
１　建物

No 　名　称 用　途 構　造 建築面積(㎡) 延床面積(㎡) 備考

1 本館 庁舎・事務所 鉄筋コンクリート造 1126.77 694.43

2 倉庫
陳列所・展示
棟

鉄骨造 155.5 155.5 旧：第２展示場

3 常設展示場
陳列所・展示
棟

鉄筋コンクリート造 130.9 130.9

4 公衆便所（作業舎入口） 便所 コンクリートブロック造 35 35

5 レストハウス 食堂・調理棟 鉄骨造 136.97 136.97

6 即売所 店舗 鉄骨造 44.8 44.8

8 栽培温室 温室 鉄骨造 697.32 697.32

9 中央便所 便所 鉄筋コンクリート造 44.83 44.83

10
展示場（無加温）
（名称：グリーンハウ
ス）

温室 鉄骨造 1334.72 1334.72 旧：観賞温室

11 ボイラー室 ボイラー棟 鉄筋コンクリート造 96 96 閉鎖

12 循環器室 ポンプ小屋 鉄筋コンクリート造 9.27 9.27 閉鎖

13 資材置場 倉庫・物置 コンクリートブロック造 31.25 31.25

14 倉庫棟（苗ほ） 倉庫・物置 鉄骨造 357.1 357.1

15 温室棟（苗ほガラス室） 温室 鉄骨造 180 180

16 芝生広場横便所 便所 鉄筋コンクリート造 49.28 52.35

２　工作物

No 工作物名称 細目名称 規模・構造 数量 備考

1 ガードレール01 ガードレール 鉄骨、駐車場 52.00ｍ          金属造

2 ガードレール02 ガードレール 鉄骨 57.00ｍ          金属造

3 かこい　１１ かこい
ネットフェンス　Ｈ＝８００
４．１

4.10ｍ            金属造

4 かこい02 かこい 鉄柵網 60.00ｍ          金属造

5 かこい03 かこい 鉄柵網 60.00ｍ          金属造

6 かこい04 かこい バリカー 4.20ｍ            金属造

7 ガス設備01 ガス設備 1個                

8 ガス設備02 ガス設備 Ｌ＝４ｍ 1個                

9 ガス設備03 ガス設備 1個                H30.3設置

10 かん水用井戸 池井 掘削深度１５０ｍ 1個                鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
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11 その他のもの02 その他のもの（個）日本庭園池浄化装置１基 1個                

