　便所、休憩舎、四阿　　　　　　　　　　　　　　　１２回/年

　　照明器具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回/年

・終日警備　　　開門解錠閉門施錠・開閉館及び園内巡回（１日5回以上）

　　　　　　　　2名×24時間×365日

　　　　　　　　ただし、午後11:00から翌4:00までは緊急時のみの対応とする。

・機械警備　　　ラグビー場の1箇所（防犯、火災異常）

                警備設定されてから解除設定するまで

・保安規程に基づく電気設備定期検査（ラグビー場）

　受変電設備機器の点検及び清掃、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定等　　１回／年

5
地下タンク機密検
査業務

・地下タンク（灯油：40kℓ）の消防法に基づく検査

6
防災施設維持管理
業務

・防災施設（発電機、井戸ポンプ、浄水器等）の点検（通常点検月１回計１２回、
　精密点検３年１回、浄水器起動点検年４回、水質検査（１０項目/年１回））
　ただし、防災井戸用発電機の点検は、２回/月

7 運転監視業務
・機器の効率的な運転と状態監視の実施
　午前8:00～午後5:00の間　4名×365日
　午後5:00～翌午前8:00の間　1名×365日

8
彩の国くまがや
ドーム自家発電設
備保守点検業務

・常用発電機（1,250KVA×2基）、ガスタービン（1,000kw×2基）
・消防法、電気事業法等に基づく点検　 　　2回／年

・非常用発電機（180KVA）、井戸用発電機（15kVA）、防災用発電機（105kVA）

・消防法、電気事業法等に基づく点検　 　　2回／年

熊谷スポーツ文化公園　　現状管理業務一覧

清掃業務

4 電気設備検査業務

2

3 警備業務

9
ラグビー場自家発電機
設備保守点検業務
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業務名称 業 務 の 内 容

・消防法に基づく定期点検　　　　　　　　２回／年

　ラグビー場：自動火災報知設備、非常用放送設備、屋内・屋外消火栓設備

　　　　　消火器設備、防火・防排煙設備、誘導灯・誘導標識設備

　　　　　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備、消防用水設備

　ドーム：自動火災報知設備、非常用放送設備、ガス漏れ火災報知設備

　　　　　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備、屋外消火栓設備、窒素ガス消火設備

　　　　　防火・防排煙設備、誘導灯設備、放水砲消火システム

　　　　　消火器設備、消防用水設備

　陸上競技場：自動火災報知設備、非常用警報設備、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

　　　　　消防用水設備、消火器設備、屋外消火栓設備、防火・防排煙設備

　　　　　誘導灯・誘導標識設備

・環境衛生管理

　　飲料水水質検査（15項目）陸上競技場及び屋内運動場に対して各々、2回／年

　　飲料水水質検査（11項目）陸上競技場及び屋内運動場に対して各々、1回／年

　　飲料水測定等　ラグビー場、陸上競技場及び屋内運動場に対して各々毎日実施

　　雑用水測定等　陸上競技場及び屋内運動場、ラグビー場

　　　pH値、残留塩素、臭気及び外観の検査　　　　　　　　　　　　1回／週

　　　大腸菌群及び濁度の検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　1月／2ヶ月

　　空気環境測定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6回／年

・機械室等定期清掃業務

　　陸上競技場及び屋内運動施設内機械室全箇所（電気室を含む） 　 2回／年

・雨水利用システム点検（陸上競技場及び屋内運動場）

　　システム全体の一連の動作確認　　　　　　　　　　　　　　　　2回／年

　　ろ過能力の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2回／年

　　雨水強度計等の計器の清掃、精度校正の交換等　　　　　　　　　2回／年

　　消耗品等の交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　随時

・空気調和設備点検業務（ラグビー場、ドーム、陸上競技場）　　　　１回/月

・フィルター点検清掃業務

　　陸上競技場、屋内運動場及びラグビー場のフィルター清掃　　　　2回／年

　　陸上競技場、屋内運動場及びラグビー場の換気扇清掃　　　　　　1回／年

・受水槽点検・清掃業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回／年

　水道法に基づく受水槽点検清掃及び水質検査

　　受水槽

　　　ラグビー場(ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ)　　　 24㎥×１基　　ＦＲＰ製パネル型

　　　　　　　 （ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ）　　 22.5㎥×１基　　ＦＲＰ製パネル型

　　　陸上競技場     　　　　　　80㎥ （１組）  鋼板製一体型

　　　機械棟         　　　　　　50㎥ （１組）  鋼板製一体型

　　　拡張公園井水用受水槽　　　 45㎥×１基　　コンクリート製

　 　 既設公園上水用屋内受水槽　 16㎥×１基　　ＦＲＰ製パネル型

  　　既設公園井水用屋外受水槽 　30㎥×２基　　ＦＲＰ製パネル型

・ポンプ等設備点検業務

　（陸上ポンプ） 圧力、電流、異音、振動、発熱の点検　　　　　　　 1回／月

　（水中ポンプ） 絶縁測定、圧力、電流、異音、振動の点検　　　　　 1回／月

・ボイラー保守点検業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回／月

熊谷スポーツ文化公園　　現状管理業務一覧

10
消防用設備保守点
検業務

廃棄物処理業務

12 設備保守点検業務

・公園内で発生するゴミを、廃棄物処理業者に委託して処理11
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業務名称 業 務 の 内 容

・蓄熱槽及び貯湯槽清掃業務

　清掃後に残留塩素の測定及び各系統毎（計2系統）に水質検査を実施　1回／年

　　蓄熱槽

　　　陸上競技場　　1.5㎥×1基

  　　屋内運動施設　2.0㎥×1基

　　貯湯槽

　　　陸上競技場　　1.0㎥×1基

  　　屋内運動施設　4.0㎥×1基

・雑用水及び雨水水槽点検・清掃作業

　作業は、法令等に基づき実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回／年

　雑用水槽

      ラグビー場（ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ）　　 122㎥×1槽

　　　　　　　　（ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ） 　 29.25㎥×1槽

　　　陸上競技場     　　　　　　200㎥×1槽

　　　機械棟         　　　　　　220㎥×1槽

　雨水水槽

　　　陸上競技場     　　　　　　400㎥×1槽

　　　機械棟         　　　　　　400㎥×1槽

・噴水設備ほか保守点検業務

　中央噴水、セラピーガーデン流れ設備の点検清掃（清掃は随時）

　　ろ過器点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回／週

　　ポンプ・水槽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回／月

　　残留塩素測定（夏期期間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回／日

・消防設備点検業務

　点検は、消防法に規定する資格者が行う。　　　　　　　　　　　　　1回／月

・照度測定業務（測定点　500点以上）　　　　　　　　　　　　　　　 1回／年

・避雷針設備接地抵抗測定保守点検業務　　　　　　　　　　　　　　　1回／年

・保安規程に基づく電気設備定期検査（ドーム及び陸上競技場）　　　　1回／年

・電話交換機保守点検業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回／月

・膜屋根保守点検業務

　膜体の点検及び付属する部位、部品、鉄骨部に付帯する部位、部品の点検　1回／年

・照明制御装置保守点検業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回／年

・修繕業務（軽微な物又は、応急処理）　　　　　　　　　　　　　　　適宜

・ラグビー場：３台　ﾛｰﾌﾟ式　15人乗り　1000kg　90m/min　　　　１回／月

　　　　　　　１台　ﾛｰﾌﾟ式　24人乗り　1600kg　90m/min　　　　１回／月

　　　　　　　１台　ﾛｰﾌﾟ式　11人乗り　750kg　45m/min　　　　 １回／月

・ドーム：１台　ロープ式　20人乗り　1,350Kg　45m/min　　　　 １回／月

・陸上競技場：３台

　　メインスタンド１：ロープ式　20人乗り　1,350Kg　60m/min　　　１回／月

　　メインスタンド２：ロープ式　20人乗り　1,350Kg　60m/min　　　１回／月

　　バックスタンド　：ロープ式　20人乗り　1,350Kg　45m/min　　　１回／月

・動力装置、電気機器、安全装置等の点検及び、油、グリス塗布等の整備

14
自動制御設備保守
点検業務

・ドームセントラルシステム他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回／年

・陸上競技運営に係る電子計時計測機器及び情報処理機器の点検

　　外観点検、動作試験、導通試験、ﾀｲﾐﾝｸﾞﾃｽﾄ、ﾈｯﾄﾜｰｸ試験　　　　 ２回／年

　　ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回／年

熊谷スポーツ文化公園　　現状管理業務一覧
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12 設備保守点検業務

陸上競技場計時計測・
情報処理機器保守点検
業務

15

昇降機保守点検
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業務名称 業 務 の 内 容

・施設受付

　　運動施設予約台帳の印刷、運動施設貸出可否の確認

　　貸出し不可の場合の予約者への連絡、運動施設受付及び用具の貸出

　　運動施設利用者への案内、当日受付、電話応対、料金収納

　  事務所の施錠等

・ラグビー場
　Ａグランド(10,400㎡)　Ｂグランド(14,180㎡)　Ｃグランド(16,200㎡)計
(40,780㎡)

　　芝刈込(20㎜～25㎜)　　 　 　　　 150回（50回×3面）

　　刈粕集草(スイーパー掛け)　　　　 120回（40回×3面）

　　更新作業(エアレーション)　　　　  随時(19㎜パイプ刃、深さ8㎝)

 　                  　　　　　　      2回(12㎜パイプ刃、深さ15㎝)

　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　 2回(19㎜ムク刃、深さ15㎝)

　　ローラー転圧　　　　　　           6回

　　目土　　　　　　　　　　　　　     6回(川砂3㎜)

　　バーチカット、サッチング　　　　   9回(適時)　

　　肥料散布　　　　　　 　　　　　   15回(50g/㎡8-8-8又は10-10-10)

　　微量要素散布        　   　　　　　2回(30g/㎡、Mg.Fe.Mn.B.Cu.Zn.Mo.Co)

　　土壌改良材散布　　　　　 　　　　　2回(100g/㎡フミン酸、腐植補給)

　　薬剤散布(病害虫防除)　　　　 　　 10回

　　薬剤散布(除草剤)　　　　   　　　　2回

　　ライン引き　　　          　　　　60回（3面）

　※Ａグラウンドは、平成３０年９月１日以降の維持管理予定

・ラグビー場スタンド　Ｂ(2,370㎡)　Ｃ(1,640㎡)　計(4,010㎡)

　　芝刈込(30㎜～40㎜)　　　　　　　　 6回

　　刈粕集草　　　　　　　　　　　　　 3回(刈込２回に１回)

　　肥料散布　　　　　　　　　　　　   1回(30g/㎡8-8-8又は10-10-10)

　　薬剤散布(除草剤)　　　　  　　 　　2回

・芝生広場(19,200㎡）

　　芝刈込(30㎜～40㎜)　　　　　　　　32回

　　刈粕集草　　　　　　　　　　　　　なし

　　肥料散布　　　　　 　　　　　　    1回(50g/㎡8-8-8又は10-10-10)

　※ラグビーワールドカップ後の芝生復旧された場合の管理予定

・ソフトボール場　　　芝グランド(3,360㎡）

　　芝刈込(25㎜)　　　　　 　　　  　 15回

　　刈粕集草　　　　　　　　　　　　　15回(集草箱つきで刈込)

　　肥料散布　　　　 　　　　　　　    1回(30g/㎡8-8-8又は10-10-10)

　　薬剤散布(除草剤)　　　　   　　　　2回

・ソフトボール場　　　芝スタンド(2,150㎡）

　　芝刈込(30㎜～50㎜)　　　　　 　　　6回

　　刈粕集草　　　　　　　　　　　　　 なし

・ソフトボール場　　　クレー(1,280㎡）アンツウカー(430㎡）

　　整地、転圧、塩カル散布　　　　　　 1回

※ ライン引きは、貸し出し時に利用者に対し、石灰、ラインカーを貸し出している。

 　利用後は、利用者がトンボなどで整地している。
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熊谷スポーツ文化公園　　現状管理業務一覧

運動施設受付業務

運動施設等整備業
務
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別紙３－６

業務名称 業 務 の 内 容

・西第1多目的広場(24,700㎡)

　　芝刈込(20㎜～40㎜)　　　　　　　  27回

　　刈粕集草他(スイーパー掛け)　　　　10回

　　更新作業(エアレーション)　     　 随時 (19㎜パイプ刃、深さ8㎝)

　　ローラー転圧　　　　　　           2回

　　目土　　　　　　　　　　　　　　　 2回(川砂3㎜)

　　バーチカット、サッチング　　　　　 2回(適時)

　　肥料散布　　　　　　　　　   　　  2回(50g/㎡8-8-8又は10-10-10)

　　微量要素散布　    　　　　　 　　　1回(30g/㎡、Mg.Fe.Mn.B.Cu.Zn.Mo.Co)

　　土壌改良材散布　　　　　 　　　　　1回(100g/㎡フミン酸、腐植補給)

  　薬剤散布(病害虫防除)　　　　 　　　5回

    薬剤散布(除草剤)　　　　   　　　　2回

  　ライン引き　　　          　　　　10回

・陸上競技場　芝グランド(7,731㎡) 　補助競技場　芝グランド(8,710㎡)

　　芝刈込(13㎜～20㎜)　　　　　　　 150回(陸上110回、補助80回集草箱付で刈込)

　　刈粕集草他(スイーパー掛け)　　　　20回

　　更新作業(エアレーション)　     　 随時 (19㎜パイプ刃、深さ8㎝)

　　　　                               2回(12㎜パイプ刃、深さ15㎝)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2回(19㎜ムク刃、深さ15㎝)

　　ローラー転圧　　　　　　           6回

　　目土　　　　　　　　　　　　　　　 6回(川砂2㎜)

　　バーチカット、サッチング　　　　　 6回(適時)

　　肥料散布　　　　　　　　　   　　 15回(50g/㎡8-8-8又は10-10-10)

　　微量要素散布　    　　　　　 　　  2回(30g/㎡、Mg.Fe.Mn.B.Cu.Zn.Mo.Co)

　　土壌改良材散布　　　　　 　　　　　2回(100g/㎡フミン酸、腐植補給)

  　薬剤散布(病害虫防除)　　　　 　　 10回

    薬剤散布(除草剤)　　　　   　　　　2回

  　ライン引き　　　          　　　　30回

・補助陸上競技場　外周芝地(10,000㎡)　投てき練習場　芝グランド(12,020㎡)

　　芝刈込(30mm～40㎜)　　 　 　　 　 10回

　　刈粕集草他(スイーパー掛け)　　　 　5回

　　更新作業(エアレーション)　　    　 1回(19㎜ムク刃、深さ15㎝)

　　ローラー転圧　　　　　　           2回

　　目土　　　　　　　　　　　　　 　　1回(川砂3㎜)

    肥料散布　　　　　 　　　　　　  　2回(50g/㎡8-8-8又は10-10-10)

    薬剤散布(除草剤)　　　　   　　　　2回

・東第1多目的広場(17,600㎡)

　　芝刈込(20mm～40㎜)　　 　 　　 　 70回

　　刈粕集草他(スイーパー掛け)　　　  10回

　　更新作業(エアレーション)　　    　 2回(19㎜ムク刃、深さ15㎝)

　　ローラー転圧　　　　　　           2回

運動施設等整備業
務
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熊谷スポーツ文化公園　　現状管理業務一覧



別紙３－７

業務名称 業 務 の 内 容

　　目土　　　　　　　　　　　　　 　　1回(川砂3㎜)

    肥料散布　　　　　 　　　　　　  　5回(50g/㎡8-8-8又は10-10-10)

    薬剤散布(除草剤)　　　　   　　　　2回

  　ライン引き　　　          　　　　25回

・東第3多目的広場(5,780㎡)　自由広場(11,000㎡)

　　芝刈込(30mm～40㎜)　　 　 　　 　 20回

　　刈粕集草他(スイーパー掛け)　　　   5回

　　更新作業(エアレーション)　　    　 1回(19㎜ムク刃、深さ15㎝)

　　ローラー転圧　　　　　　           2回

　　目土　　　　　　　　　　　　　 　　1回(川砂3㎜)

    肥料散布　　　　　 　　　　　　  　2回(50g/㎡8-8-8又は10-10-10)

・芝生広場(14,000㎡)

　　芝刈込(30mm～40㎜)　　 　 　　 　 32回

　　刈粕集草他(スイーパー掛け)　　　   5回

　　更新作業(エアレーション)　　    　 1回(19㎜ムク刃、深さ15㎝)

　　ローラー転圧　　　　　　           2回

　　目土　　　　　　　　　　　　　 　　1回(川砂3㎜)

    肥料散布　　　　　 　　　　　　  　2回(50g/㎡8-8-8又は10-10-10)

18 大型映像装置点検業務 ・ラグビー場

　　大型映像装置(811インチ)　　　　　　1回

　　映像送出設備、表示制御システム、カメラ設備　1回

・陸上競技場

　　大型映像装置(790インチ) 　　　　　 1回

　　映像送出設備、表示制御システム　　 1回

19 競技用音響点検業務 ・ラグビー場

　ｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑ、AV機器点検　　　　　　　 1回

・陸上競技場

　ｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑ、AV機器点検　　　　　　　 1回

20 競技用照明設備点検業務 ・ラグビー場

　照明制御装置、コントローラ装置、アナンシェーター　1回

・陸上競技場

　照明制御装置、コントローラ装置、アナンシェーター　1回

熊谷スポーツ文化公園　　現状管理業務一覧

運動施設等整備業
務
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別紙４

（円）

平成２８年度 平成２９年度

人件費 98,398,905 103,443,266

消耗品費 18,629,803 15,045,351

修繕費 15,794,873 16,726,931

光熱水費 52,117,055 52,980,457

責任保険料 1,151,452 1,361,341

手数料 11,144,012 10,946,114

委託料 185,163,995 185,066,886

その他 129,020,099 130,024,661

合計 511,420,194 515,595,007

委託料 406,868,000 405,160,000

利用料 72,708,820 75,948,600

その他 34,042,231 38,362,742

合計 513,619,051 519,471,342

-2,198,857 -3,876,335

熊谷スポーツ文化公園　管理費内訳及び収入実績

管
理
経
費

収
入

管理費経費－収入



別紙５－１

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

受電用キュービクル 1 第４駐車場南側

  ＰＡＳ 7.2KV300A 1

受電盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 1

高圧盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 2

引込盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 1

低圧盤 LBS7.2KV200A　 ＴＲ3φ30KVA 1

屋外キュービクル１ 1 Ｃグランド西側

受電盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 1

低圧盤 LBS7.2KV200A 　ＴＲ1φ200KVA 3
（1台　TR3φ
5kVA用）

電源切替盤 3φ50KVA　200V／100V×2 1
TR3φ　電源切
替盤D

コンデンサ盤 30KVA（接続なし） 1

屋内キュービクル 1
ラグビー場変電
室

受電盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 1

高圧盤 VCB7.2KVA600A８KA 2

低圧盤 LBS7.2KV200A　 ＴＲ3φ200KVA ＴＲ  1φ100KVA×2 4

コンデンサ盤 50KVA 2

直流電源装置 MSE100*6  90F137 1
ラグビー場変電
室

屋外キュービクル２ 1 四阿西側

受電盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 1

低圧盤 LBS7.2KV200A　 ＴＲ1φ200KVA ＴＲ 31φ200KVA 2

コンデンサ盤 50KVA（切離し　接続なし） 1

電源切替盤 3φ30kVA 1 電源切替盤Ａ

分電盤 6 メインスタンド

端子盤 8

制御盤設備 3 メインスタンド

非常用発電機 ディーゼル　130KVA A重油 1
ラグビー場変電
室

　　　発電設備 防災用発電機 ディーゼル　105KVA　A重油 1 四阿東側

防災井戸ポンプ用発電設
備 ディーゼル　15KVA　軽油 1 四阿東側

トイレ呼出設備 トイレ呼出装置
1

ラグビー場事務
室他

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

ラグビー場等電気設備

屋内変電設備

受電設備

屋外変電設備

制御盤設備



別紙５－２

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

電話設備 1
ラグビー場事務
室他

  一般電話機 26

  多機能電話機 6

  局線表示器 1

消防設備 1
ラグビー場事務
室他

  自動火災報知受信機 1 ２８L

  差動式スポット 149

  定温式スポット 115

  煙感知器 52

  発信器Ｐ－１ 10

  非常放送増幅器 1200W（ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ） 1 業務放送兼用

  非常放送増幅器 1680W（園内用）

  スピーカ（天井） 39

  トランペットスピーカ 12

自動制御設備 自動制御装置 1
ラグビー場事務
室他

時計装置 1
ラグビー場事務
室他

子時計 33

公園外灯設備  
　ＨＦ４００Ｗ 121

  ＮＨ１８０Ｗ 29
  ＮＨ７０Ｗ 56
屋外照明装置 1 Ｃグランド

  メタハラ１０００ワット（８灯） 6
屋外照明設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

ラグビー場等電気設備

公園外灯設備

消防設備

電話設備

 放送設備

時計設備



別紙５－３

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

競技放送設備調整卓 1 放送室他

  ＰＡ1200W（５系統） 1

  レコードプレーヤー 1

　ＭＤプレイヤー 1

  ＣＤプレーヤー 1

　ＭＤレコーダー 1

  カセットデッキ 1

  メインスピーカ 17

　ポール型スピーカ 8

Ａグランド　スコアボード設
備 1

放送室・Ａグラ
ンド北側他

ソフトボール場　スコアボー
ド設備 1

ＴＶ協聴設備 V/U　FM 1

直列ユニット 11

昇降機設備
昇降機設備   ７５０Ｋｇ　１１人  ４５ｍ 1 メインスタンド

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

ラグビー場等電気設備

ＴＶ協聴設備

スコアボード設備

競技放送設備



別紙５－４

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

照明制御設備 照明制御盤（約500点） 1

分電設備 分電盤 26

誘導灯信号設備 誘導灯信号装置 1

コンセント電源設備 1

ＴＯＡ盤 23

招集所用電源盤 2

動力設備
動力制御盤 28

高圧受電盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 2 ＭＮ電気室

高圧盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 3 ＭＮ電気室

低圧配電盤 LBS7.2KV 200A 5 ＭＮ電気室

変圧器 1φ3：200-100V 75kVA 1 ＭＮ電気室

変圧器 1φ3：200-100V 100kVA 1 ＭＮ電気室

変圧器 3φ3：200V        50kVA 2 ＭＮ電気室

変圧器 3φ3：400V       500kVA 1 ＭＮ電気室

高圧受電盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 1 ＭＭ電気室

高圧盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 3 ＭＭ電気室

低圧配電盤 LBS7.2KV 200A 10 ＭＭ電気室

変圧器 1φ3：200-100V 150kVA 3 ＭＭ電気室

変圧器 1φ3：200-100V 200kVA 3 ＭＭ電気室

変圧器 3φ3：200V       300kVA 3 ＭＭ電気室

変圧器 3φ3：400V       500kVA 1 ＭＭ電気室

高圧受電盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 1 ＭＢ電気室

高圧盤 VCB7.2KVA600A12.5KA 3 ＭＢ電気室

低圧配電盤 LBS7.2KV 200A 8 ＭＢ電気室

変圧器 1φ3：200-100V  75kVA 4 ＭＢ電気室

変圧器 3φ3：200V        50kVA 1 ＭＢ電気室

変圧器 3φ3：200V       100kVA 1 ＭＢ電気室

変圧器 3φ3：400V       500kVA 2 ＭＢ電気室

受変電設備

陸上競技場電気設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

電源設備



別紙５－５

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

接地端子設備 接地端子盤 3

電力監視設備 電力監視用ＲＳ盤 3

蓄電池盤 ＭＳＥX-1００ＡＨ 1 ＭＮ電気室

整流器盤 AZ-32-120-20BP-ME 1 ＭＮ電気室

直流電源設備
蓄電池盤 ＭＳＥ-１００ＡＨ 1 ＭＭ電気室

整流器盤 AZ-32-120-3CBD-ME 1 ＭＭ電気室

蓄電池盤 ＭＳＥ-１００ＡＨ 1 ＭＢ電気室

整流器盤 AZ-32-120-20BD-ME 1 ＭＢ電気室

無停電電源設備 ＵＰＳ（無停電電源装置） 20KVA MSE-50-12 1 ＭＭ電気室

棟上げ導体 1
メインスタンド屋
根

棟上げ導体 1
電光表示盤上
部

接地極 1

多機能電話機 3

一般電話機（卓上） 52

一般電話機（壁掛） 8

一般電話機（ボックス収納） 4

ＰＨＳアンテナ 56

ＭＤＦ 1

スイッチングハブ 8

光メディアコンバータ 6

１９インチラック（パッチパネ
ル） 1

情報用アウトレット 51

スイッチングハブ 8

光メディアコンバータ 6

１９インチラック（パッチパネ
ル） 1

情報用アウトレット 51

陸上競技場電気設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

避雷設備

電話設備

構内情報設備



別紙５－６

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

端子盤（通信設備共用） 20

φ310 壁掛型子時計 54 A

φ300 半埋込型子時計 11 B

φ310 埋込型子時計 2 C

親時計 1

非常・業務兼用型アンプ ２２８０Ｗ ５０局 1

非常業務兼用遠隔操作器 ５０局 1

業務用リモートマイクロホン 1

天井埋込型スピーカ ３Ｗ 53

防滴型天井埋込型スピー
カ ３Ｗ 43

天井埋込型スピーカ ３Ｗ ＡＴＴ付 100

天井露出型スピーカ ３Ｗ ＡＴＴ付 36

ワイドホーンスピーカ 6W 15

ワイドホーンスピーカ 30W 10

ATT 6W以下用 55

親機 1

子機 18

廊下灯 31

復旧ボタン 31

呼出ボタン 61

スピーカ 4

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

陸上競技場電気設備

拡声設備

呼出・表示設備

電気時計設備



別紙５－７

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

ITV架 5

モニターラック 2

監視カメラ（ドーム型） 24 A

監視カメラ（天吊型） 10 B

監視カメラ（天吊型・ハウジ
ング付） 8 C

監視カメラ（電動ズーム・旋
回、屋外用） 5 D

監視カメラ（電動ズーム・旋
回、屋外用、可搬型） 12 E

プラズマディスプレイ（可搬
型） 4

音声ガイド装置 3

アンテナ 3

スピーカ 4

磁気ループコイル
設備 磁器ループコイル 6

ヘットエンド 1

ＦＭアンテナ ２素子 1

ＶＨＦアンテナ １２素子 1

ＵＨＦアンテナ ２０素子 1

ＢＳアンテナ ７５φ 1

混合器 Ｕ／Ｖ／ＦＭ 1

混合器 ＢＳ・ＣＳ／ＵＶ 1

増幅器 ＢＳ・ＵＶ 13

２分配器 10

４分配器 1

６分配器 1

１分岐器 1

２分岐器 2

直列ユニット（中間） 23

直列ユニット（端末） 16

陸上競技場電気設備

テレビ共同受信設
備

監視カメラ設備

視覚障害者誘導
設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）



別紙５－８

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

複合ＧＲ型受信機 ２５４アド
レス 1

中継器盤 ５個用 17

中継器盤 １０個用 1

機器収納箱 埋込型 17

機器収納箱 露出防滴型 14

機器収納箱 補助散水栓組
込型 5

機器収納箱 補助散水栓組
込防滴型 10

機器収納箱 屋外消火栓組
込防滴型 14

光電式スポット型感知器 ２
種 自動試験機能付 10

光電式スポット型感知器 ２
信号 自動試験機能付 4

光電式スポット型感知器 ３
種 自動試験機能付 15

光電式スポット型感知器 ２
種 422

光電式スポット型感知器 ３
種 29

光電式スポット型感知器 ２
信号 11

差動式スポット型感知器 ２
種 自動試験機能付 81

差動式スポット型感知器 ２
種 34

定温式スポット型感知器 特
種 防水型 8

定温式スポット型感知器 １
種 防水型 13

消火栓始動装置 1

自動閉鎖装置 防火戸用 25

防犯設備
電気錠制御盤 ４回線 1

パワーコンディショナ 30KW 1

データ収集装置 1

表示盤 1

太陽電池モジュール（電光
表示盤裏） 約２１０㎡ 1

太陽電池モジュール（屋
上） 約  ５５㎡ 1

蓄電池盤 1

自動火災報知設
備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

太陽光発電設備

陸上競技場電気設備



別紙５－９

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

入力機器架 1

出力機器架 1

電力増幅架 ５７００Ｗ 4

音響調整卓 1

袖卓 1

モニタースピーカ １３０Ｗ 2

メインスピーカ（Ａ） １２００Ｗ 8

メインスピーカ（Ｂ） ６００Ｗ 8

サブウーハ １２００Ｗ 12

集音マイク 2

マルチコンセント盤 10

中継用マルチコンセント盤 1

マイクコンセント 3

リモコンマイク接続盤 1

ワイヤレスアンテナ 4

マルチケーブル中継盤 1

スピーカケーブル中継盤 1

マイクロホン 4

ワイヤレスマイク（ハンド） 4

ワイヤレスマイク（タイピン） 2

リモートマイク 1

電光表示盤 1

操作装置 1

電光表示設備

陸上競技場電気設備

競技用放送設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）



別紙５－１０

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

計時計測設備 1

インカム設備 1

コンピュータ設備 1

フィールド機器用電源設備 1

投光器 Ｍ２０００Ｗ 224

投光器 Ｍ２０００Ｗ （瞬時再始動） 96

投光器 Ｍ１５００Ｗ 240

保安灯 ＪＤ５００Ｗ 56

電撃殺虫器 ＦＬ３０Ｗ 4

トラフ ＦＬ２０Ｗ×１ 36

主照明操作盤 1 事務室

副照明操作盤 1
オペレーション
室

屋内制御盤 5

塔上分電盤 16

屋根部分電盤 2

１号機 マシンルームレス
ロープ式 定員２０人 ６０m/min 昇降行程１６．０８m 停止箇所４ 1

２号機 マシンルームレス
ロープ式 定員２０人 ６０m/min 昇降行程１６．０８m 停止箇所４ 1３号機 マシンルームレス
ロープ式 定員２０人 ４５
m/min 定員２０人 ４５m/min 昇降行程５．３５m 停止箇所２ 1

運転監視盤 1

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

陸上競技場電気設備

昇降機設備

競技照明設備

計時計測設備



別紙５－１１

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

引込キャビネット PAS7.2KV　400A 12.5KA 1 予備線2006年
に撤去

引込盤（本線・予備線） PGS7.2KV　400A 12.5KA 2
予備線2006年
に撤去

受電盤（本線・予備線） VCB7.2KV　600A 12.5KA 2
予備線2006年
に撤去

系統連係継電器盤 VCB7.2KV　600A 1

高圧饋電盤、予備盤 VCB7.2KV　600A 5

コンデンサ盤 VCB6.6KV　200A 2

連絡盤 HCB7.2KV　600A 2 発電機、母線

蓄電池盤 MSE-200 1

コンデンサ 3φ　106Kｖａｒ 4

リアクトル 3φ　6.38Kｖａｒ 4

放電コイル 3φ　1000Kｖａｒ 4

受電盤（常用・非常用） VCB7.2KV　600A 12.5KA 2 ＯＫ電気室

高圧饋電盤 VCB7.2KV　600A 7

低圧配電盤 LBS7.2KV　200A 10

蓄電池盤 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210V  3φ300KVA 2

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210V  3φ200KVA 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210V  3φ150KVA 2

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210V  3φ75KVA 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/420V  3φ500KVA 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210-105V  1φ200KVA 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210-105V  1φ30KVA 1

ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ 210/210-105V  1φ100KVA 1

受電盤（常用・非常用） VCB7.2KV　600A 12.5KA 2 ＯA電気室

高圧饋電盤 VCB7.2KV　600A 3

低圧配電盤 LBS7.2KV　200A 8

受電設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

屋内運動施設電気設備



別紙５－１２

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210V  3φ150KVA 4

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210V  3φ50KVA 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210-105V  1φ100KVA 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210-105V  1φ50KVA 1

ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ 210/210-105V  1φ20KVA 1

蓄電池盤 1

受電盤（常用・非常用） VCB7.2KV　600A 12.5KA 2 OD電気室

高圧饋電盤 VCB7.2KV　600A 3

低圧配電盤 LBS7.2KV　200A 7

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210V  3φ150KVA 3

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210V  3φ100KVA 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210-105V  1φ150KVA 1

ﾄﾗﾝｽ 6.6KV/210-105V  1φ30KVA 1

ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ 210/210-105V  1φ50KVA 1

蓄電池盤 AO-32-120-75BD-ME 1

電灯分電盤（競技照明） 16

電灯分電盤（一般用） 22

動力制御設備 動力制御盤 20

端子設備 端子盤 25

電話交換機 APEX７６００ｉ 1

多機能電話機 4

一般電話機 57

ＰＨＳ 20

ＰＨＳアンテナ 34

MDF 1

１０００Ｗ高天井照明器具 （中角型　高効率　メタルハイドロランプ） 54 YBH55306

１０００Ｗ高天井照明器具 （中角型　高演色　メタルハイドロランプ） 54 YBH55306

受電設備

屋内運動施設電気設備

高天井照明設備

電灯分電設備

電話設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）



別紙５－１３

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

１０００Ｗ，１５００Ｗ　投光器 （1500W 中角型　高効率　メタルハイドロランプ） 220 YAH56350K

１０００Ｗ，１５００Ｗ　投光器 （1000W 中角型　高演色　メタルハイドロランプ） 40 YAH56350K

１０００Ｗ，１５００Ｗ　投光器 （1000W 広角型　高効率　メタルハイドロランプ） 71 YAH56350K

１０００Ｗ，１５００Ｗ　投光器 （1000W 中角型　高効率　メタルハイドロランプ） 2 YAH56350K

２５０，４００Ｗ　投光器 (400W　広角型　マルチハロゲンランプ） 5 YAH54550K

２５０，４００Ｗ　投光器 (250W　広角型　マルチハロゲンランプ） 2 YAH54550K

２５０，５００Ｗ　投光器　非
常灯 (５００Ｗ　非常灯　ミニハロゲンランプ） 40 YAH55848

２５０，５００Ｗ　投光器　非
常灯 (２５０Ｗ　非常灯　ミニハロゲンランプ） 4 YAH55848

カメラ 29

モニタＴＶ 19

ＶＴＲ 2

システムコントローラー 4

マトリクススイッチャー 1

人貨共用ｴﾚﾍﾞｰﾀ
1,350Kg　45m 1 車椅子兼用

監視盤 1

体育館　音響卓 1
CD,MD、ｶｾｯﾄ
他

体育館　簡易操作ワゴン 1 CD,MD、ｶｾｯﾄ

体育館　パワーアンプ 9

体育館　メインスピーカー 9

多目的　音響卓 1
CD,MD、ｶｾｯﾄ
他

多目的　簡易操作ワゴン 1 CD、ｶｾｯﾄ

多目的　パワーアンプ 18

多目的　天井スピーカー 12

ｳｵｰﾑｱｯﾌﾟﾙｰﾑ　移動型ｱﾝ
ﾌﾟ 1 CD、ｶｾｯﾄ

　　　　　　　　　　　ﾊﾟﾜｰｱﾝ
ﾌﾟ 2

　　　　　　　　　　　ﾒｲﾝｽﾋﾟｰ
ｶ 4

太陽光発電　アレイ　１３２
W 40 ５KW

同上　パワーコンディショナ 1 系統連係

監視設備

ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備

太陽光発電設備

放送設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

屋内運動施設電気設備

照明投光器設備



別紙５－１４

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

GR型複合受信機 1

中継器　R型 20

定温式スポット感知器 21

煙感知器 174

炎感知器 27

ATF煙感知器 56

発信器　P型１級 47

表示灯 47

消火栓起動連動装置 2

非常放送用アンプ　１５６０
W 1 業務放送兼用

スピーカー 193

遠隔操作機 1

音量調整器 24

電気時計　親機 1

子時計 壁掛　310φ 16

子時計 壁掛　700φ 1

子時計 埋込　300φ 2

呼出・表示設備　　親機 2
事務室、中央監
視

子機 呼出ボタン（引きヒモ付き） 20

呼出ボタン 19

復旧ボタン 39

音声ガイド設備
視聴覚障害者誘導　音声
ガイド装置 1 メイン入口

磁気ループコイル設備　体
育館 2

磁気ループコイル設備　多
目的 1

専用受信機 30 陸上も兼用

共同受信アンテナ　ＴＶ、Ｂ
Ｓ、ＦＭ 1

直列ユニット 20

２分配器 4

４分配器 2

６分配器 1

共同受信設備

消防設備

電気時計設備

呼出･表示設備

磁気ループコイル
設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

屋内運動施設電気設備



別紙５－１５

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

庭園灯 FDL27W×１ 15 R27

投光器 TS150W×1 6 W151

非常照明（埋込） IL40W×１ 147 EJ41

非常照明（トラフ） IL40W×１ 56 EK41

非常照明 IL100W×１ 14 EL100

照明設備
音声・点滅誘導灯 冷陰極ランプ45.7W 25 EA42

避難口誘導灯 冷陰極ランプ7.6W 1 EB10

避難口・通路誘導灯 冷陰極ランプ11.8W 53 EB,C,D,E20

通路誘導灯 FL10W×1 23 EG11

階段通路誘導灯 FL20W×1 3 EH21

階段通路誘導灯 FL40W×1 20 EH41

常用発電機　　１０００KW 6,600V　ガスタービン 2

発電機盤 2

フィーダ盤 1

自動同期盤、補機盤 1

制御盤 2

制御用直流電源盤 1

その他付属機器 1

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

屋内運動施設電気設備

常用発電設備



別紙５－１６

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

LBS 7.2KV200A 4

トランス １φ30KVA 1

トランス ３φ100KVA 1

コンデンサ　6.6KV
30Kvar 1

LBS 7.2KV200A 4

トランス １φ20KVA 1

トランス ３φ75KVA 1

コンデンサ　6.6KV
25Kvar 1

LBS　7.2KV200A 4

トランス １φ20KVA 1

トランス ３φ50KVA 1

コンデンサ 6.6KV　15Kvar 1

園内放送装置　　360W*2
CD、ﾏｲｸ、ﾗｼﾞｵ 1 ドーム事務室

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ 30 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ×2

