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１ 総則  
 

本基準書は、指定管理者（以下「丙」という。）が町田市鶴川緑の交流館の管理・運営を

行うに当たり、業務内容及びその仕様・水準を示すものである。丙は、本基準書に従い、

効率的かつ効果的に施設を管理・運営するものとする。なお、本基準書の内容について疑

義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合は、町田市（以下「甲」という。）及び町

田市教育委員会（以下「乙」という。）並びに丙は誠意をもって協議するものとする。  

 

（１）対象施設 

名 称 町田市鶴川緑の交流館 

    （ネーミングライツ愛称名：和光大学ポプリホール鶴川） 
 
所在地 町田市能ヶ谷１丁目２番１号 

 

（２）施設の概要（管理区分は別紙１のとおり。） 

建物構造 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 

敷地面積 ２,０６０.７９㎡ 

建物面積 ５,９７９.３６㎡ 

主要な施設 

ホール（定員３００名） 

練習室（３室） 

多目的室（１室） 

会議室（４室） 

エクササイズルーム（１室） 

サロン 

交流スペース 

更衣室 

ホール附属設備：楽屋（２室 分割可能）、シャワー室、楽器庫、ホワイエ他 

カフェ 

町田市立鶴川駅前図書館（※乙の所管施設） 

鶴川駅前連絡所（※管理対象外） 

         

（３）指定管理期間 

２０２２年４月１日～２０２７年３月３１日 

    

（４）管理物品 

詳細は別紙２（備品台帳）のとおりとする。 

 

（５）管理運営の基本方針 

ア 市民の芸術文化の創造活動及び地域的な共同活動その他の市民活動の推進を図り、

魅力ある地域社会づくりに寄与することを目的に設置された公の施設としての役

割を十分に認識し、長期的な視点で、誰もが利用しやすい施設づくりに努める。 
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イ ホール・図書館・コミュニティ機能を有する複合施設の特性を十分に理解し、複

合施設としての設置効果を発揮できる施設運営に努める。  

ウ 市民をはじめとする多くの人々へ「優れた芸術と触れ合う機会」を提供し、文化

の創造や感動の共有を通じた心の豊かさを育む事業実施に努める。  

エ 市民が気軽に立ち寄りやすい雰囲気づくりに努め、年間を通して多くの市民が来

館する施設になるよう努める。  

オ 町田市鶴川緑の交流館で行われるイベントや、施設の利用に関する情報を積極的

に提供し、施設の利用促進に努める。 

カ 駅前施設であることの立地特性を生かし、自治体の枠を超えた地域間交流の核と

なる施設を目指す。 

キ 多様化する市民ニーズに応えられるよう創意工夫の上、質の高いサービスの提供

に努め、利用者へのサービス向上を図る。 

ク 効率的な管理・運営により、公の施設としての意義を損なわない範囲で経費の縮

減に努める。  

 

（６）丙の管理基準 

丙の管理基準は以下のとおりとする。 

 

ア 開場時間及び休場日 

 （町田市鶴川緑の交流館条例（以下「条例」という。）第１０・１１条）  
 

 

イ 利用料金について（条例第１４・１５条） 

① 利用料金制度の採用 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８項に定める利用料金制

度を採用し、施設等の利用に係る料金は、丙の収入として収受させるものとする。 

② 利用料金の額 

利用料金の額は、条例に定める範囲内において、丙が甲の承認を得て決定する。

なお、新料金を定めた時は、利用者に対して、十分な周知期間をとること。 

開場時間 

・ 午前９時～午後１０時 

・ ただし、丙は条例に基づき、市長の承認を受けて開場時間を変更す

ることができる。 

・ 町田市立鶴川駅前図書館（以下「図書館」という。）の開場時間に

ついては、町田市立図書館条例の定めによる。 

休場日 

・ １２月２９日～１月３日 

・ 毎月第１月曜日及び第３月曜日（その日が、国民の祝日に関する法

律に規定する休日に当たるときはその日後においてその日の最も

近い休日でない日） 

・ ただし、丙は条例に基づき、市長の承認を受けて休場日を変更し、

又は臨時に休場日を定めることができる。 

・ 図書館の休館日については、町田市立図書館条例の定めによる。 



3 

 

③ 利用料金の収入年度 

利用料金（利用予納金を含む。）の収入年度は、施設の利用日の属する年度と

する。 

④ 利用料金の還付 

丙は、条例第１５条に基づき、既納の利用料金は還付しないものとする。ただ

し、町田市鶴川緑の交流館条例施行規則（以下「規則」という。）第１７条のい

ずれかに該当する場合にはその全部又は一部を還付するものとする。 

 

ウ 個人情報の保護と情報公開の推進 

・ 丙は、町田市個人情報保護条例（平成元年３月町田市条例第５号）に定める個

人情報を取り扱うときは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。丙に係る公の

施設の管理に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得

た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

・ 丙は、多くの市民が利用する公共施設の管理という役割を認識し、その管理・

運営に係る透明性を高めるように努めるとともに、情報公開に際し必要な措置

を講じること。 

・ 丙は、個人情報を適正に管理するために、必要な研修を実施すること。 

   

エ 契約における暴力団等排除措置 

・ 丙は、甲が入札参加停止措置を行った事業者を公の施設の管理・運営に関する

契約の相手方としてはならない。 

・ 丙は、公の施設の管理・運営に関する契約の相手方が甲から入札参加停止措置

を受けたときは、当該契約を解除又は解約できるよう契約条項に定めること。 

・ 丙は、公の施設の管理・運営に関して妨害又は不当要求を受けたときは、速や

かに甲に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 

   

オ 第三者による実施 

丙は、芸術文化事業の実施を除き、管理に係る業務を一括して第三者に委託する

ことはできない。ただし、丙は書面により事前に甲の承諾を得た場合に限り、管理

に係る業務の一部を第三者に対し委託できるものとする。 

 

カ 関係法令等の遵守 

当該施設を運営するに当たっては、次に掲げる法令等の内容を理解し、遵守する

ものとする。 

・ 地方自治法、同施行令ほか行政関連法規  

・ 町田市鶴川緑の交流館条例及び同施行規則  

・ 町田市立図書館条例  

・ 個人情報の保護に関する法律及び町田市個人情報保護条例等  
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・ 町田市情報公開条例  

・ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令 

・ 行政手続法及び町田市行政手続条例  

・ 町田市防犯カメラの設置及び管理に関する要綱  

・ 施設・設備の維持保全関係法令（建築基準法、エネルギーの使用の合理化等に

関する法律等）  

・ その他の関連法令等  

 

（７）町田市文化芸術パートナーシップ協定への協力 

丙は、町田市文化芸術パートナーの実施する事業等を甲が支援する際に、協力する

こと。 

 

（８）ネーミングライツについて 

甲がスポンサー企業と締結する施設命名権（ネーミングライツ）に関する協定書に

基づくインセンティブのうち、別途甲が指定するものについて、丙は指定管理業務と

して実施すること。 
 

※ 現在のネーミングライツの導入期間は、２０２２年３月３１日までとなっているこ

とから、今後愛称が変わる可能性がある。 
 

【現在のインセンティブ内容】 
 

・ 愛称入りの看板の掲示  

・ 町田市鶴川緑の交流館のパンフレット及びホームページ等の広報媒体への愛称

の表記 

・ 条例第３条第１号に掲げるホール等の申請期間前の利用申請  
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２ 指定管理の業務内容 

 

（１） 施設の利用に関すること（図書館を除く） 

施設の利用に関する業務は以下のとおりとする。  

 

ア 貸館業務 

① 施設の利用案内に関する業務 

利用者に対して適切な応対ができる人員を配置し、利用者が快適に施設を利用

できるようにする。 

② 施設の利用の承認、不承認及び取消しに関する業務 

条例第１３条の各号に該当するときのほか、公共の安全を害したり、公序良俗

を乱すおそれのあるとき、芸術文化の振興以外の利益を目的とした商品の説明会

や物品販売行為、過度な布教活動など公共の福祉を阻害するおそれがあるときは、

利用を制限することができる。 

③ 利用料金の徴収に関する業務 

丙は、甲の承認を得て定めた額の利用料金を利用者から徴収すること。 

利用料金については、町田市鶴川緑の交流館及び町田市民ホールの両窓口で互

いの支払を可能とする。 

④ 利用料金の後納申請に関する業務 

規則第１４条に基づき、利用料金の後納申請があった場合、別途期日を定め、

適正に利用料金を徴収すること。 

⑤ 「まちだ施設案内予約システム」の運用に関する業務 

「まちだ施設案内予約システム」を使用し、施設利用申請の受付、予約管理等

を行うこと。 

⑥ 施設の利用に伴う附属設備や備品等の貸出及び操作に関する業務 

貸出方法については、利用者の利用形態を考慮し、臨機応変な運用を行うこと。

運用に当たっては事前に甲と協議を行うこと。 

⑦ 入場の制限等に関する業務 

条例第１８条に基づき、他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれが

あるとき等は、入場の制限等を行うことができる。 

⑧ 販売行為等の許可に関する業務 

利用者が、物品の販売、広告、宣伝その他これらに類する行為の許可を受けよ

うとする場合、規則第２２条に基づき、対応すること。 

 

イ 総合受付業務 

① 来館者対応業務 

来館者に対して総合受付を設置し、館内のさまざまな問合せに対応すること。 
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② 館内他施設との連携業務 

各機能に関する問合せについては、それぞれの担当者への照会等を行うこと。 

館内のみで対応できない問合せについては、他施設や団体とも連携しながら、

適切な窓口を紹介するなどの対応を行うこと。 

来館者と各機能、市民同士、市民と専門家などをつなぐ役割として、広い視点

と良識・知識を持ち、情報提供に努めること。 

 

ウ 連絡調整会議の開催 

町田市鶴川緑の交流館の各機能（ホール・図書館・コミュニティ）及び甲、乙と

の連携を図るため、丙は定期的に関係者を集めた連絡調整会議を開催し、運営する

こと。 

   

（２） 演劇、音楽その他の芸術文化及び市民文化の向上に関すること（図書館を除く） 

丙は、指定管理事業として、以下のとおり「ア 文化活動の支援及び市民参加型事

業」及び「イ 文化の提供事業（主催事業・共催事業）」の芸術文化事業を、合わせ

て年度中に３５事業以上実施すること。 

丙は、入場者から入場料等を徴収することができる。 

芸術文化事業に係る入場料、共催手数料及びチケット販売手数料等の収入は、丙の

収入とし、指定管理料の積算に当たっては、収入として計上すること。これらの収入

は、業務報告書等において適切に報告すること。 

 