12 パーゴラ01 パーゴラ ビニール波板ぶき１２５㎡ 1個                金属造

13 パーゴラ02 パーゴラ
軽量鉄骨平家建ガラスセンイ
採光波板屋根１１１㎡

1個                金属造

14 パーゴラ03 パーゴラ 擬木・鉄骨製（藤棚） 1個                金属造

15 パーゴラ04 パーゴラ 鉄骨（バラ園）２０基 1個                金属造

16 パーゴラ05 パーゴラ 鉄骨（ボタン園）７基 1個                金属造

17 パーゴラ06 パーゴラ 鉄骨製（藤棚） 1個                金属造

18 パーゴラ07 パーゴラ 鉄骨製（藤棚） 1個                金属造

19 パーゴラ08 パーゴラ 藤棚 1個                金属造

20 パーゴラ09 パーゴラ 藤棚 1個                金属造

21 メッシュフェンス（苗ほ） かこい
Ｌ１６６ｍ、Ｈ１．８ｍ、
１．５ｍ、０．９ｍ

166.00ｍ        金属造

22 下水設備01 下水設備
Ｌ＝８ｍ　ビニール管　桝３
個

1個                合成樹脂造

23 下水設備02 下水設備 延長１２ｍ　溜桝２個 1個                合成樹脂造

24 下水設備03 下水設備 竹園隣り便所排水管１７ｍ 1個                合成樹脂造

25 下水設備04 下水設備 ＶＰ１５０ 1個                合成樹脂造

26 下水設備05 下水設備 1個                H30.3設置

27 外構（植栽花壇エリア） 外構 一式 H30.3設置

28 外構 外構 一式 H30.3設置

29 県旗等掲揚塔01 県旗等掲揚塔 ポールアルミ製 1個                金属造

30 県旗等掲揚塔02 県旗等掲揚塔 ポールアルミ製 1個                金属造 記載を台帳と合わせ

31 諸標03 諸標 鉄骨造 1個                金属造

32 諸標04 諸標 鉄板２枚合せ 1個                金属造

33 諸標05 諸標 スチールパイプ，鉄板 1個                金属造

34 諸標06 諸標 スチールパイプの鉄板 1個                金属造

35 諸標07-1 諸標 スチールパイプの鉄板 1個                金属造 記載を台帳と合わせ

36 諸標07-2 諸標 スチールパイプの鉄板 1個                金属造 記載を台帳と合わせ

37 諸標08-1 諸標
アルミ板（１５００×１００
０）　Ｈ＝１９００

1個                金属造 記載を台帳と合わせ

38 諸標08-2 諸標
アルミ板（１５００×１００
０）　Ｈ＝１９００

1個                金属造 記載を台帳と合わせ

39 諸標09 諸標
入口標示ポール看板、高さ４
ｍ

1個                金属造

40 諸標10 諸標
アルミ板１８００×９００
（駐車場管理規程）

1個                金属造

41 諸標11 諸標
アルミ板１０００×７００
（駐車場入口案内板）

1個                金属造

42 照明設備01-1 照明設備 外灯Ａ 1個                記載を台帳と合わせ

43 照明設備01-2 照明設備 外灯Ａ 1個                記載を台帳と合わせ



44 照明設備02-1 照明設備 水銀灯Ｂ 1個                記載を台帳と合わせ

45 照明設備02-2 照明設備 水銀灯Ｂ 1個                記載を台帳と合わせ

46 照明設備03-1 照明設備 水銀灯Ｃ 1個                記載を台帳と合わせ

47 照明設備03-2 照明設備 水銀灯Ｃ 1個                記載を台帳と合わせ

48 照明設備03-3 照明設備 水銀灯Ｃ 1個                記載を台帳と合わせ

49 照明設備04 照明設備 水銀灯 1個                

50 浄化そう01 浄化槽 第２展示場便所１５０人槽 1個                

51 浄化そう02 浄化槽 園内中央便所２００人槽 1個                

52 浄化そう03 浄化槽
園内便所作業舎入口１５０人
槽

1個                未使用

53 新南門 門
大型引戸　Ｗ６ｍ　Ｈ１．８
ｍ

1個                金属造

54 水道設備01 水道設備
コンクリート造園内配管、自
家水用、揚水施設含

1個                ｺﾝｸﾘｰﾄ造

55 水道設備02-1 水道設備
ビニール管・鉄管、１３６
メートル

1個                合成樹脂造 記載を台帳と合わせ

56 水道設備02-2 水道設備
ビニール管・鉄管、１３６
メートル

1個                合成樹脂造 記載を台帳と合わせ

57 水道設備02-3 水道設備
ビニール管・鉄管、１３６
メートル

1個                合成樹脂造 記載を台帳と合わせ

58 水道設備02-4 水道設備
ビニール管・鉄管、１３６
メートル

1個                合成樹脂造 記載を台帳と合わせ

59 水道設備03 水道設備
コンクリート造、ビニール