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

高ポール灯 メタルハライドランプ２５０ワット 50

低ポール灯(ガーデンライ
ト) 蛍光管４０ワット 48

アームレスポール灯(駐車
灯) ナトリウムランプ２２０ワット 18

フットライト ハイラックスランプ１５０ワット 18

ソーラー外灯 蛍光灯２０ワット 9

デザインポール灯(４灯／
台) 水銀灯４００ワット 8

プロムナード灯 水銀灯４００ワット 31

園路灯 ナトリウムランプ１８０ワット 67

ジョギング灯 直管型ナトリウムランプ５０ワット 58

アプローチ灯 水銀灯７０ワット 13

アームレスポール灯(駐車
灯) ナトリウムランプ２２０ワット 25

多目的広場灯 水銀灯２５０ワット 25

ソーラー外灯 蛍光灯２０ワット 1

QB-2（公園キュー
ビクル）

QB-3（公園キュー
ビクル）

園内放送設備

熊谷スポーツ文化公園　主要設備機器一覧表（電気設備）

公園内外灯設備

東地区外灯設備

園内設備（拡張区域）

GB-1（公園キュー
ビクル）

西地区外灯設備



別紙５ー１７

ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

●１階

オイルタンク 屋内　１，０００㍑　1000×1000×1200H　板厚4.5 1 油タンク室

給気ファン 低騒音型換気扇　防爆型　250φ×210㎥/h×0.040kw 1 油タンク室

排気ファン 低騒音型換気扇　防爆型　200φ×210㎥/h×0.018kw 1 油タンク室

給気ファン 低騒音型換気扇　保護ガード付　250φ×4500㎥/h×0.044kw 2 設備機械室（１）

排気ファン 低騒音型換気扇　保護ガード付　200φ×4500㎥/h×0.018kw 2 設備機械室（１）

排風機 片吸込シロッコファン（床置型）　4,200㎥/h　2.2ｋｗ 1 設備機械室（2）

上水受水槽 FRP製　有効　16m3　２層式 1 設備機械室（2）

上水給水ﾕﾆｯﾄ 推定末端圧一定型（インバーター制御） 1 設備機械室（2）

3台ローテーション運転

40φ＊300L／ｍｉｎ＊2.2ＫＷ＊3台

雑用水給水ﾕﾆｯﾄ 推定末端圧一定型（インバーター制御） 1 設備機械室（2）

3台ローテーション運転

50φ＊810Ｌ／ｍｉｎ×3.7ＫＷ＊3台

屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ ５０Ａ＊３００Ｌ／ｍｉｎ＊７．５ＫＷ 1 設備機械室（2）

給気ファン 片吸込シロッコファン（床置型）　3,600㎥/h　1ｋｗ 1 設備機械室（3）

オイルサービスタンク 500L　800×800×850H　板厚4.5 1 設備機械室（3）

オイルギアポンプ 1φ×200×0.2kw　3L/min 1 設備機械室（3）

ボイラーユニット 無圧ボイラ　426,000Kcal/h 1 設備機械室（3）

熱交換機、循環ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kw、排風機0.75kw共

貯湯タンク 9000㍑　SUS製　板厚8t　1700φ×3600L 1 設備機械室（3）

温水１次ポンプ 3φ×200ｖ×0.75kw　40φ×190L/min 2 設備機械室（3）

温水2次ポンプ 3φ×200ｖ×0.15kw　25φ×20L/min 1 設備機械室（3）

膨張タンク 密閉型ダイヤフラム式　鋼鈑製　膨張量260L 1 設備機械室（3）

屋内消火栓BOX 火報併設埋込型　HB-40A　放水口40A 9 Aグランド　1,2F

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 2 記録室

（マルチ屋内機） 冷房能力：8.0kw　暖房能力：9.0kw

1φ×200v×0.11kW

全熱交換器 天井カセット型 1 記録室

450㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.205kw

自在水栓 1 記録室

熊谷スポーツ文化公園  主要設備機器一覧表（機械設備）



別紙５ー１８

ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

排気ファン 天井扇　200φ×300㎥/h×0.024kw 2 男子便所（１）

和風大便器 3 男子便所（１）

小便器 7 男子便所（１）

洗面器 3 男子便所（１）

掃除流し 1 男子便所（１）

盗難防止形化粧鏡 3 男子便所（１）

水石けん入れ 3 男子便所（１）

排気ファン 天井扇　200φ×290㎥/h×0.024kw 1 女子便所（１）

和風大便器 2 女子便所（１）

洗面器 3 女子便所（１）

盗難防止形化粧鏡 3 女子便所（１）

水石けん入れ 3 女子便所（１）

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 1 審判室

（マルチ屋内機） 冷房能力：14.0kw　暖房能力：16.0kw

1φ×200v×0.34kW

全熱交換器 天井カセット型 1 審判室

350㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.205kw

排気ファン 耐湿型天井扇　100φ×40㎥/h×0.018kw 1 審判室（シャワー室）

洗面器 1 審判室（シャワー室）

シャワー金具 13-F18A 1 審判室（シャワー室）

盗難防止形化粧鏡 1 審判室（シャワー室）

水石けん入れ 1 審判室（シャワー室）

排気ファン 天井扇　150φ×140㎥/h×0.024kw 1 審判室（トイレ）

和風大便器 1 審判室（トイレ）

小便器 1 審判室（トイレ）

洗面器 1 審判室（トイレ）

盗難防止形化粧鏡 1 審判室（トイレ）

水石けん入れ 1 審判室（トイレ）

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型2台同時タイプ 1セット 役員室

（屋内機） 冷房能力：25.0kw　暖房能力：28.0kw

3φ×200v×9.98kW

全熱交換器 インペイ型 1 役員室

700㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.45kw
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ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

自在水栓 1 役員室

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 2 事務室（北）

（マルチ屋内機） 冷房能力：4.5kw　暖房能力：5.0kw

1φ×200v×0.08kW

集中コントローラー

全熱交換型換気扇 吹出口（本体は事務室（南）） 1 事務室（北）

全熱交換型換気扇 吸込口（本体は事務室（南）） 1 事務室（北）

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 4 事務室（南）

（マルチ屋内機） 冷房能力：4.5kw　暖房能力：5.0kw

1φ×200v×0.08kW

消音型給気グリル 200φ用 1 事務室（南）

消音型排気グリル 200φ用 1 事務室（南）

全熱交換型換気扇 天吊り隠ぺいダクトタイプ 1 事務室（南）

250φ×700㎥/ｈ×250Pa

1φ×100ｖ×0.46kw

自在水栓 1 事務室（南）

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 2 報道室

（マルチ屋内機） 冷房能力：11.2kw　暖房能力：12.5kw

1φ×200v×0.16kW

全熱交換器 インペイ型 2 報道室

675㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.45kw

排気ファン 天井扇　200φ×400㎥/h×0.062kw 2 選手用便所

和風大便器 3 選手用便所

洋風大便器 1 選手用便所

小便器 8 選手用便所

洗面器 4 選手用便所

掃除流し 1 選手用便所

盗難防止形化粧鏡 4 選手用便所

水石けん入れ 4 選手用便所
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ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型2台同時タイプ 1セット 第2集会室

（屋内機） 冷房能力：25.0kw　暖房能力：28.0kw

3φ×200v×9.98kW

全熱交換器 インペイ型 2 第2集会室

575㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.45kw

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 2 レセプションルーム

（マルチ屋内機） 冷房能力：11.2kw　暖房能力：12.5kw

1φ×200v×0.16kW

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 2 レセプションルーム

（マルチ屋内機） 冷房能力：14.0kw　暖房能力：16.0kw

1φ×200v×0.34kW

全熱交換器 インペイ型 4 レセプションルーム

675㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.45kw

排気ファン 天井扇　230φ×500㎥/h×0.0905kw 1 パントリー

混合水栓 13-F2A 1 パントリー

前室

排気ファン 天井扇（保護ガード付）　350φ×2,320㎥/h×0.119kw 1 用具保管庫

排気ファン 天井扇　200φ×390㎥/h×0.062kw 1 ロッカー室（１）

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　壁掛型 1 ロッカー室（１）

冷房能力：3.4　kW　暖房能力：4.0kW

排気ファン 天井扇　200φ×310㎥/h×0.046kw 1 ロッカー室（２）

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　壁掛型 1 ロッカー室（２）

冷房能力：3.4　kW　暖房能力：4.0kW

泡沫横水栓 13-F3 7 足洗い場（１）

排気ファン 耐湿型天井扇　200φ×250㎥/h×0.024kw 1 脱衣室（１）

洗面器 4 脱衣室（１）

盗難防止形化粧鏡 4 脱衣室（１）
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別紙５ー２１

ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

水石けん入れ 4 脱衣室（１）

排気ファン 耐湿型天井扇　200φ×280㎥/h×0.024kw 2 浴室（１）

混合水栓 13-F2A 3 浴室（１）

シャワー金具 13-F18A 11 浴室（１）

バス水栓 1 浴室（１）

盗難防止形化粧鏡 14 浴室（１）

排気ファン 天井扇　200φ×320㎥/h×0.046kw 1 ロッカー室（３）

排気ファン 天井扇　200φ×460㎥/h×0.062kw 1 ロッカー室（３）

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　壁掛型 2 ロッカー室（3）

冷房能力：7.1　kW　暖房能力：8.2kW

ヒートポンプパッケージ 冷房能力：25.0kw　暖房能力：28.0kw 1 空室外機置き場（北）

（屋外機） 役員室系統

ヒートポンプパッケージ 冷房能力：35.5kw　暖房能力：40.0kw 1 空室外機置き場（北）

（マルチ屋外機） 記録室・審判室系統

3φ×200v×11.56kW

ヒートポンプパッケージ 冷房能力：45.0kw　暖房能力：50.0kw 1 空室外機置き場（北）

（マルチ屋外機） 第1集会室系統

3φ×200v×12.3kW

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 2 第１集会室

（マルチ屋内機） 冷房能力：9.0kw　暖房能力：10.0kw

1φ×200v×0.15kW

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 2 第１集会室

（マルチ屋内機） 冷房能力：11.2kw　暖房能力：12.5kw

1φ×200v×0.16kW

全熱交換器 インペイ型 4 第１集会室

575㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.45kw

ヒートポンプパッケージ 天井カセット型2方向吹出型 1 医務室

（マルチ屋内機） 冷房能力：9.0kw　暖房能力：10kw

1φ×200v×0.15kW

全熱交換器 天井カセット型 1 医務室

125㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.07kw
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ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

排気ファン 天井扇　130φ×80㎥/h×0.022kw 1 医務室

電気湯沸器 貯湯式壁掛型　12L 1 医務室

洗面器 1 医務室

自在水栓 2 医務室

盗難防止形化粧鏡 1 医務室

水石けん入れ 1 医務室

排気ファン 天井扇　130φ×80㎥/h×0.022kw 1 湯沸室

電気湯沸器 貯湯式壁掛型　12L 1 湯沸室

自在水栓 2 湯沸室

排気ファン 天井扇　230φ×520㎥/h×0.0905kw 1 男子便所（２）

和風大便器 1 男子便所（２）

洋風大便器 1 男子便所（２）

小便器 4 男子便所（２）

洗面器 3 男子便所（２）

盗難防止形化粧鏡 3 男子便所（２）

水石けん入れ 3 男子便所（２）

排気ファン 天井扇　230φ×500㎥/h×0.0905kw 1 女子便所（２）

和風大便器 2 女子便所（２）

洋風大便器 1 女子便所（２）

洗面器 4 女子便所（２）

掃除流し 1 女子便所（２）

盗難防止形化粧鏡 4 女子便所（２）

水石けん入れ 4 女子便所（２）

排気ファン 天井扇　230φ×570㎥/h×0.0905kw 2 倉庫

ヒートポンプパッケージ 冷房能力：28.0kw　暖房能力：31.5kw 1 空室外機置き場（南）

（マルチ屋外機） 事務室（北・南）系統

3φ×200×8.88kW

ヒートポンプパッケージ 冷房能力：25.0kw　暖房能力：28.0kw 1 空室外機置き場（南）

（屋外機） 第2集会室系統
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ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

ヒートポンプパッケージ 冷房能力：35.5kw　暖房能力：40.0kw 1 空室外機置き場（南）

（マルチ屋外機） 報道室・医務室系統

3φ×200v×11.56kW

ヒートポンプパッケージ 冷房能力：56.0kw　暖房能力：63.0kw 1 空室外機置き場（南）

（マルチ屋外機） レセプションルーム系統

3φ×200v×17.68kW

排気ファン 天井扇　200φ×320㎥/h×0.046kw 1 ロッカー室（４）

排気ファン 天井扇　200φ×460㎥/h×0.062kw 1 ロッカー室（４）

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　壁掛型 2 ロッカー室（４）

冷房能力：7.1　kW　暖房能力：8.2kW

排気ファン 耐湿型天井扇　200φ×250㎥/h×0.024kw 1 脱衣室（２）

洗面器 4 脱衣室（２）

盗難防止形化粧鏡 4 脱衣室（２）

水石けん入れ 4 脱衣室（２）

排気ファン 耐湿型天井扇　200φ×280㎥/h×0.024kw 2 浴室（２）

混合水栓 13-F2A 3 浴室（２）

シャワー金具 13-F18A 11 浴室（２）

バス水栓 1 浴室（２）

盗難防止形化粧鏡 14 浴室（２）

排気ファン 天井扇　200φ×310㎥/h×0.046kw 1 ロッカー室（５）

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　壁掛型 1 ロッカー室（５）

冷房能力：3.4　kW　暖房能力：4.0kW

排気ファン 天井扇　200φ×390㎥/h×0.062kw 1 ロッカー室（６）

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　壁掛型 1 ロッカー室（６）

排気ファン 低騒音型有圧扇　保護ガード、サーモ付 1 エレベータ機械室

450φ×2,350㎥/h×0.24kw

排気ファン 天井扇　150φ×130㎥/h×0.024kw 1 多目的トイレ

身体障害者用洋風大便器 1 多目的トイレ
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別紙５ー２４

ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

身体障害者用洗面器 1 多目的トイレ

●２階

排気ファン 天井扇　　200φ×300㎥/ｈ　0.024kw 3 男子便所（1）

和風大便器 4 男子便所（1）

小便器 3人立用　ハイタンク式 2 男子便所（1）

洗面器 4 男子便所（1）

水石けん入れ 4 男子便所（1）

盗難防止形化粧鏡 4 男子便所（1）

排気ファン 天井扇　　200φ×330㎥/ｈ　0.024kw 6 女子便所（1）

和風大便器 13 女子便所（1）

洋風大便器 7 女子便所（1）

洗面器 12 女子便所（1）

盗難防止形化粧鏡 12 女子便所（1）

水石けん入れ 12 女子便所（1）

排気ファン 天井扇　　200φ×390㎥/ｈ　0.062kw 8 男子便所（2）

和風大便器 14 男子便所（2）

洋風大便器 2 男子便所（2）

小便器 3人立用　ハイタンク式 1 男子便所（2）

小便器 4人立用　ハイタンク式 2 男子便所（2）

小便器 5人立用　ハイタンク式 4 男子便所（2）

洗面器 8 男子便所（2）

掃除流し 1 男子便所（2）

盗難防止形化粧鏡 8 男子便所（2）

水石けん入れ 8 男子便所（2）

排気ファン 天井扇　　200φ×390㎥/ｈ　0.062kw 8 男子便所（3）

和風大便器 14 男子便所（3）

洋風大便器 2 男子便所（3）

小便器 3人立用　ハイタンク式 1 男子便所（3）

小便器 4人立用　ハイタンク式 2 男子便所（3）

小便器 5人立用　ハイタンク式 4 男子便所（3）

洗面器 8 男子便所（3）
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ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

掃除流し 1 男子便所（3）

盗難防止形化粧鏡 8 男子便所（3）

水石けん入れ 8 男子便所（3）

排気ファン 天井扇　　200φ×330㎥/ｈ　0.024kw 6 女子便所（2）

和風大便器 13 女子便所（2）

洋風大便器 7 女子便所（2）

洗面器 12 女子便所（2）

盗難防止形化粧鏡 12 女子便所（2）

水石けん入れ 12 女子便所（2）

排気ファン 天井扇　　200φ×300㎥/ｈ　1φ×100v×0.024kw 3 男子便所（４）

和風大便器 4 男子便所（４）

小便器 3人立用　ハイタンク式 2 男子便所（４）

洗面器 4 男子便所（４）

盗難防止形化粧鏡 4 男子便所（４）

水石けん入れ 4 男子便所（４）

●３階

全熱交換器 壁掛け型 1 放送室

75㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.031kw

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　天吊 1 屋外機共

冷房能力：10.4kW　暖房能力8.4ｋｗ 放送室

全熱交換器 壁掛け型 1 放送室予備室（１）

50㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.034kw

全熱交換器 壁掛け型 1 放送室予備室（2）

50㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.034kw

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　壁掛　屋内機×２ 1 屋外機共

冷房能力：3.2kW　暖房能力：5.6ｋｗ 放送室予備室（１）（２）
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ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

全熱交換器 天井カセット型 1 ＴＶカメラ室

125㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.07kw

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　天吊 1 屋外機共

冷房能力：4.5kW　暖房能力：7.5kW ＴＶカメラ室

全熱交換器 天井カセット型 1 貴賓室

125㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.07kw

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　天井カセット　屋内機×２ 1 屋外機共

冷房能力：7.1kW　暖房能力：12.7ｋｗ 貴賓室

全熱交換器 天井カセット型 1 記者席室（１）

150㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.07kw

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　天井カセット　 1 屋外機共

冷房能力：5.2kW　暖房能力：9.0ｋｗ

全熱交換器 天井カセット型 1 記者席室（2）

100㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.034kw

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　天井カセット　 1 屋外機共

冷房能力：3.5kW　暖房能力：6.1ｋｗ

全熱交換器 天井カセット型 2 記者席室（3）

65㎥／ｈ　　1φ×100ｖ×0.031kw

パッケージエアコン 空冷ヒートポンプエアコン　天井カセット　 1 記者席室（3）

冷房能力：4.8kW　暖房能力：7.4ｋｗ

排気ファン 天井扇　　150φ×140㎥/ｈ　1φ×100v×0.024kw 1 男子便所

洋風大便器 1 男子便所

小便器 1 男子便所

洗面器 1 男子便所

盗難防止形化粧鏡 1 男子便所

水石けん入れ 1 男子便所
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ラグビー場メインスタンド機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

排気ファン 天井扇　　100φ×40㎥/ｈ　1φ×100v×0.018kw 1 給湯室

電気湯沸器 貯湯式壁掛型　12L 1 給湯室

自在水栓 2 湯沸室

排気ファン 天井扇　　150φ×140㎥/ｈ　1φ×100v×0.024kw 1 女子便所

洋風大便器 1 女子便所

洗面器 2 女子便所

盗難防止形化粧鏡 2 女子便所

水石けん入れ 2 女子便所

屋内消火栓BOX 火報併設露出型　HB-40B　放水口40A 1 Aグランド　3F

●屋上

消火用補給水槽 鋼鈑製　500L　1000×1000×800H 1 屋上

中央監視装置 HST（C-280EX） 1

１４”ｲﾝﾁｶﾗｰCRT 1

JISｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 1

帳表プリンター 1

マウス 1

無停電電源装置 1
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

●１階メインスタンド

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：28.0kw　暖房：33.5kw 1 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房35.9kw　暖房32.9kw（13A) （トレーニングルーム室(1)系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 1 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房59.1kw　暖房57.2kw（13A) （トレーニングルーム室(1)系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 3 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房59.1kw　暖房57.2kw（13A) （トレーニングルーム室(2)系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：28.0kw　暖房：33.5kw 1 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房35.9kw　暖房32.9kw（13A) （陸上管理事務室系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 1 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房59.1kw　暖房57.2kw（13A) （女子更衣室101系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：45.0kw　暖房：53.0kw 1 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房49.9kw　暖房45.5kw（13A) （女子更衣室102系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：45.0kw　暖房：53.0kw 1 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房49.9kw　暖房45.5kw（13A) （男子更衣室101系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：35.3kw　暖房：42.5kw 1 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房38.5kw　暖房38.3kw（13A) （男子更衣室102系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：28.0kw 1 屋外機置場（２）

ガス消費量：冷房28.8kw　暖房27.6kw（13A) （医務室・更衣室系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 3 屋外機置場（２）

ガス消費量：冷房59.1kw　暖房57.2kw（13A) （ドーピング室・記録情報印刷室系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：26.5kw 1 屋外機置場（２）

ガス消費量：冷房28.8kw　暖房27.6kw（13A) （清掃員控室）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 1 屋外機置場（２）

ガス消費量：冷房59.1kw　暖房57.2kw（13A) （第１集会室系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 3 屋外機置場（２）

ガス消費量：冷房59.1kw　暖房57.2kw（13A) （第４集会室・サーバー室系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 1 屋外機置場（２）

ガス消費量：冷房59.1kw　暖房57.2kw（13A) （第２集会室系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：35.5kw　暖房：42.5kw 2 屋外機置場（２）

ガス消費量：冷房38.5kw　暖房38.3kw（13A) （第３集会室系）

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：45.0kw　暖房：53kw 4 屋外機置場（１）

ガス消費量：冷房49.9kw　暖房45.5kw（13A) （ホール・トレーニング室系）
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：7.1kw　暖房：8.0kw 1 湯沸器置場２

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：10.0kw　暖房：11.2kw 1 湯沸器置場３

●受水槽ポンプ室 競技場１F

送風機 形式：片吸込多翼送風機　天吊　0.75ｋｗ 1 受水槽ポンプ室

排風機 形式：片吸込多翼送風機　天吊　0.75ｋｗ 1 受水槽ポンプ室

洗面器 水石けん入れ 1 受水槽ポンプ室

鏡 盗難防止形　455×608 1 受水槽ポンプ室

上水受水槽 一体型鋼板製水槽　有効総容量40㎥×2基 1 受水槽ポンプ室

緊急遮断弁100A×3個

上水加圧給水ユニット 推定末端圧一定型（インバーター制御） 1 受水槽ポンプ室

４台ローテーション運転

１００Ａ＊１，２００Ｌ／ｍｉｎ＊（３．７ＫＷ＊４台）

中水加圧給水ユニット 推定末端圧一定型（インバーター制御） 1 受水槽ポンプ室

５台ローテーション運転

１２５Ａ＊２５００Ｌ／ｍｉｎ＊（５．５ＫＷ＊５台）

散水用給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 自吸式多段タービンポンプ 1 受水槽ポンプ室

125Ａ＊９００Ｌ／ｍｉｎ＊（１５ＫＷ＊２台） （陸上競技場系）

大型圧力タンク付（容積：4.2㎥）

散水用給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 自吸式多段タービンポンプ 1 受水槽ポンプ室

125Ａ＊１１００Ｌ／ｍｉｎ＊（１５ＫＷ＊２台） （補助陸上競技場系）

大型圧力タンク付（容積：4.2㎥）

散水用給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 自吸式多段タービンポンプ 1 受水槽ポンプ室

125Ａ＊１１００Ｌ／ｍｉｎ＊（１５ＫＷ＊２台） （投てき場系）

大型圧力タンク付（容積：4.2㎥）

（消火設備）

湿式スプリンクラー用ポンプ ユニット型 1 受水槽ポンプ室

１００Ａ＊７２０Ｌ／ｍｉｎ＊１８．５ＫＷ

呼び水槽１００Ｌ　圧力タンク（容積：100L）付

屋外消火栓用ポンプ ユニット型 1 受水槽ポンプ室

１００Ａ＊８００Ｌ／ｍｉｎ＊１５ＫＷ

呼び水槽１００Ｌ
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

ジョッキポンプ ユニット型 1 受水槽ポンプ室

(補助加圧ポンプ） 15Ａ＊２０Ｌ／ｍｉｎ＊１．５ＫＷ　補給水槽：50Ｌ

消火用高架水槽 鋼鈑製　容量：１㎥ 1 メインスタンド屋上

湿式アラーム弁 8

補助散水栓 12

スプリンクラーヘッド 1253

消火栓（屋外型） 11

（雨水利用設備）

ろ過ポンプ 65A×0.2m3／ｍｉｎ×20m×2.2kw　型式：水中汚水型 4 雨水貯留槽１・２

逆洗ポンプ 100A×1.01m3／ｍｉｎ×15m×5.5kw　型式：水中汚水型 1 雑排水層

ろ過装置 圧力式急速型　φ1.6m×2.2mH　12㎥/h 2 受水槽室

計装用コンプレッサー 0.075m3／ｍｉｎ×0.85MPa×0.75kw 1 受水槽室

消毒液ポンプ 30ml／ｍｉｎ×0.98MPa×15W　タンク容量：100L 1 受水槽室

ばっ気用送風機 50A×1.84m3／ｍｉｎ×0.02MPa×2.2kw 2 受水槽室・ファン室101

制御盤 1 受水槽室

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男子トイレ101

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 1 男子トイレ101

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 男子トイレ101

小便座 感知FV 4 男子トイレ101

洗面器 自動水栓 3 男子トイレ101

掃除用流し 1 男子トイレ101

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 女子トイレ101

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 女子トイレ101

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 女子トイレ101

洗面器 自動水栓 3 女子トイレ101

電気温水機 瞬間式3.2号 1 多目的トイレ101

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 多目的トイレ101

洗面器 自動水栓 3 多目的トイレ101

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 多目的トイレ101

鏡（身障者用） 盗難防止形　450×1200 1 多目的トイレ101

汚物用流し（オストメイト） FV,混合水栓、水石けん入れ、紙巻器 1 多目的トイレ101

瞬間式電気湯沸し器 3.2号　屋外壁掛け型 1 多目的トイレ101
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 6 トレーニングルーム(小）

冷房：14.0kw　暖房：17.0kw

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 3 トレーニングルーム(小）

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 12 トレーニングルーム（大）

冷房：14.0kw　暖房：17.0kw

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 6 トレーニングルーム（大）

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 3 トレーニングルーム機器室

冷房：14.0kw　暖房：17.0kw

全熱交換器 １０００ｍ３／ｈ 1 トレーニングルーム機器室

洗面器 水石けん入 2 トレーニングルーム機器室

タオル掛け 2 トレーニングルーム機器室

鏡 盗難防止形　455×608 2 トレーニングルーム機器室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 4 男子更衣室102

冷房：9.0kw　暖房：10.5kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 男子更衣室102

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 男子更衣室102

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男子更衣室102トイレ

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 1 男子更衣室102トイレ

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 男子更衣室102トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 男子更衣室102トイレ

小便座 感知FV 3 男子更衣室102トイレ

洗面器 シングルレバー 3 男子更衣室102トイレ

洗面器 シングルレバー混合水栓 1 男子更衣室102トイレ

鏡 盗難防止形　608×760 3 男子更衣室102トイレ

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 男子更衣室102トイレ

掃除用流し 1 男子更衣室102トイレ

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 男子更衣室102シャワー室

シャワー 4 男子更衣室102シャワー室

シャワー 1 男子更衣室102シャワー室
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 4 男子更衣室101

冷房：11.2kw　暖房：13.2kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 男子更衣室101

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男子更衣室101

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男子更衣室101トイレ

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 男子更衣室101トイレ

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 男子更衣室101トイレ

小便座 感知FV 3 男子更衣室101トイレ

洗面器 シングルレバー 4 男子更衣室101トイレ

洗面器 シングルレバー混合水栓 1 男子更衣室101トイレ

鏡 盗難防止形　455×760 4 男子更衣室101トイレ

掃除用流し 1 男子更衣室101トイレ

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 男子更衣室101シャワー室

シャワー 5 男子更衣室101シャワー室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 4 女子更衣室101

冷房：11.2kw　暖房：13.2kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 女子更衣室101

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 女子更衣室101

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 女子更衣室101トイレ

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 女子更衣室101トイレ

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 女子更衣室101トイレ

洗面器 シングルレバー 4 女子更衣室101トイレ

鏡 盗難防止形　455×760 4 女子更衣室101トイレ

掃除用流し 1 女子更衣室101トイレ

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 女子更衣室101シャワー室

シャワー 5 女子更衣室101シャワー室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 4 女子更衣室102

冷房：9.0kw　暖房：10.5kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 女子更衣室102

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 女子更衣室102

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 女子更衣室102トイレ

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 1 女子更衣室102トイレ

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 女子更衣室102トイレ
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 女子更衣室102トイレ

洗面器 シングルレバー 3 女子更衣室102トイレ

洗面器 シングルレバー混合水栓 1 女子更衣室102トイレ

鏡 盗難防止形　608×760 3 女子更衣室102トイレ

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 女子更衣室102トイレ

掃除用流し 1 女子更衣室102トイレ

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 女子更衣室102シャワー室

シャワー 4 女子更衣室102シャワー室

シャワー 1 女子更衣室102シャワー室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 2 陸上管理事務室

冷房：11.2kw　暖房：13.2kw

気化式加湿器 滴下浸透気化式加湿器（天井カセット型） 1 陸上管理事務室

加湿能力：1.6kg./ｈ

全熱交換器 ８００ｍ３／ｈ 1 陸上管理事務室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット４方向 1 チケット売り場1

冷房：7.1kw　暖房：8.0kw

全熱交換器 ３５０ｍ３／ｈ 1 チケット売り場1

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット４方向 1 チケット売り場２

冷房：10.0kw　暖房：11.2kw

全熱交換器 ５００ｍ３／ｈ 1 チケット売り場２

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 廊下101

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.75ＫＷ 1 廊下102

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 廊下103

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 6 ホール

冷房：14.0kw　暖房：17.0kw

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井隠蔽 3 ホール

冷房：14.0kw　暖房：17.0kw　送風量2160㎥/ｈ

排風機 形状：天井扇　0.01kw　100φ 1 倉庫101

排風機 形状：天井扇　0.01kw　100φ 1 倉庫102
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排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 倉庫103

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 倉庫104

排風機 形状：天井扇　0.025kw　150φ 2 倉庫105

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 倉庫106

排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 倉庫107（清掃備品）

排風機 形状：天井扇　0.034kw　150φ 1 湯沸室101

電気温水機 貯湯式20Ｌ 1 湯沸室101

排風機 形状：天井扇　0.034kw　150φ 1 湯沸室102

電気温水機 貯湯式20Ｌ 1 湯沸室102

排風機 形状：天井扇　0.034kw　150φ 1 湯沸室103

電気温水機 貯湯式20Ｌ 1 湯沸室103

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 1 医務室

冷房：4.5kw　暖房：5.3kw

全熱交換器 ５００ｍ３／ｈ 1 医務室

電気温水機 貯湯式20Ｌ 1 医務室

洗面器 水石けん入 1 医務室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 2 応接室

冷房：5.6kw　暖房：6.7kw

全熱交換器 １０００ｍ３／ｈ 1 応接室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 2 清掃員控室

冷房：11.2kw　暖房：13.2kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 清掃員控室

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 清掃員控室

電気温水機 貯湯式20Ｌ 1 清掃員控室

洗面器 水石けん入れ 1 清掃員控室

鏡 盗難防止形　455×608 1 清掃員控室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 4 第１集会室

冷房：11.2kw　暖房：13.2kw

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 4 第１集会室
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ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 6 第２集会室

冷房：9.0kw　暖房：10.5kw

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 3 第２集会室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 4 第3集会室

冷房：14.0kw　暖房：17.0kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 第3集会室

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 第3集会室

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 第3集会室男子トイレ

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 第3集会室男子トイレ

小便座 感知FV 4 第3集会室男子トイレ

洗面器 シングルレバー 4 第3集会室男子トイレ

鏡 盗難防止形　608×760 4 第3集会室男子トイレ

掃除用流し 1 第3集会室男子トイレ

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 第3集会室男子シャワー室

シャワー 3 第3集会室男子シャワー室

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 第3集会室女子トイレ

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 3 第3集会室女子トイレ

洗面器 シングルレバー 3 第3集会室女子トイレ

鏡 盗難防止形　608×760 3 第3集会室女子トイレ

掃除用流し 1 第3集会室女子トイレ

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 第3集会室女子シャワー室

シャワー 3 第3集会室女子シャワー室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 14 第４集会室

冷房：9.0kw　暖房：10.5kw

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 7 第４集会室

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男子トイレ102

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 男子トイレ102

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 男子トイレ102

小便座 感知FV 5 男子トイレ102

洗面器 自動水栓 3 男子トイレ102

掃除用流し 1 男子トイレ102

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 女子トイレ102
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洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 4 女子トイレ102

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 女子トイレ102

洗面器 自動水栓 4 女子トイレ102

掃除用流し 1 女子トイレ102

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 多目的トイレ102

洗面器 レバー式水栓 1 多目的トイレ102

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 多目的トイレ102

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 1 ドーピング室１

冷房：4.5kw　暖房：5.3kw

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 1 ドーピング室２

冷房：4.5kw　暖房：5.3kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 ドーピング室

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 ドーピング室

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 ドーピング室

洗面器 水石けん入れ 2 ドーピング室

鏡 盗難防止形　455×608 2 ドーピング室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 1 ドーピング室（ドクター系）

冷房：5.6kw　暖房：6.7kw

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 1 ドーピング室（ドクター系）

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 1 ドーピング室（休憩室系）

冷房：7.1kw　暖房：8.5kw

全熱交換器 ８００ｍ３／ｈ 1 ドーピング室（休憩室系）

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 2 サーバー室

冷房：9.0kw　暖房：10.5kw

全熱交換器 ５００ｍ３／ｈ 1 サーバー室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 2 記録情報印刷室

冷房：14.0kw　暖房：17.0kw

全熱交換器 ８００ｍ３／ｈ 2 記録情報印刷室

排風機 形状：天井扇　0.058kw　150φ 1 MDF室

排風機 形状：天井扇　0.058kw　150φ 1 照明制御室101
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送風機 形式：片吸込多翼送風機　　床置　１１ｋｗ 1 ファン室101（MM電気室系）

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 ファン室101

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 ファン室101

●１階サイドR

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男女トイレ103

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 男子トイレ103

小便座 感知FV 3 男子トイレ103

洗面器 自動水栓 2 男子トイレ103

鏡 盗難防止形　608×760 2 男子トイレ103

掃除用流し 1 男子トイレ103

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 女子トイレ103

洗面器 自動水栓 2 女子トイレ103

鏡 盗難防止形　608×760 2 女子トイレ103

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 多目的トイレ103

洗面器 レバー式水栓 1 多目的トイレ103

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 多目的トイレ103

送風機 形式：片吸込多翼送風機　　床置　2.2ｋｗ 1 ファン置場201（器具庫101系）

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200v×0.75kW 1 器具庫101

洗面器 水石けん入れ 1 器具庫101

鏡 盗難防止形　455×608 1 器具庫101

ホーム水栓 2 器具庫101

送風機 形式：片吸込多翼送風機　床置　　5.5ｋｗ 1 防災用備蓄倉庫ファン置場1

送風機 形式：片吸込多翼送風機　床置　　5.5ｋｗ 1 防災用備蓄倉庫ファン置場2

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.4kW 6 防災用備蓄倉庫

排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 防災倉庫薬品庫

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 防災用備蓄倉庫トイレ

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 1 防災用備蓄倉庫トイレ

洗面器 水石けん入れ 1 防災用備蓄倉庫トイレ

鏡 盗難防止形　455×608 1 防災用備蓄倉庫トイレ

送風機 形式：片吸込多翼送風機　　床置　2.2ｋｗ 1 ファン置場202（器具庫102系）

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.4kW 1 器具庫102
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排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 器具庫102

洗面器 水石けん入れ 1 器具庫102

鏡 盗難防止形　455×608 1 器具庫102

ホーム水栓 2 器具庫102

●１階バックスタンド

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男女トイレ105

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 男子トイレ105

小便座 感知FV 3 男子トイレ105

洗面器 自動水栓 2 男子トイレ105

鏡 盗難防止形　608×760 2 男子トイレ105

掃除用流し 1 男子トイレ105

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 女子トイレ105

洗面器 自動水栓 2 女子トイレ105

洗面器 レバー式水栓 1 女子トイレ105

鏡 盗難防止形　608×760 2 女子トイレ105

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 多目的トイレ105

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 多目的トイレ105

排風機 形状：天井扇　0.058kw　150φ 1 照明制御室102

送風機 形式：片吸込多翼送風機　　床置　5.5ｋｗ 1 MB電気室

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.75kW 4 MB電気室

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 燃料庫

送風機 形式：片吸込多翼送風機　　　5.5ｋｗ 2 ファン置場204（雨天練習場系）

送風機 形式：片吸込多翼送風機　　　5.5ｋｗ 2 ファン置場205（雨天練習場系）

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.75kW 8 雨天練習場

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男女トイレ104（雨天練習場内系）

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 1 男子トイレ104

小便座 感知FV 2 男子トイレ104

洗面器 自動水栓 3 男子トイレ104
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鏡 盗難防止形　608×760 3 男子トイレ104

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 女子トイレ104

洗面器 自動水栓 3 女子トイレ104

鏡 盗難防止形　608×760 3 女子トイレ104

掃除用流し 1 女子トイレ104

送風機 形式：片吸込多翼送風機　　床置　2.2ｋｗ 1 ファン置場203（器具庫105系）

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.75kW 1 器具庫105

洗面器 水石けん入れ 1 器具庫105（雨天練習場系）

鏡 盗難防止形　455×608 1 器具庫105（雨天練習場系）

ホーム水栓 2 器具庫105（雨天練習場系）

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 観客用男子トイレ101

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 3 観客用男子トイレ101

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 観客用男子トイレ101

小便座 感知FV 1 観客用男子トイレ101

小便座 感知FV 8 観客用男子トイレ101

洗面器 自動水栓 4 観客用男子トイレ101

鏡 盗難防止形　608×760 4 観客用男子トイレ101

掃除用流し 1 観客用男子トイレ101

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 観客用女子トイレ101

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 4 観客用女子トイレ101

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 観客用女子トイレ101

小便座 FV 1 観客用女子トイレ101

洗面器 自動水栓 4 観客用女子トイレ101

鏡 盗難防止形　608×760 4 観客用女子トイレ101

掃除用流し 1 観客用女子トイレ101

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 観客用男子トイレ102

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 3 観客用男子トイレ102

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 観客用男子トイレ102

小便座 感知FV 2 観客用男子トイレ102

小便座 感知FV 8 観客用男子トイレ102

洗面器 自動水栓 6 観客用男子トイレ102

鏡 盗難防止形　608×760 6 観客用男子トイレ102

掃除用流し 1 観客用男子トイレ102
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 観客用女子トイレ102

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 4 観客用女子トイレ102

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 観客用女子トイレ102

小便座 FV 1 観客用女子トイレ102

洗面器 自動水栓 7 観客用女子トイレ102

洗面器 レバー式水栓 1 観客用女子トイレ102

鏡 盗難防止形　608×760 7 観客用女子トイレ102

掃除用流し 1 観客用女子トイレ102

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 観客用男子トイレ102多目的トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 観客用男子トイレ102多目的トイレ