ア 文化活動の支援及び市民参加型事業 

市民が文化事業を主催（企画）あるいは参加する機会を提供すること。多様な人々

との交流を図り、地域文化を醸成する事業や、市民の自主的な活動を支援する事業

を行うこと。 

 

イ 文化の提供事業（主催事業・共催事業） 

市民文化の振興と向上を図るため、魅力ある事業を行うこと。事業の実施に当た

っては、鑑賞、普及、育成、創造、交流といった事業種別や、主な対象となる年代

のバランスを考慮すること。  

 

＜留意事項＞ 

・ 事業の開催に当たっては、多くの市民が参加できるよう広く告知を行うこと。  

・ 事業の企画・選定に当たっては、企画段階から市民のニーズの把握に努めること。 

・ 入場料等の設定に当たっては、公の施設の意義を損なわないように努めること。 

・ 文化の提供事業について、長期的・継続的に行うよう配慮するとともに、事業

を実施するための人材を育成し確保すること。  

・ 複合施設の施設特性に鑑み、館内各施設の運営に支障がないよう努めること。  
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（３） 各施設の維持管理に関すること 

施設、附属設備及び物品（以下「施設等」という。）の維持管理について、丙は善

良な管理者の注意をもって、安全・衛生・機能の確保がなされるよう努めるとともに、

節水、節電等を常に心がけること。 

また、設備の故障等の緊急時には迅速に対応できるよう体制を確保すること。 

なお、施設等の維持管理の内容は以下のとおりとする。 
 

※ 図書館に係る業務の範囲は、「施設設備維持管理業務」、「清掃業務」及び「防犯・

防火・警備業務」のみとし、これらの業務に関する連絡・調整・協議等は、丙が

乙と直接行うものとする。なお、施設等の補修・修繕を含む図書館に係るその他

の業務については、乙が別に指定する指定管理者が行うこととなるため、必要に

応じて連携を図ること。 

 

※ 市が直営する鶴川駅前連絡所の「施設設備維持管理業務」、「清掃業務」及び「防

犯・防火・警備業務」について、本業務基準書と同等の内容により、別途委託契

約を締結し、業務を受託すること。  

 

ア 施設等の補修・修繕 

・ 照明器具等の消耗品や部品を交換すること。 

・ 施設等の点検を計画的かつ効率的に行うこと。 

・ 施設等の日常的な修繕について、１件当たりの修繕金額が４０万円未満（消費

税及び地方消費税を含む）のものは、丙が自己の費用と責任において実施する

こと。 

・ 施設等の計画的修繕、改造、増築、移設及び経年劣化等によらず建物等の本体

不良に起因する修繕については、甲及び乙が自己の費用と責任において実施す

るものとする。  

・ 建物等の本体不良に起因する修繕及び１件当たりの修繕金額が４０万円以上の

修繕が発生した場合、丙は甲が指定する様式を用いて速やかに報告すること。  

・ 利用者にとっての利便性の向上が見込まれるもので、丙の提案により実施する

修繕については、事前に甲及び乙と協議し承認を受けたときは、修繕金額によ

らず、丙が実施できるものとする。  

 

イ 施設等の変更及び原状回復 

・ 丙は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あら

かじめ甲及び乙の承認を受けたときはこの限りではない。  

・ 丙は、故意又は過失により施設等を損壊又は滅失したときは、速やかに原状回

復を行うか、損害賠償をしなければならない。ただし、あらかじめ甲及び乙の

承認を受けたときはこの限りではない。  
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ウ 施設設備維持管理業務 

・ 丙は、各機器等の特性を十分把握し、その機能を十分発揮させるように常に良

好な状態に保持するとともに、関連法令を遵守し、建築設備機器等に必要とさ

れる有資格者を配置すること。 

・ 丙は、業務実施に当たり管理業務計画を作成し、実施に係る作業日程及び作業

方法の調整を図ること。 

・ 丙は、報告書の作成及び各業務日誌等をとりまとめること。 

・ 丙は、関係機関への実施要領の作成と届出を行うこと。 

・ 丙は、その他建物総合管理の業務を行うこと。 

・ 主な施設設備維持管理業務は以下のとおりとする。  

 

実施項目 頻度 

設備保守 

業務 

※ 建物環境衛生管理技術者、第三種電気主任 

技術者、電気工事士１種有資格者選任を含む。 
月１回×１２月 

保守点検 

業務 

特定建築基準法第１２条第２項及び第４項に  

基づく定期点検業務 
 

※ 建築物の定期点検は２０２３年度に１回目、 

２０２６年度に２回目を実施すること。 

特定建築物  

３年に１回 

昇降機 

年１回 

建築設備 

年１回 

防火設備 

年１回 

自家用電気工作物点検業務  年１回 

施設内フロアマット交換業務  月１回×１２月  

エレベーター保守点検業務  月１回×１２月  

吸収式冷温水機（冷却塔一体型）  

保守点検業務（２台） 
年４回（四半期毎） 

空調機保守点検業務  

・ ホール用エアハンドリングユニット３台 

・ 空気熱源マルチパッケージ（ＥＨＰ） 

室外機  １０台、室内機  ４３台 

・ 全熱交換器、吸気設備、排気設備  

年２回（半期毎） 

ガスヒートポンプ(ＧＨＰ)空調機点検業務  

室外機  ６台、室内機  ２８台 
年１回 
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実施項目 頻度 

 楽器庫除湿加湿器保守点検 年１回 

水質検査業務（飲料水） 年２回（半期毎） 

水質検査業務（雨水槽雑用水）  年６回（隔月） 

電話交換機設備保守点検業務 年２回（半期毎） 

冷却塔冷却水水処理点検業務  年２回（半期毎） 

 

 

 

保守点検 

業務 

中央監視装置保守点検業務  年１回 

消防用設備点検業務  年２回（半期毎） 

非常用自家発電装置保守点検業務  年２回（半期毎） 

トイレ防臭設備点検業務 年６回（隔月） 

植栽管理業務  年１回 

ガスヒートポンプ点検業務  年１回 

フロン類の使用合理化及び管理の適正化に  

関する法律に基づく点検 

※ 定期点検は２０２４年度中に実施すること。 

簡易点検 

年４回（四半期毎） 

定期点検 

３年に１回 

塵芥回収処理業務  月１回×１２月  

自動ドア保守点検業務  年３回（４ヶ月毎） 

防火対象物点検業務  年１回 

 

 

実施項目 頻度 

舞台総合

管理業務 

舞台操作業務  

舞台操作技術  

通年 照明操作技術  

音響操作技術  

舞台吊物保守点検業務  年３回（４ヶ月毎） 

舞台用照明設備保守点検業務  年２回（半期毎） 

舞台音響設備保守点検業務  年２回（半期毎） 

映写設備保守点検業務  年１回 

ピアノ保守 

点検業務  

グランドピアノ（外国産）１台 年１回 

グランドピアノ（国産）２台 年１回 

アップライトピアノ（国産）１台 年１回 
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エ 清掃業務 

・ 施設内外の日常清掃及び定期清掃を主な業務とする。丙は、施設の美観・機能

を維持し、安全かつ快適な施設を提供し、汚損により利用者に不快感を与える

ことのないように努めること。  

・ 施設の利用者が出すごみは原則持ち帰りとする。また、事業の実施に伴い排出

するごみ及び図書館内で発生するごみについては丙が処理すること。 

・ 主な清掃業務は以下のとおりとする。  

 

実施項目 頻度 

日常清掃業務  通年 

定期清掃（床・ガラス） 年３回（４ヶ月毎） 

特定業務 

消毒業務 殺菌（全館） 年３回（４ヶ月毎） 

消毒業務 殺菌（ホール）  年９回 

消毒業務 殺虫（全館） 年２回（半期毎） 

ねずみ等の点検・防除  年２回（半期毎） 

室内空気環境測定（浮遊粉塵測定含む）  年６回（隔月） 

貯水槽清掃（屋上）  年１回 

汚水槽１か所（ポンプ点検２台含む）  年２回（半期毎） 

湧水槽３か所（ポンプ点検６台含む）  年２回（半期毎） 

高所ガラス清掃  年１回 

カフェ グリストラップ清掃  
年２回以上  
（提供物に油分無しの場合） 

冷却塔清掃  年１回 

空調機フィルタ清掃  
年２回 

（年４回程度推奨）  

冷却塔・雑用水槽薬品補充  都度 

 

オ 防犯・防火・警備業務 

・ 丙は、各施設の維持管理とともに火災、盗難、損壊行為など事故の緊急対応を

速やかに行うこと。  

・ 丙は、警備に係る人員を２４時間３６５日常駐させ、あわせて機械警備により

対応すること。また、警備業務として一般保安業務のほか、駐車場・駐輪場整

理業務を行うこと。  

 

カ 指定備品の備え付け 

丙は、リース契約等を行い、ＡＥＤを設置すること。 

 

キ 備品の現況確認 

丙は、甲が貸与している備品について、毎年度 1 回、備品台帳と照合を行うとと

もに、破損の有無等その状況について確認を行い、確認結果を甲に報告すること。  
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（４） 自主事業の実施（図書館を除く） 

ア カフェの運営 

丙は、カフェの運営を行うこと。カフェの運営に当たっては、隣接したサロンを

活用して芸術文化事業又はその他の自主事業などを実施するように努めること。 

 

イ その他の事業 

丙は、文化の向上を図るとともに本施設を有効活用するため、独自の創意工夫を

生かして、各種事業を企画、立案及び実施することができる。  

 

【自主事業実施に当たっての留意事項】 
 

・ 自主事業の実施に当たり、丙は本来業務（指定管理業務）に支障を与えること

がないよう、市民貸出の要望が多い時期は避ける等、十分に留意すること。  
 

・ 実施に要する支出は丙の負担、収入は丙の収入とし、指定管理業務の会計と分

けて管理すること。  

 

（５） 計画の策定と報告業務等 

丙は、以下の項目について、甲及び乙に報告するものとする。  

 

ア 事業計画書及び収支予算書の提出 

丙は、毎年度の事業実施に当たり事業計画書及び収支予算書を作成し、前年度２

月末日までに甲に提出し、承認を受けること。 

 

イ 事業報告書及び収支決算書の提出 

丙は、以下の項目について、甲及び乙に報告するものとする。  

 