管、３個水飲場

1個                ｺﾝｸﾘｰﾄ造

60 水道設備04-1 水道設備
ビニール管５０ｍ、水飲場１
個

1個                合成樹脂造 記載を台帳と合わせ

61 水道設備04-2 水道設備
ビニール管５０ｍ、水飲場１
個

1個                合成樹脂造 記載を台帳と合わせ

62 水道設備05 水道設備
カンスイ施設（ＶＰ７５ｍ鉄
管８ｍ，水槽ポンプ一式）

1個                合成樹脂造

63 水道設備06 水道設備
カンスイライン、タンク、ポ
ンプ

1個                合成樹脂造

64 水道設備07 水道設備
５０㎜１３９ｍ、２０㎜２０
ｍ，水飲場１個

1個                ｺﾝｸﾘｰﾄ造

65 水道設備09 水道設備 ３４ｍ 1個                合成樹脂造

66 水道設備10 水道設備 ビニ－ル管１２ｍ 1個                合成樹脂造

67 水道設備11 水道設備
ビニール管１２７ｍ、立柱栓
１０個

1個                合成樹脂造

68 水道設備12 水道設備 ＶＤ－Ｋ　５０・他 1個                合成樹脂造

69 水道設備13 水道設備
ＶＬＧＰ５０㎜　１．５ｍ，
ＴＳＶＰ５０㎜１９５ｍ

1個                合成樹脂造

70 水道設備14 水道設備 1個                H30.3設置

71 石碑01 石碑 肩車の門 1個                石造

72 池井02 池井
コンクリート、７４５㎡（噴
泉盤含む）

1個                ｺﾝｸﾘｰﾄ造

73 池井03 池井
コンクリート石造、１５０㎡
（給水ポンプ含む）

1個                ｺﾝｸﾘｰﾄ造

74 駐車場精算機 駐車場精算機  １式 H30.3設置



75 貯そう01 貯槽 鉄骨台，タンク　２０００Ｌ 1個                鋼鉄造

76 貯そう04 貯槽 油タンク・水槽　他 1個                鋼鉄造

77 鉄塔01 鉄塔 屋外スピ－カ－ 1個                金属造

78 電線01 電線 電線１５６ｍ、レストハウス 156.00ｍ        

79 電線02 電線
電線ＣＶ２２×３Ｃ、ＣＶ１
４×３Ｃ

220.00ｍ        

80 電線03 電線
電線７５２ｍ（ハンドホール
含む）

752.00ｍ        

81 電線04 電線 電線７６ｍ 76.00ｍ          

82 電線05 電線 電線ＣＶ１５０他４５０ｍ 450.00ｍ        

83 電線06 電線
電線ＣＶ２２－３Ｃ８０ｍ
（ハンドホール等含む）

80.00ｍ          

84 電線07 電線
６００Ｖ　ＣＶＴ３８゜他
２２１５ｍ

2,215.00ｍ 

85 電線08 電線 H30.3設置

86 変電装置01 変電装置
第１変電装置（高圧ケーブル
２０ｍ）３０ＫＶＡ２台

1個                

87 変電装置02 変電装置
第２変電装置（高圧ケ－ブル
４４０ｍ）５ＫＶＡ

1個                

88 変電装置03 変電装置 変電設備 1個                

89 変電設備04 変電装置 変電設備 1個                H30.3設置

90 防風ネット01 防風ネット
防風ネット（Ａ号，高２ｍ，
長８０ｍ）

1個                合成樹脂造

91 門01-1 門 コンクリート鉄扉，通用門１ 1個                金属造 記載を台帳と合わせ

92 門01-2 門 コンクリート鉄扉，北門１ 1個                金属造 記載を台帳と合わせ

93 門01-3 門 コンクリート鉄扉，東門１ 1個                金属造 記載を台帳と合わせ

94 門03-1 門 引戸式鉄扉、駐車場出入口 1個                金属造 記載を台帳と合わせ

95 門03-2 門 引戸式鉄扉、駐車場出入口 1個                金属造 記載を台帳と合わせ

96 門04 門
スチールパイプ、レストハウ
ス出入口

1個                金属造

97 門06 門
コンクリート　引戸式鉄扉
（北門）

1個                金属造



３　附属設備

No 附属設備の種類 数量等

1 冷温水発生機 １基

2 冷却塔 １基

3 ファンコイルユニット ２４台

4 パッケージエアコン ２基

5 消防設備機器 １式

6 自動ドア（本館） ２台

7 自動ドア（グリーンハウス） ４台

8 ボイラー本体 ４基

9 ボイラー付随設備 １式

10 地下タンク（温室用） １基 使用停止　１５,０００ℓ　

11 火災受信機 ２式 管理事務室内、宿直室内

使用停止中
ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ１台、液面計１台、
その他ﾎﾟﾝﾌﾟ類等

消火器具、自動火災報知設備、非常警報
器具、非難器具、誘導灯及び誘導標識、
消火器

※　使用停止中の設備については、今後も引き続き使用停止の予定であるため、これに係る法定点検
　及び検査と有資格者の配置は不要である。

本館１階入口エントランス及びレス
トハウス

備考

使用停止

片開き

片開き

本館内

本館１階機械室横敷地内

本館１階機械室内