洗面器 レバー式水栓 1 観客用男子トイレ102多目的トイレ

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 観客用男子トイレ102多目的トイレ

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 観客用女子トイレ102多目的トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 観客用男子トイレ102多目的トイレ

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 観客用男子トイレ102多目的トイレ

●１階サイドL

送風機 形式：片吸込多翼送風機　床置　　2.2ｋｗ 1 ファン置場206（管理用倉庫系）

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.4kW 1 管理用倉庫

洗面器 水石けん入れ 1 管理用倉庫

鏡 盗難防止形　455×608 1 管理用倉庫

ホーム水栓 3 管理用倉庫

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 1 外部階段L-1

ガス消費量：冷房59.1kw　暖房57.2kw（13A) 女子更衣室103（補助競技）・ミーティング室系

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：45.0kw　暖房：53.0kw 1 外部階段L-1

ガス消費量：冷房49.9kw　暖房45.5kw（13A) 男子更衣室103（補助競技）系

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：28.0kw 1 外部階段L-1

ガス消費量：冷房28.8kw　暖房27.6kw（13A) ミーティング室（補助競技場）系

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 1 ミーティング室（補助競技場）系

冷房：9.0kw　暖房：10.5kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 ミーティング室（補助競技場）

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 ミーティング室（補助競技場）

熊谷スポーツ文化公園  主要設備機器一覧表（機械設備）
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 4 男子更衣室103（補助競技場系）

冷房：11.2kw　暖房：13.2kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.75ＫＷ 1 男子更衣室103（補助競技場系）

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男子更衣室103（補助競技場系）

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

小便座 感知FV 4 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

洗面器 シングルレバー 5 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

洗面器 シングルレバー混合水栓 1 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

鏡 盗難防止形　608×760 5 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

掃除用流し 1 男子更衣室103（補助競技場）トイレ103

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 男子更衣室103（補助競技場）シャワー室

シャワー 5 男子更衣室103（補助競技場）シャワー室

シャワー 1 男子更衣室103（補助競技場）シャワー室

ガスヒートポンプパッケージ屋内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット4方向 4 女子更衣室103（補助競技場）

冷房：14.0kw　暖房：17.0kw

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 女子更衣室103（補助競技場）

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 女子更衣室103（補助競技場）

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

洗面器 シングルレバー 5 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

洗面器 シングルレバー混合水栓 1 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

鏡 盗難防止形　608×760 5 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

掃除用流し 1 女子更衣室103（補助競技場）トイレ103

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 女子更衣室103（補助競技場）シャワー室

シャワー 5 女子更衣室103（補助競技場）シャワー室

シャワー 1 女子更衣室103（補助競技場）シャワー室

熊谷スポーツ文化公園  主要設備機器一覧表（機械設備）
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

排風機 形状：天井扇　0.058kw　150φ 1 照明制御室103

送風機 形式：片吸込多翼送風機　床置　　3.7ｋｗ 1 MN電気室

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.4kW 2 MN電気室

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.4kW 2 MM電気室

送風機 形式：片吸込多翼送風機　床置　　5.5ｋｗ 1 ファン置場208（器具庫106系）

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.75kW 2 器具庫106

洗面器 水石けん入れ 1 器具庫106

鏡 盗難防止形　608×760 1 器具庫106

ホーム水栓 2 器具庫106

ホーム水栓 3 コンテナ置場

送風機 形式：片吸込多翼送風機　床置　　2.2ｋｗ 1 ファン置場207（器具庫103系）

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.75kW 1 器具庫103

洗面器 水石けん入れ 1 器具庫103

鏡 盗難防止形　608×760 1 器具庫103

ホーム水栓 2 器具庫103

送風機 形式：片吸込多翼送風機　床置　　2.2ｋｗ 1 ファン置場209（器具庫104系）

低騒音型有圧扇 ６０ｃｍ　3φ×200ｖ×0.75kW 1 器具庫104

洗面器 水石けん入れ 1 器具庫104

鏡 盗難防止形　608×760 1 器具庫104

ホーム水栓 2 器具庫104

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 観客用男子トイレ103

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 3 観客用男子トイレ103

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 観客用男子トイレ103

小便座 感知FV 2 観客用男子トイレ103

小便座 感知FV 10 観客用男子トイレ103

洗面器 自動水栓 6 観客用男子トイレ103

鏡 盗難防止形　608×760 6 観客用男子トイレ103

掃除用流し 1 観客用男子トイレ103

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 観客用女子トイレ103
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 7 観客用女子トイレ103

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 観客用女子トイレ103

小便座 FV 1 観客用女子トイレ103

洗面器 自動水栓 6 観客用女子トイレ103

鏡 盗難防止形　608×760 6 観客用女子トイレ103

掃除用流し 1 観客用女子トイレ103

●２階メインスタンド

排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 売店201

洗面器 水石けん入れ 1 売店201

鏡 盗難防止形　455×608 1 売店201

排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 売店倉庫201

排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 売店202

洗面器 水石けん入れ 1 売店202

鏡 盗難防止形　455×608 1 売店202

排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 売店倉庫202

散水栓 4 ２階コンコース

送風機 形式：片吸込多翼送風機　　床置　3.7ｋｗ 1 ファン室201（2Fホール系）

排風機 形式：片吸込多翼送風機　　床置　2.2ｋｗ 1 ファン室202（2Fホール系）

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 ファン室201

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 ファン室201

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 売店２（ファン室202系）

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.06ＫＷ 1 ファン室202

排煙ファン 形式：片吸込リミットロードファン　床置　　37.0ｋｗ 1 ファン室202

排風機 形状：天井扇　0.078kw　150φ 1 観客用男子トイレ201

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 8 観客用男子トイレ201

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 4 観客用男子トイレ201

小便座 24 観客用男子トイレ201

小便座 1 観客用男子トイレ201

ハイタンク（小便器2～３個用） 2 観客用男子トイレ201

ハイタンク（小便器4～5個用） 4 観客用男子トイレ201

洗面器 自動水栓 5 観客用男子トイレ201
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機器名 仕様・能力 台数 備考

鏡 盗難防止形　608×760 5 観客用男子トイレ201

掃除用流し 1 観客用男子トイレ201

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.035ＫＷ 1 観客用男子トイレ201多目的トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 観客用男子トイレ201多目的トイレ

洗面器 レバー式水栓 1 観客用男子トイレ201多目的トイレ

鏡 盗難防止形　608×760 1 観客用男子トイレ201多目的トイレ

排風機 形状：天井扇　0.078kw　150φ 1 観客用女子トイレ201

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 6 観客用女子トイレ201

小便座 FV 1 観客用女子トイレ201

洗面器 自動水栓 3 観客用女子トイレ201

鏡 盗難防止形　608×720 3 観客用女子トイレ201

鏡 盗難防止形　608×760 2 観客用女子トイレ201

掃除用流し 1 観客用女子トイレ201

排風機 形状：天井扇　0.078kw　150φ 1 観客用男子トイレ202

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 6 観客用男子トイレ202

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 6 観客用男子トイレ202

小便座 18 観客用男子トイレ202

小便座 1 観客用男子トイレ202

ハイタンク（小便器4～5個用） 4 観客用男子トイレ202

洗面器 自動水栓 4 観客用男子トイレ202

鏡 盗難防止形　608×760 4 観客用男子トイレ202

掃除用流し 1 観客用男子トイレ202

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.035ＫＷ 1 観客用男子トイレ202多目的トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 観客用男子トイレ202多目的トイレ

洗面器 レバー式水栓 1 観客用男子トイレ202多目的トイレ

鏡 盗難防止形　608×760 1 観客用男子トイレ202多目的トイレ

排風機 形状：天井扇　0.078kw　150φ 1 観客用女子トイレ202

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 13 観客用女子トイレ202

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 10 観客用女子トイレ202

小便座 FV 1 観客用女子トイレ202

洗面器 自動水栓 4 観客用女子トイレ202

鏡 盗難防止形　608×760 7 観客用女子トイレ202

掃除用流し 1 観客用女子トイレ202
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.035ＫＷ 1 観客用女子トイレ202多目的トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 観客用女子トイレ202多目的トイレ

洗面器 レバー式水栓 1 観客用女子トイレ202多目的トイレ

鏡 盗難防止形　608×760 1 観客用女子トイレ202多目的トイレ

排風機 形状：天井扇　0.078kw　150φ 1 観客用女子トイレ203

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 15 観客用女子トイレ203

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 8 観客用女子トイレ203

小便座 FV 1 観客用女子トイレ203

洗面器 自動水栓 4 観客用女子トイレ203

鏡 盗難防止形　608×760 7 観客用女子トイレ203

掃除用流し 1 観客用女子トイレ203

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.035ＫＷ 1 観客用女子トイレ203多目的トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 観客用女子トイレ203多目的トイレ

洗面器 レバー式水栓 1 観客用女子トイレ203多目的トイレ

鏡 盗難防止形　608×760 1 観客用女子トイレ203多目的トイレ

排風機 形状：天井扇　0.078kw　150φ 1 観客用女子トイレ204

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 4 観客用女子トイレ204

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 観客用女子トイレ204

小便座 FV 1 観客用女子トイレ204

洗面器 自動水栓 3 観客用女子トイレ204

鏡 盗難防止形　608×760 5 観客用女子トイレ204

掃除用流し 1 観客用女子トイレ204

●２階サイド、バックスタンド

排風機 形状：天井扇　0.080kw　200φ 1 観客用女子トイレ205

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 9 観客用女子トイレ205

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 3 観客用女子トイレ205

小便座 FV 1 観客用女子トイレ205

洗面器 自動水栓 6 観客用女子トイレ205

鏡 盗難防止形　608×760 10 観客用女子トイレ205

掃除用流し 1 観客用女子トイレ205
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

排風機 形状：天井扇　0.080kw　200φ 1 観客用男子トイレ203

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 観客用男子トイレ203

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 3 観客用男子トイレ203

小便座 10 観客用男子トイレ203

小便座 埋め込み型感知FV 1 観客用男子トイレ203

ハイタンク（小便器4～5個用） 2 観客用男子トイレ203

洗面器 自動水栓 4 観客用男子トイレ203

鏡 盗難防止形　608×760 4 観客用男子トイレ203

掃除用流し 1 観客用男子トイレ203

排風機 形状：天井扇　0.025kw　150φ 1 観客用女子トイレ206多目的トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 観客用女子トイレ206多目的トイレ

洗面器 レバー式水栓 1 観客用女子トイレ206多目的トイレ

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 観客用女子トイレ206多目的トイレ

排風機 形状：天井扇　0.080kw　200φ 1 観客用女子トイレ206

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 15 観客用女子トイレ206

小便座 FV 1 観客用女子トイレ206

洗面器 自動水栓 6 観客用女子トイレ206

鏡 盗難防止形　608×760 9 観客用女子トイレ206

掃除用流し 1 観客用女子トイレ206

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 3 フレキシブルゾーン（2）

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 9 フレキシブルゾーン（2）

排風機 形状：天井扇　0.080kw　200φ 1 観客用男子トイレ204

排風機 形状：天井扇　0.080kw　150φ 1 観客用男子トイレ204

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 1 観客用男子トイレ204

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 観客用男子トイレ204

小便座 12 観客用男子トイレ204

小便座 1 観客用男子トイレ204

ハイタンク（小便器2～3個用） 3 観客用男子トイレ204

ハイタンク（小便器4～5個用） 1 観客用男子トイレ204

洗面器 自動水栓 3 観客用男子トイレ204

鏡 盗難防止形　608×760 3 観客用男子トイレ204

掃除用流し 1 観客用男子トイレ204

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 2 フレキシブルゾーン（１）

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 フレキシブルゾーン（１）
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

排風機 形状：天井扇　0.025kw　150φ 1 観客用男子トイレ204多目的トイレ

排風機 形状：天井扇　0.080kw　200φ 1 観客用男子トイレ204多目的トイレ

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 観客用男子トイレ204多目的トイレ

洗面器 レバー式水栓 1 観客用男子トイレ204多目的トイレ

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 観客用男子トイレ204多目的トイレ

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 5 観客用男子トイレ205

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 2 観客用男子トイレ205

小便座 8 観客用男子トイレ205

小便座 1 観客用男子トイレ205

ハイタンク（小便器4～5個用） 2 観客用男子トイレ205

洗面器 自動水栓 3 観客用男子トイレ205

鏡 盗難防止形　608×760 3 観客用男子トイレ205

掃除用流し 1 観客用男子トイレ205

排風機 形状：天井扇　0.080kw　200φ 1 観客用女子トイレ207

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV、便蓋なし 11 観客用女子トイレ207

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 8 観客用女子トイレ207

小便座 FV 1 観客用女子トイレ207

洗面器 自動水栓 6 観客用女子トイレ207

鏡 盗難防止形　608×760 9 観客用女子トイレ207

掃除用流し 1 観客用女子トイレ207

（太陽熱給湯設備）

送風機 形式：ミニシロッコファン　　0.15ＫＷ 1 ソーラータンク置場

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 ソーラータンク置場

太陽熱集熱器 平板型　集熱面積：2.01m2 18 課客用女子トイレ207

蓄熱槽 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ　容量：1.5m3 1 ソーラータンク置き場

ストレージタンク ｽﾃﾝﾚｽ製　総容量：1.0m3 1 ソーラータンク置き場

熱交換器 プレート式　18,000kｃａｌ/h 1 ソーラータンク置き場

集熱ポンプ 25φ×18Ｌ／ｍｉｎ×0.4kw 1 ソーラータンク置き場

熱交換ポンプ 25φ×18Ｌ／ｍｉｎ×0.15kw 1 ソーラータンク置き場

ｶﾛﾘｰﾒｰﾀ 25A　使用流量：2000L/ｈ 1 ソーラータンク置き場

膨張ﾀﾝｸ 容量：35㍑ 1 ソーラータンク置き場
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

●３階

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 男子・女子トイレ301

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 廊下301

全熱交換器 １０００ｍ３／ｈ 1 廊下302（貴賓室用）

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 廊下303

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 2 控室301（大会関係諸室）

冷房：7.1kw　暖房：8.0kw

全熱交換器 ５００ｍ３／ｈ 2 控室301（大会関係諸室）

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井埋込ダクト 2 VIP室

冷房：11.2kw　暖房：12.5kw　風量：1,920㎥/ｈ

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 2 VIP室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　床置きダクト 1 貴賓室

冷房：14.0kw　暖房：16.0kw　風量：1,920㎥/ｈ

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井隠蔽 1 貴賓前室２

冷房：7.1kw　暖房：8.0kw　風量：600㎥/ｈ

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 貴賓前室２

全熱交換器 ３５０ｍ３／ｈ 1 貴賓前室２

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 貴賓化粧室

洋風大便器 紙巻器、節水FV（自動）、ウォシュレット、 1 貴賓化粧室

小便座 感知FV 1 貴賓化粧室

洗面器 1 貴賓化粧室

化粧棚 1 貴賓化粧室

タオル掛け 1 貴賓化粧室

電気温水機 貯湯式12Ｌ　床置式 1 貴賓化粧室

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 倉庫301

排風機 形状：天井扇　0.034kw　150φ 1 湯沸室301

電気温水機 貯湯式20Ｌ 1 湯沸室301

電気温水機 貯湯式12Ｌ　床置式 1 ３F　男女トイレ
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV（自動）、ウォシュレット、 2 男子トイレ301

小便座 感知FV 3 男子トイレ301

洗面器 自動水栓 3 男子トイレ301

掃除用流し 1 男子トイレ301

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV（自動）、ウォシュレット、 3 女子トイレ301

洗面器 自動水栓 3 女子トイレ301

電気温水機 瞬間式32号 1 多目的トイレ301

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 多目的トイレ301

洗面器 自動水栓 1 多目的トイレ301

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 多目的トイレ301

瞬間式電気湯沸し器 3.2号　屋外壁掛け型 1 多目的トイレ301

●４階

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 廊下401

送風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 廊下403

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 4 ４Fラウンジ

冷房：11.2kw　暖房：12.5kw

全熱交換器 ８００ｍ３／ｈ 2 ４Fラウンジ

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.28ＫＷ 1 男女トイレ401

排風機 形式：消音BOX付中間取付ダクトファン（天井吊）　　0.15ＫＷ 1 男女トイレ402

電気温水機 貯湯式12Ｌ　床置式 1 ４F　男女トイレ

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 1 控室401（消防）

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 2 控室401（消防）

冷房：8.0kw　暖房：9.0kw

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 2 控室402（警察）

冷房：9.0kw　暖房：10.0kw

全熱交換器 ８００ｍ３／ｈ 1 控室402（警察）

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 2 控室403

冷房：8.0kw　暖房：9.0kw

全熱交換器 ８００ｍ３／ｈ 1 控室403

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 1 控室404（上訴審判室）

冷房：14.0kw　暖房：16.0kw

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 1 控室404（上訴審判室）
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 1 放送室401

冷房：8.0kw　暖房：9.0kw

全熱交換器 ３５０ｍ３／ｈ 1 放送室401

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 1 放送室402

冷房：8.0kw　暖房：9.0kw

全熱交換器 ３５０ｍ３／ｈ 1 放送室402

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 1 放送室403

冷房：8.0kw　暖房：9.0kw

全熱交換器 ３５０ｍ３／ｈ 1 放送室403

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 2 放送室404

冷房：8.0kw　暖房：9.0kw

全熱交換器 ５００ｍ３／ｈ 1 放送室404

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 2 放送室405

冷房：8.0kw　暖房：9.0kw

全熱交換器 ５００ｍ３／ｈ 1 放送室405

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 4 ディレクター室

冷房：9.0kw　暖房：10.0kw

全熱交換器 １０００ｍ３／ｈ 2 ディレクター室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 1 アナウンス室

冷房：9.0kw　暖房：10.0kw

全熱交換器 ３５０ｍ３／ｈ 1 アナウンス室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 4 オペレーション室

冷房：11.2kw　暖房：12.5kw

全熱交換器 １０００ｍ３／ｈ 2 オペレーション室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 ビル用マルチパッケージ屋内用　天井カセット２方向 2 写真判定室

冷房：14.0kw　暖房：16.0kw

全熱交換器 ６５０ｍ３／ｈ 2 写真判定室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：12.5kw　冷専パッケージ（天吊カセット４方向） 1 音響・照明制御室

排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 音響・照明制御室

熊谷スポーツ文化公園  主要設備機器一覧表（機械設備）



別紙５ー５１

陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

排風機 形状：天井扇　0.042kw　150φ 1 倉庫401

排風機 形状：天井扇　0.074kw　150φ 1 倉庫402

排風機 形状：天井扇　0.034kw　150φ 1 湯沸室401

電気温水機 貯湯式20Ｌ 1 湯沸室401

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV（自動） 1 男子トイレ401

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 男子トイレ401

小便座 感知FV 3 男子トイレ401

洗面器 自動水栓 2 男子トイレ401

掃除用流し 1 男子トイレ401

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV（自動） 1 女子トイレ401

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 女子トイレ401

洗面器 自動水栓 2 女子トイレ401

電気温水機 瞬間式3.2号 1 多目的トイレ401

身障者用便器 スペア付紙巻器、FV、タッチセンサー、幼児用便座 1 多目的トイレ401

洗面器 自動水栓 1 多目的トイレ401

鏡（身障者用） 盗難防止形　608×912 1 多目的トイレ401

瞬間式電気湯沸し器 3.2号　屋外壁掛け型 1 多目的トイレ401

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV（自動） 1 男子トイレ402

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 男子トイレ402

小便座 感知FV 3 男子トイレ402

洗面器 自動水栓 2 男子トイレ402

掃除用流し 1 男子トイレ402

洋風大便器 スペア付紙巻器、節水FV（自動） 1 女子トイレ402

和風大便器 スペア付紙巻器、節水FV 1 女子トイレ402

洗面器 自動水栓 2 女子トイレ402

●R階

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：63.0kw 1 R階　階段５

VIP室・控室301（大会関係室）・貴賓室・貴賓前室2

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：22.4kw 1 R階　階段４

控室402（警察）
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陸上競技場機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：25.0kw 1 R階　階段４

控室401（消防）

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：69.0kw　暖房：77.5kw 1 R階　階段４

控室403・放送室401～405

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：63.0kw 1 R階　階段５

控室401（上訴審判控用）・ディレクター室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：50.0kw　暖房：56.0kw 1 R階　階段５

オペレーション室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：45.0kw　暖房：50.0kw 1 R階　階段５

アナウンス室・写真判定室

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：50.0kw　暖房：56.0kw 1 R階　階段５

４Fラウンジ

空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：12.5kw 1 R階階段５

音響・照明制御室系

●屋外

ホーム水栓 13 フィールド内足洗い場

散水栓 6 屋外

散水栓 水栓柱　L=1200　SUS製 4 屋外

給湯循環ポンプ ＳＵＳ製ラインポンプ 1 湯沸し器置場（１）

２０Ｌ／ｍｉｎ （男子更衣室系）

給湯循環ポンプ ＳＵＳ製ラインポンプ 1 湯沸し器置場（2）

２０Ｌ／ｍｉｎ （女子更衣室系）

給湯循環ポンプ ＳＵＳ製ラインポンプ 1 湯沸し器置場（3）

２０Ｌ／ｍｉｎ （会議室系）

給湯循環ポンプ ＳＵＳ製ラインポンプ 1 湯沸し器置場（4）

２０Ｌ／ｍｉｎ （補助競技場更衣室系）

ガス瞬間湯沸器 200号（50号×4）　屋外壁掛け型（マルチ） 1 湯沸し器置場（１）

（男子更衣室系）

ガス瞬間湯沸器 200号（50号×4）　屋外壁掛け型（マルチ） 1 湯沸し器置場（2）

（女子更衣室系）

ガス瞬間湯沸器 150号（50号×3）　屋外壁掛け型（マルチ） 1 湯沸し器置場（3）

（会議室系）
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機器名 仕様・能力 台数 備考

ガス瞬間湯沸器 200号（50号×4）　屋外壁掛け型（マルチ） 1 湯沸し器置場（4）

（補助競技場更衣室系）

膨張タンク 密閉式膨張タンク８Ｌ 1 （男子更衣室系）

膨張タンク 密閉式膨張タンク８Ｌ 1 （女子更衣室系）

膨張タンク 密閉式膨張タンク８Ｌ 1 （会議室系）

膨張タンク 密閉式膨張タンク８Ｌ 1 （補助競技場更衣室系）

（自動制御設備）

壁掛型中央監視盤 中央監視盤 1

ＬＣＤ画面 1

アナンシェータ 1

内臓ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 1

ＤＤＣ 1

メディアコンバータ 2

BACnetゲートウェイ 3

無停電電源装置 1

自動制御盤（１ＲＳ－１） ユニットコントローラ 2

直流電源 1

無停電電源装置 1

自動制御盤（１ＲＳ－２） ユニットコントローラ 2

直流電源 1

無停電電源装置 1

自動制御盤（１ＲＳ－３） ユニットコントローラ 1

直流電源 1

無停電電源装置 1

自動制御盤（１ＲＳ－４） ユニットコントローラ 2

直流電源 1

無停電電源装置 1

自動制御盤（１ＲＳ－５） ユニットコントローラ 2

直流電源 1

無停電電源装置 1

自動制御盤（３ＲＳ－１） ユニットコントローラ 1

直流電源 1

無停電電源装置 1

室内形サーモスタット TS-83(W) 3
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機器名 仕様・能力 台数 備考

プログラマブルコントローラ PLC 1

電動二方弁 5EM2-F0A-100A 1

電動二方弁 A202-200V 2

電動二方弁 VB23W^100V 3

電極保持器／棒 61F-G3N-5P 4

切替スイッチ COS 1

押しスイッチ PB 4

ブザー 100V 1

集合表示灯 20-100V 1

温湿度検出器 HUC-011-TB 1

室内型ヒューミディスタット HSC120 1

室内形温度検出器 TX-91 2

室内形湿度検出器 HSC120 4

オンオフ温度調節器 TC-6411 2
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機器名 仕様・能力 台数 備考

●　体育館（１F)

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56kw　暖房：67kw 1 屋外機置場１

3φ×200v×1.33kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：26.5kw 1 屋外機置場１

3φ×200v×0.79kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：26.5kw 1 屋外機置場１

3φ×200v×0.79kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：35.5kw　暖房：42.5kw 1 屋外機置場３

3φ×200v×1.33kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：26.5kw 1 屋外機置場３

3φ×200v×1.33kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：35.6kw　暖房：42.5kw 1 屋外機置場３

3φ×200v×1.33kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 1 屋外機置場３

3φ×200v×1.33kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：56.0kw　暖房：67.0kw 1 屋外機置場３

3φ×200v×1.33kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：26.5kw 1 屋外機置場３

3φ×200v×0.49kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：22.4kw　暖房：26.5kw 1 屋外機置場４

3φ×200v×1.33kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：5.6kw　暖房：6.7kw　天井カセット2方向吹出型 1 エントランスホール２

1φ×200v×0.14kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：14.0kw　暖房：13.2kw　外気処理用隠蔽ダクト型 1 エントランスホール２

（外気処理ユニット） 1φ×200v×0.39kw

送風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 ファンルーム１

3φ×200v×15.0kw　31250㎥/ｈ

送風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 ファンルーム２

3φ×200v×15.0kw　31250㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 ファンルーム２

3φ×200v×1.1kw　2500㎥/ｈ

送風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 ファンルーム３

3φ×200v×15.0kw　31250㎥/ｈ

送風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 ファンルーム４

3φ×200v×15.0kw　31250㎥/ｈ
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機器名 仕様・能力 台数 備考

倉庫１

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 器具庫１

3φ×200v×1.01kw　2950㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 2 器具庫２

3φ×200v×1.01kw　2950㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 器具庫３

3φ×200v×0.75kw　3500㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 TELコーナー

1φ×100v×0.1kw　150㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 男子更衣室１

1φ×100v×0.25kw　650㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 女子更衣室１

1φ×100v×0.25kw　650㎥/ｈ

パイプファン 壁挿入型　150㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.01ｋW 1 更衣室１天井裏

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 男子更衣室２

1φ×100v×0.25kw　650㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 女子更衣室２

1φ×100v×0.25kw　650㎥/ｈ

パイプファン 壁挿入型　150㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.01ｋW 1 更衣室２天井裏

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 男子シャワー室１

1φ×100v×0.1kw　200㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子シャワー室１

洗面器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 4 男子シャワー室１

洗面機用手すり 1 男子シャワー室１

手洗器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 1 男子シャワー室１

掃除用流し 1 男子シャワー室１

散水栓 ホース接続　散水栓 1 男子シャワー室１

一般用シャワー 埋込型シャワーセット　化粧棚　タオル掛け 5 男子シャワー室１

HC用シャワー シャワーセット　化粧棚　タオル掛 1 男子シャワー室１

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 女子シャワー室１

1φ×100v×0.1kw　200㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 女子シャワー室１

洗面器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 4 女子シャワー室１

洗面機用手すり 1 女子シャワー室１

手洗器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 1 女子シャワー室１
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機器名 仕様・能力 台数 備考

掃除用流し 1 女子シャワー室１

一般用シャワー 埋込型シャワーセット　化粧棚　タオル掛け 5 女子シャワー室１

HC用シャワー シャワーセット　化粧棚　タオル掛 1 女子シャワー室１

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 男子シャワー室２

1φ×100v×0.1kw　200㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子シャワー室２

洗面器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 4 男子シャワー室２

洗面機用手すり 1 男子シャワー室２

手洗器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 1 男子シャワー室２

掃除用流し 1 男子シャワー室２

散水栓 ホース接続　散水栓 1 男子シャワー室２

一般用シャワー 埋込型シャワーセット　化粧棚　タオル掛け 5 男子シャワー室２

HC用シャワー シャワーセット　化粧棚　タオル掛 1 男子シャワー室２

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 女子シャワー室２

1φ×100v×0.1kw　200㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 女子シャワー室２

洗面器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 4 女子シャワー室２

洗面機用手すり 1 女子シャワー室２

手洗器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 1 女子シャワー室２

掃除用流し 1 女子シャワー室２

一般用シャワー 埋込型シャワーセット　化粧棚　タオル掛け 5 女子シャワー室２

HC用シャワー シャワーセット　化粧棚　タオル掛 1 女子シャワー室２

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ１

1φ×100v×0.24kw　700㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 2 男子トイレ１

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子トイレ１

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ１

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 2 男子トイレ１

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ１

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ１

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 2 男子トイレ１
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洗面機用手すり 1 男子トイレ１

掃除用流し 1 男子トイレ１

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ２

1φ×100v×0.24kw　700㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 2 男子トイレ２

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子トイレ２

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ２

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 2 男子トイレ２

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ２

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ２

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 2 男子トイレ２

洗面機用手すり 1 男子トイレ２

掃除用流し 1 男子トイレ２

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ３

1φ×100v×0.1kw　150㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ３

1φ×100v×0.13kw　650㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 1 男子トイレ３

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子トイレ３

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ３

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 2 男子トイレ３

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ３

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ３

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 2 男子トイレ３

洗面機用手すり 1 男子トイレ３

掃除用流し 1 男子トイレ３

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ４

1φ×100v×0.24kw　650㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 2 男子トイレ４

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子トイレ４
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小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ４

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 3 男子トイレ４

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ４

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

汚物流し FV　ミキシングシャワー　水石けん入れ　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ４

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ４

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 2 男子トイレ４

洗面機用手すり 1 男子トイレ４

掃除用流し 1 男子トイレ４

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ１

1φ×100v×0.24kw　700㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 3 女子トイレ１

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 2 女子トイレ１

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ１

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ１

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 3 女子トイレ１

洗面機用手すり 1 女子トイレ１

掃除用流し 1 女子トイレ１

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ２

1φ×100v×0.24kw　700㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 3 女子トイレ２

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 2 女子トイレ２

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ２

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ２

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 3 女子トイレ２

洗面機用手すり 1 女子トイレ２

掃除用流し 1 女子トイレ２

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ３

1φ×100v×0.1kw　150㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ３

1φ×100v×0.13kw　550㎥/ｈ
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機器名 仕様・能力 台数 備考

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 4 女子トイレ３

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 2 女子トイレ３

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ３

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ３

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 2 女子トイレ３

洗面機用手すり 1 女子トイレ３

掃除用流し 1 女子トイレ３

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ４

1φ×100v×0.24kw　650㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 4 女子トイレ４

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 2 女子トイレ４

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ４

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

汚物流し FV　ミキシングシャワー　水石けん入れ　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ４

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ４

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 3 女子トイレ４

洗面機用手すり 1 女子トイレ４

掃除用流し 1 女子トイレ４

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室１A

1φ×200v×0.15kw

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室１A
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室１B

1φ×200v×0.15kw

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室１B
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室１C

1φ×200v×0.15kw

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室１C
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室２A

1φ×200v×0.15kw

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室２A
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室２B

1φ×200v×0.15kw
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機器名 仕様・能力 台数 備考

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室２B
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室２C

1φ×200v×0.15kw

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室２C

パイプファン 壁挿入型　150㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.01ｋW 1 廊下１

パイプファン 壁挿入型　150㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.01ｋW 1 廊下２

●　体育館（２F)

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ７

1φ×100v×0.24kw　650㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 2 男子トイレ７

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器　耐火カバー付 1 男子トイレ７

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ７

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 2 男子トイレ７

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ７

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ７

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 2 男子トイレ７

洗面機用手すり 1 男子トイレ７

掃除用流し 1 男子トイレ７

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ７

1φ×100v×0.24kw　650㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 5 女子トイレ７

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器　耐火カバー付 3 女子トイレ７

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ７

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ７

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 3 女子トイレ７

洗面機用手すり 1 女子トイレ７

掃除用流し 1 女子トイレ７

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ８

1φ×100v×0.34kw　1300㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 5 男子トイレ８

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器　耐火カバー付 2 男子トイレ８
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ８

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 5 男子トイレ８

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ８

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ８

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 6 男子トイレ８

洗面機用手すり 1 男子トイレ８

掃除用流し 1 男子トイレ８

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ９

1φ×100v×0.34kw　1300㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 5 男子トイレ９

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器　耐火カバー付 2 男子トイレ９

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ９

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 5 男子トイレ９

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ９

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ９

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 6 男子トイレ９

洗面機用手すり 1 男子トイレ９

掃除用流し 1 男子トイレ９

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ８

1φ×100v×0.41kw　1550㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 11 女子トイレ８

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器　耐火カバー付 4 女子トイレ８

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ８

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ８

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 7 女子トイレ８

洗面機用手すり 1 女子トイレ８

掃除用流し 1 女子トイレ８

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ９

1φ×100v×0.41kw　1550㎥/ｈ
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洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 11 女子トイレ９

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器　耐火カバー付 4 女子トイレ９

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ９

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ９

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 7 女子トイレ９

洗面機用手すり 1 女子トイレ９

掃除用流し 1 女子トイレ９

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：14.0kw　暖房：17.0kw　隠蔽ダクト型 4 ２Fラウンジ３

1φ×200v×0.23kw

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 4 ２Fラウンジ３

1φ×100v×0.13kw　500㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 2 倉庫４

1φ×100v×0.19kw　450㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 2 倉庫５

1φ×100v×0.19kw　450㎥/ｈ

●　ドーム（１F)

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：11.2kw　暖房：13.2kw　隠蔽ダクト型 4 エントランスホール１

1φ×200v×0.22kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：14.0kw　暖房：13.2kw　外気処理用隠蔽ダクト型 2 エントランスホール１

（外気処理ユニット） 1φ×200v×0.39kw

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ５

1φ×100v×0.34kw　1100㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 3 男子トイレ５

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子トイレ５

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ５

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 8 男子トイレ５

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ５

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ５

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 5 男子トイレ５

洗面機用手すり 1 男子トイレ５

掃除用流し 1 男子トイレ５
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排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ５

1φ×100v×0.34kw　1100㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 6 女子トイレ５

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 2 女子トイレ５

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ５

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ５

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 7 女子トイレ５

洗面機用手すり 1 女子トイレ５

掃除用流し 1 女子トイレ５

散水栓 ホース接続　散水栓 1 女子トイレ５

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ６

1φ×100v×0.25kw　950㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 3 男子トイレ６

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子トイレ６

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ６

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 5 男子トイレ６

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ６

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ６

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 3 男子トイレ６

洗面機用手すり 1 男子トイレ６

掃除用流し 1 男子トイレ６

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ６

1φ×100v×0.25kw　950㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 10 女子トイレ６

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器 3 女子トイレ６

子供用小便器 幼児用トラップ脱着式ストール小便器　感知型FV 1 女子トイレ６

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ６

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ６

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 3 女子トイレ６

洗面機用手すり 1 女子トイレ６

掃除用流し 1 女子トイレ６
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排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 器具庫５

1φ×100v×0.1kw　400㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 器具庫６

1φ×100v×0.43kw　1900㎥/ｈ

排風機 片側吸込多翼送風機(天吊型) 2 器具庫６

3φ×200v×0.75kw　4500㎥/ｈ

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室３A

1φ×200v×0.15kw

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室３A
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室３B

1φ×200v×0.15kw

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室３B
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　天井カセット2方向吹出型 1 控室３C

1φ×200v×0.15kw

全熱交換機 天井カセット型　250㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.13ｋW 1 控室３C
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：14.0kw　暖房：17.0kw　天井カセット2方向吹出型 4 管理事務室

1φ×200v×0.23kw

全熱交換機 形式：天井カセット型 2 管理事務室
300㎥/h×1φ×100ｖ×0.13ｋW

集中リモコン GHP・EHP制御集中管理リモコン 1 管理事務室

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 管理事務室(トイレ１)

1φ×100v×0.13kw　450㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 管理事務室(トイレ１)

小便器 US一体型トラップ着脱式壁掛ストール小便器（大型） 1 管理事務室(トイレ１)

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 1 管理事務室(トイレ１)

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 管理事務室(トイレ２)

1φ×100v×0.13kw　450㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 管理事務室(トイレ２)

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 1 管理事務室(トイレ２)

掃除用流し 1 管理事務室(トイレ２)

集中リモコン 型式：ＧＨＰ／ＥＨＰ制御用集中リモコン 1 管理事務室
機能：個別制御／グループ制御／運転監視

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 管理事務室(ロッカー室１)

1φ×100v×0.13kw　450㎥/ｈ
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考
ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　隠蔽ダクト型 1 第１競技打合せ室

1φ×200v×0.23kw

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 第１競技打合せ室

1φ×100v×0.1kw　150㎥/ｈ

全熱交換機 隠蔽ダクト型　150㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.12ｋW 1 第１競技打合せ室

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器　暖房便座 1 第１競技打合せ室WC

小便器 US一体型トラップ着脱式壁掛ストール小便器（大型） 1 第１競技打合せ室WC

洗面器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 1 第１競技打合せ室WC

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：7.1kw　暖房：8.5kw　天井カセット2方向吹出型 1 医務室

1φ×200v×0.14kw

全熱交換機 天井カセット型　150㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.1ｋW 1 医務室

洗面化粧台 洗面化粧台　化粧鏡　タオルバー 1 医務室

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ屋外機 ガスヒートポンプマルチエアコン屋外機 2 ウォームアップルーム

冷房能力：５６．０ＫＷ

暖房能力：６７．０ＫＷ

エンジン定格出力：１５．０ＫＷ

燃料消費量（１３Ａ）：４３．５ＫＷ

消費電力：１．３３ＫＷ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ屋内機 ガスヒートポンプマルチエアコン屋内機 2 ウォームアップルーム

床置ダクト接続型

冷房能力：５６．０ＫＷ

暖房能力：６７．０ＫＷ

送風機：３．７ＫＷ

全熱交換機 形式：床置ダクト接続型 2 ウォームアップルーム

２０００ｍ３／ｈ＊２１５Ｐａ＊４．４ＫＷ

ｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾌｧﾝ 形式：天吊型 2 ウォームアップルーム

６３０ｍ３／ｈ＊０．１２ＫＷ

ｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾌｧﾝ 形式：天吊型 8 ウォームアップルーム

６３０ｍ３／ｈ＊０．１２ＫＷ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 給湯室

1φ×100v×0.1kw　200㎥/ｈ

電気温水機 貯湯式床置型２０Ｌ（２００Ｖ　１．５ＫＷ） 1 給湯室

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 男子更衣室３

1φ×100v×0.25kw　850㎥/ｈ
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 女子更衣室３

1φ×100v×0.25kw　850㎥/ｈ

パイプファン 壁挿入型　150㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.01ｋW 1 更衣室３天井裏