項目 必要事項 提出期限 

① 各施設の利用に関する 

こと（図書館を除く） 

・ 施設別利用回数及び利用率・ 

利用者数 

・ 利用料金の収入状況 

・ 総合受付での対応件数及び対応内容 

翌月末日まで 

② 各施設の維持管理に 

関すること 

・ 施設等の補修・修繕 

・ 施設等の変更及び原状回復 

・ 施設設備維持管理業務 

・ 清掃業務 

・ 防犯・防火・警備業務 

・ 太陽光発電量の報告 

翌月末日まで 
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項目 必要事項 提出期限 

③ 芸術文化事業に 

関すること 

・事業種別の開催回数及び入場者数 

・事業別入場者数 

・入場料収入  

・事業収支状況報告書 

・芸術文化事業に関する業務の  

達成度評価  

【上半期分】 

１０月末日まで 
 

【下半期分】 

年度終了後の 

３ヵ月後の末日まで 

④ 自主事業の実施に 

関すること 

（図書館を除く）  

・カフェの運営状況（利用者数・ 

売上額等別途甲が求める内容を報告） 

・その他の自主事業に関すること  

【上半期分】 

１０月末日まで 
 

【下半期分】 

年度終了後の 

３ヵ月後の末日まで 

⑤ その他の業務の 

報告 

・事故又は急病等への対応報告  

・利用者の苦情等の対応報告  

・自己評価実施報告  

・利用者ニーズの把握についての報告  

・管理運営状況の確認  

・災害時等の対応報告  

・保険の加入報告  

・指定管理終了に当たっての 

業務引継報告  

・その他甲が必要と認めた業務の報告  

・事故又は急病等への

対応及び災害時等の

対応報告については

速やかに甲及び関係

機関へ報告 

 

・上記以外の業務につ

いては甲の指定する

期日まで 

⑥ 全期事業報告 

・①、②、③、④の全期報告 

・事業報告書及び収支決算書 

・自主事業に関する業務の達成度 

・その他市長が特に必要とする事項 

年度終了後の３ヵ月

後の末日まで 

⑦ 廃棄物排出量・ 

リサイクル量に 

関する状況 

・所定の形式で報告 翌月末日まで 

 

（６） その他の業務 

ア 事故又は急病等への対応 

・ 丙は、施設の利用者等の事故又は急な傷病に対応するため、必要と思われる医

薬品を常備するなど、必要な措置を講じること。また、発生時には的確に対応

できるよう日本赤十字社の救急法救急員の資格を有する者又はそれに準じる

者を配置すること。  

・ 利用者や市民等に生命の危機が及ぶ事故が発生したとき、又は施設賠償責任保

険の対象となる事故等があったときは、丙は速やかに甲に報告すること。  
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イ 利用者の要望等への対応及び報告 

丙は、要望・苦情等（口頭によるものも含む。）を受け付けた場合は、速やかに

その内容を検討し、公正かつ迅速な処理を行う。また、口頭によるものも含めてす

べてを記録し、処理経過についても、記録した上で、必要に応じて甲及び乙に報告

すること。 

施設等の利用その他の問合せ又は相談等については、適切に対応すること。  

 

ウ 自己評価の実施 

丙は、業務の質とサービスの向上を図ることを目的に、定期的に自己評価を実

施・検証し、結果を業務に活かすこと。 

 

エ 利用者ニーズの把握 

丙は、毎年度１回以上、「利用者アンケートの手引き」に基づく利用者アンケー

ト調査を行い、結果を甲及び乙に報告するとともに、調査結果をもとに利用者サー

ビス向上に努めること。調査に際しては回答率の向上のための工夫を行うよう努め

ること。なお、提出されたアンケートの調査集計結果及びアンケート様式は公表さ

れる。 

 

オ 各種モニタリングの実施 

甲及び乙は丙に対し、会計・経理モニタリング及び労働条件モニタリングを毎年

度中に１回実施し、その結果は管理運営状況の評価に反映される。  

 

カ 管理運営状況の評価 

毎年度終了後、甲、乙及び丙は選定時の「評価項目及び評価基準」に基づき、管

理運営状況の確認を行うこととする。また、甲はこれらの結果を公表するものとす

る。なお、学識経験者からなる「町田市指定管理者管理運営状況評価委員会」にお

いて評価結果の検証を行うことがある。  

 

キ 災害等の対応 

① 防災・消防などの対応計画 

（消防法第８条・東京都震災対策条例第１０条に基づく計画） 
 

丙は、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保及び必要な通報等につい

ての防災・消防などの計画をあらかじめ作成して消防署に届け緊急事態に備える

ものとし、発生時には適切に対応すること。 
 

② 帰宅困難者の受け入れについて 
 
町田市鶴川緑の交流館は、町田市地域防災計画において帰宅困難者の一時滞在

施設に位置づけられていることから、丙は、大規模災害時において、別紙３（町

田市鶴川緑の交流館 帰宅困難者の受け入れについて）に基づき、適切に対応す

ること。 

 

ク 保険の加入 

丙は、指定管理期間中、以下の要件を満たす保険に加入すること。なお、次表の

要件は最小限度のものであり、丙の判断に基づき、補償額の増額や担保範囲の拡大

など保険内容をより充実させることを妨げるものではない。  
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保険名 てん補限度額（補償額） 補償する損害  

公立文化施設  

賠償責任保険  

【対人】人権侵害事故限度額 

【対人】１事故あたり１００万円  

【対物】１事故あたり２００万円／ 

物理的損害を伴わない第三者財

物使用不能損害１事故あたり 

２００万円 

本施設の所有、使用もしくは

管理及び本施設内での業務

遂行に伴う法律上の損害賠

償責任を負担することによっ

て被る損害 

貸館対応興行 

中止保険 

【興行中止対応費用】 

１事故支払い限度額 (貸出区画座席

数考慮前 ) ５０万円／中止支払い限

度額１,０００万円 

【災害見舞金】 

災害見舞金支給額 

１利用者につき １０万円 

保険期間中に施設内の貸出

区画又は貸出区画が属する

建物が滅失、損傷又は汚損

し、貸出区画の利用の中止

を余儀なくされることにより、

興行が開催予定日に全く行

われなかった場合 

現金輸送保険  
【貨紙幣類・有価証券合算】 

１事故 ５００万円 

担保範囲：当該施設の金庫

内収容中、運送中 

 

ケ その他甲及び乙が必要と認めた業務 

 

（７） 職員体制等 

丙は条例の目的を達成するために、以下の基準に従い必要な人員を配置すること。 

人員配置については、甲及び乙に届け出るものとし、届出内容に異動があった場合

は速やかに変更の届出を提出すること。 
 

ア 人員配置 

管理運営責任者の監督下で以下の体制を基本とし、人員を配置すること。 
 

・ 管理運営責任者 

・ 消防法に基づく防火管理者 

・ 電気主任技術者第３種以上 

・ 建築物環境衛生管理技術者 

・ 第一種電気工事士以上 

・ ２級ボイラー技師以上 

・ 第３種冷凍機械責任者以上 

・ 危険物取扱者乙種第４類以上 

・ 舞台操作要員（舞台技術者、照明技術者、音響技術者） 

・ その他、指定管理業務を遂行するために必要な職員 
   

イ 職員の資質向上 

常に市民サービスの向上や市民ニーズ等の把握に努め、市民からの問合せ等に

正確かつ適切に応じられるよう資質向上に努めること。また、管理・運営を行う

人的体制を整備するに当たり、職員一人ひとりの資質・能力を向上させるための

研修の実施、職場環境の整備等、創意工夫を行うこと。 
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３ 指定管理の収支について 

 

（１） 指定管理業務に関する収支 

指定管理業務に係る収支については、以下の項目とする。 

指定管理料は、「イ 支出に関する項目」の経費から「ア 収支に関する項目」のう

ち、指定管理料を除く収入を差し引いた額とする。 

なお、原則として指定管理業務に係る経費の精算は行わないものとする。 

 

ア 収入に関する項目 

条例第１４条に定める利用料金収入、芸術文化事業の実施に伴う収入及びその他

指定管理業務（自主事業を除く）に付随して生じる収入とする。 

なお、自主事業に係る収入は、丙の収入とする。自主事業は、指定管理業務と会

計を分けて管理すること。 

 

イ 支出に関する項目 

人件費、施設管理運営費に係る経費及び芸術文化事業の実施に伴う経費とする。 

（例：人件費、委託費、光熱水費、消耗品費、印刷製本費、使用料及び賃借料、 

手数料、通信運搬費、修繕費、保険料、旅費等） 
 

なお、自主事業に係る経費（人件費を含む）は、指定管理者自らの負担とし、そ

の経費に指定管理料を充てることはできない。自主事業は、指定管理業務と会計を

分けて管理すること。 

 

（２） 指定管理料の支払 

指定管理料については、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、丙

から指定管理者応募時に提出された収支計画額を踏まえ、議会による予算の議決を経

て、次年度の年度協定を締結する中で決定する。なお、支払の時期等は協議の上、別

途協定で定める。 

 

（３） 光熱水費に関する特記事項 

光熱水費（電気・上下水道・ガス）については、丙が町田市鶴川緑の交流館全館分

を一括して支払う。なお、図書館及び鶴川駅前連絡所が使用する光熱水費については、

丙が面積按分等により経費を算出し、乙が別に指定する指定管理者及び鶴川駅前連絡

所に対して直接請求を行うこと。なお、丙が請求及び徴収した光熱水費については、

丙の収入とする。 
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４ 責任分担 

 

責任分担は、以下のとおりとする。 

 

（◎は全部、○は一部、△は他の部署と調整が必要なもの） 

項目 甲 乙 丙 

物価変動 

収支計画に多大な影響を与えるもの ◎ ◎  

それ以外のもの   ◎ 

施設の管理運営業務   ◎ 

施設の維持管理   ◎ 

管理運営 

内容の変更 

甲の施策による期間中の変更 ◎   

乙の施策による期間中の変更  ◎  

丙の発案による期間中の変更   ◎ 

施設等の 

修繕 

改修及び計画的修繕、 

４０万円以上の修繕 
◎   

日常的修繕（４０万未満）、丙の提

案により行う４０万円以上の修繕 
  ◎ 

施設等の利用の承認、不承認、承認の取消等   ◎ 

利用料金制度に伴う料金徴収業務 
○ 

（利用料金  

の承認） 
 ◎ 

物品管理   ◎ 

市広報・市ホームページ △ △ 
△ 

（掲載依頼） 

災害時対応 

（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置等） 

○ 

（指示等） 
 ◎ 

災害復旧（本格復旧） ◎ ◎  

指定管理者の指定取消しによる損害 

（丙の責めに帰すべき事由による） 
  ◎ 
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項目 甲 乙 丙 