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 男子シャワー室３

1φ×100v×0.15kw　350㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 男子シャワー室３

洗面器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 6 男子シャワー室３

洗面機用手すり 1 男子シャワー室３

手洗器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 1 男子シャワー室３

掃除用流し 1 男子シャワー室３

散水栓 ホース接続　散水栓 1 男子シャワー室３

一般用シャワー 埋込型シャワーセット　化粧棚　タオル掛け 9 男子シャワー室３

HC用シャワー シャワーセット　化粧棚　タオル掛 1 男子シャワー室３
給湯用ミキシングバルブサーモスタット 3 男子シャワー室３

ガス給湯器 32号 13A：69.2ｋW 1 男子シャワー室３

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型・耐湿型） 1 女子シャワー室３

1φ×100v×0.15kw　350㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻器 1 女子シャワー室３

洗面器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 6 女子シャワー室３

洗面機用手すり 1 女子シャワー室３

手洗器 洗面器　シングルレバー混合水栓　水石けん入 1 女子シャワー室３

散水栓 ホース接続　散水栓 1 女子シャワー室３

一般用シャワー 埋込型シャワーセット　化粧棚　タオル掛け 7 女子シャワー室３

HC用シャワー シャワーセット　化粧棚　タオル掛 1 女子シャワー室３
給湯用ミキシングバルブサーモスタット 3 女子シャワー室３

先止め式電気温水器 1 女子シャワー室３

ガス給湯器 32号 13A：69.2ｋW 1 女子シャワー室３

有圧扇 低騒音型　450φ×4500㎥/h ,3φ×200v×0.25kW 12 1階多目的コーナーピット

アラーム弁室

パイプファン 壁挿入型　150㎥/ｈ×1φ×100ｖ×0.01ｋW 1 廊下８
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

●　ドーム（２F)

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 男子トイレ10

1φ×100v×0.34kw　1150㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 3 男子トイレ10

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器　耐火カバー付 2 男子トイレ10

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（小型）　感知型FV 1 男子トイレ10

小便器 トラップ着脱式ストール小便器（大型）　感知型FV 5 男子トイレ10

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 男子トイレ10

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 男子トイレ10

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 5 男子トイレ10

洗面機用手すり 1 男子トイレ10

掃除用流し 1 男子トイレ10

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 女子トイレ10

1φ×100v×0.34kw　1150㎥/ｈ

洋風便器 腰掛式サイホン便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 8 女子トイレ10

和風便器 掃除口付　節水形FV　棚付二連式紙巻器　耐火カバー付 3 女子トイレ10

身障者便器 L形手すり　スイングタイプ手すり　ワンタッチ紙巻器 1 女子トイレ10

HC用サイホンゼット便器　自動FV　押しボタンスイッチ

身障者用洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入　化粧鏡（耐蝕型） 1 女子トイレ10

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 6 女子トイレ10

洗面機用手すり 1 女子トイレ10

掃除用流し 1 女子トイレ10

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：11.2kw　暖房：13.2kw　天井カセット2方向吹出型 1 第２競技打合せ室

1φ×200v×0.22kw

全熱交換機 形式：天井カセット型 2 第２競技打合せ室

300㎥/h×1φ×100ｖ×0.13ｋW

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：11.2kw　暖房：13.2kw　天井カセット2方向吹出型 1 第３競技打合せ室

1φ×200v×0.22kw

全熱交換機 形式：天井カセット型 2 第３競技打合せ室

300㎥/h×1φ×100ｖ×0.13ｋW

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 OA電気室

3φ×200v×3.7kw　13000㎥/ｈ
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

排風機 モーター直動型軸流ファン（天吊型） 1 OA電気室

3φ×200v×3.7kw　13000㎥/ｈ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 2 設備機械室

3φ×200v×0.62kw　2000㎥/ｈ

サーキュレーション 天吊型（横吹形）　636㎥/ｈ　1φ×100v×0.06v 56 多目的広場キャットウォーク

サーキュレーション 天吊型（縦吹形）　636㎥/ｈ　1φ×100v×0.12v 14 多目的広場キャットウォーク

散水栓 ホース接続　散水栓　BOXナシ 10 多目的運動場

●　ドーム（３F)

エアコン屋内機 冷房：11.2kw　暖房：12.5kw　壁掛け型 1 体育館調整室

1φ×200v×4.46kw

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 体育館調整室

1φ×100v×0.15kw　350㎥/ｈ

エアコン屋内機 冷房：11.2kw　暖房：12.5kw　壁掛け型 1 多目的運動場調整室

1φ×200v×4.46kw

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 多目的運動場調整室

1φ×100v×0.15kw　350㎥/ｈ

●　ドーム（４F)

排風機 片吸込多翼送風機（床置型） 4 ファンルーム

（多目的運動場系統） 3φ×200v×18.5kw　62500㎥/ｈ

空冷ヒートポンプエアコン室外機 冷房：11.2kw　暖房：12.5kw　個別運転ツインタイプ 1 ファンルーム上部

1φ×200v×4.46kw

消防用高架水槽 複合板ＦＲＰ製 1 ４F
１．５ｍ３

●　ドーム（屋外)

散水栓 ホース接続　散水栓 18 多目的運動場外周

●　ドーム・体育館（地下)

湧水排水ポンプ 雑排水用水中ポンプ 12 ドーム・体育館地下

５０Ａ＊１００Ｌ／ｍｉｎ＊０．４ＫＷ＊２台（１組）

自動交互非常時同時運転
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

●　ＯＤ電気室

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 ＯＤ電気室

3φ×200v×3.7kw　12000㎥/ｈ

●　機械棟

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 雨水処理受水槽室

3φ×200v×1.5kw　5100㎥/ｈ

排風機 片側吸込多翼送風機（天吊型） 1 雨水処理受水槽室

3φ×200v×1.5kw　5100㎥/ｈ

上水受水槽 耐震一体型鋼板製水槽　50㎥ 緊急遮断弁150A×1 1 雨水処理受水槽室

緊急遮断弁 100A×2

上水加圧給水ユニット 推定末端圧一定型（インバーター制御） 1 雨水処理受水槽室

３台ローテーション運転

５０Ａ＊1100Ｌ／ｍｉｎ＊５．５ＫＷ＊２台

中水加圧給水ユニット 推定末端圧一定型（インバーター制御） 1 雨水処理受水槽室

３台ローテーション運転

６５Ａ＊1100Ｌ／ｍｉｎ＊５．５ＫＷ＊２台

（雨水ろ過設備）

ろ過ポンプ　 ５０Ａ＊２００Ｌ／ｍｉｎ＊２．２ＫＷ 2 雨水処理受水槽室

雨水濾過器 ＳＵＳ３０４　　１２ｍ３／ｈ 1 雨水処理受水槽室

積算流量計 ５０Ａ 1 雨水処理受水槽室

次亜注入装置 ３０ｍｍＬ／ｍｉｎ＊１５Ｗ タンク：５０Ｌ 1 雨水処理受水槽室

制御盤 1 雨水処理受水槽室

雨水移送ポンプ 雑排水用水中ポンプ 4 雨水処理受水槽室

８０Ａ＊８５０Ｌ／ｍｉｎ＊３．７ＫＷ

電極制御運転

（消火設備）

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 消防ポンプ室

3φ×200v×0.75kw　2450㎥/ｈ (スプリンクラー制御弁室）

屋外消火栓用ポンプ ユニット型 1 消火ポンプ室
１００Ａ＊８００Ｌ／ｍｉｎ＊１５ＫＷ

呼び水槽１００Ｌ

熊谷スポーツ文化公園  主要設備機器一覧表（機械設備）



別紙５－７１

くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考
湿式スプリンクラー用ポンプ ユニット型（１００L圧力タンク付） 1 消火ポンプ室

１００Ａ＊７２０Ｌ／ｍｉｎ＊１８．５ＫＷ

呼び水槽１００Ｌ

ジョッキポンプ ユニット型（盤組込）　補給水槽：50L 1 消火ポンプ室
15Ａ＊２０Ｌ／ｍｉｎ＊2.2ＫＷ

ジョッキポンプ ユニット型（盤組込）　補給水槽：50Ｌ 1 消火ポンプ室
15Ａ＊２０Ｌ／ｍｉｎ＊1.5ＫＷ

流水検知装置・自動警報弁 9
スプリンクラーヘッド閉鎖型 684
屋外消火栓 9
補助散水栓 9

（放水型スプリンクラー）

放水型ヘッドポンプ ２００Ａ＊４，６２０Ｌ／ｍｉｎ＊２５０ＫＷ 1
呼び水槽１００Ｌ

放水型ヘッド始動盤 1

赤外線３波長式炎検知器 26
炎感知器専用監視盤 1
火源探査装置 6
火源探査制御盤 6
照準カメラ装置 3
中継箱 3
放水砲情報処理盤 1
放水砲システム操作盤 1
放水砲制御盤　可動式 3
放水砲現地操作盤　可動式用 3 中央監視室（防災センター)

放水砲（可動式） 3
放水砲現地操作盤　固定式用 1
放水砲（固定式） 4
遠隔操作弁装置 4
無停電電源装置 1
分電盤 1

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：5.6kw　暖房：6.7kw　天井カセット2方向吹出型 4 中央監視室（防災センター)

1φ×200v×0.14kw

ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 冷房：9.0kw　暖房：10.6kw　隠蔽ダクト型 4 中央監視室（防災センター)

1φ×200v×0.15kw
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機器名 仕様・能力 台数 備考

全熱交換機 形式：天井カセット型 3 中央監視室（防災センター)

300㎥/h×1φ×100ｖ×0.13ｋW

空冷ヒートポンプエアコン屋内機 冷房：3.6kw　暖房：4.2kw　壁掛型 1 休憩室

1φ×200v×0.06kw

天井扇 消音型　100㎥/ｈ　1φ×100ｖ×0.03kW 1 休憩室

天井扇 消音型　200㎥/ｈ　1φ×100ｖ×0.03kW 1 休憩室給湯室2

電気温水機 貯湯式床置型２０Ｌ（２００Ｖ　１．５ＫＷ） 1 休憩室給湯室2

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 休憩室トイレ

3φ×200v×0.34kw　300㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 1 休憩室トイレ

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 1 休憩室トイレ

空冷ヒートポンプエアコン屋内機 冷房：5.6kw　暖房：6.3kw　天井カセット2方向噴出型 1 清掃員控室

1φ×200v×0.14kw

天井扇 消音型　200㎥/ｈ　1φ×100ｖ×0.03kW 1 清掃員控室

天井扇 消音型　200㎥/ｈ　1φ×100ｖ×0.03kW 1 清掃員控室給湯室1

電気温水機 貯湯式床置型２０Ｌ（２００Ｖ　１．５ＫＷ） 1 清掃員控室給湯室1

ガス湯沸器 屋外壁掛前方換気型　ＲＦ式 2 清掃員控室給湯室1

32号　　１００Ｖ　　０．０５６ＫＷ

排風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 清掃員控室トイレ

3φ×200v×0.34kw　300㎥/ｈ

洋風便器（防汚仕様） サイホンゼット便所　節水形FV　棚付二連式紙巻機 2 清掃員控室トイレ

洗面器 洗面器　立水栓　水石けん入 1 清掃員控室トイレ

散水栓 横水栓 1 清掃員控室トイレ

排風機 モーター直動軸流送風機（天吊型） 1 ＯＫ電気室

3φ×200ｖ×7.5ｋW　29000㎥/ｈ

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 熱源機械室

3φ×200v×3.7kw　12200㎥/ｈ

排風機 有圧扇（低騒音型） 1 熱源機械室

600φ×8600㎥/h　3φ×200ｖ×0.75kW

（太陽熱給湯設備）

太陽熱集熱器 真空二重ガラス管式 16 機械棟屋上

有効集熱面積　１．８２ｍ２以上
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

蓄熱槽 密閉型　２ｍ３（貯湯量） 1 熱源機械室

熱交換器 交換量　２３ＫＷ 1 熱源機械室

膨張タンク 密閉式 1 熱源機械室

タンク容量７．５Ｌ　最大受水量３．０Ｌ

集熱ポンプ ラインポンプ（ＳＵＳ製） 1 熱源機械室

２５Ａ＊25Ｌ／ｍｉｎ＊0.4ＫＷ

循環ポンプ ラインポンプ（ＳＵＳ製） 1 熱源機械室

２５Ａ＊25Ｌ／ｍｉｎ＊0.4ＫＷ

太陽熱システム制御盤 屋内壁掛け型 1 熱源機械室

貯湯槽 竪型ＳＵＳ４４４製　４ｍ３（有効） 2 熱源機械室

無圧式温水槽 鋼板製ガス焚無圧開放式温水槽　能力：291kw 2 熱源機械室

給湯加熱ポンプ ＳＵＳ製ラインポンプ 2 熱源機械室

３２Ａ＊７０Ｌ／ｍｉｎ＊０．２５ＫＷ

給湯循環ポンプ ＳＵＳ製ラインポンプ 2 熱源機械室

２５Ａ＊２０Ｌ／ｍｉｎ＊０．１５ＫＷ

膨張タンク 密閉式膨張タンク４８０Ｌ 3 熱源機械室

ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房：35.6kw　暖房：42.5kw 1 屋外機室６

3φ×200v×1.33kw

空冷ヒートポンプエアコン室外機 冷房：10.0kw　暖房：12.5kw　個別運転ツインタイプ 1 屋外機室６

3φ×200v×4.5kw

空冷パッケージエアコン屋外機 冷房：10.0ｋｗ　冷専パッケージ 1 屋外機室６
3φ×200ｖ×4.48ｋｗ

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 ゴミ置き場

3φ×200v×0.4kw　1500㎥/ｈ （ガス遮断弁室系）

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 ゴミ置き場

3φ×200v×0.62kw　1500㎥/ｈ （消火設備室系）

散水栓 ホース接続　散水栓 3 ゴミ置き場

散水栓 横水栓 1 ゴミ置き場

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 消火設備室

3φ×200v×0.4kw　1500㎥/ｈ （ガス遮断弁室系）

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 消火設備室

3φ×200v×0.15kw　1000㎥/ｈ （ゴミ置き場系）
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 消火設備室

3φ×200v×0.48kw　1500㎥/ｈ

不活性ガス（窒素）消火設備 1 消火設備室
面積：３５３．６３ｍ２

体積：２１３０ｍ３

消火剤量１１０７．８ｍ３

放出容器２０．３ｍ３／８３Ｌ＊５５本

加圧容器８．２ｍ３／８２．５Ｌ＊１本

噴射ヘッド 9 発電機室

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 ファンルームＢ

3φ×200v×0.75kw　2550㎥/ｈ

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 ファンルームＢ

3φ×200v×0.75kw　2350㎥/ｈ

送風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 ファンルームＢ

3φ×200v×3.7kw　13800㎥/ｈ （主電気室系）

排風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 ファンルームＢ

3φ×200v×2.2kw　13800㎥/ｈ （主電気室系）

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 ＭＤＦ室

3φ×200v×0.28kw　1250㎥/ｈ

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 ＭＤＦ室

3φ×200v×0.28kw　1250㎥/ｈ

空冷パッケージ 型式：冷専パッケージ（天吊型） 1 ＭＤＦ室
冷房能力：１０．０ＫＷ

1φ×200ｖ×0.1kW

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 発電機制御室

3φ×200v×1.5kw　6900㎥/ｈ

排風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 発電機制御室

3φ×200v×1.5kw　6900㎥/ｈ

排風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 ガス圧縮室

3φ×200v×0.75kw　2450㎥/ｈ

排風機 有圧扇（低騒音型） 1 ガス圧縮室

750φ×11700㎥/h　3φ×200ｖ×1.5kW
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

送風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 発電機室

3φ×200v×5.5kw　23400㎥/ｈ （ガス圧縮室）

送風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 発電機室

3φ×200v×0.75kw　2450㎥/ｈ （ガス圧縮室）

送風機 片吸込多翼送風機（床置型） 1 発電機室

3φ×200v×2.2kw　11300㎥/ｈ

(自家発電設備）

ガスタービン発電装置 常用防災兼用発電機　 2 発電機室
　形式：横軸円筒回転界磁形

　保護形式：開放保護形

　定格出力：1,000kw

　電圧：6,600V

  周波数：50Hz

　回路方式：3相3線式

　極数：4P

  回転数：1,500rpm

  力率：0.8

  絶縁：Ｆ種

  定格：連続

　励磁方式：ブラシレス励磁方式

ガスタービン機関

　形式：単純開放サイクル一軸式

　回転数：1,500rpm（出力軸）

  燃料：都市ガス、灯油

  燃料消費量：422Nm3/h(ｶﾞｽ)

              513L/h（灯油）

  始動方式：空気始動

  冷却方式：自己空冷式

排気消音器 75dB 2 発電機室
始動用空気槽 5.5m3　最高使用圧力：3.14MPa 2 発電機室
始動用空気圧縮機 5.5kw 2 発電機室
始動弁ユニット 2 発電機室
燃料ガス圧縮機 モーター出力：200v　65kw　容量：480N㎥/h　吐出圧力：1.4MPaG 2 ガス圧縮室
ガスアキュームレーター 2m3　最高使用圧力：1.97MPa 1 ガス圧縮室
ガス配管ユニット 　 2 発電機室
燃料小出槽 950㍑ 1 発電機室
原水タンク 1m3 1 発電機室
原水ポンプ 0.75kw 1 発電機室
逆浸透膜式純水製造装置 1 発電機室
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考
純水貯槽 4m3 1 発電機室
純水加圧ポンプ 3.7kw 2 発電機室
計装用空気圧縮機 1.5kw 2 発電機室
エアードライヤー 1 発電機室
計装用空気槽 200㍑ 1 発電機室
ガスタービン制御盤 保護装置、自動始動装置収納 2 発電機制御室
発電機盤 主回路、励磁装置、計測装置、VCB収納 2 発電機制御室
自動同期盤 自動同期装置、自動負荷分担装置、電力制御装置収納 1 発電機制御室

配線用遮断器、補機制御回路収納

補機盤 変圧器(F種500KVA)、配線用遮断器収納 2 発電機制御室
補機用変圧器盤 遮断器収納 1 発電機制御室
フィーダ盤 1 発電機制御室
断路器盤 断路器収納 1 発電機制御室
中継端子盤 端子収納 1 発電機制御室
NOX-O2分析計盤 1 発電機室
燃料送油ポンプ 0.75kw 2 発電機室
燃料返送ポンプ 0.75kw 2 発電機室
変換器盤 変圧器収納 1 発電機制御室
制御用直流電源盤 自動充電器、鉛蓄電池(MSE DC100V 50Ah) 1 発電機制御室
冷却塔 40RT　薬液注入装置付 1 屋外機置き場５
冷却塔循環ポンプ 3.7kw 1 屋外機置き場５
屋内給気装置 3.7kw　型式：中間取付ダクトファン（天吊型） 4 発電機室
屋内換気装置 2.2kw　型式：中間取付ダクトファン（天吊型） 2 ガス圧縮室
主燃料槽 地下式　40,000㍑ 1 機械棟脇地下
ドレンチャンバー 5㍑ 2 発電機室
発電装置換気ファン 5.5kw　型式：中間取付ダクトファン（天吊型） 2 発電機室
水質監視盤 1 発電機室
共通補機盤 配線用遮断器、補機制御回路収納 1 発電機制御室
ガスタービン減速機振動計盤 壁掛け型 1 発電機室
NOX-O2信号切替箱 壁掛け型 1 発電機室

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 ファンルームＡ

3φ×200v×0.75kw　3550㎥/ｈ

排風機 片側吸込多翼送風機（床置型） 1 ファンルームＡ

3φ×200v×2.2kw　11300㎥/ｈ （発電機室系）

送風機 消音BOX付中間取付ダクトファン（天吊型） 1 ファンルームＡ

3φ×200v×0.75kw　3550㎥/ｈ
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くまがやドーム機械設備

機器名 仕様・能力 台数 備考

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 倉庫Ａ

3φ×200v×0.75kw　2150㎥/ｈ

送風機 片吸込多翼送風機（天吊型） 1 倉庫Ａ

3φ×200v×0.75kw　2150㎥/ｈ

(仮設暖房設備)

熱交換式温風機 熱出力：33.3kw　風量44m3/min 32
ｵｲﾙﾀﾝｸ 200㍑ 8

（自動制御設備）

セントラルシステム ｵﾍﾟﾚｰﾀﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ　型番：METASYS-J 1 中央監視室（防災センター)

ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ 1

ﾒｯｾｰｼﾞ用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 1

ｲﾝﾀｰﾎﾝ 1

無停電電源装置 2

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀｰ 1

ローカルシステム ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ 6

室内形温度検出器 TDP10-R004 3

温湿度検出器 JHD-269 15

挿入形温度検出器 JPEK-02AR-0A1 3

湿度検出器 HUK 1

マノスタースイッチ MS61 4

ＣＯ２ガス濃度計 CDS30 3

直流電源 PWS-120 3

赤外線放射温度計 IR-BHTS1 2

赤外線放射温度指示計 IR-GBHA1 2

風向風速計 A7401-20-00 1

風向風速計変換器 M-821-20 1

降雨雪感知器 B-071-00 1

日射量計 H2022 1

日射量計変換器 M-825 1

ダンパーモータ M9116-AGC 88

感震器 CJS-C117T 3

排煙濃度計 S-2000 1

補助リレー SDBT 2

挿入形温度検出器 JPEK-02AR-0A1 2

補助リレー 2

ルームサーモスタット MCT10-C130 6
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機器名 仕様・能力 台数 備考
補助リレー 6

電動ボール弁 MJV-10 2

定水位制御弁 MJV-10 2

緊急遮断弁 EI-FS 3

水位センサー 2

フロートレススイッチ 61F 5

補助リレー 10

フロートレススイッチ 61F 14

補助リレー 14

熱量計　32A CM41 1

（電力監視設備）

ｵﾍﾟﾚｰﾀｺﾝｿｰﾙ ２１インチＣＲＴ 1 中央監視室（防災センター)

ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ＨＩＳ 1

ｽﾃｰｼｮﾝ ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾊﾟｯｸ 2

ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1

本体冷却ﾌｧﾝ 2

電源ﾕﾆｯﾄ 1

ﾒﾓﾘﾊﾞｯﾃﾘ 1

ｴｱﾌｨﾙﾀ 1

ｻｰﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ ＳＶＳ 1

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾊﾟｯｸ 1

ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1

本体冷却ﾌｧﾝ 1

電源ﾕﾆｯﾄ 1

ﾒﾓﾘﾊﾞｯﾃﾘ 1

ｴｱﾌｨﾙﾀ 1

ｸﾞﾗﾊﾟﾈｺﾝﾄﾛｰﾗ ＧＰＣ・ＧＰＣＫ 1

ﾒﾓﾘﾊﾞｯﾃﾘ 1

ﾘﾓｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ ＲＳ－Ｓ他 1

ﾒﾓﾘﾊﾞｯﾃﾘ 45

ﾌﾟﾘﾝﾀ ＣＲＰ・ＬＲＰ 2

ＵＰＳ 3KVA*1、1KVA*7 8

ﾊﾞｯﾃﾘﾌｧﾝ 8
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

受水槽設備

井水受水槽 鋼板製　３０ｍ３ 1

井戸 φ３５０＊GL-30ｍ＊１．２m3/min 1

散水ポンプユニット 40φ×60φ×700L／ｍｉｎ×95ｍ×１１ＫＷ×２ 1 受水槽ポンプ室

ステンレス製横型　推定末端圧力一定型高揚定

インバーター　圧力タンク内蔵　自動交互並列運転

滝用ポンプ ライン用　40φ×120L／ｍｉｎ×14ｍ×0.75ＫＷ 1 受水槽ポンプ室

換気扇 1 受水槽ポンプ室

井戸ポンプ １００Ａ＊１，２００Ｌ／ｍｉｎ＊７．５ＫＷ 1 受水槽脇

汚水圧送設備

汚水圧送ポンプ 着脱式水中ポンプ　５．５ｋｗ 2 屋外トイレ№11脇

屋外トイレ№6

・男子トイレ

和風大便器 フラッシュ弁 1

小便器 3

洗面器 2

掃除用流し 1

・女子トイレ

和風大便器 フラッシュ弁 2

洗面器 2

・多目的トイレ

身障者便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1

身障者用洗面器 1

屋外トイレ№7

・男子トイレ

洋風大便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1

和風大便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1

小便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 2

洗面器 2

・女子トイレ

洋風大便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1

和風大便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 4
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

洗面器 2

・多目的トイレ

身障者便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1

小便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1 子供用

身障者用洗面器 1

ベビーベット 壁掛け 1

屋外トイレ№9

・男子トイレ

和風大便器 フラッシュ弁 2

小便器 4

洗面器 2

掃除用流し 1

・女子トイレ

和風大便器 フラッシュ弁 4

洗面器 2

・多目的トイレ

身障者便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1

身障者用洗面器 1

屋外トイレ№10

・男子トイレ

和風大便器 フラッシュ弁 2

小便器 4

洗面器 2

掃除用流し 1

・女子トイレ

和風大便器 フラッシュ弁 4

洗面器 2

・多目的トイレ

身障者便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1

身障者用洗面器 1

屋外トイレ№11

・男子トイレ

和風大便器 フラッシュ弁 1
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

小便器 3

洗面器 2

掃除用流し 1

・女子トイレ

和風大便器 フラッシュ弁 2

洗面器 2

・多目的トイレ

身障者便器 押釦式リモコンフラッシュ弁 1

身障者用洗面器 1

西第１多目的広場屋外トイレ

・男子トイレ

和風大便器 1 ベビーキープ付

小便器 感知式FV一体型 2

洗面器 1

掃除用流し 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・女子トイレ

洋風大便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 2 内ベビーキープ付1台

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 3 内ベビーキープ付1台

洗面器 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w（100ｖ）　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・多目的トイレ

身障者便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 1 パウチ・しびん洗浄水洗付

身障者用洗面器 自動水栓（感知式） 1

パイプ用ファン φ150×150㎥/h　ヴェントキャップSUS製 1

丸型防虫網付

Ａグラウンド南側トイレ

・男子トイレ

洋風大便器 4

和風大便器 14

小便器 38

洗面器 11
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

掃除用流し 1

身障者便器 1

・女子トイレ

洋風大便器 4

和風大便器 14

洗面器 8

掃除用流し 1

身障者便器 1

Ａグラウンド北側トイレ

・男子トイレ

洋風大便器 4

和風大便器 14

小便器 38

洗面器 11

掃除用流し 1

身障者便器 1

・女子トイレ

洋風大便器 4

和風大便器 14

洗面器 8

掃除用流し 1

身障者便器 1

防災用設備 芝生広場四阿付近

非常災害用井戸 φ２００＊GL-１１0ｍ 1

非常災害用井戸用ポンプ 水中ポンプ　50φ×3.7ｋｗ×200L/min×60ｍ 1

耐震性貯水槽 鋼板製　１００ｍ３ 1

鋼板製　６０ｍ３ 1

緊急時用飲料水精製装置 処理水量　1㎥/ｈ（初期流量）　総処理量　35㎥/1回 4

給水口2個　エンジンポンプ及び手動ポンプ付

3次フィルター付

薬液注入装置 次亜塩素酸ナトリウム　ダイヤフラム式 1

吐出量　10.5cc/min　吐出圧　10ｋｇ/㎝2　15ｗ

薬液タンク 100L 1
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

(自動制御機器）
遠制伝送装置 シーケンサー 1

高圧受電盤
(RI/O-L11 ) スイッチング電源 1

スペースヒーター 1

ファンモーター 1

遠制伝送装置 シーケンサー 1
変電室（設備機械室１）

(RI/O-L12 ) スイッチング電源 1

スペースヒーター 1

ファンモーター 1

遠制伝送装置 シーケンサー 1
配電盤A（四阿脇）

(RI/O-L13 ) スイッチング電源 1

スペースヒーター 1

ファンモーター 1

遠制伝送装置 シーケンサー 1
配電盤D（Cグランド脇）

(RI/O-L14 ) スイッチング電源 1

スペースヒーター 1

ファンモーター 1

井水用受水槽 コンクリート製　半地下構造 1 セラピーガーデン脇

８．５８Ｌ＊３ｗ＊２．２Ｈ　有効45m3

井水加圧給水ユニット 推定末端圧一定型（インバーター制御） 1 井水用受水槽内部

自動交互並列運転

40Ａ＊300Ｌ／ｍｉｎ＊（5.5ＫＷ＊２台）

床排水ポンプ 雑排水用水中ポンプ 1 井水用受水槽内部

５０Ａ＊１００Ｌ／ｍｉｎ＊０．４ＫＷ

深井戸ポンプ ５０Ａ＊２１０Ｌ／ｍｉｎ＊３４ｍ＊２．２ｋｗ 1 井水用受水槽内部

有圧扇 200φ×30.5ｗ×660㎥/h 1 井水用受水槽内部

深井戸 φ１２５＊６０ｍ＊２１０Ｌ／ｍｉｎ 陸上競技場内部

調整池排水ポンプ 水中モータポンプ 2 芝生広場脇（東池）

２５０Ａ＊５．４m3／ｍｉｎ＊３ｍ＊７．５ｋｗ

水位計（フロート式）×１組　自立型制御盤×１面

調整池排水ポンプ 水中モータポンプ 2 四季の丘（水鳥の池）

３５０Ａ＊１２．９m3／ｍｉｎ＊３．４ｍ＊１５ｋｗ

水位計（フロート式）×１組　自立型制御盤×１面
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

汚水圧送ポンプ 水中スクリュー式渦巻き 3 子供広場脇

８０Ａ＊０．５１m3／ｍｉｎ＊９．５ｍ＊２．２ｋｗ

水位計（フロート式）×１組　自立型制御盤×１面

屋外トイレ№1

・男子トイレ

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 1 ベビーキープ付

小便器 感知式FV一体型 2

洗面器 1

掃除用流し 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・女子トイレ

洋風大便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 2 内ベビーキープ付1台

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 3 内ベビーキープ付1台

洗面器 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w（100ｖ）　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・多目的トイレ

身障者便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 1

身障者用洗面器 自動水栓（感知式） 1

パイプ用ファン φ150×150㎥/h　ヴェントキャップSUS製 1

丸型防虫網付

屋外トイレ№2

・男子トイレ

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 1 ベビーキープ付

小便器 感知式FV一体型 2

洗面器 1

掃除用流し 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

電気温水器 貯湯容量6L、消費電力1.1kW 200V パウチ・しびん洗浄水洗用

・女子トイレ

洋風大便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 2 内ベビーキープ付1台

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 3 内ベビーキープ付1台

洗面器 1
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

換気扇 φ200×450㎥/h　36w（100ｖ）　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・多目的トイレ

身障者便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 1 パウチ・しびん洗浄水洗付

身障者用洗面器 自動水栓（感知式） 1

パイプ用ファン φ150×150㎥/h　ヴェントキャップSUS製 1

丸型防虫網付

身障者用洗面器 5

洗面器 10

掃除流し 5

屋外トイレ№３

・男子トイレ

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 1 ベビーキープ付

小便器 感知式FV一体型 2

洗面器 1

掃除用流し 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・女子トイレ

洋風大便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 2 内ベビーキープ付1台

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 3 内ベビーキープ付1台

洗面器 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w（100ｖ）　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・多目的トイレ

身障者便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 1

身障者用洗面器 自動水栓（感知式） 1

パイプ用ファン φ150×150㎥/h　ヴェントキャップSUS製 1

丸型防虫網付

屋外トイレ№4

・男子トイレ

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 1 ベビーキープ付

小便器 感知式FV一体型 2

洗面器 1

掃除用流し 1
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

換気扇 φ200×450㎥/h　36w　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・女子トイレ

洋風大便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 2 内ベビーキープ付1台

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 3 内ベビーキープ付1台

洗面器 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w（100ｖ）　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・多目的トイレ

身障者便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 1

身障者用洗面器 自動水栓（感知式） 1

パイプ用ファン φ150×150㎥/h　ヴェントキャップSUS製 1

丸型防虫網付

屋外トイレ№5

・男子トイレ

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 1 ベビーキープ付

小便器 感知式FV一体型 2

洗面器 1

掃除用流し 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

電気温水器 貯湯容量6L、消費電力1.1kW 200V パウチ・しびん洗浄水洗用

・女子トイレ

洋風大便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 2 内ベビーキープ付1台

和風大便器 自動FV、押釦光電センサー 3 内ベビーキープ付1台

洗面器 1

換気扇 φ200×450㎥/h　36w（100ｖ）　電動シャッター付 1

ステンレスウェザーカバー、防鳥網付

・多目的トイレ

身障者便器 自動FV内蔵、人体感知センサー付 1 パウチ・しびん洗浄水洗付

身障者用洗面器 自動水栓（感知式） 1

パイプ用ファン φ150×150㎥/h　ヴェントキャップSUS製 1

丸型防虫網付

身障者用洗面器 5

洗面器 10

掃除流し 5
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考

自動制御機器
通信制御盤 ファン 1

ヒータ 1

CVCF500A 1

シーケンサー 1

PS-485/光変換器 1

光成端箱 1

RI/O盤（QB１） ファン 1

ヒータ 1

CVCF500A 1

シーケンサー 1

PS-485/光変換器 1

光成端箱 1

RI/O盤（QB２） ファン 1

ヒータ 1

CVCF500A 1

シーケンサー 1

PS-485/光変換器 1

光成端箱 1

RI/O盤（QB３） ファン 1

ヒータ 1

CVCF500A 1

シーケンサー 1

PS-485/光変換器 1

光成端箱 1

中央噴水設備

噴水循環ポンプ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ125φ×1.35m3/min×16mH×7.5kw 2 にぎわい広場

噴水循環ポンプ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ100φ×1.035m3/min×24mH×7.5kw 2 にぎわい広場

噴水循環ポンプ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ125φ×1.46m3/min×33mH×15kw 1 にぎわい広場

ろ過ポンプ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ80φ×0.57m3/min×14mH×3.7kw 1 にぎわい広場

圧力式急速ろ過器 砂式（ｾﾗﾐｯｸろ材入り）34m3/H、電動三方弁×2 1 にぎわい広場

滅菌装置 銅イオン殺藻装置　使用圧力0.49MPa 1 にぎわい広場

噴水ノズル φ40×11/4B　ｴｱｼﾞｪｯﾄ型 48 にぎわい広場

噴水ノズル φ50×2B　ｴｱｼﾞｪｯﾄ型 6 にぎわい広場

自動給水ﾕﾆｯﾄ 30A電磁弁 1 にぎわい広場

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ 5P 1 にぎわい広場

水中照明 300W 36 にぎわい広場

水中照明 500W 3 にぎわい広場

制御盤 屋外自立型 1 にぎわい広場
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園地部機械設備

機 器 名 仕 様 ・ 能 力 台 数 備 考
風速制御設備 200V　2点設定 1 にぎわい広場

ｾﾗﾋﾟｰｶﾞｰﾃﾞﾝ流れ設備

池排水ポンプ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ50φ×250(50)L/min×7(13.2)mH×0.75kw 1 セラピーガーデン

循環ポンプ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ50φ×250(50)L/min×7(13.2)mH×0.75kw 1 セラピーガーデン

自動給水ﾕﾆｯﾄ 40A電磁弁 1 セラピーガーデン

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ 5P 1 セラピーガーデン

制御盤 屋外自立型 1 セラピーガーデン
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（単位　円　消費税込み）

金　　額 金　　額

459,000 232,908

219,240 270,000

254,368 347,760

723,600 226,800

347,760 733,596

264,600 448,200

496,800 218,160

432,000 454,680

453,600 820,800

483,840 221,907

464,400 277,560

421,200 482,760

982,800 222,372

297,000 417,960

392,472 278,013

224,640 205,200

226,800 278,014

319,680 487,080

950,000 417,960

451,440 342,122

491,400 416,880

486,000 248,400

291,600 486,000

716,040 497,880

408,024 496,800

消防設備不良箇所修繕

西地区芝生広場水飲場移設工事

ラグビー場製氷機調査修繕

陸上運営カメラ修繕

防災発電機バッテリー交換

自家用発電設備ガス圧縮機（１号機）Nox-分析計修繕

西地区井水ポンプ配管修繕

散水栓配管分岐修繕

防災発電機プライミングポンプ修繕

汚水ポンプ№１分解整備修繕

西地区園路段差改修工事

東地区臨時駐車場区画ロープ修繕工事

陸上競技場投光器ランプ修繕

通信制御盤内光モデム修理

陸上競技場第三集会室他GHP屋内機修繕

陸上競技場防水型定温式スポット型感知器交換修繕

防災発電機ラジエターホース修理

Ｐ４駐車場区画線修繕工事

陸上競技場更衣室１０３給湯器修繕

東第２多目的広場利用案内サイン設置工事

ドーム２階卓球場照明器具増設工事

彩の国くまがやドーム自動制御機器修繕

ラグビー場Cグラウンドテント張替修繕

公園内門扉交換工事

陸上競技場サイン修繕工事

熊谷ドームトレーニング室ＧＨＰ屋外機修繕

非常放送設備修繕

ジョギングコース舗装修繕

園路修繕工事（西地区）

中央監視室系統ＧＨＰ室外機修繕

ジョギングコース舗装修繕（西側）

陸上競技場第１ゲート側２階コンコース火災感知器修繕

西地区№６多目的トイレ修繕

親水池塗装修繕

ハツタHW-303修理

トライキング修理

くまがやドームバス停熱交換塗料工事

くまがやドーム器具（テニス支柱・バスケットゴール）修繕

東地区点字ブロック修繕工事

５連トラクターモア修理

集水桝周辺インターロッキング修繕工事

5連トラモア油圧ホース修理

西地区公園入口外灯ポールほか不具合修繕

駐車場区画線修繕工事

熊谷スポーツ文化公園内GHP屋内外機修繕

陸上競技場電光掲示版制御装置修繕

屋内運動施設放水型スプリンクラー設備放水銃遠隔作動弁 修繕 

くまがやドームＬＡＮ配線修繕

区画線修繕工事

点字ブロック修繕工事

別紙6

熊 谷 ス ポ ー ツ 文 化 公 園　　修 繕 工 事 一 覧

平　成　2　8　年　度 平　成　2　9　年　度

修　　繕　　名修　　繕　　名



900,000 213,840

253,800 388,800

999,000

5,011,669 294,840

777,600

453,600

900,000

6,869,980

17,423,773 20,427,472

別
紙

６

陸上競技場１０１・１０２女子更衣室給湯器修繕

陸上競技場出入り口舗装打換工事

くまがやドームOK電気室ＲＳ盤用ＵＰＳ修繕

消防設備修繕

くまがやドーム公衆無線ＬＡＮ回線修繕

くまがやドーム１階多目的コーナー照明修繕

くまがやドームエレベーター修繕

東地区ほか外灯不具合修繕

※　この表は、一件の修繕で２０万円以上のものを記載しています。

陸上競技場男子更衣室101・102給湯器修繕

他２０万円未満６１件

他２０万円未満６７件

合　　　　　　　　計 合　　　　　　　　計



別紙７

件数 利用者 観客 件数 利用者 観客 件数 利用者 観客 件数 利用者 観客
収入
金額

件数 利用者 観客
収入
金額

件数 利用者 件数 利用者 件数 利用者

H29.4 0 0 0 6 1,470 4,900 5 1,310 3,650 50,020 6 700 0 15,990 107 7,097 1,330 1,089,160 309 6,853 36 619 98 4,522 2,250 2,622,040 23,615 3,711,200