利用者等への

損害賠償 

甲に帰責事由があるもの ◎   

乙に帰責事由があるもの  ◎  

丙に帰責事由があるもの   ◎ 

甲、乙及び丙の三者、又は被害

者・他の第三者等に帰責事由が

あるもの 

別途甲乙丙による協議 

不可抗力 

不可抗力による施設・設備の 

復旧費用 
◎   

不可抗力による管理運営の中断 別途甲乙丙による協議 

管理瑕疵 

責任 

設計や構造にかかわるもの ◎   

運営や日常的修繕にかかわるもの   ◎ 

コンピューターシステム（町田市施設案内予約

システム）設置機器（ソフトウェアを含む）の

維持管理等 

◎  
○ 

（過失等に 

よる場合） 
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５ 事業の実施目標と達成度評価について 

 

（１） 事業実施目標と達成度評価 

丙は、指定管理期間の最終年度（２０２６年度）までに、以下の水準を達成するこ

とを目標とし、計画的に事業を推進すること。また、算出方法は統一し、経年変化の

比較を行うこととする。 

 

ア 貸館業務（条例第３条第１項第１号に定める事業） 

施設利用率（貸出施設（ホール、会議室等）の平均利用率）※ 

 

２０１７～２０１９年度実績の平均値 目標値 

６４％ ７０％ 
 
※ 町田市民ホール及び町田市鶴川緑の交流館ホール等の平均値とする。 

 

イ 芸術文化事業（条例第３条第１項第２、３号に定める事業） 

芸術文化事業参加者・入場者数（貸出施設（ホール、会議室等）の利用者数）※ 

 

２０１７～２０１９年度実績の平均値 目標値 

６８,２４５人 ７５,０００人 
 

※ 町田市民ホール、町田市鶴川緑の交流館ホール等及びアウトリーチの合計人数とする。 

 

ウ 設定した目標及び達成度の報告 

上記項目以外についても、年度ごとに目標を設定し、事業計画書とともに２月末

日までに甲に提出すること。また、設定した目標に対する達成度については、年度

終了後、事業報告書とともに甲が指定する期日までに提出すること。 

 

（２） 利用者満足度 

丙は、利用者アンケート調査により、利用者満足度を測定し、年度毎に集計を行い、

目標に対する達成度を評価する。 

また、算出根拠は統一し、経年変化の比較を行うこととする。  
 

利用者満足度※ 

（貸出施設（ホール、会議室等）及び芸術文化事業利用者の平均満足度） 
 

過去の実績※ 目標値 

－ ８０％ 
 

※ 町田市民ホール及び町田市鶴川緑の交流館ホール等の平均値とする。 

※ 貸出施設利用者まで対象を広げた調査は、過去に実施していないため、実績値なし。 
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６ 留意事項、その他 

 

（１） 運営方針等 

丙は、町田市鶴川緑の交流館の管理・運営に当たり、運営方針を作成し遂行するこ

と。なお、日常の管理・運営は甲及び乙と連携を密にして行うこと。  

 

（２） 記録の保管 

丙は、施設の管理に当たって作成した図面・記録類について、常に甲及び乙からの

指示に対応できるよう、又は次期指定管理者に引継ぎができるよう適切に管理・保存

すること。 

 

（３） 事業や施設のＰＲ 

ア 事業の案内や施設のＰＲ等については、丙の創意工夫の上、実施するものとする。 

イ 施設内の写真撮影等の申込み、問合せ等に対し、丙は適切に対応するものとし、

事業や施設のＰＲに努めること。 

 

（４） 環境法令対策等 

ア 丙は、町田市の環境マネジメントシステムに基づき、環境配慮行動計画に定める

環境配慮項目に留意しつつ、甲及び乙と連携し環境負荷低減に向けた取組を推進

するものとする。  

イ 指定管理者は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、「地球温暖化対策

の推進に関する法律」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」及び「町

田市環境基本条例」を遵守し、各法令に基づく必要な書類を甲へ提出しなければ

ならない。  

ウ 丙は、「町田市グリーン購入ガイドライン」の規定に沿った物品を購入し、より

環境負荷の低減に配慮した物品を使用するよう努めること。 

エ 電力を調達する際には、電力を供給する電気事業者の契約時におけるＣＯ２排出係数

の直近公表値が代替値未満とする。ＣＯ２排出係数は、環境大臣及び経済産業大臣が

公表した電気事業者別排出係数によるものをいい、調整後排出係数とする。 

 

（５） 障がい福祉施設等からの物品・役務の調達 

市内の障がい者就労支援施設等が供給する物品及び役務の調達に努めること。  

 

（６） 業務の引継ぎと指定管理開始に係る準備  

ア 指定の取消し  

甲及び乙は、丙が管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り

消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ

る。この場合、丙の損害に対して、甲及び乙は賠償しない。  
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イ 事業の継続が困難になった場合の措置  

① 丙の責めに帰すべき事項による場合  

丙の責めに帰すべき事項により、事業の継続が困難になった場合は、甲及び乙

は指定を取り消すことができる。その場合に、甲及び乙に生じた損害は丙が賠償

する。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、業務を遂行できるよう、引継

ぎを行うものとする。  
 

② 当事者の責めに帰すことができない事由による場合 

不可抗力等、甲、乙及び丙の責めに帰すことができない事由により、業務の継

続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとする。その結果、

事業の継続が困難と判断した場合、又は一定期間内に協議が整わないときには、

それぞれ、事前に書面をもって協定を解除できるものとする。なお、次期指定管

理者が円滑かつ支障なく、事業を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。 
 

ウ 報告義務 

丙は、業務又は経理等に関して、甲又は乙から報告を求められた場合は、報告し

なければならない。 

エ 実地調査の受け入れ  

丙は、施設、物品、帳簿等に関して、甲又は乙から実地調査を求められた場合は、

協力しなければならない。 

オ 指示への対応  

丙は、業務又は経理等に関して、甲又は乙から指示を受けた場合は、協力しなけ

ればならない。 

カ 業務の引継ぎ  

① 施設利用について、すでに受け付けている、若しくは承認している利用申し込

みについては、引き継ぐものとする。  

② 指定期間の終了又は指定の取消しにより次期指定管理者に業務を引き継ぐ場

合は、施設の運営に支障がないよう、円滑な業務の引継ぎに協力し、必要なデ

ータ等について提供するものとする。  

 

（７） その他 

本基準書の内容について疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合は、甲

及び乙並びに丙は誠意をもって協議するものとする。  



＜業務基準書 別紙１＞

町田市鶴川緑の交流館 管理区分

【１階】

… 乙（町田市立鶴川駅前図書館エリア）

… 鶴川駅前連絡所（管理対象外）

※ 上記以外は、甲（町田市鶴川緑の交流館
※ ホール等エリア）の管理区分とする。



町田市鶴川緑の交流館 管理区分

【２階】

… 乙（町田市立鶴川駅前図書館エリア）

※ 上記以外は、甲（町田市鶴川緑の交流館
※ ホール等エリア）の管理区分とする。

※ １階及び２階以外のエリアについては、甲の管理区分とする。

＜業務基準書 別紙１＞



＜業務基準書 別紙２＞

No. 規格名称 取得日 備考

1 １２分配器　４２２×２３０×４４ｍｍ 20120817 ホール
2 １７型液晶モニター　３８７．５×９３．２×３５３４ｍｍ 20120817 ホール
3 ２枚引違い戸（下置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ付 20120730 ホール
4 ２枚引違い戸（下置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ付 20120730 ホール
5 ２枚引違い戸（下置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ付 20120730 ホール
6 ＤＭＸテスター　１２５×９８×４５ｍｍ 20120807 ホール
7 インカム親機　機器収納架内蔵 20120817 ホール
8 クセノンピンスポットライト　２６４×８２８×３４２ｍｍ 20120807 ホール
9 スタインウェイピアノ　モデルＤ－２７４型 20120830 ホール