H29.5 0 0 0 10 2,870 2,450 6 807 650 80,510 11 450 0 40,960 96 8,911 2,500 854,400 298 3,579 31 597 118 12,180 1,530 1,934,570 30,319 2,788,970

H29.6 0 0 0 6 1,600 2,000 9 1,673 1,950 84,190 10 400 100 34,980 104 7,144 4,130 827,340 320 4,031 38 1,211 106 6,906 3,870 2,243,660 28,289 3,071,000

H29.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 350 200 32,630 98 4,931 4,260 958,960 321 7,424 30 733 139 5,840 6,750 2,922,160 31,001 3,881,120

H29.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 350 0 28,340 120 11,588 3,580 1,178,100 267 8,167 24 829 124 3,159 4,380 4,294,490 32,817 5,472,590

H29.9 0 0 0 8 2,140 2,300 7 870 650 36,380 3 120 0 13,940 88 6,337 1,890 793,050 288 3,604 30 550 118 6,445 2,300 2,101,670 22,164 2,894,720

H29.10 0 0 0 4 650 1,200 8 737 1,550 30,150 6 520 0 18,690 94 6,301 5,850 962,970 387 4,093 36 687 154 14,492 4,143 2,657,070 36,756 3,620,040

H29.11 0 0 0 10 3,315 7,900 10 1,825 2,030 53,710 10 1,203 10 28,700 101 8,932 3,950 1,015,880 324 10,899 32 618 117 5,712 5,190 2,443,320 36,330 3,459,200

H29.12 0 0 0 4 2,600 7,200 21 1,043 650 36,460 15 490 0 48,900 76 6,583 2,260 1,303,990 272 5,557 26 490 87 4,061 2,698 2,365,900 22,557 3,669,890

H30.1 0 0 0 5 980 2,250 4 1,363 1,850 34,590 8 610 0 24,600 82 8,158 6,370 834,480 326 6,061 33 670 110 3,988 1,487 2,608,130 27,783 3,442,610

H30.2 0 0 0 6 1,561 5,950 11 757 2,450 35,250 7 930 0 21,400 67 5,307 1,600 688,710 276 5,912 18 386 102 4,598 1,879 2,238,670 20,694 2,927,380

H30.3 0 0 0 8 1,253 2,680 7 961 1,700 34,300 9 810 0 27,880 94 7,603 2,750 1,091,020 337 8,032 37 624 125 4,365 1,885 2,985,650 26,367 4,076,670

合計 0 0 0 67 18,439 38,830 88 11,346 17,130 475,560 104 6,933 310 337,010 1,127 88,892 40,470 11,598,060 3,725 74,212 371 8,014 1,398 76,268 38,362 31,417,330 338,692 43,015,390

件数 貸切利用者 個人利用者観客 件数 利用者 観客 件数 利用者 観客 件数 利用者 観客
収入
金額

H29.4 78 15,057 656 9,150 24,863 7 4,720 3,300 7 660 130 1,130,530 4 80 0 6,120 4,913,860

H29.5 110 41,172 748 18,800 60,720 6 12,507 0 10 1,690 100 1,123,290 4 80 0 6,120 4,039,850

H29.6 121 26,368 769 12,650 39,787 3 3,000 0 6 1,440 0 1,376,210 2 60 0 5,610 4,571,990

H29.7 68 16,679 955 13,300 30,934 6 6,740 320 8 889 700 735,550 3 490 0 12,240 4,661,540

H29.8 95 24,076 1,002 25,671 50,749 4 9,100 0 4 1,280 100 1,422,000 1 260 0 4,080 6,927,010

H29.9 144 28,140 1,078 40,822 70,040 8 8,745 300 9 1,390 0 2,066,600 5 600 0 16,320 5,027,960

H29.10 137 26,906 295 26,377 53,578 7 5,991 300 4 580 200 1,680,910 5 1,080 0 15,300 5,365,090

H29.11 106 128,155 387 10,410 138,952 2 3,500 0 2 150 0 948,230 5 1,010 0 17,270 4,507,110

H29.12 108 6,467 185 13,303 19,955 0 0 0 4 153 0 857,530 1 70 0 1,530 4,614,310

H30.1 44 5,543 431 1,210 7,184 0 0 0 1 110 0 483,220 1 400 0 9,180 3,994,200

H30.2 80 6,506 455 600 7,561 0 0 0 4 220 0 403,000 1 240 0 4,080 3,391,110

H30.3 79 3,754 712 925 5,391 2 360 1,500 1 100 0 382,880 6 465 0 13,770 4,535,500

合計 1,170 328,823 7,673 173,218 509,714 45 54,663 5,720 60 8,662 1,230 12,609,950 38 4,835 0 111,620 56,549,530

観客
収入
金額

A B C 収入
金額

ドーム
収入金合計

陸上競技場
グラウンド・ゴルフ場

メイン
人数計

補助陸上競技場 投てき練習場 収入
金額

フットサル利用 面貸し

  公　 園　 施　 設　 利　 用　 状　 況　 報　 告　 書　 ［ 　 熊谷ス ポーツ文化公園　 ］  　 （ 　 平　 成　 ２ ９ 　 年　 度 ） 　

月

テニス利用

合　計

月
ソフトボール場 体育館

多目的運動場ラグビー場
ドーム
人数計



  別紙８－１

始　期 終　期 日数

設置 ラグビージャージの展示ケース
ラグビー場１階
廊下壁面

1 H26.4.1 H36.3.31 10年

設置 防災倉庫 熊谷スポーツ文化公園内 1,278㎡ H25.4.1 H35.3.31 10年

設置 高校ラグビー記念プレート ラグビー場 14 H26.4.1 H36.3.31 10年

設置
賞状・楯・杯の掲額、展示ケー
ス

陸上競技場内
ホール壁面

1 H26.4.1 H36.3.31 10年

設置 便益施設（農村レストラン） 東地区 676.82㎡ H29.4.1 H34.3.31 5年

設置 路面ステッカー ジョギングコース 2 H28.4.1 H31.3.31 3年

設置 高校ラグビー記念プレート ラグビー場 1 H26.6.30 H36.3.31 10年

設置 自動販売機 熊谷スポーツ文化公園内 48 H26.4.1 H31.3.31 5年

設置 高校ラグビー記念プレート ラグビー場 1 H27.8.3 H36.3.31 8年

設置 高校ラグビー記念プレート ラグビー場 1 H28.8.31 H36.3.31 7年

設置 街路灯 熊谷スポーツ文化公園内 1 H29.2.3 H39.3.31 10年

設置 水道管バルブボックス 熊谷スポーツ文化公園内 2 H29.7.12 H31.11.30 3年

占用 郵便差出箱 熊谷スポーツ文化公園内 1 H28.2.15 31.3.31 3年

占用 ガバナ（ガス整圧器室） 熊谷市大字上中条１９６ 12.25㎡ H25.2.27 H35.3.31 10年

占用 配水管（300mm　L=355m） 熊谷スポーツ文化公園内 L=355m H25.3.13 H35.3.31 10年

占用 本柱、支柱、電線 熊谷市今井９８外 5本・3本・169ｍ H25.2.27 H35.3.31 10年

占用 自在割鋼管 熊谷市上中条地内 ３ｍ H25.3.28 H35.3.31 10年

占用 小柱、電線 熊谷市今井326-1先 1本・32ｍ H25.3.28 H35.3.31 10年

占用 本柱、支柱、電線 熊谷市大塚地内 4本・2本・336ｍ H25.3.28 H35.3.31 10年

占用 本柱、支柱、電線 熊谷市今井326-1先 8本・2本・976ｍ H25.3.28 H35.3.31 10年

占用 本柱、支柱、電線 熊谷市今井351地先
28本・8本・

4,850ｍ
H25.3.28 H35.3.31 10年

占用 支線・電線 熊谷市今井375外 6本・916ｍ H26.1.31 H36.3.31 10年

占用 定周期式信号機 熊谷市今井111番地先 2 H26.2.24 H36.3.31 10年

占用 水道管 西地区進入路 43㎡ H26.3.4 H36.3.31 10年

占用 避難場所標識 西地区 1 H26.3.3 H36.3.31 10年

占用 道路反射鏡１基（２面） 熊谷市上川上１４７番地先 2 H26.2.12 H36.3.31 10年

占用 支線・架空線 熊谷スポーツ文化公園内 3本・798ｍ H26.3.13 H36.3.31 10年

占用 本柱・支線・地中管 熊谷スポーツ文化公園内 2本・1本・0.9ｍ H26.2.3 H36.3.31 10年

占用 公衆電話ボックス 熊谷スポーツ文化公園内 2 H30.3.6 H33.3.31 3年

占用 電線 熊谷スポーツ文化公園内
3本（62ｍ．60
ｍ．63ｍ）

H21.3.11 H26.3.31 5年

申請箇所 面積・数量等

H30.4.1現在

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的
許可
種類

許可申請期間



  別紙８－２

始　期 終　期 日数

占用 標識（熊谷市内施設案内用） 西地区、東地区各１箇所 2 H26.3.3 H36.3.31 10年

占用 バス停留所標識 東地区 1 H26.3.3 H36.3.31 10年

占用 タクシー乗り場案内標識 東地区 1 H26.3.7 H36.3.31 10年

占用 電気自動車等用充電器 公園駐車場（Ｐ-３）　 2 H27.6.1 H35.3.31 8年

占用 本柱・電線 熊谷スポーツ文化公園内 5本・261ｍ H29.2.16 H39.3.31 10年

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
設置・占用・行為許可一覧

H30.4.1現在
許可
種類

申請目的 申請箇所 面積・数量等
許可申請期間



別紙８－３

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
写真の撮影（Ｐ＆Ｐ浜松） H29.4.1 H29.4.9 ２日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
写真の撮影（フォトクリエイト） H29.4.1 H29.4.9 ４日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
ウォーミングアップ会場 H29.4.1 H29.4.7 ６日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
大会記念品の販売（コントリビュート） H29.4.1 H29.4.6 ４日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
スポーツ用品販売（ハタヤスポーツ） H29.4.1 H29.4.8 ６日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
スポーツ用品販売（スズキスポーツ） H29.4.1 H29.4.6 ４日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
スポーツ用品販売（カンタベリー） H29.4.1 H29.4.8 ４日

行為
第18回全国高等学校選抜ラグビーフットボール
大会における熊谷市歓迎コーナーの設置 H29.4.1 H29.4.9 ６日

行為
第18回全国高等学校選抜ラグビーフットボール
大会における熊谷市歓迎コーナーでの物品販売 H29.4.1 H29.4.9 ６日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
スポーツ用品販売（サクラスポーツ） H29.4.1 H29.4.6 ４日

行為
第18回全国高等学校選抜ラグビー大会における
飲食販売（(有)テイク） H29.4.1 H29.4.2 ２日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
映像の撮影（ジェイスポーツ） H29.4.1 H29.4.9 ５日

行為
熊谷市観光協会　地域情報提供及び地域物産販
売 H29.4.1 H30.3.31 ３５０日

行為
第6回全国高等学校選抜女子セブンズラグビー大
会における放送用番組収録（毎日映画社） H29.4.4 H29.4.5 ２日

行為
第6回全国高等学校選抜女子セブンズラグビー大
会における広告物の掲出 H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第6回全国高等学校選抜女子セブンズラグビー大
会における写真の撮影（Ｐ＆Ｐ浜松） H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第6回全国高等学校選抜女子セブンズラグビー大
会における写真の撮影（フォトクリエイト） H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第6回全国高等学校選抜女子セブンズラグビー大
会における大会記念品の販売（コントリビュー
ト）

H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第6回全国高等学校選抜女子セブンズラグビー大
会におけるスポーツ用品の販売（カンタベ
リー）

H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第6回全国高等学校女子セブンズ大会における熊
谷市歓迎コーナーの設置 H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第6回全国高等学校女子セブンズ大会における熊
谷市歓迎コーナーでの物品販売 H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第6回全国高等学校選抜女子セブンズラグビー大
会におけるスポーツ用品の販売（サクラスポー
ツ）

H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第6回全国高等学校選抜女子セブンズラグビー大
会における広告物の掲出（毎日映画社） H29.4.5 H29.4.5 １日

行為
第18回全国高等学校選抜ラグビー大会における
広告物の掲出 H29.4.6 H29.4.9 ３日

行為
第18回全国高等学校選抜ラグビー大会準々決勝
戦における入場料収入 H29.4.6 H29.4.6 １日

行為
第18回全国高等学校選抜ラグビー大会準決勝戦
における入場料収入 H29.4.8 H29.4.8 １日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
広告物の掲出（毎日映画社） H29.4.8 H29.4.9 ２日

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会における
放送用番組収録（毎日映画社） H29.4.8 H29.4.9 ２日

行為
第18回全国高等学校選ラグビー大会における飲
食の販売（テイク） H29.4.8 H29.4.9 ２日

行為
第18回全国高等学校選抜ラグビー大会決勝戦に
おける入場料収入 H29.4.9 H29.4.9 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園

申請目的 申請箇所
許可申請期間

行為許可一覧



別紙８－４

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
第18回全国高等学校選抜ラフビー大会にお
ける広告物の掲出（毎日新聞社）

H29.4.9 H29.4.9 １日

行為 卓球競技シーン写真の撮影 H29.4.14 H29.4.14 １日

行為 卓球競技シーン動画の撮影 H29.4.14 H29.4.14 １日

行為 三井住友銀行テレビコマーシャル撮影 H29.4.14 H29.4.14 １日

行為 大会運営のため H29.4.16 H29.4.16 １日

行為 埼玉県社会人サッカーリーグ大会 H29.4.16 H29.4.16 １日

行為
ニチヨーGGスプリングカップ大会時の飲料
提供スペースとして

H29.4.19 H29.4.19 １日

行為
ニチヨーGGスプリングカップ大会時のGG用
品販売スペースとして

H29.4.19 H29.4.19 １日

行為 大会運営のため H29.4.23 H29.4.23 １日

行為 埼玉県社会人サッカーリーグ２部A大会 H29.4.23 H29.4.23 １日

行為 卓球競技シーン写真の撮影 H29.4.27 H29.4.27 １日

行為 卓球競技シーン動画の撮影 H29.4.27 H29.4.27 １日

行為 グラウンド・ゴルフ用品の販売 H29.4.28 H29.4.28 １日

行為
物販（中学校ラグビー関東大会予選・サク
ラスポーツ）

H29.4.29 H29.4.29 １日

行為 埼玉県社会人サッカーリーグ２部A大会 H29.4.30 H29.4.30 １日

行為
第65回関東高校ラグビー埼玉県予選準々決
勝　ウオーミングアップ

H29.4.30 H29.4.30 １日

行為 チャレンジミートゥー飲食販売 H29.4.30 H29.4.30 １日

行為
第14回チャレンジミートゥーin熊谷のおけ
る広告物の掲出

H29.4.30 H29.4.30 １日

行為
第14回チャレンジミートゥーin熊谷のおけ
るスポーツ用品の販売（クレーマージャパ
ン）

H29.4.30 H29.4.30 １日

行為 テーピングなどの物品販売 H29.4.30 H29.4.30 １日

行為
物販（高校ラグビー関東大会予選・サクラ
スポーツ）

H29.4.30 H29.4.30 １日

行為 高校ラグビー関東予選飲食販売 H29.4.30 H29.4.30 １日

行為
第32回日本クラブユースサッカー選手権
(U-15)大会埼玉県予選

H29.5.3 H29.5.3 １日

行為 熊谷市陸上記録会飲食販売 H29.5.3 H29.5.3 １日

行為 中学関東予選・首都圏不惑大会物販販売 H29.5.3 H29.5.3 １日

行為
第65回関東高校ラグビー埼玉県予選準決勝
ウオーミングアップ

H29.5.4 H29.5.4 １日

行為 日用雑貨展示販売 H29.5.5 H29.5.7 ３日

行為
第32回日本クラブユースサッカー選手権
(U-15)大会埼玉県予選

H29.5.6 H29.5.6 １日

行為 埼玉県シニアサッカーリーグ２部リーグ戦 H29.5.7 H29.5.7 １日

行為
第65回関東高校ラグビー埼玉県予選決勝・
3位戦　ウオーミングアップ

H29.5.7 H29.5.7 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－５

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
関東高校予選、関東クラブセブンズラグ
ビー大会物販販売

H29.5.7 H29.5.7 １日

行為 インラインスケート H29.5.7 H29.5.7 １日

行為
コンテンツ配信プラットフォームの背景画
像撮影

H29.5.8 H29.5.8 １日

行為 wowow テレビドラマ「片思い」撮影 H29.5.8 H29.5.8 １日

行為
第32回埼玉県ゲートボール大会（用品販売
及び修理　(株)ティエヌケイ）

H29.5.9 H29.5.9 １日

行為
第32回埼玉県ゲートボール大会（用品販売
及び修理　ふれあいスポーツアリムラ）

H29.5.9 H29.5.9 １日

行為
埼玉県高等学校総合体育大会陸上競技大会
における写真撮影

H29.5.12 H29.5.12 １日

行為
埼玉県高等学校総合体育大会陸上競技大会
物品販売

H29.5.12 H29.5.15 ３日

行為 タグラグビー体験会 H29.5.13 H29.5.13 １日

行為
ソフトテニススリクソンカップ大里地区予
選時の大会運営スペースとして

H29.5.13 H29.5.13 １日

行為
埼玉県高等学校総合体育大会陸上競技大会
における写真撮影

H29.5.13 H29.5.13 １日

行為 関東大会埼玉県予選決勝・3位戦等 H29.5.13 H29.5.13 １日

行為
埼玉県高等学校総合体育大会陸上競技大会
における写真撮影

H29.5.14 H29.5.14 １日

行為 インラインスケート H29.5.14 H29.5.14 １日

行為 埼玉県ラグビースクール交流会 H29.5.14 H29.5.14 １日

行為
埼玉県高等学校総合体育大会陸上競技大会
における写真撮影

H29.5.15 H29.5.15 １日

行為
ＧＢ用品の物販・修理（埼玉・群馬親善Ｇ
Ｂ大会）

H29.5.15 H29.5.15 １日

行為 グラウンド・ゴルフ用品の販売 H29.5.17 H29.5.17 １日

行為 タイヤ試乗研修 H29.5.17 H29.5.19 ３日

行為 ローラースケート練習 H29.5.20 H29.5.20 １日

行為 測定器の調整、校正作業 H29.5.22 H29.5.22 １日

行為
第21回埼玉県農協年金友の会グラウンド・
ゴルフ大会の様子を撮影、放送

H29.5.23 H29.5.23 １日

行為
第21回埼玉県農協年金友の会グラウンド・
ゴルフ大会多目的スペース占有利用

H29.5.23 H29.5.23 １日

行為 ＷＯＷＯＷドラマ「片思い」撮影 H29.5.23 H29.5.23 １日

行為
親子遠足（ゲーム等）　　　※雨天時は、
体育館に変更、キャンセル。

H29.5.26 H29.5.26 １日

行為
まこと幼稚園親子レクリエーションイベン
ト時の写真撮影（卒園アルバム作成用）

H29.5.26 H29.5.26 １日

行為
フェスティバル開催（第３０回県民総合体
育大会スポーツフェスティバル）

H29.5.27 H29.5.28 ２日

行為
パナソニックワイルドナイツフェスティバ
ル飲食販売

H29.5.28 H29.5.28 １日

行為
物品販売（第３０回県民総合体育大会ス
ポーツフェスティバル）

H29.5.28 H29.5.28 １日

行為 第７回熊谷Ｂ級グルメ大会 H29.5.28 H29.5.28 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－６

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為 第７回熊谷Ｂ級グルメ大会売店販売 H29.5.28 H29.5.28 １日

行為
Ｗｉｌｄ　Ｋｎｉｇｈｔｓ　Ｆｅｓｔｉｖ
ａｌにおける入場料収入

H29.5.28 H29.5.28 １日

行為
ラグビーワールドカップＰＲテント及びト
ライフォトの設置

H29.5.28 H29.5.28 １日

行為 警護訓練として使用 H29.5.30 H29.5.30 １日

行為 体育祭開催時の生徒待機スペース等 H29.6.1 H29.6.1 １日

行為 本庄東高校体育祭時の軽食販売 H29.6.1 H29.6.1 １日

行為
本庄東高校体育祭時の卒業アルバム用写真
撮影

H29.6.1 H29.6.1 １日

行為
第６回関東高等学校女子サッカー大会練習
場

H29.6.3 H29.6.3 １日

行為
第72回国民体育大会少年ラグビー埼玉県予
選

H29.6.3 H29.6.3 １日

行為 インラインスケート H29.6.4 H29.6.4 １日

行為 インラインスケート H29.6.4 H29.6.4 １日

行為 グラウンド・ゴルフ用品の販売 H29.6.5 H29.6.5 １日

行為
第６回関東高等学校女子サッカー大会練習
場

H29.6.5 H29.6.5 １日

行為 関東高校女子サッカープログラム販売 H29.6.5 H29.6.5 １日

行為 wowow テレビドラマ「片思い」撮影 H29.6.6 H29.6.6 １日

行為
体操用品物品販売　(株)ササキスポーツ（平成
29年度学校総体兼全国高等学校総合体育大会体
操競技大会埼玉県予選会）

H29.6.9 H29.6.11 ３日

行為 屋外バスケットボールコートの写真撮影 H29.6.9 H29.6.9 １日

行為 ストライダー練習会 H29.6.10 H29.6.10 １日

行為 メディカルセブンズ2017広告看板 H29.6.10 H29.6.11 ２日

行為 メディカルセブンズ2017 H29.6.10 H29.6.11 ２日

行為 メディカルセブンズ2017物品販売 H29.6.10 H29.6.11 ２日

行為 メディカルセブンズ物品販売 H29.6.10 H29.6.10 １日

行為 メディカルセブンズ2017広告物掲出 H29.6.10 H29.6.11 ２日

行為 メディカルセブンズ物品販売 H29.6.10 H29.6.11 ２日

行為 メディカルセブンズ物品販売 H29.6.10 H29.6.11 ２日

行為 第２回APカップ（ストライダーの大会） H29.6.11 H29.6.11 １日

行為
ストライダー関連の部品等販売(自転車屋
ビッちゃん

H29.6.11 H29.6.11 １日

行為
ストライダー関連物品販売（バイシクル
ショップ　フリーク）

H29.6.11 H29.6.11 １日

行為 ストライダー関連物品販売（88ＰＯＮ） H29.6.11 H29.6.11 １日

行為
第72回国民体育大会少年ラグビー埼玉県予
選

H29.6.11 H29.6.11 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－７

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為 メディカルセブンズ物品販売 H29.6.11 H29.6.11 １日

行為 通信陸上競技埼玉県大会プログラム販売 H29.6.14 H29.6.15 ２日

行為
中学通信陸上競技埼玉県大会における写真
撮影

H29.6.14 H29.6.15 ２日

行為 グラウンド・ゴルフ練習 H29.8.22 H29.8.22 １日

行為 グラウンド・ゴルフ練習 H29.9.21 H29.9.21 １日

行為 中学ラグビー関東大会 H29.6.17 H29,.6.18 ２日

行為 中学ラグビー関東大会 H29.6.17 H29.6.17 １日

行為 中学ラグビー関東大会 H29.6.17 H29.6.18 ２日

行為
埼玉県ゲートボール連盟 第5回会長杯（用
品販売及び修理　(株)ティエヌケイ）

H29.6.17 H29.6.17 １日

行為 ゲートボール大会の撮影 H29.6.17 H29.6.17 １日

行為
来て見て触れて感じてみよう　熊谷魅力大
集合（イベント）

H29.6.17 H29.6.17 １日

行為
来て見て触れて感じてみよう　熊谷魅力大
集合（イベント）飲食・物品販売

H29.6.17 H29.6.17 １日

行為
中学校ラグビーフットボール関東大会（サ
クラスポーツ）

H29.6.17 H29.6.17 １日

行為
第5回埼玉県ゲートボール連盟会長杯（用
品販売及び修理　ふれあいスポーツアリム
ラ）

H29.6.17 H29.6.17 １日

行為
中学校ラグビーフットボール関東大会（サ
クラスポーツ）

H29.6.18 H29.6.18 １日

行為
全国高等学校総合体育大会　バレーボール
女子　埼玉県予選会　プログラム販売

H29.6.20 H29.6.21 ２日

行為
ニチヨーグラウンド・ゴルフ　第10回水無
月G・G大会　G・G関連用品展示販売として

H29.6.20 H29,6.20 １日

行為
ニチヨーグラウンド・ゴルフ　第10回水無月G・
G大会　ドーム外・湯茶の無料提供場所として H29.6.20 H29.6.20 １日

行為 グラウンド・ゴルフ用品の販売 H29.6.21 H29.6.21 １日

行為 大会運営のため H29.6.22 H29.6.22 １日

行為 大会運営のため H29.6.23 H29.6.23 １日

行為
埼玉県ゲートボール連盟 第27回女子大会
（用品販売及び修理　(株)ティエヌケイ）

H29.6.26 H29.6.26 １日

行為
ＳＧＫ 埼玉ファミリーゲートボール大会
（用品販売及び修理　(株)ティエヌケイ）

H29.6.28 H29.6.28 １日

行為 第6回くまがや夏マラソン H29.7.1 H29.7.1 １日

行為
熊谷市グラウンドゴルフ協会　第４回定例

会
H29.7.1 H29.7.1 １日

行為 全国小学生陸上大会写真撮影 H29.7.2 H29.7.2 １日

行為 全国小学生陸上大会 企業広告（日進） H29.7.2 H29.7.2 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ

スポーツ）
H29.7.3 H29.7.3 １日

行為
旅クラブジャパングラウンド・ゴルフ用品

販売
H29.7.3 H29.7.3 １日

行為
埼玉県ゲートボール連盟 第32回ふれあいＧＢ大
会（用品販売及び修理　(株)ティエヌケイ） H29.7.6 H29.7.6 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－８

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為 第32回埼玉県ふれあいGB大会時の用品販売 H29.7.6 H29.7.6 １日

行為 CMで使用する背景素材撮影 H29.7.6 H29.7.6 １日

行為 大会運営のため（スリクソンカップ） H29.7.7 H29.7.9 ３日

行為
東京メトロ　オリンピック・パラリンピッ

ク　バリアフリー広告撮影
H29.7.7 H29.7.7 １日

行為 タグラグビー体験会 H29.7.8 H29.7.8 １日

行為
テニス用品販売（第１１回スリクソンカッ

プ）
H29.7.8 H29.7.9 ２日

行為 コスモサッカー大会 H29.7.9 H29.7.9 １日

行為 東映「宇宙戦隊　キュウレンジャー」撮影 H29.7.12 H29.7.12 １日

行為
高円宮杯第29回全日本ユースサッカー選手権
（Ｕ－１５）大会埼玉県クラブリーグ代表決定

トーナメント
H29.7.15 H29.7.15 １日

行為 幼児サッカー大会 H29.7.16 H29.7.16 １日

行為 第２４回全国クラブ選手権大会埼玉大会 H29.7.16 H29.7.16 １日

行為 埼玉県社会人サッカーリーグ１部 H29.7.16 H29.7.16 １日

行為 高円宮杯リーグU-15 H29.7.17 H29.7.17 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ

スポーツ）
H29.7.20 H29.7.20 １日

行為
NHK　BS１「our SPORTS！（投てき編）写

真撮影」
H29.7.21 H29.7.21 １日

行為
中学ソフトテニス大会運営のため（学校総

体）
H29.7.22 H29.7.23 ２日

行為
第33回関東少年少女ハンドボール大会時の

物品販売
H29.7.22 H29.7.23 ２日

行為 学校総合体育大会プログラム販売 H29.7.22 H29.7.23 ２日

行為 全国クラブ選手権埼玉大会　決勝戦 H29.7.23 H29.7.23 １日

行為
torisNAP（写真撮影）

関東少年少女ハンドボール大会
H29.7.23 H29.7.23 １日

行為 7人制ラグビー大会 H29.7.23 H29.7.23 １日

行為
写真撮影（プロフォートサニー）　埼玉県
中学校総合体育大会 ＳＴ大会 男女団体戦

H29.7.23 H29.7.23 １日

行為
サンワカップソフトテニス大会時のテニス

用品販売
H29.7.24 H29.7.25 ２日

行為
ひまわり畑の撮影

「子供たちに残した　美しい日本のうた」
H29.7.25 H29.7.25 １日

行為 婚礼写真撮影 H29.7.26 H29.7.27 ２日

行為
日本赤十字社第２ブロック支部先遣要員訓

練
H29.7.26 H29.7.28 ３日

行為
バドミントン・卓球コート占有第22回全国Ｊｒ

ＧＢ大会/第18回全国社会人ＧＢ大会 H29.7.27 H29.7.28 ２日

行為
協賛バナーの掲示第22回全国ＪｒＧＢ大会/第18
回全国社会人ＧＢ大会「ヤマザキ」H1.2m×

W5.425m　２枚
H29.7.29 H29.7.30 ２日

行為
(株)ニチヨーゲートボール用具の販売第22回全
国ＪｒＧＢ大会/第18回全国社会人ＧＢ大会 H29.7.29 H29.7.30 ２日

行為
(株)サンシャインスポーツゲートボール用具の
販売第22回全国ＪｒＧＢ大会/第18回全国社会人

ＧＢ大会
H29.7.29 H29.7.30 ２日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－９

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
(株)シャトルゲートボール用具の販売第22回全
国ＪｒＧＢ大会/第18回全国社会人ＧＢ大会 H29.7.29 H29.7.30 ２日

行為
(株)ティエヌケイゲートボール用具の販売第22
回全国ＪｒＧＢ大会/第18回全国社会人ＧＢ大会 H29.7.29 H29.7.30 ２日

行為
(株)インタートレード健康飲料・サプリメント
の販売第22回全国ＪｒＧＢ大会/第18回全国社会

人ＧＢ大会
H29.7.29 H29.7.30 ２日

行為
大会進行運営第22回全国ＪｒＧＢ大会/第18回全

国社会人ＧＢ大会 H29.7.29 H29.7.30 ２日

行為
審判待機場所第22回全国ＪｒＧＢ大会/第18回全

国社会人ＧＢ大会 H29.7.29 H29.7.30 ２日

行為
アンチ・ドーピングに関わるアウトリーチ活動
第22回全国ＪｒＧＢ大会/第18回全国社会人ＧＢ

大会
H29.7.29 H29.7.29 １日

行為
新体操男子ジュニアの競技向上の為のビデ

オ撮影
H29.7.29 H29.7.29 １日

行為
テレビ収録

第22回全国ＪｒＧＢ大会/第18回全国社会人ＧＢ
大会

H29.7.30 H29.7.30 １日

行為
サンワカップ高校生ソフトテニス大会　大

会本部スペース
H29.8.2 H29.8.3 ２日

行為
サンワカップ高校生ソフトテニス大会　テ

ニス用品販売
H29.8.2 H29.8.3 ２日

行為 ２４時間テレビの再現ＶＴＲ H29.8.3 H29.8.3 １日

行為
大会運営ドーム東エリア（全日本歯科学生総合

体育大会 ソフトテニス部門） H29.8.4 H29.8.8 ５日

行為
大会運営ドーム南エリア 卓球バド面（全日本歯
科学生総合体育大会 ソフトテニス部門） H29.8.4 H29.8.8 ５日

行為
大会運営　ドーム西エリア2F 卓球バド面（全日
本歯科学生総合体育大会 ソフトテニス部門） H29.8.4 H29.8.8 ５日

行為
物品販売　ドーム控室３　一室（全日本歯
科学生総合体育大会 ソフトテニス部門）

H29.8.4 H29.8.8 ５日

行為 ＴＳＫカップサッカー大会 H29.8.6 H29.8.7 ２日

行為 ＴＳＫカップサッカー大会 H29.8.6 H29.8.7 ２日

行為 グラウンドゴルフ練習会 H29.8.7 H29.8.7 １日

行為
サンワカップ中学生ソフトテニス大会（団

体戦）　大会本部スペース
H29.8.10 H29.8.10 １日

行為
グローバルラグビーフェスタ2017埼玉・熊
谷（ラグビー国際試合）における展示会等

における行為許可
H29.8.11 H29.8.11 １日

行為
グローバルラグビーフェスタ2017埼玉・熊
谷（ラグビー国際試合）テレビ放映

H29.8.11 H29.8.11 １日

行為
グローバルラグビーフェスタ2017埼玉・熊

谷（ラグビー国際試合）広告物
H29.8.11 H29.8.11 １日

行為
グローバルラグビーフェスタ2017埼玉・熊
谷（ラグビー国際試合）における入場料収

入
H29.8.11 H29.8.11 １日

行為
グローバルラグビーフェスタ2017埼玉・熊
谷（ラグビー国際試合）における売店営業

H29.8.11 H29.8.11 １日

行為
J:ＣＯＭ熊谷サマーカップ2017少年サッ

カー大会
H29.8.12 H29.8.13 ２日

行為
J:ＣＯＭ熊谷サマーカップ2017少年サッ

カー大会
H29.8.12 H29,8,13 ２日

行為
J:ＣＯＭ熊谷サマーカップ2017少年サッ

カー大会における撮影
H29.8.12 H29,8,13 ２日

行為
2017ナロ杯高校女子ソフトテニス研修大会

大会本部スペース
H29.8.16 H29,8,16 １日

行為
ＪＡ共済カップＳＡＩＴＡＭＡ少年サッ

カー交流大会
H29.8.17 H29.8,17 １日

行為 第１回ＪＡ共済カップの撮影 H29.8.17 H29.8.17 １日
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行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－１０

H29.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
2017ナロ杯中学生ソフトテニス研修大会

大会本部スペース H29.8.18 H29,8.18 １日

行為 第９０回関東陸上競技選手権大会 H29.8.18 H29.8.20 ３日

行為 関東選手権売店 H29.8.18 H29.8.20 ３日

行為
第38回埼玉県スポーツ少年団小学生ソフト

テニス交流大会　テニス用品販売 H29.8.20 H29.8.20 １日

行為
第38回埼玉県スポーツ少年団小学生ソフト

テニス交流大会　選手待機場所 H29.8.20 H29.8.20 １日

行為
プライドリームス埼玉　親子スポーツクリ

ニック2017　チラシ配布ブース H29.8.21 H29.8.21 １日

行為
プライドリームス埼玉　親子スポーツクリ

ニック2017　横断幕の設置 H29.8.21 H29.8.21 １日

行為
全国私学高等学校バドミントン大会　物品

の販売 H29.8.25 H29.8.28 ４日

行為 ケア用品・Ｔシャツの販売 H29.8.25 H29.8.28 ４日

行為 物品販売 H29.8.25 H29.8.28 ４日

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2018

８月２６日　第２節テレビ中継 H29.8.26 H29.8.26 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2018

8月26日試合分有料試合 H29.8.26 H29.8.26 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグに第２節に

おけるPRブース等 H29.8.26 H29.8.26 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグに第2節にお

ける飲食物販 H29.8.26 H29.8.26 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグに第２節に

おける広告物 H29.8.26 H29.8.26 １日

行為
サンワカップ小学生ソフトテニス大会　大

会本部スペース H29.8.27 H29.8.27 １日

行為
サンワカップ小学生ソフトテニス大会　テ

ニス用品販売 H29.8.27 H29.8.27 １日

行為
サンワカップ中学生ソフトテニス大会（団

体戦）　大会本部スペース H29.8.28 H29.8.28 １日

行為 テレビ朝日　「雑学王」陸上レーン撮影 H29.8.28 H29.8.28 １日

行為
サンワカップ中学生ソフトテニス大会　テ

ニス用品販売 H29.8.28 H29.8.28 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ

スポーツ） H29.8.31 H29.8.31 １日

行為 高円宮リーグＵ-15 H29.9.2 H29.9.2 １日

行為 高校ラグビー開会式の収録 H29.9.2 H29.9.2 １日

行為 高校ラグビー全国大会開会式物品販売 H29.9.2 H29.9.3 ２日

行為
大会運営のため（ｓｔｅｐ３　関東選抜大

会） H29.11.12 H29.11.12 １日

行為 U-13サッカークラブ選手権 H29.9.2 H29.9.3 ２日

行為 シニアサッカーリーグ戦（Ｏ－５０） H29.9.3 H29.9.3 １日

行為 第２４回熊谷市ラグビー祭り飲食等の出店 H29.9.3 H29.9.3 １日

行為 第２４回熊谷市ラグビー祭り休憩テント等 H29.9.3 H29.9.3 １日

行為 グラウンドゴルフ支部競技会 H29.9.5 H29.9.5 １日
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許可申請期間



別紙８－１１

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
熊谷女子高校鈴懸祭体育の部　1F南側、2F

多目的スペース占有利用
H29.9.6 H29.9.6 １日

行為 部活動（ラクロス） H29.9.6 H29.9.6 １日

行為 埼玉県社会人サッカー1部リーグ H29.9.10 H29.9.10 １日

行為 埼玉県社会人サッカー2部リーグ H29.9.10 H29.9.10 １日

行為
熊谷女子高校鈴懸祭体育の部　1F南側、2F

多目的スペース占有利用
H29.9.7 H29.9.7 １日

行為
熊谷女子高校鈴懸祭体育の部　飲食物品販

売
H29.9.7 H29.9.7 １日

行為
第２２回ＪＡくまがや　ゆうゆう会　ゲー

トボール大会　９月１５日順延日
H29.9.7 H29.9.7 １日

行為
熊谷女子高校鈴懸祭体育の部開催時の卒業

アルバム用写真撮影
H29.9.7 H29.9.7 １日

行為 婚礼フォトで使用 H29.9.8 H29.9.8 １日

行為 タグラグビー体験会 H29.9.9 H29.9.9 １日

行為 高円宮リーグＵ-15 H29.9.9 H29.9.9 １日

行為 インラインスケート H29.9.9 H29.9.9 １日

行為 グラウンドゴルフ練習会 H29.9.11 H29.9.11 １日

行為
知事杯県民総合体育大会ＧＢ大会（用品販

売及び修理　(株)ティエヌケイ）
H29.9.14 H29.9.14 １日

行為
第30回県民総合体育大会(兼)知事杯用品販

売
H29.9.14 H29.9.14 １日

行為
明治安田生命Ｊ１リーグ第２６節（アル
ディージャＶＳガンバ戦）における有料試

H29.9.16 H29.9.16 １日

行為 明治安田生命Ｊ１リーグ第２６節） H29.9.16 H29.9.16 １日

行為
夢のかけはし事業「サッカー選手になりた

い！」
H29.9.16 H29.9.16 １日

行為 明治安田生命J1リーグ第２６節広告看板 H29.9.16 H29.9.16 １日

行為 明治安田生命J1リーグ第２６節物品販売 H29.9.16 H29.9.16 １日

行為
明治安田生命J1リーグ第26節イベントブー

ス
H29.9.16 H29.9.16 １日

行為
Jリーグ公式戦（アルディージャVSガン

バ）
H29.9.16 H29.9.16 １日

行為 高円宮リーグＵ-15 H29.9.17 H29.9.17 １日

行為 インラインスケート H29.9.17 H29.9.17 １日

行為 ラグビー関東大学リーグ戦の撮影 H29.9.17 H29.9.17 １日

行為
高円宮杯第２９回全日本ユースサッカー選

手権（Ｕ－１５）大会埼玉県大会
H29.9.18 H29.9.18 １日

行為
東日本オープンジュニアバドミントン大会

選手サポート及び物品販売
H29.9.18 H29.9.18 １日

行為
物品販売（第１１回関東スポーツ少年団交

流大会）
H29.9.18 H29.9.18 １日

行為
大会運営のため（スポーツ少年団 関東小

学生交流大会）
H29.9.18 H29.9.18 １日

行為 物品の販売（㈲ユナイト） H29.9.20 H29.9.20 １日
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H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
天皇杯全日本サッカー選手権大会テレビ撮

影
H29.9.20 H29.9.20 １日

行為 天皇杯全日本サッカー選手権大会売店 H29.9.20 H29.9.20 １日

行為
天皇杯全日本サッカー選手権大会　有料試

合
H29.9.20 H29.9.20 １日

行為
天皇杯全日本サッカー選手権大会における

広告物
H29.9.20 H29.9.20 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2018

９月２３日　第２節テレビ中継
H29.9.23 H29.9.23 １日

行為 高校ラグビースクール交流会物品販売 H29.9.23 H29.9.23 １日

行為
埼玉県ラグビースクール交流会スポーツ用

品の販売
H29.9.23 H29.9.23 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2018

9月23日試合分有料試合
H29.9.23 H29.9.23 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第5節にお

けるPRブース等
H29.9.23 H29.9.23 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第5節にお

ける売店
H29.9.23 H29.9.23 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第５節広告

看板
H29.9.23 H29.9.23 １日

行為 インラインスケート H29.9.24 H29.9.24 １日

行為 埼玉県大学サッカーリーグ戦２部第１１節 H29.9.24 H29.9,24 １日

行為 年金熊谷支部グラウンドゴルフ大会 H29.9.25 H29.9.25 １日

行為
ゲートボール用品の　販売・修理（熊谷市

秋季ゲートボール大会）
H29.9.26 H29.9.26 １日

行為
第13回埼玉県高齢者ゲートボール大会（用
品販売及び修理　(株)ティエヌケイ）

H29.9.27 H29.9,27 １日

行為
第13回埼玉県高齢者ゲートボール大会（用品販
売及び修理　ふれあいスポーツアリムラ） H29.9.27 H29.9.27 １日

行為 新人体育大会熊谷市予選大会運営のため H29.9.29 H29.9.29 １日

行為 高円宮リーグＵ-15 H29.9.30 H29.9.30 １日

行為 彩の国ふれあいピック秋季大会 H29.9.30 H29.10.1 ２日

行為 ミュージックビデオの撮影 H29.9.30 H29.9.30 １日

行為 高円宮リーグＵ-15 H29.10.1 H29.10.1 １日

行為
ふれあいピック障害者施設等による物品販

売
H29.10.1 H29.10.1 １日

行為 Ｔシャツの販売（ふれあいピック） H29.10.1 H29.10.1 １日

行為 さかえ幼稚園運動会　練習 H29.10.3 H29.10.3 １日

行為 テレビコマーシャルの撮影 H29.10.3 H29.10.3 １日

行為 物販（ニチヨーＧＧオータムオープン） H29.10.5 H29.10.5 １日

行為
湯茶の無料提供（ニチヨーＧＧオータム

オープン）
H29.10.5 H29.10.5 １日

行為 第２８回自衛消防隊初期消火訓練指導会 H29.10.6 H29.10.6 １日

行為 第28回自衛消防隊初期消火訓練指導会 H29.10.6 H29.10.6 １日
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H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2018
第7節　テレビ中継

H29.10.7 H29.10.7 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第７節広告
看板

H29.10.7 H29.10.7 １日

行為
熊谷ラグビーロードフェスティバル売店出
店

H29.10.7 H29.10.7 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2018
10月7日試合分有料試合

H29.10.7 H29.10.7 １日

行為 さかえ幼稚園運動会 H29.10.8 H29.10.8 １日

行為 高円宮リーグＵ-15 H29.10.9 H29.10.9 １日

行為 高校ラグビー埼玉予選 H29.10.9 H29.10.9 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ
スポーツ）

H29.10.10 H29.10.10 １日

行為
埼玉県新人体育大会 兼 県民総合体育大会
(中学校の部)

H29.10.10 H29.10.10 １日

行為
学校総合体育大会 陸上競技の部 プログラ
ム販売

H29.10.10 H29.10.11 ２日

行為
埼玉県新人体育大会 兼 県民総合体育大会
(中学校の部)

H29.10.11 H29.10.11 １日

行為 ふれあい熊谷大会 H29.10.12 H29.10.12 １日

行為 物販（ふれあい熊谷大会）　4店舗 H29.10.12 H29.10.12 １日

行為 ブライダルフォト撮影 H29.10.12 H29.10.12 １日

行為 高円宮リーグＵ-15 H29.10.14 H29.10.14 １日

行為
第29回彩の国小学生陸上クラブ交流大会写
真撮影

H29.10.14 H29.10.14 １日

行為 第１０回熊谷市ニャオざねまつり H29.10.15 H29.10.15 １日

行為 第１０回熊谷市ニャオざねまつり（物販） H29.10.15 H29.10.15 １日

行為
第４回埼玉県ゲートボール秋季大会（用品
販売及び修理　(株)ティエヌケイ）

H29.10.16 H29.10.16 １日

行為 商品展示会2017 H29.10.19 H29.10.19 １日

行為 物販（埼玉県ジュニア体操競技大会） H29.10.21 H29.10.22 ２日

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2018
第9節　テレビ中継

H29.10.21 H29.10.21 １日

行為
第34回埼玉県ｼﾞｭﾆｱ体操競技選手権大会時
の用品販売（エアムーブ）

H29.10.21 H29.10.22 ２日

行為
体操競技用品物品販売（(株)ササキスポー
ツ 埼玉県ジュニア体操競技選手権大会）

H29.10.21 H29.10.22 ２日

行為
ジャパンラグビートップリーグ10月2１日
試合分有料試合

H29.10.21 H29.10.21 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第９節広告
看板

H29.10.21 H29.10.21 １日

行為
ラグビーワールドカップＴＭ2019　開催2
年前イベント売店

H29.10.21 H29.10.21 １日

行為
ラグビーワールドカップＴＭ2019　開催2
年前イベントブース

H29.10.21 H29.10.21 １日

行為 ラグビーワールドカップ第9節売店 H29.10.21 H29.10.21 １日

行為
ラグビーワールドカップ第9節イベント
ブース

H29.10.21 H29.10.21 １日
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H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
ラグビーワールドカップＴＭ2019　開催2年前イ
ベント　イベント(ギネス認定員控え）スペース H29.10.21 H29.10.21 １日

行為 物品販売（総理大臣杯全国ママさん大会） H29.10.22 H29.10.22 １日

行為 スポーツ用品販売（全国ママさん大会） H29.10.22 H29.10.22 １日

行為 ローラースケートスピード大会 H29.10.22 H29.10.22 １日

行為
全国ママさんソフトテニス大会時の物品販
売

H29.10.22 H29.10.22 １日

行為
フリースタイルフットボール（ドーム2F東
多目的スペース）

H29.10.22 H29.10.22 １日

行為 第２８回熊谷ふれあい広場（イベント） H29.10.27 H29.10.27 １日

行為 「陸王」ドラマ撮影 H29.10.27 H29.10.27 １日

行為 第２８回熊谷ふれあい広場（イベント） H29.10.28 H29.10.28 １日

行為 物品販売（県ジュニア研修大会） H29.10.28 H29.10.28 １日

行為
学校総合体育大会 陸上競技の部 プログラ
ム販売

H29.10.10 H29.10.11 ２日

行為 第28回ふれあい広場物品販売 H29.10.28 H29.10.28 １日

行為 ＦＣおおたサッカー練習 H29.10.28 H29.10.28 １日

行為 フリースタイルフットボールの練習 H29.10.28 H29.10.28 １日

行為
彩の国プラチナフェスティバル　平成２９
年度シルバースポーツ大会　ペタンク会場

H29.10.29 H29.10.29 ２日

行為
第27回埼玉県クラブユース(U-15)サッカー
選手権大会

H29.10.29 H29.10.29 １日

行為 フリースタイルフットボールの練習 H29.10.29 H29.10.29 １日

行為
第97回全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会玉
県予選会準々決勝　４試合入場料収入

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
大会運営のため（新人大会・総合体育大会
ST）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為 埼玉県駅伝競走大会　広告物 H29.11.4 H29.11.4 １日

行為 高校ラグビー中継(準々決勝） H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
第８５回埼玉県駅伝競走大会物品販売（株
式会社クレーマージャパン）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
第８５回埼玉県駅伝競走大会物品販売（武
田レッグウェアー株式会社）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
第８５回埼玉県駅伝競走大会物品販売（マ
クドナルドフランチャイジー株式会社）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
第８５回埼玉県駅伝競走大会物品販売（生
活協同組合パルシステム埼玉）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
第８５回埼玉県駅伝競走大会物品販売
（ファイテン株式会社）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
物品販売（高校ラグビー全国大会埼玉県予
選）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
物品販売（高校ラグビー全国大会埼玉県予
選）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為
飲食販売（高校ラグビー全国大会埼玉県予
選）

H29.11.4 H29.11.4 １日

行為 埼玉県駅伝競走大会　物品販売 H29.11.4 H29.11.4 １日
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行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－１５

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為 第９７回全国高校ラグビー埼玉県大会 H29.11.4 H29.11.4 １日

行為 コスモサッカー大会 H29.11.5 H29.11.5 １日

行為
大会運営のため（新人大会・総合体育大会
ST）

H29.11.5 H29.11.5 １日

行為
2018埼玉県ユース(U-15)県リーグ参入戦プ
レーオフ

H29.11.5 H29.11.5 １日

行為 婚礼写真撮影 H29.11.6 H29.11.6 １日

行為
大会運営のため（新人大会・総合体育大会
ST）

H29.11.7 H29.11.7 １日

行為
写真撮影（埼玉県中体連ソフトテニス大
会）

H29.11.7 H29.11.8 ２日

行為
大会運営のため（新人大会・総合体育大会
ST）

H29.11.8 H29.11.8 １日

行為 第9回くまSUNフェスタ時の飲食販売 H29.11.9 H29.11.9 １日

行為 熊谷女子高校部活動（ラクロス） H29.11.9 H29.11.9 １日

行為
第97回全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会玉
県予選会準決勝　2試合入場料収入

H29.11.11 H29.11.11 １日

行為 日用雑貨展示販売 H29.11.11 H29.11.13 ３日

行為
2018埼玉県ユース(U-15)県リーグ参入戦プ
レーオフ

H29.11.11 H29.11.11 １日

行為
老若男女混合タグラグビーチームワーク体
験会

H29.11.11 H29.11.11 １日

行為 高校ラグビー中継(準決勝） H29.11.11 H29.11.11 １日

行為 第９７回全国高校ラグビー埼玉県大会 H29.11.11 H29.11.11 １日

行為
物品販売（高校ラグビー全国大会埼玉県予
選）

H29.11.11 H29.11.11 １日

行為
物品販売（高校ラグビー全国大会埼玉県予
選等）

H29.11.11 H29.11.11 １日

行為
物品販売（高校ラグビー全国大会埼玉県予
選）

H29.11.11 H29.11.11 １日

行為 物販（ニチヨーＧＧオータムオープン） H29.11.14 H29.11.14 １日

行為
湯茶の無料提供（ニチヨーＧＧオータム
オープン）

H29.11.14 H29.11.14 １日

行為 第4回埼玉県秋季ゲートボール大会 H29.10.16 H29.10.16 １日

行為 西地区付近 H29.11.17 H29.11.17 １日

行為
全国ご当地うどんサミット2017ｉｎ熊谷
販売ブース準備・撤去

H29.11.17 H29.11.20 ４日

行為
第97回全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会玉
県予選会決勝　1試合入場料収入

H29.11.18 H29.11.18 １日

行為 中学・高校ラグビー決勝 H29.11.18 H29.11.18 １日

行為 第９７回全国高校ラグビー埼玉県大会 H29.11.18 H29.11.18 １日

行為 産業祭物品販売 H29.11.18 H29.11.19 ２日

行為 熊谷市産業祭ブース（販売無） H29.11.18 H29.11.20 ３日

行為 産業祭物品販売準備 H29.11.17 H29.11.20 ４日
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行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－１６

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為 産業祭飲食スペース H29.11.18 H29.11.19 ２日

行為
全国ご当地うどんサミット2017ｉｎ熊谷う
どん販売

H29.11.18 H29.11.19 ２日

行為
全国ご当地うどんサミット2017ｉｎ熊谷
販売ブース以外

H29.11.18 H29.11.19 ２日

行為 第6回交通安全フェア H29.11.18 H29.11.18 １日

行為 フリーマーケット H29.11.18 H29.11.18 １日

行為
第97回全国高校ラグビー　埼玉県予選決勝
撮影

H29.11.18 H29.11.18 １日

行為
物品販売（高校ラグビー全国大会埼玉県予
選）

H29.11.18 H29.11.18 １日

行為 第6回埼玉クイズ王決定戦（熊谷予選） H29.11.19 H29.11.19 １日

行為 フリーマーケット H29.11.19 H29.11.19 １日

行為
飲食販売（スポレクフェスティバルラグ
ビー）

H29.11.19 H29.11.19 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ
スポーツ）

H29.11.20 H29.11.20 １日

行為 熊谷市グラウンドゴルフ協会設立記念大会 H29.11.23 H29.11.23 １日

行為
第20回埼玉県ユース（U-13)サッカー選手
権クラブ予選

H29.11.23 H29.11.23 １日

行為
第3回ノルディックウォーク大会　ｉｎ
ＫＵＭＡＧＡＹＡ

H29.11.25 H29.11.25 １日

行為
大会運営のため（浦和むつみクラブ交流大
会）

H29.11.25 H29.11.25 １日

行為
ガールズフェスティバル開催時のラグビー
用品販売

H29.11.25 H29.11.25 １日

行為 物販 H29.11.25 H29.11.25 １日

行為
競技者控え場所及び練習場所(第13回埼玉
バトントワーリングコンテスト）

H29.11.26 H29.11.26 １日

行為
販売用写真撮影(第13回埼玉バトントワー
リングコンテスト）

H29.11.26 H29.11.26 １日

行為
スポーツ用品販売　予定4社(第13回埼玉バ
トントワーリングコンテスト）

H29.11.26 H29.11.26 １日

行為
埼玉県社会人サッカー連盟　1・2・3部昇
格プレーオフ決定戦

H29.11.26 H29.11.26 １日

行為 マラソン大会 H29.11.26 H29.11.26 １日

行為 ラグビー公式戦 H29.11.26 H29.11.26 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ
スポーツ）

H29.11.28 H29.11.28 １日

行為 スバルSTI商品カタログ写真撮影 H29.11.28 H29.11.28 １日

行為 コスモサッカー大会 H29.12.2 H29.12.2 １日

行為
2018埼玉県ユース(U-15)サッカーリーグ参
入戦

H29.12.2 H29.12.2 １日

行為
2017ウィンターインドアガッツ選手権大会
時のフライングディスク関係グッズの販売

H29.12.2 H29.12.3 ２日

行為
埼玉県社会人サッカー連盟　県リーグ入替
戦

H29.12.3 H29.12.3 １日

行為 軽食販売 H29.12.3 H29.12.3 １日
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別紙８－１７

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為 関東学生クラブ選手権 H29.12.3 H29.12.3 １日

行為 物販 H29.12.3 H29.12.3 １日

行為 通販番組撮影 H29.12.4 H29.12.4 １日

行為
オリンピック・パラリンピック関係のWeb
CM撮影

H29.12.4 H29.12.4 １日

行為
(株)ベースボールマガジン社サービス写真
撮影　ソフトテニスマガジン2月号

H29.12.5 H29.12.5 １日

行為
SGK親善ゲートボール大会（用品販売及び
修理　ふれあいスポーツアリムラ）

H29.12.5 H29.12.5 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ
スポーツ）

H29.12.7 H29.12.7 １日

行為
フリースタイルフットボール（ドーム2F東
多目的スペース）

H29.12.7 H29.12.7 １日

行為
第27回埼玉県クラブユース(U-14）サッ
カー選手権大会

H29.12.9 H29.12.9 １日

行為 選手サポート及び物販 H29.12.9 H29.12.9 １日

行為 関東大学リーグ1部2部入替戦 H29.12.9 H29.12.9 １日

行為 関東大学リーグ入替戦 H29.12.9 H29.12.9 １日

行為 関東大学リーグ入替戦広告バナー H29.12.9 H29.12.9 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2018
テレビ中継「パナソニックＶＳ宗像サニッ
クス」

H29.12.10 H29.12.10 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ12月10日試
合分有料試合

H29.12.10 H29.12.10 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第11節広告
看板

H29.12.10 H29.12.10 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第１１節Ｐ
Ｒブース

H29.12.10 H29.12.10 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第１１節
チーム物品販売

H29.12.10 H29.12.10 １日

行為
強化委員会・親睦大会（用品販売及び修理
ふれあいスポーツアリムラ）

H29.12.13 H29.12.13 １日

行為
(株)ニチヨー　湯茶の無料提供（第15回年
忘れニチヨーカップGG大会）

H29.12.14 H29.12.14 １日

行為
(株)ニチヨー　物販（第15回年忘れニチ
ヨーカップGG大会）

H29.12.14 H29.12.14 １日

行為
第27回埼玉県クラブユース(U-14）サッ
カー選手権大会

H29.12.16 H29.12.16 １日

行為 関東大学対抗戦Ａ・Ｂ入替戦 H29.12.16 H29.12.16 １日

行為 関東大学リーグ入替戦 H29.12.16 H29.12.16 １日

行為 関東大学リーグ入替戦広告バナー H29.12.16 H29.12.16 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ2017-2019
テレビ中継「パナソニックＶＳリコー」

H29.12.17 H29.12.17 １日

行為 ラグビー練習 H29.12.17 H29.12.17 １日

行為 ラグビー公式戦 H29.12.17 H29.12.17 １日

行為 ラグビースクール交流戦 H29.12.17 H29.12.17 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第12節飲食
物販

H29.12.17 H29.12.17 １日
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別紙８－１８

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
ジャパンラグビートップリーグ第12節ＰＲ
ブース等

H29.12.17 H29.12.17 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ第12節広告
看板

H29.12.17 H29.12.17 １日

行為
ジャパンラグビートップリーグ12月17日試
合分有料試合

H29.12.17 H29.12.17 １日

行為
(株)ニチヨー　湯茶の無料提供（第15回年
忘れニチヨーカップGG大会）

H29.12.19 H29.12.19 １日

行為
(株)ニチヨー　物販（第15回年忘れニチ
ヨーカップGG大会）

H29.12.19 H29.12.19 １日

行為
ウインゲッター　用品販売（埼玉ＳＧＫ研
修会ＧＢ大会）

H29.12.20 H29.12.20 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ
スポーツ）

H29.12.22 H29.12.22 １日

行為 コスモサッカー大会 H29.12.23 H29.12.23 １日

行為
第14回親善大会クリスマスカップinくまが
や(熊谷サクラメイツ)時の写真撮影

H29.12.23 H29.12.23 ３日

行為
第16回全国ジュニアソフトテニス大会運営
のため

H29.12.23 H29.12.23 ３日

行為
物販（ケンコーカップ全国ジュニアＳＴ大
会）

H29.12.23 H29.12.23 １日

行為
飲食販売（宮地杯小学生タグラグビー大
会）

H29.12.23 H29.12.23 １日

行為 コスモサッカー大会 H29.12.24 H29.12.24 １日

行為 関東社連　順位決定戦 H29.12.24 H29.12.24 １日

行為 ジャパンジュニアユースU-14サッカー大会 H29.12.25 H29.12.28 ４日

行為 ジャパンジュニアユースU-14サッカー大会 H29.12.25 H29.12.28 ４日

行為
サンワスポーツ物品販売（関東私学高等学
校選抜ソフトテニス大会）

H29.12.26 H29.12.27 ２日

行為 フリースタイルフットボールの練習 H29.12.27 H29.12.27 １日

行為
第２９回ベジタブルマラソンｉｎ熊谷　準
備

H29.12.29 H29.12.29 １日

行為
第２９回ベジタブルマラソンｉｎ熊谷協賛
品写真撮影

H29.12.29 H29.12.29 １日

行為
第２９回ベジタブルマラソンｉｎ熊谷売店
販売

H29.12.30 H29.12.30 １日

行為 第２９回ベジタブルマラソンｉｎ熊谷 H29.12.30 H29.12.30 １日

行為
第２９回ベジタブルマラソンｉｎ熊谷協賛
品写真・動画撮影

H29.12.30 H29.12.30 １日

行為
第6回ニューイヤー小学生クラブ対抗 保護

者観覧（トラブル防止）
H30.1.2 H30.1.2 １日

行為
テニス用品販売（ラケットショップサンワ・第6
回ニューイヤー小学生クラブ対抗大会） H30.1.2 H30.1.2 １日

行為
彩の国カップ小学生ハンドボール大会時の

写真撮影
H30.1.4 H30.1.4 １日

行為 ＴＶＣＭ撮影 H30.1.6 H30.1.6 １日

行為
第20回埼玉県ユース（U-13)サッカー選手

権クラブ予選
H30.1.7 H30.1.7 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ

スポーツ）
H30.1.11 H30.1.11 １日

行為
老若男女混合タグラグビーチームワーク体

験会
H30.1.13 H30.1.13 １日
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別紙８－１９

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
中学ソフトテニス大会運営のため（都道府

県交流大会）
H30.1.13 H30.1.14 ２日

行為
サンワスポーツ物品販売（都府県対抗交流

大会）
H30.1.13 H30.1.14 ２日

行為 彩の国カップ埼玉県サッカー選手権大会 H30.1.14 H30.1.14 １日

行為 第１０回ヒーローズカップでの飲食物販売 H30.1.14 H30.1.14 １日

行為 物販 H30.1.14 H30.1.14 １日

行為 物販【関東女子ラグビー】 H30.1.14 H30.1.14 １日

行為 第１０回ヒーローズカップでの飲食物販売 H30.1.14 H30.1.14 １日

行為
(株)ニチヨー　物販（第15回ニューイヤー

ニチヨーカップGG大会）
H30.1.17 H30.1.17 １日

行為 Ｄ級指導者ライセンス新規取得講習会 H30.1.20 H30.1.21 ２日

行為
熊谷市サッカー協会　サッカーD級指導者
ライセンス取得講習会　実技会場

H30.1.20 H30.1.21 ２日

行為
第27回埼玉県クラブユース(U-14）サッ

カー選手権大会
H30.1.20 H30.1.20 １日

行為
埼玉県企業対抗タグラグビー大会時の弁当

販売等
H30.1.21 H30.1.21 １日

行為
熊谷市サッカー協会　サッカーD級指導者
ライセンス取得講習会　実技会場

H30.1.21 H30.1.21 １日

行為
高校ラグビー新人戦開催時のラグビー用品

販売
H30.1.21 H30.1.21 １日

行為
高校ラグビー新人戦開催時のラグビー用品

販売（カンタベリーアルカス）
H30.1.21 H30.1.21 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ

スポーツ）
H30.1.25 H30.1.25 １日

行為
第27回埼玉県クラブユース(U-14）サッ

カー選手権大会
H30.1.27 H30.1.27 １日

行為 第１４回障害者駅伝大会 H30.1.27 H30.1.27 １日

行為
高校ラグビー新人戦開催時のラグビー用品

販売
H30.1.27 H30.1.27 １日

行為
関東女子ラグビー大会時のラグビー用品販

売（カンタベリーアルカス）
H30.1.28 H30.1.28 １日

行為
高校新人戦ラグビー大会時のラグビー用品

販売（カンタベリーアルカス）
H30.2.3 H30.2.3 １日

行為 ブライダルフォト H30.1.30 H30.1.30 １日

行為
(株)ニチヨー　物販（第15回ニューイヤー

ニチヨーカップGG大会）
H30.1.31 H30.1.31 １日

行為
プログラム販売（高校女子バレーボール新

人大会）
H30.2.2 H30.2.2 １日

行為
第27回埼玉県クラブユース(U-14）サッ

カー選手権大会
H30.2.3 H30.2.3 １日

行為
高校ラグビー新人戦開催時のラグビー用品

販売
H30.2.3 H30.2.3 １日

行為 フリースタイルフットボールの練習 H30.2.3 H30.2.3 １日

行為 埼玉県ソフトテニスインドア大会 H30.2.4 H30.2.4 １日

行為
埼玉駅伝競走大会売店販売（マクドナル

ド）
H30.2.4 H30.2.4 １日

行為
埼玉駅伝競走大会売店販売（クマガヤス

ポーツ）
H30.2.4 H30.2.4 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－２０

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為 グラウンド・ゴルフ関連用具展示・販売 H30.2.7 H30.2.7 １日

行為 大会運営と湯茶の無料提供のため H30.2.7 H30.2.7 １日

行為
物販・スリトリングサービス（東日本ミズ

ノカップジュニア選抜ＳＴ大会）
H30.2.9 H30.2.11 ３日

行為
老若男女混合タグラグビーチームワーク体

験会
H30.2.10 H30.2.10 １日

行為 物販（関東高校ラグビー新人戦） H30.2.10 H30.2.10 １日

行為 飲食販売（関東高校ラグビー新人戦） H30.2.10 H30.2.10 １日

行為 飲食販売（関東高校ラグビー新人戦） H30.2.10 H30.2.10 １日

行為 物販 H30.2.10 H30.2.11 ２日

行為 彩の国カップ埼玉県サッカー選手権大会 H30.2.11 H30.2.11 １日

行為 中学生交流大会 H30.2.11 H30.2.11 １日

行為
埼玉県中学校・ラグビースクール強化練習

試合
H30.2.11 H30.2.11 １日

行為 物販（関東高校ラグビー新人戦） H30.2.11 H30.2.11 １日

行為 コスモサッカー大会 H30.2.12 H30.2.12 １日

行為
フリースタイルフットボール（ドーム2F東

多目的スペース）
H30.2.12 H30.2.12 １日

行為 2018年ミックスアルティメット関東大会 H30.2.16 H30.2.18 ３日

行為 2018年ミックスアルティメット関東大会 H30.2.16 H30.2.18 ３日

行為 ミュージックビデオ撮影 H30.2.16 H30.2.16 １日

行為
2018年ミックスアルティメット関東大会売

店
H30.2.17 H30.2.18 ２日

行為 物販(関東高校ラグビー新人戦） H30.2.17 H30.2.17 １日

行為 撮影(関東高校ラグビー新人戦） H30.2.17 H30.2.18 ２日

行為 テニス用品物品販売（県北冬季中学生ソフトテ
ニス大会・ラケットショップ　タジマヤ） H30.2.17 H30.2.17 １日

行為 飲食販売（関東高校ラグビー） H30.2.17 H30.2.17 １日

行為 物販（関東高校ラグビー新人戦） H30.2.17 H30.2.17 １日

行為
テニス用品物品販売（第4回スポーツ少年
団小学生ソフトテニス交流大会・ラケット

ショップサンワ）
H30.2.18 H30.2.18 １日

行為
大会運営（第4回スポーツ少年団ソフトテ

ニス大会）
H30.2.18 H30.2.18 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ

スポーツ）
H30.2.22 H30.2.22 １日

行為 産経新聞連載企画写真撮影 H30.2.23 H30.2.23 １日

行為 日用雑貨展示販売 H30.2.24 H30.2.26 ３日

行為 彩の国ジュニアアスリートアカデミー H30.2.24 H30.2.24 １日

行為 全国社会人サッカープレーオフ H30.2.25 H30.2.25 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－２１

H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
物品販売（グラウンド・ゴルフ大会におけ

る）
H30.2.26 H30.2.26 １日

行為 年金グラウンドゴルフ月例会 H30.2.28 H30.2.28 １日

行為 大会運営と湯茶の無料提供のため H30.3.1 H30.3.1 １日

行為 グラウンド・ゴルフ関連用具展示・販売 H30.3.1 H30.3.1 １日

行為 クラブレジェンド卒団試合 H30.3.3 H30.3.3 １日

行為 高円宮杯Ｕ-15リーグ戦 H30.3.4 H30.3.4 １日

行為 グラウンド・ゴルフ関連用具展示・販売 H30.3.8 H30.3.8 １日

行為 大会運営と湯茶の無料提供のため H30.3.8 H30.3.8 １日

行為
第8回全国社会人クラブ交流バドミントン

大会時の用品実演、販売
H30.3.9 H30.3.11 ３日

行為
第8回全国社会人クラブ交流バドミントン

大会時の健康用品実演、販売
H30.3.9 H30.3.11 ３日

行為
第8回全国社会人クラブ交流バドミントン

大会時の記念品販売
H30.3.9 H30.3.11 ３日

行為
第8回全国社会人クラブ交流バドミントン
大会時の家庭用低周波治療器の実演、販売

H30.3.9 H30.3.11 ３日

行為
第8回全国社会人クラブ交流バドミントン

大会時の用品展示販売
H30.3.9 H30.3.11 ３日

行為
第8回全国社会人クラブ交流バドミントン

大会時の用品展示、販売
H30.3.9 H30.3.11 ３日

行為
老若男女混合タグラグビーチームワーク体

験会
H30.3.10 H30.3.10 １日

行為
大会運営（埼玉県中学生郡市対抗学年別ソ

フトテニス大会）
H30.3.10 H30.3.10 １日

行為
サンワスポーツ物品販売（郡市対抗学年別

ソフトテニス大会）
H30.3.10 H30.3.11 ２日

行為 高円宮杯Ｕ-15リーグ戦 H30.3.10 H30.3.10 １日

行為
中学校郡市対抗学年別ソフトテニス大会時

の写真撮影
H30.3.10 H30.3.11 ２日

行為
大会運営（埼玉県中学生郡市対抗学年別ソ

フトテニス大会）
H30.3.11 H30.3.11 １日

行為 人とどうぶつの防災教室 H30.3.11 H30.3.11 １日

行為
バナー広告（埼信・アルカス熊谷タグラグ

ビー教室）
H30.3.11 H30.3.11 １日

行為 グラウンド・ゴルフ関連用具展示・販売 H30.3.14 H30.3.14 １日

行為 大会運営と湯茶の無料提供のため H30.3.14 H30.3.14 １日

行為 ランバイク練習会 H30.3.17 H30.3.17 １日

行為 高円宮杯Ｕ-15リーグ戦 H30.3.17 H30.3.17 １日

行為 タグラグビー広場 H30.3.17 H30.3.17 １日

行為
グラウンド・ゴルフ用品の販売（クマガヤ

スポーツ）
H30.3.20 H30.3.20 １日

行為
2018ＹＯＮＥＸ杯高校女子ソフトテニス研

修大会時のテニス用品販売
H30.3.24 H30.3.27 ４日

行為
小学生タグラグビー大会（タグラグビーｆ

ｒｏｍイングランド1996）
H30.3.25 H30.3.25 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧
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H30.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 日数

行為
第１９回全国高等学校選抜ラグビーフット
ボール大会ウォーミングアップ会場

H30.3.29 H30.3.30 ２日

行為
第32回全国高等学校選抜バドミントン春季

大会
H30.3.29 H30.3.31 ３日

行為 大会集合・試合・式典撮影（第１９回全国
高等学校選抜ラグビーフットボール大会）

H30.3.30 H30.3.30 １日

行為
物販（第１９回全国高等学校選抜ラグビー

フットボール大会）
H30.3.30 H30.3.31 ２日

行為
第19回全国高等学校選抜ラグビーフット

ボール大会
H30.3.30 H30.3.30 １日

行為
ブース出展（第１９回全国高等学校選抜ラ

グビーフットボール大会）
H30.3.30 H30.3.31 ２日

行為
ブース出展（第19回全国高等学校選抜ラグ

ビーフットボール大会）
H30.3.30 H30.3.31 ２日

行為
ブース出展（第19回全国高等学校選抜ラグ

ビーフットボール大会）
H30.3.30 H30.3.31 ２日

行為
第19回全国高等学校選抜ラグビーフット

ボール大会
H30.3.30 H30.3.30 １日

行為
第19回全国高等学校選抜ラグビーフット
ボール大会における熊谷市総合案内所の設

置
H30.3.30 H30.3.31 ２日

行為 第19回全国高等学校選抜ラグビーフットボール
大会における熊谷市歓迎コーナーでの物品販売 H30.3.30 H30.3.30 １日

行為
第19回全国高等学校選抜ラグビーフットボール
大会におけるスポーツ用品販売(サクラスポー

ツ)
H30.3.30 H30.3.30 １日

行為
第19回全国高等学校選抜ラグビーフット
ボール大会撮影(ジェイスポーツ)

H30.3.30 H30.3.31 ２日

行為 大会集合・試合・式典撮影（第１９回全国
高等学校選抜ラグビーフットボール大会）

H30.3.31 H30.3.31 １日

行為 第１９回全国高等学校選抜ラグビーフット
ボール大会ウォーミングアップ会場

H30.3.31 H30.3.31 １日

行為
ブース出展（第１９回全国高等学校選抜ラ

グビーフットボール大会）
H30.3.31 H30.3.31 １日

行為 第１９回全国高等学校選抜ラグビーフット
ボール大会ウォーミングアップ会場

H30.3.31 H30.3.31 １日

行為
第19回全国高等学校選抜ラグビーフット

ボール大会
H30.3.31 H30.3.31 １日

行為
ブース出展（第１９回全国高等学校選抜ラ

グビーフットボール大会）
H30.3.31 H30.3.31 １日

行為 第19回全国高等学校選抜ラグビーフット
ボール大会における熊谷市歓迎コーナーで

H30.3.31 H30.3.31 １日

行為
第19回全国高等学校選抜ラグビーフット
ボール大会におけるスポーツ用品販売(サ

クラスポーツ)
H30.3.31 H30.3.31 １日

行為 第19回全国高等学校選抜ラグビーフット
ボール大会における飲食販売(テイク)

H30.3.31 H30.3.31 １日

熊　谷　ス　ポ　ー　ツ　文　化　公　園
行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間
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№ 品目 規格・型式等 数量 取得年度

1 ギャングモア　５連牽引用 バロネス　ＬＭ?３ 1 昭和61年度

2 システムパネル 内田洋行 1 平成2年度

3 キャスター付スコアボード Ｗ１８５０　Ｈ２３００ 1 平成2年度

4 キャスター付スコアボード Ｗ１８５０　Ｈ２３００ 1 平成2年度

5 ジグザグブラシ 東興産業　ＺＢ?７２型 1 平成4年度

6 コントローラー及びグランドレイキ 宮地器械　ＫＶ?１６０ＰＳ 1 平成4年度

7 ラグビｰゴールポスト アルミ合金製　２０Ｍ　ケーシング式 1 平成5年度

8 ラグビｰゴールポスト アルミ合金製　９Ｍ　ケーシング式 1 平成5年度

9 エアーコンプレッサー （株）バンザイ　ＳＰ?０７ＰＢ（Ｈ） 1 平成6年度

10 ラグビースコアボード １．８ｍ×７ｍ 1 平成6年度

11 電気自動車 光岡自動車　ＭＥ?１　ナンバーなし 1 平成11年度

12 芝刈機 バロネス　ＧＭ６５ＡＷ?Ｒ 1 平成14年度

13 粉砕機 コマツゼノア　ＳＲＥ１１０ 1 平成14年度

14 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

15 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

16 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

17 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

18 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

19 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

20 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

21 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

22 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

23 スピーカーステーションヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３３５ 1 平成15年度

24 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

25 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

26 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

27 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

28 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

29 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

30 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

31 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

32 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

33 ベルトパックヘッドセットキット （株）ニシ・スポーツ製　ＭＣ３４１ 1 平成15年度

34 レーザープリンター （株）ニシ・スポーツ製　ＮＡＮＳ２１ 1 平成15年度

35 レーザープリンター （株）ニシ・スポーツ製　ＮＡＮＳ２１ 1 平成15年度

36 風力速報表示器 （株）ニシ・スポーツ製　ＭＳ８２０ 1 平成15年度

37 風力速報表示器 （株）ニシ・スポーツ製　ＭＳ８２０ 1 平成15年度

38 投てき距離測定装置 （株）ニシ・スポーツ製　ＭＳ１１１ 1 平成15年度

39 走幅跳・三段跳距離測定器 （株）ニシ・スポーツ製　ＭＳ５００ 1 平成15年度

40 走幅跳・三段跳距離測定器 （株）ニシ・スポーツ製　ＭＳ５００ 1 平成15年度

41 走幅跳・三段跳距離表示器 （株）ニシ・スポーツ製　ＭＳ５０２ 1 平成15年度

42 走幅跳・三段跳距離表示器 （株）ニシ・スポーツ製　ＭＳ５０２ 1 平成15年度

43 彫刻 ブロンズ製 1 平成15年度

44 彫刻 セメント製 1 平成15年度

45 彫刻 砲金製 1 平成15年度

46 彫刻 アルミ製 1 平成15年度

47 彫刻 ＦＲＰ製 1 平成15年度

48 彫刻 鉄製 1 平成15年度

49 リボンロッド ニシ・スポーツ　Ｆ３０１３ 1 平成15年度

50 リボンロッド ニシ・スポーツ　Ｆ３０１３ 1 平成15年度

51 風力速報表示器 ニシ・スポーツ　Ｆ１１９３ 1 平成15年度

52 風力速報表示器 ニシ・スポーツ　Ｆ１１９３ 1 平成15年度

53 雨天記録装置覆い ニシ・スポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成15年度

54 雨天記録装置覆い ニシ・スポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成15年度

熊谷スポーツ文化公園　貸与可能備品一覧
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55 雨天記録装置覆い ニシ・スポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成15年度