10 ステージ階段　９０９×５００ｍｍ 20120730 ホール
11 ステージ階段　９０９×５００ｍｍ 20120730 ホール
12 テレビスタンド　２６～３２型用 20120807 ホール
13 テレビスタンド　２６～３２型用 20120807 ホール
14 バレエシート　１８２０×１１５００ｍｍ 20120730 ホール
15 バレエシート　１８２０×１１５００ｍｍ 20120730 ホール
16 バレエシート　１８２０×１１５００ｍｍ 20120730 ホール
17 バレエシート　１８２０×１１５００ｍｍ 20120730 ホール
18 バレエシート運搬車　７２０×１８００ｍｍ 20120730 ホール
19 パワーアンプ　機器収納架内蔵 20120817 ホール
20 ピアノ椅子 20171228 ホール
21 ピアノ用椅子　ＹＡＭＡＨＡ　ＮＯ．５、背付 20121120 ホール
22 ピアノ用椅子　ＹＡＭＡＨＡ　ＮＯ．５、背付 20121120 ホール
23 ピアノ用椅子　ＹＡＭＡＨＡ　ＮＯ．５、背付 20121120 ホール
24 ピアノ用椅子　ＹＡＭＡＨＡ　ＮＯ．５、背付 20121120 ホール
25 ヒナ段用階段（１段）　９０９×３０３×２１２ｍｍ 20120730 ホール
26 ヒナ段用階段（１段）　９０９×３０３×２１２ｍｍ 20120730 ホール
27 ヒナ段用階段（２段）　９０９×６０６×４２４ｍｍ 20120730 ホール
28 ヒナ段用階段（２段）　９０９×６０６×４２４ｍｍ 20120730 ホール
29 プラグインボックス　３３５×１１５ｍｍ、特注品 20120807 ホール
30 プラグインボックス　３３５×１１５ｍｍ、特注品 20120807 ホール
31 プラグインボックス　３３５×１１５ｍｍ、特注品 20120807 ホール
32 プラグインボックス　３３５×１１５ｍｍ、特注品 20120807 ホール
33 プラグインボックス　３３５×１１５ｍｍ、特注品 20120807 ホール
34 プラグインボックス　３３５×１１５ｍｍ、特注品 20120807 ホール
35 ポスターケース　８００×４６０×１５００ｍｍ 20120730 ホール
36 ポスターケース　８００×４６０×１５００ｍｍ 20120730 ホール
37 ホワイトボード 20151207 ホール
38 ホワイトボード　１２００×３０×１２００ｍｍ、無地 20120730 ホール
39 マルチシグナルスイッチャー　４３０×３５０×８８ｍｍ 20120817 ホール
40 ミーティング用テーブル　１５００×６００×７２０ｍｍ、パネル付 20120730 ホール
41 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ 20120730 ホール
42 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ 20120730 ホール
43 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ 20120730 ホール
44 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ 20120730 ホール
45 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ 20120730 ホール
46 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ、パネル付 20120730 ホール
47 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ、パネル付 20120730 ホール
48 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ、パネル付 20120730 ホール
49 ミーティング用テーブル　１８００×６００×７２０ｍｍ、パネル付 20120730 ホール
50 めくり台　Ｈ１５１５ｍｍ 20120730 ホール
51 リモートコントローラー　スライドトレー付 20120817 ホール
52 ワイヤレスチューナー　２１０×２１０×４６ｍｍ、１ｃｈ 20120817 ホール
53 ワイヤレスチューナー　２１０×２１０×４６ｍｍ、１ｃｈ 20120817 ホール
54 ワイヤレスチューナー　２１０×２１０×４６ｍｍ、１ｃｈ 20120817 ホール
55 ワイヤレスチューナー　２１０×２１０×４６ｍｍ、１ｃｈ 20120817 ホール
56 椅子用運搬車　６１６×９６８ｍｍ、１０台積載 20120730 ホール
57 椅子用運搬車　６１６×９６８ｍｍ、１０台積載 20120730 ホール
58 椅子用運搬車　６１６×９６８ｍｍ、１０台積載 20120730 ホール
59 椅子用運搬車　６１６×９６８ｍｍ、１０台積載 20120730 ホール
60 椅子用運搬車　６１６×９６８ｍｍ、１０台積載 20120730 ホール
61 移動式姿見　６００×１５００ｍｍ 20120730 ホール
62 移動式姿見　６００×１５００ｍｍ 20120730 ホール
63 液晶テレビ　３２インチ 20120807 ホール
64 演台　１２００×４８０×１０３５ｍｍ 20120730 ホール
65 花台　４５０×４５０×７５０ｍｍ 20120730 ホール
66 回転ホワイトボード　１３１５×６２８×１８００ｍｍ、白色 20120730 ホール
67 回転ホワイトボード　１９１５×６２８×１８００ｍｍ、白色 20120730 ホール
68 看板パネル　８４０×５４８０ｍｍ 20120730 ホール
69 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 ホール
70 機器収納架本体　組配・運送・工事費を含む 20120817 ホール
71 脚立　Ｈ＝３０００ｍｍ 20120730 ホール
72 脚立　Ｈ＝３０００ｍｍ 20120730 ホール
73 金屏風　２４２４×７２７×６曲 20120730 ホール
74 国旗・市旗パネル　１２００×１８００ｍｍ 20120730 ホール
75 国旗・市旗パネル　１２００×１８００ｍｍ 20120730 ホール
76 混合分配器　４２０×２９４×４６ｍｍ 20120817 ホール
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77 司会者台　６５０×４８０×１０３５ｍｍ 20120730 ホール
78 指揮者台　９００×１２００×１５００（×２段）ｍｍ、赤じゅうたん 20120730 ホール
79 主電源パネル　４８２．６×２９３．８×４４ｍｍ 20120817 ホール
80 接続端子盤　特型 20120817 ホール
81 大道具運搬車　９００×１８００ｍｍ 20120730 ホール
82 地絣　１０５００×５３６０ｍｍ 20120730 ホール
83 陳列棚・ケース　ノンボルト中量ラック、１２５０×４５０×１８００ｍｍ、基本形 20121023 ホール
84 陳列棚・ケース　ノンボルト中量ラック、１５５０×４５０×１８００ｍｍ、基本形 20121023 ホール
85 陳列棚・ケース　ノンボルト中量ラック、１５５０×４５０×１８００ｍｍ、基本形 20121023 ホール
86 陳列棚・ケース　ノンボルト中量ラック、１８５０×４５０×１８００ｍｍ、増連 20121023 ホール
87 陳列棚・ケース　ノンボルト中量ラック、１８５０×４５０×１８００ｍｍ、増連 20121023 ホール
88 難聴者アンプ　機器収納架内蔵 20120817 ホール
89 緋毛氈（大）　１８００×９０００ｍｍ 20120730 ホール
90 緋毛氈（大）　１８００×９０００ｍｍ 20120730 ホール
91 緋毛氈（大）　１８００×９０００ｍｍ 20120730 ホール
92 舞台音響卓 20170401 ホール
93 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
94 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
95 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
96 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
97 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
98 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
99 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール

100 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
101 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
102 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
103 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
104 平台　１２１２×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
105 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
106 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
107 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
108 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
109 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
110 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
111 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
112 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
113 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
114 平台　９０９×１８１８×１２１ｍｍ 20120730 ホール
115 平台運搬車　１２１２×１８１８ｍｍ 20120730 ホール
116 平台運搬車　９０９×１８１８ｍｍ 20120730 ホール
117 冷蔵庫　６８５×７３３×１８１８ｍｍ、内容量５６５リットル 20120807 ホール
118 １．５ｋＷフレネルスポットライト　３４４×３９０×３３６ｍｍ 20120807 舞台
119 １．５ｋＷフレネルスポットライト　３４４×３９０×３３６ｍｍ 20120807 舞台
120 １．５ｋＷフレネルスポットライト　３４４×３９０×３３６ｍｍ 20120807 舞台
121 １．５ｋＷフレネルスポットライト　３４４×３９０×３３６ｍｍ 20120807 舞台
122 １．５ｋＷフレネルスポットライト　３４４×３９０×３３６ｍｍ 20120807 舞台
123 １．５ｋＷフレネルスポットライト　３４４×３９０×３３６ｍｍ 20120807 舞台
124 １ｋＷエフェクトスポットライト　３３９×３４３×３３５ｍｍ 20120807 舞台
125 １ｋＷエフェクトスポットライト　３３９×３４３×３３５ｍｍ 20120807 舞台
126 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
127 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
128 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
129 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
130 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
131 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
132 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
133 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
134 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
135 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
136 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
137 １ｋＷハロゲン平凸レンズスポットライト　３３８×５１５×３００ｍｍ 20120807 舞台
138 ２連スライドキャリアマスク　５８４×９３×４４０ｍｍ 20120807 舞台
139 ２連スライドキャリアマスク　５８４×９３×４４０ｍｍ 20120807 舞台
140 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
141 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
142 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
143 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
144 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
145 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
146 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
147 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
148 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
149 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
150 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
151 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
152 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
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153 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
154 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
155 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
156 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
157 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
158 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
159 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
160 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
161 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
162 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
163 ５００Ｗハロゲン平凸レンズスポットライト　２８６×４０２×２５７ｍｍ 20120807 舞台
164 ７５０Ｗハロゲンエリプソイダル　２６０～３６０×５２０～５８４×２６０～３４０ｍｍ 20120807 舞台
165 ７５０Ｗハロゲンエリプソイダル　２６０～３６０×５２０～５８４×２６０～３４０ｍｍ 20120807 舞台
166 ７５０Ｗハロゲンエリプソイダル　２６０～３６０×５２０～５８４×２６０～３４０ｍｍ 20120807 舞台
167 ７５０Ｗハロゲンエリプソイダル　２６０～３６０×５２０～５８４×２６０～３４０ｍｍ 20120807 舞台
168 アッテネーターボックス　１００×１１７×１０２ｍｍ 20120807 舞台
169 オブジェクトユニット　２０６×２４９×２０４ｍｍ、焦点距離１００ｍｍ 20120807 舞台
170 オブジェクトユニット　２０６×２４９×２０４ｍｍ、焦点距離１００ｍｍ 20120807 舞台
171 オブジェクトユニット　２０６×３１４×２０４ｍｍ、焦点距離１５０ｍｍ 20120807 舞台
172 オブジェクトユニット　２０６×３１４×２０４ｍｍ、焦点距離１５０ｍｍ 20120807 舞台
173 オブジェクトユニット　２０６×３８９×２０４ｍｍ、焦点距離２００ｍｍ 20120807 舞台
174 オブジェクトユニット　２０６×３８９×２０４ｍｍ、焦点距離２００ｍｍ 20120807 舞台
175 コンデンサーマイク　７８×４６×２１４ｍｍ 20120807 舞台
176 コンデンサーマイク　７８×４６×２１４ｍｍ 20120807 舞台
177 その他備品収納ケース　６００×６００×７００ｍｍ、フライトケース仕様 20120807 舞台
178 ダブルマシン　２４９×１４８×３３３ｍｍ 20120807 舞台
179 ダブルマシン　２４９×１４８×３３３ｍｍ 20120807 舞台
180 ディスクマシン　Φ４９４×１９６ｍｍ 20120807 舞台
181 ディスクマシン　Φ４９４×１９６ｍｍ 20120807 舞台
182 ハイスタンド　Ｒ６２５×１５６５～３６９０ｍｍ 20120807 舞台
183 ハイスタンド　Ｒ６２５×１５６５～３６９０ｍｍ 20120807 舞台
184 フットモニタースピーカ　３８０×３４５×６３０ｍｍ 20120807 舞台
185 フットモニタースピーカ　３８０×３４５×６３０ｍｍ 20120807 舞台
186 フットモニタースピーカ　３８０×３４５×６３０ｍｍ 20120807 舞台
187 フットモニタースピーカ　３８０×３４５×６３０ｍｍ 20120807 舞台
188 フットモニタースピーカ　３８０×３４５×６３０ｍｍ 20120807 舞台
189 フットモニタースピーカ　３８０×３４５×６３０ｍｍ 20120807 舞台
190 プラグインボックス　３３５×１１５×１２７ｍｍ 20120807 舞台
191 プラグインボックス　３３５×１１５×１２７ｍｍ 20120807 舞台
192 プラグインボックス　３３５×１１５×１２７ｍｍ 20120807 舞台
193 プラグインボックス　３３５×１１５×１２７ｍｍ 20120807 舞台
194 プラグインボックス　３３５×１１５×１２７ｍｍ 20120807 舞台
195 プラグインボックス　３３５×１１５×１２７ｍｍ 20120807 舞台
196 マイク＆小物ケース　７００×６４３×１１１０ｍｍ、フライトケース仕様 20120807 舞台
197 マイク＆小物ケース　７００×６４３×１１１０ｍｍ、フライトケース仕様 20120807 舞台
198 マイクスタンド（スタンドケース）　ブームスタンド３０本 20120807 舞台
199 マイクスタンド（ミニストレート）　４３０～８７５ｍｍ 20120807 舞台
200 マイクスタンド（ミニストレート）　４３０～８７５ｍｍ 20120807 舞台
201 マイクスタンド（ミニストレート）　４３０～８７５ｍｍ 20120807 舞台
202 マイクスタンド（ミニストレート）　４３０～８７５ｍｍ 20120807 舞台
203 マイクスタンド（舞台用）　２５０×１６０×５０ｍｍ 20120807 舞台
204 マイクスタンド（舞台用）　２５０×１６０×５０ｍｍ 20120807 舞台
205 液晶テレビ　２６インチ 20120807 舞台
206 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
207 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
208 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
209 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
210 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
211 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
212 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
213 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
214 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
215 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
216 丸ベース３段伸スタンド　Φ３５０×８９５～１９３０ｍｍ 20120807 舞台
217 高所作業台　アルミ製、マスト式 20120730 舞台
218 高所用金属作業棒　３４４１～７０００ｍｍ 20120807 舞台
219 書画カメラ　３７６×４８２×１８１ｍｍ（収納時） 20120730 舞台
220 台車　７９０×１２７０×８８５ｍｍ、ハンドル固定片袖手押し車型 20120730 舞台
221 台車　７９０×１２７０×８８５ｍｍ、ハンドル固定片袖手押し車型 20120730 舞台
222 ２４人用コインロッカー　９００×４５０×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 楽屋
223 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 楽屋
224 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 楽屋
225 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 楽屋
226 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 楽屋
227 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 楽屋
228 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 楽屋
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229 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 楽屋
230 タチカワクレアスカーテン・カーテンレール　１１５０×２９００ｍｍ、楽屋用、キナリ 20121023 楽屋
231 タチカワクレアスカーテン・カーテンレール　１１５０×２９００ｍｍ、楽屋用、キナリ 20121023 楽屋
232 タチカワクレアスカーテン・カーテンレール　１２５０×２９００ｍｍ、楽屋用、キナリ 20121023 楽屋
233 タチカワクレアスカーテン・カーテンレール　１２５０×２９００ｍｍ、楽屋用、キナリ 20121023 楽屋
234 タチカワクレアスカーテン・カーテンレール　１２５０×２９００ｍｍ、楽屋用、キナリ 20121023 楽屋
235 タチカワクレアスカーテン・カーテンレール　１７５０×２９００ｍｍ、楽屋用、キナリ 20121023 楽屋
236 タチカワクレアスカーテン・カーテンレール　２２００×１８００ｍｍ、ホール事務室用、茶色 20121023 楽屋
237 ミーティング用テーブル　１５００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 楽屋
238 ミーティング用テーブル　１５００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 楽屋
239 ミーティング用テーブル　１５００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 楽屋
240 ミーティング用テーブル　１５００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 楽屋
241 液晶テレビ　２６インチ 20120807 楽屋
242 液晶テレビ　２６インチ 20120807 楽屋
243 液晶テレビ　２６インチ 20120807 楽屋
244 液晶テレビ　２６インチ 20120807 楽屋
245 液晶テレビ　２６インチ 20120807 楽屋
246 グランドピアノ運搬車　９００×１０８０×６８０ｍｍ 20120730 楽器庫
247 コントラバス椅子　９９０～１２４０ｍｍ（座面高） 20120730 楽器庫
248 コントラバス椅子　９９０～１２４０ｍｍ（座面高） 20120730 楽器庫
249 コントラバス椅子　９９０～１２４０ｍｍ（座面高） 20120730 楽器庫
250 コントラバス椅子　９９０～１２４０ｍｍ（座面高） 20120730 楽器庫
251 加湿・除湿ユニットＧ－１５１、４３０×４８４×１６２０ｍｍ 20121119 楽器庫
252 指揮者用譜面台　６００×４５０×８９０～１２９０ｍｍ 20120730 楽器庫
253 譜面台運搬車　６６０×１７３０×１２００ｍｍ 20120830 楽器庫
254 譜面台運搬車　６６０×１７３０×１２００ｍｍ 20120830 楽器庫
255 譜面台運搬車　６６０×１７３０×１２００ｍｍ 20120830 楽器庫
256 シュレッダー　２７５×５８０×４７０ｍｍ 20120730 事務室
257 タチカワクレアスカーテン・カーテンレール　４８００×２３００ｍｍ、総合案内用、ベージュ 20121023 事務室
258 ホワイトボード　１２００×３０×１２００ｍｍ、月予定表入り 20120730 事務室
259 ラテラル３段（下置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ・壁固定金具等付 20120730 事務室
260 レーザービームプリンター　キャノンＬＢＰ８４２Ｃ 20171002 事務室
261 レーザービームプリンター　キャノンＬＢＰ８４２Ｃ 20171002 事務室
262 レジスター　カシオＶ－Ｒ２００ 20190930 事務室
263 液晶テレビ　２６インチ 20120807 事務室
264 金庫　５００×４７０×５２８ｍｍ、耐火金庫、置き型 20120730 事務室
265 講演会セット（表彰盆、水差し、おしぼり受け、その他） 20120730 事務室
266 情報処理用機器　インフォメーションディスプレイ類 20121105 事務室
267 情報処理用機器　管理用パソコン類 20121105 事務室
268 情報処理用機器　管理用パソコン類・インフォメーションディスプレイ類以外 20121105 事務室
269 多機能コードレス電話　ＨＩ－２４Ｅ－ＴＥＬＨＣ－ＹＡ 20171002 事務室
270 多機能コードレス電話　ＨＩ－２４Ｅ－ＴＥＬＨＣ－ＹＡ 20171002 事務室
271 大型インクジェットプリンター　EPSON SC-T5450 20200331 事務室
272 木製食器収納ユニット　９００×４５０×１８００ｍｍ、折りたたみ天板付 20120730 事務室
273 留守番電話装置　ＡＴーＤ７７０ 20121120 事務室
274 冷蔵庫　６８５×７３３×１８１８ｍｍ、内容量５６５リットル 20120807 事務室
275 ５人用ロッカー　９００×５１５×１７９０ｍｍ、鏡・ハンガーパイプ等付 20120730 更衣室
276 ５人用ロッカー　９００×５１５×１７９０ｍｍ、鏡・ハンガーパイプ等付 20120730 更衣室
277 ５人用ロッカー　９００×５１５×１７９０ｍｍ、鏡・ハンガーパイプ等付 20120730 更衣室
278 ５人用ロッカー　９００×５１５×１７９０ｍｍ、鏡・ハンガーパイプ等付 20120730 更衣室
279 ５人用ロッカー　９００×５１５×１７９０ｍｍ、鏡・ハンガーパイプ等付 20120730 更衣室
280 ５人用ロッカー　９００×５１５×１７９０ｍｍ、鏡・ハンガーパイプ等付 20120730 更衣室
281 カウンター　Ｈ９５０ｍｍ、製作備品 20120730 エントランス
282 パンフレットスタンド　７２０×４４０×１５２０ｍｍ、アジャスター付 20121207 エントランス
283 パンフレットスタンド　７２０×４４０×１５２０ｍｍ、アジャスター付 20120730 エントランス
284 パンフレットスタンド　７２０×４４０×１５２０ｍｍ、アジャスター付 20120730 エントランス
285 ポスターケース　８００×４６０×１５００ｍｍ 20120730 エントランス
286 ポスターケース　８００×４６０×１５００ｍｍ 20120730 エントランス
287 案内板　６６０×４３０×１４００ｍｍ、キャスター付 20121207 エントランス
288 案内板　６６０×４３０×１４００ｍｍ、キャスター付 20121207 エントランス
289 案内板　６６０×４３０×１４００ｍｍ、キャスター付 20121207 エントランス
290 案内板　６６０×４３０×１４００ｍｍ、キャスター付 20120730 エントランス
291 案内板　６６０×４３０×１４００ｍｍ、キャスター付 20120730 エントランス
292 傘袋スタンド　２００×２８０×７７０ｍｍ、キャスター付 20120730 エントランス
293 傘袋スタンド　２００×２８０×７７０ｍｍ、キャスター付 20120730 エントランス
294 傘袋スタンド　２００×２８０×７７０ｍｍ、キャスター付 20120730 エントランス
295 傘袋用くず入れ　３８０×２８０×７７０ｍｍ、キャスター付 20120730 エントランス
296 傘袋用くず入れ　３８０×２８０×７７０ｍｍ、キャスター付 20120730 エントランス
297 傘袋用くず入れ　３８０×２８０×７７０ｍｍ、キャスター付 20120730 エントランス
298 ソファ　製作備品 20120730 サロン
299 ソファ　製作備品 20120730 サロン
300 ソファ　製作備品 20120730 サロン
301 ソファ　製作備品 20120730 サロン
302 ソファ　製作備品 20120730 サロン
303 ソファ　製作備品 20120730 サロン
304 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６０×３８００ｍｍ 20120911 サロン
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305 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６０×３８００ｍｍ 20120911 サロン
306 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６０×３８００ｍｍ 20120911 サロン
307 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６０×３８００ｍｍ 20120911 サロン
308 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６０×３８００ｍｍ 20120911 サロン
309 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６０×３８００ｍｍ 20120911 サロン
310 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６０×３８００ｍｍ 20120911 サロン
311 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６０×３８００ｍｍ 20120911 サロン
312 リフレッシュテーブル　Φ９００×７００ｍｍ、丸メラミン化粧板、十字脚 20120730 サロン
313 リフレッシュテーブル　Φ９００×７００ｍｍ、丸メラミン化粧板、十字脚 20120730 サロン
314 ２人用ロッカー　６０８×５１５×１７９０ｍｍ 20120910 カフェ
315 ２枚引違い戸（下置き）　１０５０×９００×４５０ｍｍ 20120910 カフェ
316 アイスコーヒーマシン　４６０×５６５×７６０ｍｍ、６５ｋｇ 20120817 カフェ
317 エスプレッソマシン、７５０×５８０×５５０ｍｍ 20120817 カフェ
318 エスプレッソ用ミル　２５０×３１０×５９５ｍｍ、２０ｋｇ 20120817 カフェ
319 コーヒーミル　２１０×４８６×７０１ｍｍ、３０ｋｇ 20120817 カフェ
320 サーモフレッシュサーバー　２３６×３３３×５８７ｍｍ、６．４ｋｇ 20120817 カフェ
321 サーモフレッシュサーバー　２３６×３３３×５８７ｍｍ、６．４ｋｇ 20120817 カフェ
322 デスク　１０００×６００×７００ｍｍ、片袖付 20120910 カフェ