56 雨天記録装置覆い ニシ・スポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成15年度

57 雨天記録装置覆い ニシ・スポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成15年度

58 雨天記録装置覆い ニシ・スポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成15年度

59 雨天記録装置覆い ニシ・スポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成15年度

60 雨天記録装置覆い ニシ・スポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成15年度

61 走幅跳・三段跳用距離標識 （株）ニシ・スポーツ　Ｆ１２０３ 1 平成15年度

62 ポール置台 （株）ニシ・スポーツ　Ｆ１３４１ 1 平成15年度

63 ポール置台 （株）ニシ・スポーツ　Ｆ１３４１ 1 平成15年度

64 競技専用台車 ニシ・スポーツ　Ｆ１２７６ 1 平成15年度

65 競技専用台車 ニシ・スポーツ　Ｆ１２７６ 1 平成15年度

66 競技専用台車 ニシ・スポーツ　Ｆ１２７５ 1 平成15年度

67 投てき距離標識 ニシ・スポーツ　Ｆ１２６１ 1 平成15年度

68 アップライトバイク ミズノ　３０ＳＦ１１０１ 1 平成15年度

69 アップライトバイク ミズノ　３０ＳＦ１１０１ 1 平成15年度

70 アップライトバイク ミズノ　３０ＳＦ１１０１ 1 平成15年度

71 アップライトバイク ミズノ　３０ＳＦ１１０１ 1 平成15年度

72 アップライトバイク ミズノ　３０ＳＦ１１０１ 1 平成15年度

73 サッカーゴール ルイ高　（一般用）　ＲＴ?Ｆ０１０９３５ 1 平成15年度

74 サッカーゴール ルイ高　（少年用）　ＲＴ?Ｆ０１０９３６ 1 平成15年度

75 サッカーゴール ルイ高　（少年用）　ＲＴ?Ｆ０１０９３６ 1 平成15年度

76 サッカーゴール ルイ高　（少年用）　ＲＴ?Ｆ０１０９３６ 1 平成15年度

77 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

78 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

79 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

80 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

81 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

82 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

83 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

84 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

85 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

86 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

87 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

88 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

89 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

90 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

91 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

92 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

93 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

94 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

95 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

96 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

97 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

98 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

99 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

100 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

101 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

102 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

103 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

104 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

105 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

106 卓球台 三英（ＳＡＮ・ＥＩ）　１０?６０５ 1 平成15年度

107 電気自動車 ニシスポーツ　Ｆ３２２７　ナンバーなし 1 平成16年度

108 電気自動車 ニシスポーツ　Ｆ３２２７Ｂ　（救護用）_ナンバーなし 1 平成16年度
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109 機動掃除機 ニシスポーツ　Ｆ３２２３Ｄ 1 平成16年度

110 多目的トラクター 東興産業　４１１５　ナンバーなし 1 平成16年度

111 大型芝刈機　乗用式 東興産業　（乗用式）　３２３５Ｂ 1 平成16年度

112 大型芝刈機　乗用式 東興産業　（乗用式）　３２３５Ｂ 1 平成16年度

113 バーチカットアタッチメント 東興産業　ＰＫ３ＨＬＶ 1 平成16年度

114 散水・除草・防除アタッチメント 東興産業　Ｐ‐３ＢＷ 1 平成16年度

115 エアーレーションアタッチメント 東興産業　ＤＭ‐４８ 1 平成16年度

116 集草アタッチメント 東興産業　ＴＢＳ‐１８０Ｌ 1 平成16年度

117 決勝線審判台　（２５人乗） ニシスポーツ　Ｆ１１１２ 1 平成16年度

118 決勝線審判台　（２５人乗） ニシスポーツ　Ｆ１１１２ 1 平成16年度

119 投てき距離標識 ニシスポーツ　Ｆ１２６１ 1 平成16年度

120 マラソン用器具 ニシスポーツ　Ｆ１２０２ 1 平成16年度

121 棒高跳用マット搭載台車 ニシスポーツ　Ｆ１２８３ 1 平成16年度

122 棒高跳用マット搭載台車 ニシスポーツ　Ｆ１２８３ 1 平成16年度

123 投てき用囲い ニシスポーツ　Ｆ２０５９　（可倒式） 1 平成16年度

124 投てき用囲い ニシスポーツ　Ｆ２０５１Ｃ 1 平成16年度

125 投てき用囲い ニシスポーツ　Ｆ２０５９　（可倒式） 1 平成16年度

126 投てき用囲い付設ネット ニシスポーツ　Ｆ２０６１Ａ 1 平成16年度

127 バスケット台　移動式 セノー　ＤＡ０６６５ 1 平成16年度

128 バスケット台　移動式 セノー　ＤＡ０６６５ 1 平成16年度

129 バスケット台　移動式 セノー　ＤＡ０６６５ 1 平成16年度

130 ショットクロック セノー　ＤＳ２８３３ 1 平成16年度

131 ショットクロック セノー　ＤＳ２８３３ 1 平成16年度

132 ショットクロック セノー　ＤＳ２８３３ 1 平成16年度

133 バスケット電光得点表示装置 セノー　ＤＳ７０００ 1 平成16年度

134 バスケット電光得点表示装置 セノー　ＤＳ７０００ 1 平成16年度

135 バスケット電光得点表示装置 セノー　ＤＳ７０００ 1 平成16年度

136 サッカーベンチ ルイ高　（６人掛）　ＲＴ‐Ｒ１４０１０１ 1 平成16年度

137 サッカーベンチ ルイ高　（１０人掛）　ＲＴ‐Ｒ１４０１０５ 1 平成16年度

138 サッカーベンチ ルイ高　（１０人掛）　ＲＴ‐Ｒ１４０１０５ 1 平成16年度

139 サッカーベンチ ルイ高　（１０人掛）　ＲＴ‐Ｒ１４０１０５ 1 平成16年度

140 サッカーベンチ ルイ高　（１０人掛）　ＲＴ‐Ｒ１４０１０５ 1 平成16年度

141 レッグプレス ミズノ　３０ＹＲ４８６０ 1 平成16年度

142 アップライトバイク ミズノ　３０ＳＦ１１０１ 1 平成16年度

143 アップライトバイク ミズノ　３０ＳＦ１１０１ 1 平成16年度

144 アブドミナルボード ミズノ　３０ＦＷ５２０８ 1 平成16年度

145 あん馬 セノー　ＡＦ０２１０ 1 平成16年度

146 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

147 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

148 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

149 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

150 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

151 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

152 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

153 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

154 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

155 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

156 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

157 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

158 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

159 安楽いす 岡村製作所　８３１８ＦＡ‐ＦＳ５５ 1 平成16年度

160 雨天記録装置覆い ニシスポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成16年度

161 雨天記録装置覆い ニシスポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成16年度

162 雨天記録装置覆い ニシスポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成16年度
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163 雨天記録装置覆い ニシスポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成16年度

164 雨天記録装置覆い ニシスポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成16年度

165 雨天記録装置覆い ニシスポーツ　Ｆ１３０２ 1 平成16年度

166 演台 ニシスポーツ　Ｆ１３７２ 1 平成16年度

167 演台 ニシスポーツ　Ｆ１３７２ 1 平成16年度

168 円盤置台 ニシスポーツ　Ｆ１３４３Ａ（鉄製） 1 平成16年度

169 円盤置台 ニシスポーツ　Ｆ１３５３Ｂ（ＦＲＰけん引型） 1 平成16年度

170 円盤置台 ニシスポーツ　Ｆ１３５３Ｂ（ＦＲＰけん引型） 1 平成16年度

171 屋型テント ニシスポーツ　Ｆ３３２４Ｂ（２×３間） 1 平成16年度

172 屋型テント ニシスポーツ　Ｆ３３２４Ｂ（２×３間） 1 平成16年度

173 屋型テント ニシスポーツ　Ｆ３３２４Ｂ（２×３間） 1 平成16年度

174 屋型テント ニシスポーツ　Ｆ３３２４Ｂ（２×３間） 1 平成16年度

175 屋型テント ニシスポーツ　Ｆ３３２４Ｂ（２×３間） 1 平成16年度

176 屋型テント ニシスポーツ　Ｆ３３２４Ｂ（２×３間） 1 平成16年度

177 屋型テント ニシスポーツ　Ｆ３３２４Ｂ（２×３間） 1 平成16年度

178 屋型テント ニシスポーツ　Ｆ３３２４Ｂ（２×３間） 1 平成16年度

179 オフィシャルテーブル セノー　ＤＳ６０１０ 1 平成16年度

180 オフィシャルテーブル セノー　ＤＳ６０１０ 1 平成16年度

181 オフィシャルテーブル セノー　ＤＳ６０１０ 1 平成16年度

182 折りたたみケージ テイエヌネット　ＴＮ６６?１１４０ 1 平成16年度

183 折りたたみケージ テイエヌネット　ＴＮ６６?１１４０ 1 平成16年度

184 折りたたみケージ テイエヌネット　ＴＮ６６?１１４０ 1 平成16年度

185 折りたたみケージ テイエヌネット　ＴＮ６６?１１４０ 1 平成16年度

186 階段の障害物 ニシスポーツ　Ｔ４００４Ｂ 1 平成16年度

187 階段の障害物 ニシスポーツ　Ｔ４００４Ｂ 1 平成16年度

188 カウンター 岡村製作所　４Ｓ６３ＺＲ?ＭＤ３１ 1 平成16年度

189 カウンター 岡村製作所　４Ｓ６３ＺＲ?ＭＤ３１ 1 平成16年度

190 旗門 ニシスポーツ　Ｔ４０４４Ｂ 1 平成16年度

191 旗門 ニシスポーツ　Ｔ４０４４Ｂ 1 平成16年度

192 吸水ローラー ニシスポーツ　Ｃ９０２（４８?） 1 平成16年度

193 吸水ローラー ニシスポーツ　Ｃ９０２（４８?） 1 平成16年度

194 競技専用台車 ニシスポーツ　Ｆ１２７５（投てき用） 1 平成16年度

195 競技専用台車 ニシスポーツ　Ｆ１２７６（砲丸用） 1 平成16年度

196 競技専用台車 ニシスポーツ　Ｆ１３６５（トラック用） 1 平成16年度

197 競技専用台車 ニシスポーツ　Ｆ１３６５（トラック用） 1 平成16年度

198 競技専用台車 ニシスポーツ　Ｆ１３６５（トラック用） 1 平成16年度

199 競技専用台車 ニシスポーツ　Ｆ１３６５（トラック用） 1 平成16年度

200 競技専用台車 ニシスポーツ　Ｆ１３６５（トラック用） 1 平成16年度

201 金庫 岡村製作所　ＦＫ４４ＤＡ?Ｚ１３ 1 平成16年度

202 車椅子固定サークル ニシスポーツ　Ｔ４０９０ 1 平成16年度

203 車椅子固定サークル ニシスポーツ　Ｔ４０９０ 1 平成16年度

204 車椅子表彰台 ニシスポーツ　Ｔ４１０１Ｂ（１?３位用） 1 平成16年度

205 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ?Ｒ４７９ 1 平成16年度

206 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

207 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

208 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

209 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

210 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

211 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

212 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

213 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

214 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

215 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

216 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度
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217 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

218 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

219 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

220 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

221 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

222 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

223 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

224 ゲートボールセット セノー　ＳＥＴ　Ｒ４７９ 1 平成16年度

225 コーナーテーブル 岡村製作所　８３１８ＢＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

226 コーナーテーブル 岡村製作所　８３１８ＢＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

227 コーナーテーブル 岡村製作所　８３１８ＢＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

228 コーナーテーブル 岡村製作所　８３１８ＢＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

229 小型芝刈機 東興産業　乗用式　Ｆ５１０ 1 平成16年度

230 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

231 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

232 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

233 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

234 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

235 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

236 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

237 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

238 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

239 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

240 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

241 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

242 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

243 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

244 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

245 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

246 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

247 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

248 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

249 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

250 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

251 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

252 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

253 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

254 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

255 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

256 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

257 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

258 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

259 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

260 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

261 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

262 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

263 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

264 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

265 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

266 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

267 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

268 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

269 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

270 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度
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271 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

272 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

273 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

274 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

275 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

276 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

277 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

278 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

279 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

280 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

281 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

282 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

283 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

284 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

285 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

286 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

287 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

288 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

289 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

290 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

291 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

292 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

293 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

294 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

295 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

296 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

297 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

298 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

299 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

300 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

301 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

302 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

303 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

304 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

305 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

306 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

307 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

308 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

309 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

310 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

311 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

312 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

313 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

314 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

315 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

316 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

317 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

318 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

319 コインロッカー アルファ　８人用　ＡＣ　４ＷＣＰ 1 平成16年度

320 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

321 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

322 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

323 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

324 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度
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325 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

326 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

327 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

328 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

329 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

330 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

331 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

332 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

333 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

334 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

335 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

336 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

337 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

338 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

339 コインロッカー アルファ３人用車いす対応ＡＣ?１ＴＣＰーＰＨ 1 平成16年度

340 コインロッカー アルファ２人用車いす対応ＡC-１ＷＣＰ-ＰＨ 1 平成16年度

341 コインロッカー アルファ２人用車いす対応ＡC-１ＷＣＰ-ＰＨ 1 平成16年度

342 コインロッカー アルファ２人用車いす対応ＡC-１ＷＣＰ-ＰＨ 1 平成16年度

343 コインロッカー アルファ２人用車いす対応ＡC-１ＷＣＰ-ＰＨ 1 平成16年度

344 コインロッカー アルファ２人用車いす対応ＡC-１ＷＣＰ-ＰＨ 1 平成16年度

345 コインロッカー アルファ２人用車いす対応ＡC-１ＷＣＰ-ＰＨ 1 平成16年度

346 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

347 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

348 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

349 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

350 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

351 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

352 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

353 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

354 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

355 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

356 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

357 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

358 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

359 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

360 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

361 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

362 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

363 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

364 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

365 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

366 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

367 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

368 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

369 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

370 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

371 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

372 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

373 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

374 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

375 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

376 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

377 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

378 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度
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379 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

380 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

381 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

382 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

383 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

384 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

385 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

386 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

387 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

388 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

389 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

390 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

391 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

392 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

393 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

394 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

395 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

396 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

397 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

398 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

399 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

400 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

401 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

402 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

403 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

404 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

405 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

406 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

407 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

408 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

409 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

410 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

411 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

412 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

413 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

414 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

415 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

416 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

417 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

418 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

419 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

420 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

421 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

422 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

423 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

424 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

425 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

426 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

427 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

428 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

429 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

430 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

431 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

432 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度
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433 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

434 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

435 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

436 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

437 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

438 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

439 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

440 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

441 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

442 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

443 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

444 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

445 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

446 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

447 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

448 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

449 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

450 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

451 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

452 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

453 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

454 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

455 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

456 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

457 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

458 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

459 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

460 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

461 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

462 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

463 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

464 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

465 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

466 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

467 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

468 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

469 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

470 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

471 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

472 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

473 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

474 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

475 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

476 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

477 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

478 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

479 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

480 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

481 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

482 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

483 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

484 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

485 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

486 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度
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487 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

488 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

489 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

490 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

491 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

492 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

493 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

494 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

495 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

496 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

497 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

498 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

499 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

500 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

501 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

502 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

503 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

504 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

505 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

506 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

507 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

508 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

509 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

510 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

511 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

512 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

513 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

514 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

515 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

516 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

517 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

518 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

519 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

520 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

521 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

522 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

523 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

524 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

525 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

526 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

527 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

528 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

529 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

530 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

531 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

532 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

533 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

534 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

535 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

536 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

537 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

538 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

539 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

540 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度
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541 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

542 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

543 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

544 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

545 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

546 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

547 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

548 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

549 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

550 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

551 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

552 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

553 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

554 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

555 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

556 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

557 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

558 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

559 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

560 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

561 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

562 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

563 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

564 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

565 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

566 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

567 コインロッカー アルファ　６人用　ＡＣ?２ＴＣＰ 1 平成16年度

568 サービステーブル 岡村製作所　８３１８ＧＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

569 サービステーブル 岡村製作所　８３１８ＧＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

570 サイドテーブル 岡村製作所　８３１８ＣＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

571 サイドテーブル 岡村製作所　８３１８ＣＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

572 サイドテーブル 岡村製作所　８３１８ＣＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

573 サイドテーブル 岡村製作所　８３１８ＣＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

574 サッカーゴール ルイ高　（一般用）　ＲＴ?Ｆ０１０９３５ 1 平成16年度

575 サッカーゴール ルイ高　（少年用）　ＲＴ?Ｆ０１０９３６ 1 平成16年度

576 サッカーゴール ルイ高　（少年用）　ＲＴ?Ｆ０１０９３６ 1 平成16年度

577 サッカーゴール用ネットウェイト ルイ高　ＲＴ?Ｆ０１０９９０ 1 平成16年度

578 サッカーゴール用ネットウェイト ルイ高　ＲＴ?Ｆ０１０９９０ 1 平成16年度

579 サッカーゴール用ネットウェイト ルイ高　ＲＴ?Ｆ０１０９９０ 1 平成16年度

580 サッカーゴール用台車 セノー　ＤＫ０２００７９ 1 平成16年度

581 サッカーゴール用台車 ルイ高　ＲＴ?Ｆ０１０９９３ 1 平成16年度

582 サッカーゴール用台車 ルイ高　ＲＴ?Ｆ０１０９９３ 1 平成16年度

583 サッカー用スコアボード ルイ高　ＲＴ?Ｒ１８０９００ 1 平成16年度

584 サッカー用選手交替電光式ボード セノー　ＥＰＣＢ 1 平成16年度

585 自走式スプリンクラー 東興産業　ＲＣＡＲ　ＩＩ?ＨＲ８００ 1 平成16年度

586 自走式スプリンクラー 東興産業　ＲＣＡＲ　ＩＩ?ＨＲ８００ 1 平成16年度

587 芝刈アタッチメント 東興産業　６０ 1 平成16年度

588 周回表示器 ニシオスポーツ　Ｆ１１３３ 1 平成16年度

589 障害代用縁石（３０００ｍ障害） ニシスポーツ　Ｆ１１４４ 1 平成16年度

590 障害代用縁石（３０００ｍ障害） ニシスポーツ　Ｆ１１４４ 1 平成16年度

591 障害物（３０００ｍ障害） ニシスポーツ　Ｆ１１４１Ａ　３０００ｍ男女兼用 1 平成16年度

592 障害物（３０００ｍ障害） ニシスポーツ　Ｆ１１４１Ａ　３０００ｍ男女兼用 1 平成16年度

593 ショルダープレス ミズノ　３０ＶＲ４８０５ 1 平成16年度

594 真空掃除機 東興産業　ＬＳ５０００ 1 平成16年度
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595 人工芝台車 ニシスポーツ　Ｆ１２７４Ｂ 1 平成16年度

596 人工芝台車 ニシスポーツ　Ｆ１２７４Ｂ 1 平成16年度

597 人工芝台車 ニシスポーツ　Ｆ１２７４Ｂ 1 平成16年度

598 人工芝ブラシアタッチメント 東興産業　ＢＫ?１５ 1 平成16年度

599 人工芝ブラシアタッチメント 東興産業　ＢＫ?１５ 1 平成16年度

600 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

601 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

602 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

603 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

604 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

605 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

606 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

607 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

608 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

609 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

610 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

611 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

612 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

613 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

614 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

615 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

616 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

617 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

618 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

619 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

620 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

621 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

622 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

623 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

624 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

625 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

626 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

627 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

628 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

629 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

630 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

631 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

632 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

633 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

634 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

635 ステージ 日本シコ　Ｙ?４５ 1 平成16年度

636 ステージ用スカート 日本シコ　Ｖ４５用　１４．４ｍ 1 平成16年度

637 スロープの障害物 ニシスポーツ　Ｔ４０４１Ｂ 1 平成16年度

638 スロープの障害物 ニシスポーツ　Ｔ４０４１Ｂ 1 平成16年度

639 整備用具収納台 ニシスポーツ　Ｆ１４３２ 1 平成16年度

640 整備用具収納台 ニシスポーツ　Ｆ１４３２ 1 平成16年度

641 セッティングゲージ セノー　ＤＡ０６０００４ 1 平成16年度

642 セッティングゲージ セノー　ＤＡ０６０００４ 1 平成16年度

643 セッティングゲージ セノー　ＤＡ０６０００４ 1 平成16年度

644 全自動血圧計 エーアンドディ　ＴＭ?２６５５ 1 平成16年度

645 全自動製氷機 ホシザキ　ＩＭ?５５Ｌ?１ 1 平成16年度

646 全自動製氷機 ホシザキ　ＩＭ?５５Ｌ?１ 1 平成16年度

647 選手交替表示板 セノー　ＤＳ　５４００ 1 平成16年度

648 選手交替表示板 セノー　ＤＳ　５４００ 1 平成16年度
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649 選手交替表示板 セノー　ＤＳ　５４００ 1 平成16年度

650 センターテーブル　 岡村製作所　８３１８ＡＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

651 センターテーブル　 岡村製作所　８３１８ＡＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

652 センターテーブル　 岡村製作所　８３１８ＡＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

653 センターテーブル　 岡村製作所　８３１８ＡＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

654 センターテーブル　 岡村製作所　８３１８ＡＴ?Ｗ７７５ 1 平成16年度

655 大響ブザー セノー　ＤＳ３１０００１ 1 平成16年度

656 大響ブザー セノー　ＤＳ３１０００１ 1 平成16年度

657 大響ブザー セノー　ＤＳ３１０００１ 1 平成16年度

658 体操器具運搬車 セノー　ＡＰ１１２０ 1 平成16年度

659 体操器具運搬車 セノー　ＡＰ１１２０ 1 平成16年度

660 体操器具運搬車 セノー　ＡＰ１１２０ 1 平成16年度

661 体操器具運搬車 セノー　ＡＰ１１２０ 1 平成16年度

662 体操器具運搬車 セノー　ＡＰ１１２０ 1 平成16年度

663 体操器具運搬車 セノー　ＡＰ１１２０ 1 平成16年度

664 体操タイマー セノー　ＡＳ４００１　平均台用　 1 平成16年度

665 体操タイマー セノー　ＡＳ４０００　ゆか用　 1 平成16年度

666 体操タイマー セノー　ＡＳ４０００　ゆか用　 1 平成16年度

667 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

668 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

669 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

670 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

671 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

672 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

673 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

674 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

675 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

676 体操得点表示盤 セノー　ＡＳ４２１０　 1 平成16年度

677 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

678 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

679 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

680 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

681 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

682 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

683 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

684 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

685 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

686 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

687 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

688 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

689 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

690 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

691 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

692 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

693 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

694 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

695 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

696 卓球台 三英　１０?６０５ 1 平成16年度

697 多目的シート ＴＯＴＯ　ＥＷＣ　５００Ｒ　折畳式　 1 平成16年度

698 多目的シート ＴＯＴＯ　ＥＷＣＳ　５１０Ａ　折畳式　 1 平成16年度

699 多目的シート ＴＯＴＯ　ＥＷＣＳ　５１０Ａ　折畳式　 1 平成16年度

700 多目的シート ＴＯＴＯ　ＥＷＣＳ　５１０Ａ　折畳式　 1 平成16年度

701 多目的シート ＴＯＴＯ　ＥＷＣＳ　５１０Ａ　折畳式　 1 平成16年度

702 段違い平行棒 セノー　ＡＤ０１０２ 1 平成16年度
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703 段違い平行棒用バー セノー　ＡＤ０１０Ｎ３２ 1 平成16年度

704 ダンベルセット ミズノ　３０ＣＤ０９８８８ 1 平成16年度

705 ダンベルラック ミズノ　３０ＤＲ２０１０ 1 平成16年度

706 チェストプレス ミズノ　３０ＶＲ４８００ 1 平成16年度

707 跳馬 セノー　ＡＥ０４１０ 1 平成16年度

708 跳馬 セノー　ＡＥ０４１０ 1 平成16年度

709 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０４ 1 平成16年度

710 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０３ 1 平成16年度

711 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０３ 1 平成16年度

712 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０３ 1 平成16年度

713 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０３ 1 平成16年度

714 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０３ 1 平成16年度

715 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０３ 1 平成16年度

716 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０４ 1 平成16年度

717 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０４ 1 平成16年度

718 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０４ 1 平成16年度

719 跳躍板 セノー　ＡＪ０５０４ 1 平成16年度

720 綱引用レーンマット巻取器 アシックス　６５５０Ｔ 1 平成16年度

721 つり輪 セノー　ＡＢ０３２０ 1 平成16年度

722 つり輪用リングベルトワイヤー セノー　ＡＢ０３０Ｍ６ 1 平成16年度

723 鉄棒 セノー　ＡＡ０５２０ 1 平成16年度

724 鉄棒用バー セノー　ＡＡ０５０Ｍ２５ 1 平成16年度

725 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

726 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

727 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

728 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

729 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

730 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

731 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

732 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

733 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

734 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

735 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

736 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

737 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

738 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

739 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

740 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成16年度

741 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

742 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

743 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

744 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

745 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

746 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

747 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

748 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

749 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

750 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

751 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

752 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

753 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

754 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

755 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度

756 テニス用支柱運搬車 セノー　ＤＫ００００７９ 1 平成16年度
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757 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

758 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

759 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

760 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

761 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

762 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

763 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

764 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

765 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

766 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

767 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

768 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

769 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

770 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

771 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

772 テニス用審判台 セノー　ＤＬ１１３１７９ 1 平成16年度

773 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

774 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

775 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

776 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

777 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

778 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

779 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

780 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

781 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

782 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

783 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

784 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

785 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

786 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

787 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

788 テニス用得点板 セノー　ＤＳ０５４０ 1 平成16年度

789 電動ライン引機 ニシスポーツ　Ｆ３１２８ 1 平成16年度

790 電動ライン引機 ニシスポーツ　Ｆ３１２８ 1 平成16年度

791 電動ライン引機 ニシスポーツ　Ｆ３１２８ 1 平成16年度

792 電動ライン引機 ニシスポーツ　Ｆ３１２８ 1 平成16年度

793 トレッドミル ミズノ　３０ＳＦ２１０３ 1 平成16年度

794 トレッドミル ミズノ　３０ＳＦ２１０３ 1 平成16年度

795 長いす 岡村製作所　８３１８ＦＢ?ＦＳ５５ 1 平成16年度

796 長いす 岡村製作所　８３１８ＦＢ?ＦＳ５５ 1 平成16年度

797 長いす 岡村製作所　８３１８ＦＢ?ＦＳ５５ 1 平成16年度

798 長いす 岡村製作所　８３１８ＦＢ?ＦＳ５５ 1 平成16年度

799 長いす 岡村製作所　８３１８ＦＢ?ＦＳ５５ 1 平成16年度

800 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

801 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

802 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

803 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

804 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

805 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

806 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

807 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

808 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

809 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度

810 ハードル運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１１８１Ｃ 1 平成16年度
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811 走高跳用高度計 ニシスポーツ　Ｆ３０４１　（真鍮製） 1 平成16年度

812 走高跳用高度計 ニシスポーツ　Ｆ３０４１　（真鍮製） 1 平成16年度

813 走高跳用高度計 ニシスポーツ　Ｆ３０４１　（真鍮製） 1 平成16年度

814 走幅跳・三段跳用距離測定固定器 ニシスポーツ　Ｆ１３１１ 1 平成16年度

815 走幅跳・三段跳用距離測定固定器 ニシスポーツ　Ｆ１３１１ 1 平成16年度

816 走幅跳・三段跳用距離測定固定器 ニシスポーツ　Ｆ１３１１ 1 平成16年度

817 走幅跳・三段跳用距離標識 ニシスポーツ　Ｆ１２０３ 1 平成16年度

818 走幅跳・三段跳用距離標識 ニシスポーツ　Ｆ１２０３ 1 平成16年度

819 走幅跳・三段跳用距離標識 ニシスポーツ　Ｆ１２０３ 1 平成16年度

820 バックエクステンション ミズノ　３０ＦＷ５４１１ 1 平成16年度

821 バレーボール用支柱 セノー　ＤＥ１０１５ 1 平成16年度

822 バレーボール用支柱 セノー　ＤＥ１０１５ 1 平成16年度

823 バレーボール用支柱 セノー　ＤＥ１０１５ 1 平成16年度

824 バレーボール用支柱 セノー　ＤＥ１０１５ 1 平成16年度

825 バレーボール用審判台 セノー　ＤＬ０５２０ 1 平成16年度

826 バレーボール用審判台 セノー　ＤＬ０５２０ 1 平成16年度

827 バレーボール用審判台 セノー　ＤＬ０５２０ 1 平成16年度

828 バレーボール用審判台 セノー　ＤＬ０５２０ 1 平成16年度

829 ハンドボールゴール セノー　ＤＪ１０４０ 1 平成16年度

830 ハンドボールゴール セノー　ＤＪ１０４０ 1 平成16年度

831 ハンドボールゴール セノー　ＤＪ１０４０ 1 平成16年度

832 ハンドボール用得点板 セノー　ＤＳ０８３０ 1 平成16年度

833 ハンドボール用得点板 セノー　ＤＳ０８３０ 1 平成16年度

834 ハンドボール用得点板 セノー　ＤＳ０８３０ 1 平成16年度

835 ハンマー置台 ニシスポーツ　Ｆ１３４５Ａ 1 平成16年度

836 ハンマー置台 ニシスポーツ　Ｆ１３５５Ｂ　（ＦＲＰけん引型） 1 平成16年度

837 ハンマー置台 ニシスポーツ　Ｆ１３５５Ｂ　（ＦＲＰけん引型） 1 平成16年度

838 表彰台 ニシスポーツ　Ｆ１１０３　（１?８位用） 1 平成16年度

839 表彰台 セノー　ＦＺ１０００７９ 1 平成16年度

840 肥料散布アタッチメント 東興産業　ＴＢＣ?２００ 1 平成16年度

841 ファール回数表示器 セノー　ＤＳ３０７０ 1 平成16年度

842 ファール回数表示器 セノー　ＤＳ３０７０ 1 平成16年度

843 ファール回数表示器 セノー　ＤＳ３０７０ 1 平成16年度

844 フィールド順位表示器 ニシスポーツ　Ｆ１２４２ 1 平成16年度

845 フィールド順位表示器 ニシスポーツ　Ｆ１２４２ 1 平成16年度

846 フィールド順位表示器 ニシスポーツ　Ｆ１２４２ 1 平成16年度

847 フィールド順位表示器 ニシスポーツ　Ｆ１２４２ 1 平成16年度

848 フィールド成績表示器 ニシスポーツ　Ｆ１１９４ 1 平成16年度

849 フィールド成績表示器 ニシスポーツ　Ｆ１１９４ 1 平成16年度

850 フィールド成績表示器 ニシスポーツ　Ｆ１１９４ 1 平成16年度

851 フィールド成績表示器 ニシスポーツ　Ｆ１１９４ 1 平成16年度

852 風向風速計 ニシスポーツ　Ｆ３２０１ 1 平成16年度

853 風向風速計 ニシスポーツ　Ｆ３２０１ 1 平成16年度

854 風向風速計 ニシスポーツ　Ｆ３２０１ 1 平成16年度

855 風向風速計 ニシスポーツ　Ｆ３２００ 1 平成16年度

856 風向風速計 ニシスポーツ　Ｆ３２００ 1 平成16年度

857 風力速報表示器 ニシスポーツ　Ｆ１１９３ 1 平成16年度

858 風力速報表示器 ニシスポーツ　Ｆ１１９３ 1 平成16年度

859 フットサルゴール セノー　ＤＪ０６１１ 1 平成16年度

860 フットサルゴール セノー　ＤＪ０６１１ 1 平成16年度

861 フットサルゴール セノー　ＤＪ０６１１ 1 平成16年度

862 フットサルゴール セノー　ＤＪ０６１１ 1 平成16年度

863 フットサルゴール セノー　ＤＪ０６１１ 1 平成16年度

864 フットサルゴール セノー　ＤＪ０６１１ 1 平成16年度
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865 フットサルゴール テイエヌネット　ＴＮ?４４?８００６ 1 平成16年度

866 フットサルゴール テイエヌネット　ＴＮ?４４?８００６ 1 平成16年度

867 フットサルゴール テイエヌネット　ＴＮ?４４?８００６ 1 平成16年度

868 フットサルゴール テイエヌネット　ＴＮ?４４?８００６ 1 平成16年度

869 フットサルゴール テイエヌネット　ＴＮ?４４?８００６ 1 平成16年度

870 フットサルゴール テイエヌネット　ＴＮ?４４?８００６ 1 平成16年度

871 フラットベンチ ミズノ　３０ＦＷ５４３０ 1 平成16年度

872 フロアシート巻取器 セノー　ＨＨ１０００ 1 平成16年度

873 フロアシート巻取器 セノー　ＨＨ１０００ 1 平成16年度

874 フロアシート巻取器 セノー　ＨＨ１０００ 1 平成16年度

875 フロアシート巻取器 セノー　ＨＨ１０００ 1 平成16年度

876 フロアシート巻取器 セノー　ＨＨ１０００ 1 平成16年度

877 平均台 セノー　ＡＧ０１２１ 1 平成16年度

878 平行棒 セノー　ＡＣ０１５０ 1 平成16年度

879 平行棒用バー セノー　ＡＣ０１０Ｍ６３ 1 平成16年度

880 ペグ ニシスポーツ　Ｆ１２５３Ａ　（投てき国体用） 1 平成16年度

881 ペグ ニシスポーツ　Ｆ１２５４Ａ　（砲丸国体用） 1 平成16年度

882 砲丸置台 ニシスポーツ　Ｆ１３４４Ａ　（鉄製） 1 平成16年度

883 砲丸置台 ニシスポーツ　Ｆ１３５４Ｂ　（ＦＲＰ製） 1 平成16年度

884 砲丸置台 ニシスポーツ　Ｆ１３５４Ｂ　（ＦＲＰ製） 1 平成16年度

885 砲丸返送台 ニシスポーツ　Ｆ１４０４ 1 平成16年度

886 棒高跳用高度計 ニシスポーツ　Ｆ３０４２　（真鍮式） 1 平成16年度

887 棒高跳用高度計 ニシスポーツ　Ｆ３０４２　（真鍮式） 1 平成16年度

888 棒高跳用高度計 ニシスポーツ　Ｆ３０４２　（真鍮式） 1 平成16年度

889 棒高跳用支柱・バー止め ニシスポーツ　Ｆ１２３１ 1 平成16年度

890 棒高跳用支柱・バー止め ニシスポーツ　Ｆ１２３１ 1 平成16年度

891 棒高跳用支柱・バー止め ニシスポーツ　Ｆ１２３６ 1 平成16年度

892 棒高跳用支柱運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１２３５ 1 平成16年度

893 棒高跳用支柱運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１２３５ 1 平成16年度

894 棒高跳用支柱運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１２３７ 1 平成16年度

895 棒高跳用ポール置台 ニシスポーツ　Ｆ１３４１ 1 平成16年度

896 棒高跳用ポール置台 ニシスポーツ　Ｆ１３４１ 1 平成16年度

897 棒高跳用ポール置台 ニシスポーツ　Ｆ１３４１ 1 平成16年度

898 マット運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１２７１Ｂ　（走高跳用） 1 平成16年度

899 マット運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１２７１Ｂ　（走高跳用） 1 平成16年度

900 マット運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１２７１Ｂ　（走高跳用） 1 平成16年度

901 マット運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１２７２Ｂ　（棒高跳用） 1 平成16年度