323 ドリップコーヒーマシン（デュアル）　５５３×５７６×９０７ｍｍ、デュアル式 20120817 カフェ
324 高速オーブン（ウェーブスター）　４２０×４６１×３２０ｍｍ、２８ｋｇ 20120817 カフェ
325 浄軟水器　ＲＳ－１０Ｌ 20121120 カフェ
326 浄軟水器　ＲＳ－１０Ｌ 20121120 カフェ
327 浄軟水器　ＲＳ－１０Ｌ 20121120 カフェ
328 陳列棚・ケース　１２００×３５０×８００ｍｍ、２段棚、追加棚１枚 20120927 カフェ
329 冷凍ショーケース　９００×５００×９９５ｍｍ、７７ｋｇ 20120817 カフェ
330 冷凍ストッカー　１２６０×６９５×８５０ｍｍ、６５ｋｇ 20120817 カフェ
331 授乳椅子　７１６×５７０×７３０ｍｍ、カップホルダー１個付 20120730 授乳室
332 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 交流スペース
333 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 交流スペース
334 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 交流スペース
335 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 交流スペース
336 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
337 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
338 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
339 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
340 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
341 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
342 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
343 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
344 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
345 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
346 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
347 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
348 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
349 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
350 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
351 リフレッシュチェアー　４８０×５６０×６９０ｍｍ、肘付、ポリウレタン系レザー張り地 20120730 交流スペース
352 丸テーブル　Ｈ４００ｍｍ、製作備品 20120730 交流スペース
353 丸テーブル　Ｈ４００ｍｍ、製作備品 20120730 交流スペース
354 丸テーブル　Ｈ７００ｍｍ、製作備品 20120730 交流スペース
355 丸テーブル　Ｈ７００ｍｍ、製作備品 20120730 交流スペース
356 展示台　Ｈ４００ｍｍ、パーテーションＨ２１００ｍｍ、金物共、製作備品 20120730 交流スペース
357 展示台　Ｈ４００ｍｍ、パーテーションＨ２１００ｍｍ、金物共、製作備品 20120730 交流スペース
358 展示台　Ｈ７００ｍｍ、パーテーションＨ２１００ｍｍ、金物共、製作備品 20120730 交流スペース
359 展示台　Ｈ７００ｍｍ、パーテーションＨ２１００ｍｍ、金物共、製作備品 20120730 交流スペース
360 テラス用テーブル　１０００×１０００×７５０ｍｍ 20120730 テラス
361 テラス用テーブル　１０００×１０００×７５０ｍｍ 20120730 テラス
362 テラス用テーブル　１０００×１０００×７５０ｍｍ 20120730 テラス
363 テラス用テーブル　１０００×１０００×７５０ｍｍ 20120730 テラス
364 テラス用テーブル　１０００×１０００×７５０ｍｍ 20120730 テラス
365 テラス用テーブル　１０００×１０００×７５０ｍｍ 20120730 テラス
366 ２４人用コインロッカー　９００×４５０×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 プレイルーム
367 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 プレイルーム
368 回転ホワイトボード　１９１５×６２８×１８００ｍｍ、白色 20120730 プレイルーム
369 ２枚引違い戸（下置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ付 20120730 印刷室
370 ２枚引違い戸（上置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ・壁固定金具付 20120730 印刷室
371 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 エクササイズルーム
372 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 会議室
373 ミーティング用テーブル　１５００×４５０×７２０ｍｍ、棚付 20120730 会議室
374 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 会議室
375 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 会議室
376 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 会議室
377 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 会議室
378 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 会議室
379 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 会議室
380 回転ホワイトボード　１９１５×６２８×１８００ｍｍ、白色 20120730 会議室
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381 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 託児室
382 ミーティング用テーブル　１５００×４５０×７２０ｍｍ、棚付 20120730 託児室
383 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 託児室
384 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 託児室
385 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 託児室
386 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 託児室
387 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 託児室
388 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 託児室
389 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 託児室
390 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
391 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
392 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
393 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
394 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
395 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
396 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
397 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
398 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
399 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
400 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
401 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
402 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
403 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
404 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
405 ３００Ｗハロゲンフレネルスポットライト　２５５×２３１×２４１ｍｍ 20120807 多目的室
406 アップライトピアノ　１５２０×６５０×１３１０ｍｍ 20120730 多目的室
407 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 多目的室
408 プロジェクター　４９８×４６６×１７５ｍｍ、７０００ルーメン 20120730 多目的室
409 ポータブルステージ　１８００×１３５０×３００ｍｍ 20120730 多目的室
410 ポータブルステージ　１８００×１３５０×３００ｍｍ 20120730 多目的室
411 ポータブルステージ　１８００×１３５０×３００ｍｍ 20120730 多目的室
412 ポータブルステージ　１８００×１３５０×３００ｍｍ 20120730 多目的室
413 ポータブルステージ　１８００×１３５０×３００ｍｍ 20120730 多目的室
414 ポータブルステージ　１８００×１３５０×３００ｍｍ 20120730 多目的室
415 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 多目的室
416 演台　９００×４５０×１０５０ｍｍ 20120730 多目的室
417 花台　４５０×４５０×７５０ｍｍ 20120730 多目的室
418 看板パネル　６００×３６００ｍｍ 20120730 多目的室
419 司会者台　６５０×４５０×１０５０ｍｍ 20120730 多目的室
420 中軽量ラック　１２４０×４５０×２１００ｍｍ、天地５段、基本タイプ 20120730 多目的室
421 幕板（前面）　１８００×３００ｍｍ 20120730 多目的室
422 幕板（前面）　１８００×３００ｍｍ 20120730 多目的室
423 幕板（前面）　１８００×３００ｍｍ 20120730 多目的室
424 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 リハーサル室
425 グランドピアノ　１５４０×２１２０×１０２０ｍｍ、防湿カバー含む 20120730 リハーサル室
426 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
427 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
428 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
429 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
430 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
431 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
432 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
433 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
434 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
435 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 リハーサル室
436 ワイヤレスアンプ 20151207 リハーサル室
437 加湿器　３５０×４１０×４４５ｍｍ 20130331 リハーサル室
438 回転ホワイトボード　１９１５×６２８×１８００ｍｍ、白色 20120730 リハーサル室
439 リフレッシュテーブル　Φ９００×７００ｍｍ、丸メラミン化粧板、十字脚 20120730 ３階ホワイエ
440 リフレッシュテーブル　Φ９００×７００ｍｍ、丸メラミン化粧板、十字脚 20120730 ３階ホワイエ
441 清掃用具用ロッカー　８８０×５１５×１７９０ｍｍ、トレー・バスケット・各種金具付 20120730 ３階搬入エレベータ前
442 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階女性更衣室
443 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階女性更衣室
444 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階女性更衣室
445 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階女性更衣室
446 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階女性更衣室
447 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階女性更衣室
448 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階男性更衣室
449 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階男性更衣室
450 ８人用コインロッカー　８４０×４５５×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 ３階男性更衣室
451 ２４人用コインロッカー　９００×４５０×１７９０ｍｍ、緑色、アジャスター付 20120730 清掃員控室
452 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 練習室１
453 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 練習室１
454 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 練習室１
455 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 練習室２
456 ボードスクリーン　９１０×６２０×１８００ｍｍ 20120730 練習室２
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457 ボードスクリーン　９１０×６２０×１８００ｍｍ 20120730 練習室２
458 ミーティング用テーブル　１５００×４５０×７２０ｍｍ、棚付 20120730 練習室２
459 ミーティング用テーブル　１５００×４５０×７２０ｍｍ、棚付 20120730 練習室２
460 液晶テレビ　２６インチ 20120807 練習室２
461 インフォメーションボード　３９５×４５０×１２００ｍｍ、シルバーメタリック色 20120730 練習室３
462 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 練習室３
463 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 練習室３
464 回転ホワイトボード　１３１５×６２８×１８００ｍｍ、白色 20120730 練習室３
465 スタッキング椅子用台車　３０脚スタック 20120730 備品庫１
466 スタッキング椅子用台車　３０脚スタック 20120730 備品庫１
467 テレビスタンド　２６～３２型用 20120807 備品庫１
468 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫１
469 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫１
470 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫１
471 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫１
472 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫１
473 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫１
474 液晶テレビ　３２インチ 20120807 備品庫１
475 貸出備品茶道具（点茶カウンター花門ローテーブルタイプ　オトシ部蓋付） 20120927 備品庫１
476 貸出備品茶道具（筒釜、糸目、紙箱付） 20120927 備品庫１
477 スタッキング椅子用台車　３０脚スタック 20120730 備品庫２
478 スタッキング椅子用台車　３０脚スタック 20120730 備品庫２
479 スタッキング椅子用台車　３０脚スタック 20120730 備品庫２
480 テレビスタンド　３７～４７型用 20120807 備品庫２
481 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
482 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
483 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
484 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
485 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
486 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
487 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
488 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
489 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
490 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
491 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
492 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
493 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
494 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
495 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
496 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
497 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
498 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫２
499 移動用スピーカー　３９７×３６２×６１３ｍｍ、スピーカースタンド付 20120807 備品庫２
500 移動用スピーカー　３９７×３６２×６１３ｍｍ、スピーカースタンド付 20120807 備品庫２
501 液晶テレビ　４６インチ 20120807 備品庫２
502 除湿機　コンプレッサー式 20120807 備品庫２
503 ＣＤプレーヤー／ＭＤレコーダー　パワーディストリビューター 20120807 備品庫３
504 ＣＤプレーヤー／ＭＤレコーダー　パワーディストリビューター 20120807 備品庫３
505 グランドピアノ運搬車 20151207 備品庫３
506 スタッキング椅子用台車　３０脚スタック 20120730 備品庫３
507 スタッキング椅子用台車　３０脚スタック 20120730 備品庫３
508 デジタルワイヤレスレシーバー　１２チャンネル、２波用１セット 20120821 備品庫３
509 デジタルワイヤレスレシーバー　１２チャンネル、２波用１セット 20120821 備品庫３
510 デジタルワイヤレスレシーバー　１２チャンネル、２波用１セット 20120821 備品庫３
511 トランクケース　５００×４００×３００ｍｍ 20120807 備品庫３
512 プロジェクター　３０７×２１０×６９ｍｍ、３２００ルーメン 20120730 備品庫３
513 プロジェクター台　５６４×４６４×８７０ｍｍ、フラット・スクエア・システム 20120730 備品庫３
514 ポータブルＰＡシステム　着脱式パワーアンプ付ミキサー、スピーカー（２本） 20120807 備品庫３
515 ポータブルＰＡシステム　着脱式パワーアンプ付ミキサー、スピーカー（２本） 20120807 備品庫３
516 ポータブルＰＡシステム　着脱式パワーアンプ付ミキサー、スピーカー（２本） 20120807 備品庫３
517 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫３
518 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫３
519 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫３
520 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫３
521 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 備品庫３
522 モバイルスクリーン　１７９４×３４０×２１０５ｍｍ 20120730 備品庫３
523 モバイルスクリーン　２１９７×３４０×２５１５ｍｍ 20120730 備品庫３
524 ワイヤレスアンプ　２９８×２２０×４６０ｍｍ 20120807 備品庫３
525 電子ピアノ　１４０２×３８２×７６３ｍｍ 20120730 備品庫３
526 スノコ（天板杉無垢材）　９７７×１０００×４５ｍｍ（必要寸法を満たしていれば可） 20120730 防災倉庫
527 スノコ（天板杉無垢材）　９７７×１０００×４５ｍｍ（必要寸法を満たしていれば可） 20120730 防災倉庫
528 スノコ（天板杉無垢材）　９７７×１０００×４５ｍｍ（必要寸法を満たしていれば可） 20120730 防災倉庫
529 スノコ（天板杉無垢材）　９７７×１０００×４５ｍｍ（必要寸法を満たしていれば可） 20120730 防災倉庫
530 スノコ（天板杉無垢材）　９７７×１０００×４５ｍｍ（必要寸法を満たしていれば可） 20120730 防災倉庫
531 スノコ（天板杉無垢材）　９７７×１０００×４５ｍｍ（必要寸法を満たしていれば可） 20120730 防災倉庫
532 スノコ（天板杉無垢材）　９７７×１０００×４５ｍｍ（必要寸法を満たしていれば可） 20120730 防災倉庫
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＜業務基準書 別紙２＞

No. 規格名称 取得日 備考

町田市鶴川緑の交流館ホール等　備品台帳

533 スノコ（天板杉無垢材）　９７７×１０００×４５ｍｍ（必要寸法を満たしていれば可） 20120730 防災倉庫
534 ドラムセット　ドラム・シンバル・スタンド・ドラムシート・ドラムケースなど 20120730 防災倉庫
535 ノンボルト中量ラック　１５５０×８７０×１８００ｍｍ、基本タイプ 20120730 防災倉庫
536 ノンボルト中量ラック　１５５０×８７０×１８００ｍｍ、基本タイプ 20120730 防災倉庫
537 ノンボルト中量ラック　１５５０×８７０×１８００ｍｍ、基本タイプ 20120730 防災倉庫
538 ２枚引違い戸（下置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ付 20120730 倉庫
539 ２枚引違い戸（下置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ付 20120730 倉庫
540 ２枚引違い戸（上置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ・壁固定金具付 20120730 倉庫
541 ２枚引違い戸（上置き）　９００×４５０×１０５０ｍｍ、錠・ラッチ・壁固定金具付 20120730 倉庫
542 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
543 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
544 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
545 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
546 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
547 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
548 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
549 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
550 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
551 コミュニケーションボード　１１６０×２５×１７６０ｍｍ、クロスパネル 20120730 倉庫
552 テレビスタンド　２６～３２型用 20120807 倉庫
553 パネル専用台車　６１５×１４１０×１２３０ｍｍ、キャスター付 20120730 倉庫
554 パネル専用台車　６１５×１４１０×１２３０ｍｍ、キャスター付 20120730 倉庫
555 ベビーベッド　折りたたみ式、マット付 20120830 倉庫
556 ポスターケース　８００×４６０×１５００ｍｍ 20120730 倉庫
557 ポスターケース　８００×４６０×１５００ｍｍ 20120730 倉庫
558 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 倉庫
559 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 倉庫
560 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 倉庫
561 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 倉庫
562 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 倉庫
563 ミーティング用テーブル　１８００×４５０×７２０ｍｍ 20120730 倉庫
564 液晶テレビ　３２インチ 20120807 倉庫
565 裁断機　６６０×６００×７１０ｍｍ 20120730 倉庫
566 裁断機　６６０×６００×７１０ｍｍ 20120730 倉庫
567 中軽量ラック　１２００×４５０×２１００ｍｍ、天地５段、増連タイプ 20120730 倉庫
568 中軽量ラック　１２００×４５０×２１００ｍｍ、天地５段、増連タイプ 20120730 倉庫
569 中軽量ラック　１２４０×４５０×２１００ｍｍ、天地５段、基本タイプ 20120730 倉庫
570 移動式粉末消火設備　２９０×３５０×１２１２ｍｍ 20120910 駐輪場
571 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０５０×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
572 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０５５×３８００ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
573 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０５５×３８００ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
574 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０６５×２７６０ｍｍ 20120911 ロールカーテン
575 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０６５×２７６０ｍｍ 20120911 ロールカーテン
576 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０６５×２７６０ｍｍ 20120911 ロールカーテン
577 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０６５×２７６０ｍｍ 20120911 ロールカーテン
578 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０６５×２７６０ｍｍ 20120911 ロールカーテン
579 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１０６５×２７６０ｍｍ 20120911 ロールカーテン
580 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１２５５×２３００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
581 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１２５５×２３００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
582 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３０５×２６００ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
583 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３０５×２６００ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
584 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３０５×２６００ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
585 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３０５×２６００ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
586 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３４５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
587 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３４５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
588 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３４５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
589 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３８５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
590 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１３８５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
591 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４００×２６００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
592 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４００×２６００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
593 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４００×２６００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
594 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４００×２６００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
595 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４００×２６００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
596 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４００×２６００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
597 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４１５×３０００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
598 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４１５×３０００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
599 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１４２０×３０００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
600 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
601 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
602 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
603 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
604 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
605 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
606 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
607 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
608 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
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609 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
610 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
611 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５２５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
612 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５３０×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
613 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５３０×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
614 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５３０×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
615 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５３０×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
616 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５５０×１９４０ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
617 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５５０×１９４０ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
618 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
619 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
620 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
621 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
622 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
623 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
624 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
625 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５６５×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
626 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５９０×２３００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
627 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１５９０×２３００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
628 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６２５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
629 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６２５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
630 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６２５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
631 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６２５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
632 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６４５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
633 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６４５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
634 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６４５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
635 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
636 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
637 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
638 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
639 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
640 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１６７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
641 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１７００×１７００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
642 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１７７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
643 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１７７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
644 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１７７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
645 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１７７５×３８００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
646 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　１８１５×３０７０ｍｍ 20120911 ロールカーテン
647 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　２３００×２３００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
648 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　２３００×２３００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
649 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　２６００×２１００ｍｍ 20120911 ロールカーテン
650 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　９４０×２７６０ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
651 タチカワ　生地ウィンディ遮熱　９４０×２７６０ｍｍ、２台分割 20120911 ロールカーテン
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＜業務基準書 別紙３＞ 

町田市鶴川緑の交流館 帰宅困難者の受け入れについて 

 

町田市鶴川緑の交流館は、甲の定める町田市地域防災計画において「地震災害応急対策」に

おける帰宅困難者対策の一時滞在施設として位置づけられており、地震や風水害等の災害時に

は｢鶴川駅周辺における帰宅困難者対策の拠点｣としての機能を求められている。 

災害時における帰宅困難者の受け入れに際し、丙は以下のとおり対応するものとする。 

 

１．帰宅困難者の受け入れ 

（１）帰宅困難者の受け入れの判断について 

丙は、町田市鶴川緑の交流館の安全性や周辺の被害状況を確認した上で、帰宅困難者の受け

入れが可能な場合は、帰宅困難者一時滞在施設の開設準備を行う。開設準備が完了次第、甲へ

報告する。 

町田市災害対策本部財務対策部被害調査班（以下「災対本部」という。）からの指示により、

帰宅困難者を受け入れる。受け入れた人数等は災対本部へ適宜報告するものとする。 

 

（２）帰宅困難者の受け入れ時の指示系統について 

丙は、災対本部と連携を図り町田市鶴川緑の交流館内での統括を行うものとする。 

 

２．想定される帰宅困難者 

 想定される主な帰宅困難者は、以下のとおりである。 

・交流館施設利用者 

・通勤者 

・通学者 

・観光客（武相荘の利用者、ＦＣ町田ゼルビアの試合観戦者等） 等 

 

３．帰宅困難者受け入れ場所 

受け入れ場所及び受け入れ優先順位は、３階→１階→地下１階→地下２階とする。 

・３階…多目的室（80 ㎡）、エクササイズルーム（66 ㎡）、会議室（38 ㎡）、会議室（託児室）

（38㎡）、リハーサル室（56㎡）、練習室（17㎡） 

・１階…交流スペース（180㎡）、サロン（152㎡）、プレイルーム（37㎡）、エントランスロビ

ー（88㎡） 

・地下１階…ホワイエ（47㎡） 

・地下２階…ホワイエ（127㎡） 

 

４．帰宅困難者受け入れ可能人数 

受け入れ人数は、５５８人を目安とし、各階の許容人数は以下のとおりとする。 

・３階…１７８人 

・１階…２７６人 

・地下１階…２８人 

・地下２階…７６人 
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５．帰宅困難者に対する情報提供 

 丙は、帰宅困難者に対し基本的に以下の情報提供を行うこと。このほかにも状況に応じ情報収

集や情報提供に努めるものとする。 

・町田市土砂災害ハザードマップ等 

・公共交通機関の復旧状況 

・道路の通行制限情報 

・天気予報 

・災害用伝言ダイヤルの利用方法 

・テレビ等を使った情報提供 等 

 

６．丙の職員配備態勢 

丙は災害発生時、町田市地域防災計画に定める配備態勢に基づき、施設職員の参集を行うこと

（丙も甲の基準に準ずる）。災対本部と連携し、避難者の受け入れ態勢を配備すること。 

 災害対策にあたる職員関係者は、以下のとおり受入本部を設置すること。 

・１階…管理事務室、鶴川駅前連絡所、管理事務室前廊下 

・２階…図書館サービスカウンター前スペース 

 

７．防災倉庫の備蓄品 

町田市鶴川緑の交流館内防災倉庫（甲の防災倉庫として、甲が備蓄品を管理する。）に、帰宅困

難者及び対応職員分約６００名分を想定し、毛布・飲料水（ペットボトル 500ml）・食料（ビスケ

ット等）・紙オムツ・ブルーシート・カラーコーン・工具セット等を備蓄すること。帰宅困難者用

備蓄品は、１日分を備蓄するものとする。 

備蓄品の提供については、原則として災対本部が防火管理者へ指示を行うものとし、使用した

備蓄品について、防火管理者は使用量を甲へ報告すること。 

 

８．施設設備管理 

施設等の点検を行い、二次災害の防止に努めること。また、被害状況を甲に報告すること。 

 

９．帰宅困難者の受け入れマニュアルの作成 

  丙は、帰宅困難者の受け入れに関する実施マニュアルを作成するものとする。 

 

１０．関連計画等 

帰宅困難者の受け入れに当たっては、次の計画等に基づき行動すること。 

  ・町田市地域防災計画 

  ・一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン 