902 マット運搬車 ニシスポーツ　Ｆ１２７２Ｂ　（棒高跳用） 1 平成16年度

903 マラソン距離標識 ニシスポーツ　Ｆ１２０１ 1 平成16年度

904 溝の障害物 ニシスポーツ　Ｔ４０４３Ｂ 1 平成16年度

905 溝の障害物 ニシスポーツ　Ｔ４０４３Ｂ 1 平成16年度

906 やり検査器 ニシスポーツ　Ｆ１３３１Ａ 1 平成16年度

907 やり立台 ニシスポーツ　Ｆ１３４２Ａ 1 平成16年度

908 やり立台 ニシスポーツ　Ｆ１３５６Ｂ　（けん引型） 1 平成16年度

909 やり立台 ニシスポーツ　Ｆ１３５６Ｂ　（けん引型） 1 平成16年度

910 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００３ 1 平成16年度

911 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００３ 1 平成16年度

912 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００４ 1 平成16年度

913 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００４ 1 平成16年度

914 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００６ 1 平成16年度

915 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００６ 1 平成16年度

916 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００６ 1 平成16年度

917 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００３ 1 平成16年度

918 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００３ 1 平成16年度



別紙９－18

№ 品目 規格・型式等 数量 取得年度

熊谷スポーツ文化公園　貸与可能備品一覧

919 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００４ 1 平成16年度

920 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００４ 1 平成16年度

921 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００６ 1 平成16年度

922 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００６ 1 平成16年度

923 ゆか運搬車 セノー　ＡＨ０４０００６ 1 平成16年度

924 ライン引用ローブ張器 ニシスポーツ　Ｆ３１２９ 1 平成16年度

925 ライン引用ローブ張器 ニシスポーツ　Ｆ３１２９ 1 平成16年度

926 リボンロッド ニシスポーツ　Ｆ３０１３　（１００ｍ） 1 平成16年度

927 リボンロッド ニシスポーツ　Ｆ３０１３　（１００ｍ） 1 平成16年度

928 リボンロッド ニシスポーツ　Ｆ３０１３　（１００ｍ） 1 平成16年度

929 レーンナンバー標識 ニシスポーツ　Ｆ１１９１　（１?８） 1 平成16年度

930 レーンナンバー標識 ニシスポーツ　Ｆ１１９１　（１?８） 1 平成16年度

931 レーンナンバー標識 ニシスポーツ　Ｆ１１９１　（１?８） 1 平成16年度

932 レーンナンバー標識 ニシスポーツ　Ｆ１１９１　（１?８） 1 平成16年度

933 レーンナンバー標識 ニシスポーツ　Ｆ１１９１　（１?８） 1 平成16年度

934 レッグエクステンション ミズノ　３０ＶＲ４８５０ 1 平成16年度

935 レッグカール ミズノ　３０ＶＲ４８５５ 1 平成16年度

936 ロウ ミズノ　３０ＶＲ４８１５ 1 平成16年度

937 リールカッティングユニット 東興産業　ＢＭ１７６６７ 1 平成16年度

938 リールカッティングユニット 東興産業　ＢＭ１７６６７ 1 平成16年度

939 ３連吊上げギャングモア バロネス　ＬＭ?３３ＭＤ 1 平成16年度

940 小型特殊自動車 東興産業　１０７０Ｗ　Ｊ‐７２Ｍ 1 平成16年度

941 トレッドミル ミズノ　３０ＳＦ２１０３ 1 平成16年度

942 トレッドミル ミズノ　３０ＳＦ２１０３ 1 平成16年度

943 トレッドミル ミズノ　３０ＳＦ２１０３ 1 平成16年度

944 クライマー ミズノ　３０ＳＦ２３０１ 1 平成16年度

945 クライマー ミズノ　３０ＳＦ２３０１ 1 平成16年度

946 リカンベントバイク ミズノ　３０ＳＦ１２０１ 1 平成16年度

947 リカンベントバイク ミズノ　３０ＳＦ１２０１ 1 平成16年度

948 体内脂肪計 ミズノ　３０ＳＫ５５０７ 1 平成16年度

949 アジャスタブルフラットベンチ ミズノ　３０ＦＷ５４３７ 1 平成16年度

950 ロビー用ショーケース ＦＨ?５３ 1 平成19年度

951 テニス用支柱 セノー　ＤＦ１０３０ 1 平成19年度

952 小型特殊自動車 東興産業　４１１５ 1 平成19年度

953 フットサルゴール モルテン　ＺＭＦ 1 平成19年度

954 ワイヤレスパワードスピーカー ＴＯＡ　ＫＺ?１００ＷＳ 1 平成19年度

955 ワイヤレスパワードスピーカー ＴＯＡ　ＫＺ?１００ＷＳ 1 平成19年度

956 フィールド成績表示器 ニシ・スポーツ　Ｆ１１９４ 1 平成19年度

957 フィールド成績表示器 ニシ・スポーツ　Ｆ１１９４ 1 平成19年度

958 投てき用防護ネット Ｆ１３８５ 1 平成20年度

959 跳躍板 セノー　ＡＪ０７００ 1 平成20年度

960 跳躍板 セノー　ＡＪ０７００ 1 平成20年度

961 平均台 セノー　ＡＧ０１３１ 1 平成20年度

962 移動式仮設流し台 １槽シンクキャスター付 1 平成20年度

963 集会用テント 三和　Ｓ?０５０３ 1 平成20年度

964 集会用テント 三和　Ｓ?０５０３ 1 平成20年度

965 集会用テント 三和　Ｓ?０５０３ 1 平成20年度

966 集会用テント 三和　Ｓ?０５０３ 1 平成20年度

967 集会用テント 三和　Ｓ?０５０３ 1 平成20年度

968 折りたたみテーブル用台車 イナバ　ＣＤ?４１０ 1 平成20年度

969 折りたたみテーブル用台車 イナバ　ＣＤ?４１０ 1 平成20年度

970 倉庫 イナバ　度マール　ＦＸ?５０ＨＹ 1 平成20年度

971 あん馬 セノー　ＡＦ２１１１ 1 平成20年度

972 演台 イトーキ　ＬＣＧ‐３０１ 1 平成21年度
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973 走高跳用高度計 ニシ　Ｆ３０４１Ａ 1 平成22年度

974 レジスター ＰＯＳレジスター　東芝テック　ＳＴ?７０１ 1 平成22年度

975 ワイヤレスパワードスピーカー ＴＯＡ　ＫＺ?１００ＷＳ 1 平成22年度

976 ワイヤレスパワードスピーカー ＴＯＡ　ＫＺ?１００ＷＳ 1 平成22年度

977 ３０００ｍ障害水濠用バー ニシ　Ｆ１１４９Ｃ 1 平成23年度

978 自動体外式除細動器 日本光電　AED-２１００ーV 1 平成23年度

979 自動体外式除細動器 日本光電　AED-２１００ーV 1 平成23年度

980 自動血圧計 オムロン　HBPー９０２０　健太郎 1 平成24年度

981 陸上競技リボンロッド１００ｍ ニシスポーツ(株)F３０１３ 1 平成25年度

982 屋外持出し用トランクケース 1 平成25年度

983 屋外持出し用トランクケース 1 平成25年度

984 屋外持出し用トランクケース 1 平成25年度

985 屋外持出し用トランクケース 1 平成25年度

986 屋外持出し用トランクケース 1 平成25年度

987 屋外持出し用トランクケース 1 平成25年度

988 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

989 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

990 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

991 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

992 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

993 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

994 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

995 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

996 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

997 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

998 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

999 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1000 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1001 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1002 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1003 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1004 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1005 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1006 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1007 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1008 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1009 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1010 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1011 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1012 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1013 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1014 陸上競技運営システム情報処理専用操作端末 1 平成25年度

1015 兼用サークル ?ニシ・スポーツNF2004C　FRP製　３枚組立式青色 1 平成26年度

1016 兼用サークル ?ニシ・スポーツNF2004C　FRP製　３枚組立式青色 1 平成26年度

1017 兼用サークル ?ニシ・スポーツNF2004C　FRP製　３枚組立式青色 1 平成26年度

1018 兼用サークル ?ニシ・スポーツNF2004C　FRP製　３枚組立式青色 1 平成26年度

1019 兼用サークル ?ニシ・スポーツNF2004C　FRP製　３枚組立式青色 1 平成26年度

1020 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田(株)　ＴＦＰ０７Ｂ-１０C5 1 平成26年度

1021 POSターミナル ロジテック（株）LT-J1151/WS31 1 平成26年度

1022 POSターミナル ロジテック（株）LT-J1151/WS31 1 平成26年度

1023 洗濯機 ドラム式ＴＷ-１１７Ｖ３Ｌ 1 平成27年度

1024 洗濯機 ドラム式ＴＷ-１１７Ｖ３Ｌ 1 平成27年度

1025 インカムベルトパック ニシスポーツNMC130 1 平成27年度

1026 インカムベルトパック ニシスポーツRS701 1 平成27年度
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№ 品目 規格・型式等 数量 取得年度

熊谷スポーツ文化公園　貸与可能備品一覧

1027 インカムﾍﾞﾙﾄﾊﾟｯｸ ニシスポーツRS７０１ 1 平成27年度

1028 インカムﾍﾞﾙﾄﾊﾟｯｸ ニシスポーツRS701 1 平成27年度

1029 インカムﾍﾞﾙﾄﾊﾟｯｸ ニシスポーツRS701 1 平成27年度

1030 自動体外式除細動器 日本光電ＡＥＤ?３１００ 1 平成28年度

1031 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1032 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1033 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1034 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1035 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1036 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1037 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1038 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1039 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1040 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1041 ハードル運搬車 F1183 1 平成28年度

1042 情報処理専用端末サーバー NANS21Vサーバー 1 平成28年度

1043 やり NC829 1 平成28年度

1044 やり NC829 1 平成28年度

1045 やり NC835C 1 平成28年度

1046 やり ㈱ニシ・スポーツ　NC８２８ 1 平成29年度

1047 やり ㈱ニシ・スポーツ　NC836C 1 平成29年度

1048 やり ㈱ニシ・スポーツ　NC836C 1 平成29年度

1049 デジタルフィールド制限タイマー ㈱ニシ・スポーツ MS158C 1 平成29年度

1050 デジタルフィールド制限タイマー ㈱ニシ・スポーツ MS158C 1 平成29年度

1051 デジタルフィールド制限タイマー ㈱ニシ・スポーツ MS158C 1 平成29年度

1052 デジタルフィールド制限タイマー ㈱ニシ・スポーツ MS158C 1 平成29年度

1053 超音波風速計 ㈱ニシ・スポーツ　NMS200 1 平成29年度

1054 超音波風速計 ㈱ニシ・スポーツ　NMS200 1 平成29年度

1055 超音波風速計 ㈱ニシ・スポーツ　NMS200 1 平成29年度

1056 超音波風速計 ㈱ニシ・スポーツ　NMS200 1 平成29年度

1057 超音波風速計 ㈱ニシ・スポーツ　NMS200 1 平成29年度

1058 リング・ベルト・ワイヤー セノー㈱　AB030M20 1 平成29年度
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利用料金等の設定（熊谷スポーツ文化公園） 

                                  

（１）利用料金 

  ア 施設利用 

施  設  名 現 行 料 金（円） 

陸上競技場 県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        5,660円 

県内 

一般 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         210円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出 

(6:00～21:30)        2,830円 

県内 

学生 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         100円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         8,490円 

県外 

一般 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         310円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         4,240円 

県外 

学生 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         150円 

補助陸上競技場 県内 

一般 

 1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)         1,750円 

県内 

一般 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         210円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)          870円 

県内 

学生 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         100円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)        2,620円 
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県外 

一般 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         310円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)        1,310円 

県外 

学生 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         150円 

投てき場 県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)         760円 

県内 

一般 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         210円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)         380円 

県内 

学生 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         100円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)        1,140円 

県外 

一般 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         310円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)         570円 

県外 

学生 

個人 

４時間単位の貸出  

(8:30～17:00ただし３月15日～9月15日

は8：30～18：00)         150円 

グラウンドゴルフ場（1面） 県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)         510円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)         250円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)         760円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)         380円 

ラグビー場（Ａグラウン

ド） 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)        未定 
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 県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)        未定 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)        未定 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)        未定 

ソフトボール場 県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)         820円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)         410円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)        1,230円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～17:00)         610円 

補助ラグビー場 

（Ｂ・Ｃグラウンド） 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)        1,030円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)         510円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)        1,540円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(8:30～17:00)         770円 

多目的運動場 

全面 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        5,760円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        2,880円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        8,640円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        4,320円 

多目的運動場 

１／４面（Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ面） 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,440円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         720円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        2,160円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,080円 
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多目的運動場 

テニス 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,030円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         510円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,540円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         770円 

体育館 全面 県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        6,030円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        3,010円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        9,040円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        4,520円 

体育館 １／３面 県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        2,010円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,000円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        3,010円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,500円 

練習室 県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        3,090円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,540円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        4,630円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        2,310円 

トレーニングルーム 県内 

一般 

4時間単位の貸出        310円 

※10回ご利用毎に1回無料とする。 

県内 

学生 

4時間単位の貸出        210円 

※10回ご利用毎に1回無料とする。 

県外 

一般 

4時間単位の貸出        410円 

※10回ご利用毎に1回無料とする。 
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県外 

学生 

4時間単位の貸出        260円 

※10回ご利用毎に1回無料とする。 

陸上競技場 第１集会室

★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,540円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         770円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        2,310円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,150円 

陸上競技場 第２集会室

★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,230円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         610円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,840円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         920円 

陸上競技場 第３集会室

★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,230円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         610円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,840円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         920円 

陸上競技場 第４集会室

★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        2,400円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,200円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        3,600円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,800円 

陸上競技場 放送設備 一般 1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         720円 

学生 1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         360円 
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陸上競技場 電光掲示板 一般 1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,020円 

学生 1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         510円 

陸上競技場  

トレーニング室 １★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,030円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         510円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,540円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         770円 

陸上競技場 

トレーニング室 ２★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        2,100円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,050円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        3,150円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,570円 

陸上競技場  

トレーニング機器室★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,030円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         510円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,540円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         770円 

陸上競技場  

ディレクター室★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,030円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         510円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,540円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         770円 

陸上競技場 

ＶＩＰ室★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,030円 
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 県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         510円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,540円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         770円 

陸上競技場 

雨天練習場★ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,030円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         510円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)        1,540円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6:00～21:30)         770円 

ラグビー場 

第１集会室 

Ａグラウンド未定 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)        1,540円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)         770円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)        2,310円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)        1,150円 

ラグビー場 

第２集会室 

Ａグラウンド未定 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)         720円 

県内  

学生 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)         360円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)        1,080円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)         540円 

ラグビー場 

第３集会室 

Ａグラウンド未定 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)        1,540円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)         770円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)        2,310円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(8：30～17:00)        1,150円 
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ラグビー場 第１・２浴室  

Ａグラウンド未定 

一般 1日単位           4,630円 

学生 1日単位           2,310円 

ラグビー場 

電光掲示板 

Ａグラウンド未定 

一般 1時間単位の貸出  

(6：00～17：00)        610円 

学生 1時間単位の貸出  

(6：00～17：00)        300円 

ラグビー場 

放送設備 

Ａグラウンド未定 

一般 1時間単位の貸出  

(6：00～17：00)        720円 

学生 1時間単位の貸出  

(6：00～17：00)        360円 

ソフトボール 

電光掲示板・放送設備 

一般 1時間単位の貸出  

(6：00～17：00)        610円 

学生 1時間単位の貸出  

(6：00～17：00)        300円 

ドーム 

第２・第３競技打合せ室 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        410円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        200円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        610円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        300円 

ドーム 

控室 １・２・３ 

県内 

一般 

1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        840円 

県内 

学生 

1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        420円 

県外 

一般 

1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)       1,260円 

県外 

学生 

1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        630円 

多目的運動場・体育館 

放送設備 

一般 1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        720円 

学生 1時間単位の貸出  

(6：00～21：30)        360円 

広場 

・東第１多目的広場 

県内 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       2,280円  

県外 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       3,420円  
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・東第２多目的広場 県内 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       1,540円  

県外 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       2,310円  

・東第３多目的広場 県内 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00       1,540円  

県外 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       2,310円  

・東第４多目的広場 県内 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       1,540円  

県外 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       2,310円  

・西第１多目的広場 県内 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       2,280円  

県外 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       3,420円  

・西第２多目的広場 

(埼玉県都市公園第９条１

項第３号の許可を受けた

場合に限る) 

県内 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       1,540円  

県外 1時間単位の貸出 

(9：00～17：00)       2,310円  

陸上競技場 

応接室★2 

県内 

一般 

１時間単位の貸出 

(6：00～21：30)        920円 

県内 

学生 

１時間単位の貸出 

(6：00～21：30)        460円 

県外 

一般 

１時間単位の貸出 

(6：00～21：30)       1,380円 

県外 

学生 

１時間単位の貸出 

(6：00～21：30)        690円 

陸上競技場 

ミーティング室★2 

県内 

一般 

１時間単位の貸出 

(6：00～21：30)        260円 

県内 

学生 

１時間単位の貸出 

(6：00～21：30)        130円 

県外 

一般 

１時間単位の貸出 

(6：00～21：30)        390円 

県外 

学生 

１時間単位の貸出 

(6：00～21：30)        190円 
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★1各集会室、各トレーニング室、ディレクター室、ＶＩＰ室、雨天練習場の付帯施設を

単独利用する場合は(6：00～17：00)*陸上競技場を夜間利用する場合又は別途公園内行

為を行う場合は21：30まで 

★2グラウンドの利用を伴わない場合又は別途公園内行為を伴わない場合は(8：30～17：

30) 

＊ 国又は地方公共団体（学校は除く）が主催する事業は、無料とする。 

＊ 国又は地方公共団体（学校は除く）が共催及び後援する事業は、一般の金額の半額と

する。 

＊ 「学生」とは中学生及び高校生をいう。なお、小学生以下の団体はメンバー表提出で

学生扱いとする。 

＊ 学校教育法にいう学校（大学、専修学校を除く）、児童福祉法にいう保育所が主催す

る事業の場合は、学生料金を適用する。 

＊ 利用時間に、準備に関する時間及び利用後に原状回復に要する時間を含むものとす

る。 

＊ 障害者が同一時間に同一有料公園を複数利用する場合は、利用料金を免除されるもの

は最小単位のみとする。 

＊ 表の金額を用いて算出した使用料の額に１０円未満の端数があるときはその端数を

切り捨てるものとする。 

＊ 電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合又は特別な設備、管理、模様替え等を要

する場合は、利用料金の他に別途実費相当額を徴収することができる。 
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  イ 行為許可 

行  為 現 行 料 金（円） 

物品の販売、興行その他の営

業行為 

１㎡当たり１時間          3円 

※欄外規定による 

業として行う写真の撮影 １件当たり１時間        2,210円 

業として行う映画等の撮影 １件当たり１時間        6,170円 

競技会、集会、展示会、博覧

会その他これらに類する催し 

１㎡当たり１時間          2円 

※欄外規定による 

●東第１多目的広場 

(競技会及びこれに類する行

為の場合) 

Ａ面・Ｂ面当たり各１時間 

 

                  760円 

●東第２多目的広場 

(競技会及びこれに類する行

為の場合) 

１面当たり１時間 

 

                1,030円 

●東第３多目的広場 

(競技会及びこれに類する行

為の場合) 

１面当たり１時間 

 

                1,030円 

●東第４多目的広場 

(競技会及びこれに類する行

為の場合) 

１面当たり１時間 

 

                1,030円 

●西第１多目的広場 

(競技会及びこれに類する行

為の場合) 

Ａ面・Ｂ面当たり各１時間 

 

                  760円 

●西第１多目的広場 

(競技会及びこれに類する行

為の場合) 

１面当たり１時間 

 

                1,030円 

●西第２多目的広場 

(競技会及びこれに類する行

為の場合) 

１面当たり１時間 

 

                1,030円 

●芝生広場 

(グラウンドゴルフの場合) 

Ａ面・Ｂ面当たり各１時間 

                 510円 

●自由広場 

(ラグビーまたは陸上競技場

施設利用を伴う) 

１面当たり１時間 

 

                1,520円 

広告物の表示 

 

表示面積１㎡当たり 

          １時間    520円 
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＊ 行為に要する面積が１㎡未満であるとき、又はその面積に１㎡未満の端数があると

きは、１㎡として計算するものとする。 

＊ 行為に要する時間が１時間未満であるとき、又はその時間に１時間未満の端数があ

るときは、１時間として計算するものとする。 

＊ 表の行為は、原則として午前８時３０分から午後５時までとする。 

＊ 国又は地方公共団体（学校は除く）が主催する事業は、無料。 

＊ 国又は地方公共団体（学校は除く）が共催及び後援する事業は、表の金額の半額。 

＊ 学校教育法にいう学校（大学、専修学校を除く）、児童福祉法にいう保育所が主催す

る事業は、表の金額の半額。 

＊ 県外に住所を有する者が表に掲げる行為を行う場合は、表の金額にそれぞれ当該金額

の１００分の５０に相当する額を加えた額とする。 

＊ 表の行為許可のうち「物品の販売、興行その他の営業行為」、「競技会、集会、展示

会、博覧会その他これらに類する催し」を行いかつ入場料又はこれに類するものの徴収

をする場合並びに公園施設を利用して入場料又はこれに類するものの徴収をする場合

は、表の金額を用いて算出した金額、入場料又はこれに類するものの総収入額の１００

分の６に相当する額又は５１，４３０円のいずれか高い額とする。 

＊ 上記の行為許可に基づいて算出した使用料の額が、１０円に満たない場合における使

用料の額は０円とする。１０円以上となる場合において、その金額に１０円未満の端数

があるときはその端数を切り捨てるものとする。 

＊ 電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合又は特別な設備、管理、模様替え等を要

する場合は、行為許可料金の他に別途実費相当額を徴収することができる。 

 



 

13 

（２） 自主事業 

  ア 現状 

行   為 現 行 料 金（円） 

〈イベント関連〉 

スポ文講座  

※講座により異なる 

 

小学生～大人      300～1,500円 

キッズダンス＠熊谷 １チーム          2,000円 

〈備品・貸用具等〉 

・備品 

拡声器一式 半日            1,850円 

１日             3,700 円 

プロジェクター一式 半日            1,500円 

１日            3,000円 

ロッカー １回             100円 

電気自動車 １台／１日         1,030円 

シャワー １回             210円 

流し台 １台／１日         3,090円 

フレックステント １基／１日         5,140円 

屋外ステージ (９台) １セット／１日       10,290円 

・貸用具 

卓球台(多目的運動場) １時間            310円 

卓球台(体育館) １時間            620円 

卓球ラケット・ボールセット 

(ラケット２本・ボール２個) 

 

１時間            310円 

バドミントンネット(多目的運動場) １時間            310円 

バドミントンネット(体育館) １時間            620円 

バドミントンラケットシャトルセット 

(ラケット２本・シャトル２個) 

 

１時間            310円 

テニスラケット・ボールセット 

(ラケット１本・ボール１個) 

 

１時間            310円 

ボールセット(８個) 

※フットサル・バスケット・バレーを除く 

 

１時間            310円 

ボールまたはシャトル(２個) 

※フットサル・バスケット・バレーを除く 

 

１時間            100円 

ビブス・ボールセット 

(ビブス５枚・ボール１個) 

※テニス・卓球ボールを除く 

 

 

１時間            310円 
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ビブスまたはボール 

(ビブス５枚またはボール１個) 

※テニス・卓球ボールを除く 

 

 

１時間            160円 

スポーツコート １㎡／１回           20円 

ネット・ゴール  平日・昼間・学生 

         平日・昼間・大人 

        夜間・土・日・祝日  

１/4 面 １時間        210 円 

１/4 面 １時間        410 円 

１/4 面 １時間       1,440 円 

・委託売店 

① 観光協会土産品 １個            300円～ 

② 飲食   飲料水 １本            100円～ 

     菓子 １個            100円～ 

     軽食類 １個            300円～ 

・自動販売機 

飲料水 １本            110円～ 

ペットボトル １本            110円～ 

栄養補給食品 １個            210円～ 

アイス １個            120円～ 

軽食類 １個            100円～ 

・直営サービス 

コピー ※ＦＡＸを含む １枚             10円～ 

ライン引き １件            8,000円 

石灰 １袋            1,000円 

看板広告事業 年間１コマ         60,000円 

月割りの場合１月１コマ   5,000円 

バッテリーカー １回             100円 

レンタサイクル １時間        250 円～500 円 

健康づくりプログラム １回         300 円～500 円 

バーベキューサービス １部３時間   大人    1,080円 

        小学生    540円 

＊ 障害者が同一時間帯に同一施設を複数利用する場合、利用料金を無料とされるのは最

小貸出単位のみとする。 

 



熊谷スポーツ文化公園 有資格者の選任等一覧

・有資格者の選任、許可、届出事項等

関連事項 資格等 根拠法令等 適用 備考

防火管理者、消防計画 消防法第8条 ○ 指定管理者が行う。

危険物保安監督者 消防法第13条 ○ 選任、指定管理者が行う。

危険物取扱者 消防法第13条 ○ 選任、指定管理者が行う。

少量危険物施設の貯蔵・取扱い変更届出 火災予防条例 ○ 届出、所轄消防により異なる

選任、届出　指定管理者が行う。

ﾎﾞｲﾗｰ・ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 電気事業法第43条 ○ 選任、指定管理者が行う。

ﾋﾞﾙ管法 建築物環境衛生管理技術者 ﾋﾞﾙ管法第6条 ○ 選任、指定管理者が行う。

浄化槽法 浄化槽管理士 浄化槽法第10条 選任、指定管理者が行う。

ﾋﾞﾙ管法…「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による。

・定期検査報告事項等

関連事項 届出等 根拠法令等 適用 備考

特殊建築物等定期点検 建築基準法第12条 ○ 特殊建築物、建築設備等

昇降機定期検査報告 建築基準法第12条 ○ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

消防用設備等点検結果報告 消防法17条 ○

地下ﾀﾝｸ貯蔵所定期点検 消防法第14条3の2 ○ ３年以内、１年以内

ﾋﾞﾙ管法 建築物環境衛生管理基準 ﾋﾞﾙ管法第4条 ○ 維持管理の基準

簡易専用水道の検査 水道法第34条の2 ○ 受水槽＞10ｍ3

小規模貯水槽水道の検査 条例等 受水槽≦10ｍ3、簡易専用水道に準じる

浄化槽法 し尿浄化槽点検、清掃、水質検査 浄化槽法第8条、第9条、第10条、第11条

・その他関係法令

関連事項 届出等 根拠法令等 適用 備考

小型船舶操縦者法 海技免状 小型船舶操縦者法第23条の2 有資格者の選任、湖川管理用

労働安全衛生法 ﾎﾞｲﾗ取扱作業主任者 労働安全衛生法第14条、第61条 有資格者の選任

ﾌﾟｰﾙ衛生管理 衛生管理者、管理責任者 埼玉県ﾌﾟｰﾙ維持管理指導要綱第6条 選任

食品衛生法 食品営業許可、食品衛生責任者 食品衛生法第52条、第50条 許可、届出　営業を営もうとする者

廃棄物処理法 産業廃棄物の処理 廃棄物処理法第11条 ○ 産業廃棄物の適正な処理

PCB特別措置法 保管の届け出 PCB特別措置法第8条
廃棄物処理法第12条の2に基づく特別
管理産業廃棄物管理責任者の選任

電気事業法関係
自家用電気工作物需要設備の改造等の
工事期間中の点検

経済産業省告示第249号第4条第11号 ○
自家用電気工作物需要設備の改造等の
工事期間中の電気主任技術者の点検
は、指定管理者が経費負担をする。

その他関係法令 関係法規等の遵守 関係法規等 ○ 関係法規等の遵守

小型船舶操縦者法…「船舶職員及び小型船舶操縦者法」による。

廃棄物処理法…「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による。

PCB特別措置法…ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

建築基準法

電気主任技術者、保安規程

水道法

（適用欄○を適用する。）

電気事業法関係

消防法関係

消防法

電気事業法第43条、第42条 ○ 平成１７年３月２８日付け平成17･03･22原院第
１号「主任技術者制度の解釈及び運用（内
規）」よる。



　　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の巡視及び点検内容は、次の各号によるものとする。

（１） 　外部委託請負者が行う点検の範囲については、委託契約書によることとし、
電気工作物の種類並びに点検の種別にしたがい、原則として別表第１のとおりとする。
　ただし、設備が特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検が困難
な電気工作物については、外部委託請負者の意見を聞いて、必要な点検を専門業者
又は、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。

（２） 　電気事故又は、電気工作物に異常が発生し、もしくは発生する恐れがある場合に、
みなし設置者又は、電気事業者の通知に基づき外部委託請負者が行う応急措置の
指導や助言は、電話又は直接現地にて行うものとする。
　この場合においてみなし設置者は、外部委託請負者が応急措置を行うための判断に
役立てるため、電気事故の発生箇所、以上の状況等を適切に外部委託請負者に
連絡し、設置者に報告する。

別紙
　　　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の巡視、点検内容



別表１

１－１　日常巡視、定期巡視、精密点検
点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
外観点検 ○ ○
動作試験 ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
継電器との連動試験 ○
保護継電器動作特性試験 ○
制御装置のコンデンサー容量測定 ○

外観点検 ○ ○
振れ止め装置の機能点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
動作試験 ○

電磁弁構造部の注油、調整 ○
附属装置の状況 ○
油の汚れ、特性調査 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
接地線接続部 ○
遮断速度測定 ○
絶縁油耐圧試験 ○
内部点検 ○
外観点検 ○
碍子点検 ○
絶縁抵抗測定 ○
外観点検 ○ ○

漏えい電流測定 ○ ○
接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
絶縁油耐圧試験 ○
内部点検 ○
外観点検 ○ ○

接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
計器・表示灯の異常点検 ○ ○
操作・切換開閉器等点検 ○ ○
裏面配線の塵埃等 ○
接地線接続部の点検 ○
保護継電器の動作試験 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
シーケンス試験 ○
端子配線符号 ○
計器の較正 ○

計器・表示灯の異常点検 ○ ○
操作・切換開閉器等点検 ○ ○
裏面配線の塵埃等 ○
接地線接続部の点検 ○
保護継電器の動作試験 ○

注１．高圧機器の絶縁抵抗測定は、5000Vメガーを用いること。

注２．遮断速度測定は開極投入時間、最小動作電圧及び電流の測定も含む。

点検項目
（需要設備・配電設備・負荷設備・自家用発電設備）

対　　象

受
　
電
　
設
　
備

（
第
二
受
電
設
備
以
降
も
含
む

）

 高圧負荷開閉器

断路器

遮断器
開閉器

母線

受電用変圧器

計器用変成器

避雷器

受電盤

監視盤



点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
シーケンス試験 ○
端子配線符号 ○
計器の較正 ○
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
外観点検 ○ ○

充電装置の内部点検 ○
比重・液温・電圧測定 ○ ○

外観点検 ○ ○
標識・保護柵状況 ○ ○
取付状況 ○
絶縁抵抗測定 ○

外観・加熱状況点検 ○ ○
無断掘削点検 ○ ○

標識・他物との隔離距離 ○ ○
接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

計器・表示灯の異常点検 ○ ○
操作・切換開閉器等点検 ○ ○
裏面配線の塵埃等 ○
接地線接続部の点検 ○
端子配線符号 ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
保護継電器の動作試験 ○
シーケンス試験 ○
計器の較正 ○

配電用変圧器 需要設備用と同じ 需要設備用と同じ 需要設備用と同じ 需要設備用と同じ

外観点検 ○ ○
標識・保護柵状況 ○ ○
取付状況 ○
絶縁抵抗測定 ○

外観・加熱状況点検 ○ ○
無断掘削点検 ○ ○

標識・他物との隔離距離 ○ ○
接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
整流子、刷子及び集電環の発熱等 ○ ○
制御装置、接地線接続部の点検 ○
内部点検、回転子軸受等 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○

開閉器の点検、塵埃等 ○ ○
接続状況 ○

絶縁抵抗測定 ○
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
注３．変圧器を点検する際に、温度測定も行う。

需要設備用と同じ

配電盤

電線及び支持物

ケーブル

対　　象

受
電
設
備

（
第
二
受
電
設
備
以
降
も
含
む

）

監視盤

電力用コンデンサー

蓄電池

電線及び支持物

ケーブル

配
電
設
備

（
屋
外
電
線
路
を
含
む

）

断路器
遮断器
開閉器類

需要設備用と同じ 需要設備用と同じ 需要設備用と同じ

負
荷
設
備

回転機器

照明設備

配線、配線器具

その他の機器



点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
外観点検 ○ ○
始動試験 ○ ○

機関主要部分の分解 ○
排ガス測定 ○

内燃機関の分解 ○
外観点検 ○ ○

整流子、刷子、集電環の発熱等 ○ ○
制御装置点検 ○ ○

接地線接続部の点検 ○
内部点検 ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
保護継電器の動作試験 ○
需要設備と同じ 需要設備と同じ 需要設備と同じ 需要設備と同じ

外観点検 ○ ○
始動試験 ○ ○

機関主要部分の分解 ○ ○
排ガス測定 ○

内燃機関の分解 ○
外観点検 ○ ○
計器盤点検 ○ ○

振動・異音・異臭等 ○ ○
油面、漏れ等 ○ ○
燃焼器点検 ○
機器内部点検 ○
高温部分解点検 ○
オーバーホール ○
外観点検 ○ ○
保安装置 ○
カップリング ○
オイルポンプ ○

スクリュー圧縮機分解点検 ○
外観点検 ○ ○

振動・異音・異臭等 ○ ○
駆動機シリンダ部グリース補給 ○
リミットスイッチ動作位置 ○
軸受部開放点検 ○
ドレン抜き ○ ○

異音、振動、漏れ等 ○ ○
ベルトの点検、調整 ○
総合分解点検 ○
漏れ等 ○ ○ ○
計器点検 ○ ○

純粋タンク水位、流量 ○ ○
カートリッジ純水器再生 ○ ○
総合システム点検 ○
純水加圧ポンプの分解点検 ○
ドレン抜き、漏れ、異音等 ○ ○
圧力調整弁、圧力開閉器 ○ ○
安全弁の作動 ○ ○
潤滑油交換 ○

ベルトの点検、調整 ○
ピストン、シリンダーの分解点検 ○

注４．排ガス測定について、大気汚染防止法の定めによりばい煙発生施設となる場合は、

　　　必要に応じてばい煙測定が実施されていること及び測定値が規制値以下であることを確認します。

対　　象

自
家
用
発
電
設
備

非
常
用
発
電
設
備

原
動
機
関
係

内燃機関
（ディーゼル）

発電機関係

蓄電池

常
用
発
電
設
備

原
動
機
関
係

内燃機関
（ディーゼル）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
機
関

ガスタービン

ガス圧縮機

補機類

計装用空気圧縮機

純水製造装
置

水噴射装置

始動用空気圧縮機



点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
外観点検 ○ ○

機器損傷の有無 ○ ○
埃等の侵入防止、清掃 ○ ○

端子台、コネクタ等 ○ ○
操作、切換開閉器の動作試験 ○
締付けねじの増締め ○
ヒューズ類の点検 ○

盤内取付器具の加熱変色、損傷 ○
盤内、外面の清掃 ○

自動電圧調整器の外観、調整範囲確認 ○
その他配電設備と同じ ○
絶縁抵抗測定 ○

音響、振動、異臭等 ○ ○
軸受、固定子及び接続部の変色・加熱 ○ ○
グリースの劣化・漏れ等 ○
内部点検、コイル軸受、通風、附属装置 ○
内部分解点検 ○
軸受の点検、交換 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
保護継電器の動作試験 ○
需要設備と同じ。 需要設備と同じ。 需要設備と同じ。 需要設備と同じ。

外観点検 ○ ○
始動試験 ○ ○

機関主要部分の分解 ○
内燃機関の分解 ○
外観点検 ○ ○ ○

整流子、刷子、集電環の発熱等 ○ ○
制御装置点検の点検 ○
接地線接続部の点検 ○
内部点検、回転子軸受、通風、附属装置 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
保護継電器の動作試験 ○
需要設備と同じ。 需要設備と同じ。 需要設備と同じ。 需要設備と同じ。

ブレーキ ○ ○
タイヤ ○ ○

エンジン関係 ○ ○
燃料 ○ ○

ライト、ウインカー ○ ○
その他 ○ ○
排ガス測定 ○
外観点検 ○ ○

接地線接続部の点検 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○
開放電圧測定 ○
外観点検 ○ ○

接地線接続部の点検 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○
外観点検 ○ ○
異音、異臭等 ○ ○

接地線接続部の点検 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○
保護機能試験 ○
外観点検 ○ ○

接地線接続部 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○
投入ロック試験 ○

保護継電器の動作試験 ○
接地抵抗測定 ○

対　　象

自
家
用
発
電
設
備

常
用
発
電
設
備

配電盤

発電機関係

蓄電池

移
動
用
自
家
発
電
設
備

原動機関係

発電機関係

蓄電池

車両

太
陽
光
発
電
設
備

 太陽電池アレイ（架台を含む。）

 中継端子箱アレイ出力開閉器

インバータ

系統連係保護装置

接地設備



点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
外観点検 ○ ○

尾翼ダンパー点検、交換

ブレード点検、交換 ○
外観点検 ○ ○
ウィンチ点検 ○
外観点検 ○ ○
異音等 ○ ○
外観点検 ○ ○
異音等 ○ ○

ブラシ点検、交換 ○
オーバーホール ○
絶縁抵抗測定 ○

太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。

太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。

接地抵抗測定 ○
注５．○印は該当する各点検項目を示し、設備のある場合に適用します。
注６．「日常巡視点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、
　　　「定期巡視点検」は主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいいます。
　　　「精密点検」は「定期点検」より設備細部の点検を実施するものをいいます。
　　　なお、精密点検については、主任技術者の意見を聞いて、設置者（みなし設置者）が
　　　電気機器製造者等に依頼して行うものとする。
注７．絶縁油の点検・試験は、ＰＣＢ油混入のおそれがある場合、一部省略することがあります。

接地設備

対　　象

自
家
用
発
電
設
備

常
用
発
電
設
備

風
力
発
電
設
備

風車

タワー

風速計

発電機

インバータ
系統連係保護装置



点検項目

点検項目 工事期間中の点検 竣工検査
区分開閉器、 外観点検 ○ ○
引込線、支持物、 絶縁抵抗測定 ○
ケーブル等 継電器の動作特性試験 ○

開閉器と継電器の連動試験 ○
絶縁耐力試験 ○
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○
継電器の動作特性試験 ○
遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ○
絶縁耐力試験 ○
外観点検 ○ ○

シーケンス試験 ○
外観点検 ○ ○
接抵抗測定 ○

受電室建物、
キュービクル式受・変電設備の

金属製外箱等
配電設備 電線路 引込線に準じる ○ ○
発電設備 外観点検 ○ ○

（非常用予備発電装置を含む） 原動機、発電機、始動装置等 始動・停止試験 ○
風車、支持工作物 絶縁抵抗測定 ○
太陽電池発電所 保護継電器の動作試験 ○
燃料電池発電所 絶縁耐力試験 ○

インターロック試験 ○
蓄電池 蓄電池、充電装置 外観点検 ○ ○
設備 及び付属装置 電圧測定 ○

比重測定 ○
温度測定 ○
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○
　　注１．○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用します。

（工事期間中の点検及び竣工検査）
１－２工事期間中の点検及び竣工検査

電　気　工　作　物

引込設備

受電設備

断路器、電力用ヒューズ、遮断器、
高圧負荷開閉器、変圧器、
コンデンサ、リアクトル、
避雷器、計器用変成器

及び母線等

○ ○

負荷設備 配線、配線器具等

受・配電盤

接地工事 接地線、保護管等

構造物 外観点検



１－３臨時点検
　　　電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合は、その都度点検、測定、
　　試験を行うものとします。

２　　点検の周期

需要設備 毎月 1回
内燃力発電所 毎月 2回
需要設備 毎年 1回

内燃力発電所 毎年 1回
需要設備 ３～８年 1回

内燃力発電所 ３～８年 1回

週 1回

注１．自主検査は電気事業法第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。

工事期間中の点検
自主検査 工事完了後

点検の種別 周期

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

臨時点検 必要の都度


