
湯沢雄勝広域市町村圏組合

平成31年3月31日現在
区分 資産名称 所在地 取得年月日 現在簿価 （延べ床）面積 階数（建物） 財産区分
土地 湯沢火葬場用地 湯沢市字沼樋１２９ S46.4.1 17,348,090 4,312.87 行政財産
土地 休日急患診療所用地 湯沢市田町二丁目６－３５ S55.3.29 13,944,969 1,083.08 普通財産
土地 貝沢ごみ処理施設用地 羽後町字清水川３０ H1.5.29 35,486,550 10,056.00 普通財産
土地 湯沢雄勝クリーンセンター用地 湯沢市字中崎１０９－１ H25.12.19 174,599,758 16,075.68 行政財産
土地 湯沢雄勝リサイクルセンターほか用地 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４（代表） S51.3.31 83,744,246 192,127.48 行政財産
土地 清掃センター用地 湯沢市関口字川前３７ S46.4.1 59,445,927 19,211.04 行政財産
土地 消防庁舎用地 湯沢市材木町二丁目１－３ S53.3.28 4,136,500 293.68 行政財産
建物 養護老人ホーム愛宕荘 湯沢市関口字石田１０８ H18.9.30 921,241,636 4,598.04 2 行政財産
建物 養護老人ホーム愛宕荘車庫 湯沢市関口字石田１０８ H18.9.30 31,949,637 196.35 1 行政財産
建物 老人福祉センター 湯沢市駒形町字八面寺下谷地２２－１ S57.10.27 16,248,344 503.98 1 行政財産
建物 老人福祉センター（増築分） 湯沢市駒形町字八面寺下谷地２２－１ H9.2.4 61,635,740 213.84 1 行政財産
建物 皆瀬更生園 湯沢市皆瀬川向字上小保内６ S56.3.27 48,970,636 1,926.46 1 行政財産
建物 皆瀬更生園車庫 湯沢市皆瀬川向字上小保内６ S56.3.1 1 43.20 1 行政財産
建物 皆瀬更生園物置 湯沢市皆瀬川向字上小保内６ S57.7.1 1 79.48 1 行政財産
建物 皆瀬更生園（増築分） 湯沢市皆瀬川向字上小保内６ H5.3.31 140,936,548 858.26 1 行政財産
建物 やまばと園 湯沢市駒形町飯田字二ツ森４３ H15.3.19 671,613,120 3,170.14 1 行政財産
建物 やまばと園体育館 湯沢市駒形町飯田字二ツ森４３ H15.3.19 52,176,800 341.40 1 行政財産
建物 やまばと園車庫 湯沢市駒形町飯田字二ツ森４３ H15.3.19 5,319,440 97.38 1 行政財産
建物 やまばと園倉庫 湯沢市駒形町飯田字二ツ森４３ H15.3.19 1 79.49 2 行政財産
建物 やまばと園児童棟各所改修 湯沢市駒形町飯田字二ツ森４３ H30.3.20 4,090,400 行政財産
建物 湯沢火葬場 湯沢市字沼樋１２９ S58.3.25 57,239,000 481.50 1 行政財産
建物 家畜保冷センター 湯沢市駒形町八面狼ヶ沢１８－４ H3.3.31 7,524,960 53.13 1 行政財産
建物 貝沢ごみ処理施設 羽後町字清水川３０ H4.3.31 200,957,340 2,315.30 3 普通財産
建物 貝沢ごみ処理施設給排水設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
建物 貝沢ごみ処理施設排水処理設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
建物 貝沢ごみ処理施設電気設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
建物 貝沢ごみ処理施設車庫 羽後町字清水川３０ H4.3.31 901,092 137.78 1 普通財産
建物 貝沢ごみ処理施設脱臭装置棟 羽後町字清水川３０ H12.6.30 1,723,328 54.00 1 普通財産
建物 貝沢ごみ処理施設飛灰処理棟 羽後町字清水川３０ H12.6.30 15,965,916 126.00 5 普通財産
建物 貝沢ごみ処理施設給排水設備 羽後町字清水川３０ H12.6.30 1 普通財産
建物 貝沢ごみ処理施設電気設備 羽後町字清水川３０ H12.6.30 1 普通財産
建物 湯沢雄勝クリーンセンター工場棟 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 1,376,203,869 4,342.20 4 行政財産
建物 湯沢雄勝クリーンセンター管理棟 湯沢市字中崎１０９－１ H29.1.1 334,069,478 1,063.32 3 行政財産
建物 湯沢雄勝クリーンセンター給水設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 31,267,151 行政財産
建物 湯沢雄勝クリーンセンター排水処理設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 10,292,184 行政財産
建物 湯沢雄勝クリーンセンター電気設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 169,221,016 行政財産
建物 湯沢雄勝リサイクルセンター 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 288,168,400 3,651.00 2 行政財産
建物 湯沢雄勝リサイクルセンター給水設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 137,200 行政財産
建物 湯沢雄勝リサイクルセンター排水処理設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 1,058,400 行政財産
建物 湯沢雄勝リサイクルセンター電気設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 6,585,600 行政財産
建物 湯沢雄勝リサイクルセンター車庫 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H9.3.31 1,994,720 99.02 1 行政財産
建物 廃棄物再生利用施設 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H9.3.31 53,282,040 806.91 2 行政財産
建物 廃棄物再生利用施設古紙貯留ヤード 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H9.3.31 2,480,660 42.00 1 行政財産
建物 八面一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H5.3.31 24,278,060 252.33 1 行政財産
建物 湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 湯沢市駒形町字八面西笹森３－１ H22.3.31 95,615,030 573.00 1 行政財産
建物 清掃センター（100kl系） 湯沢市関口字川前３７ S58.11.30 28,471,302 1,935.96 2 行政財産
建物 清掃センター（60kl系）管理棟 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 67,339,160 557.45 2 行政財産
建物 清掃センター（60kl系）車庫棟 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 6,329,400 100.00 1 行政財産
建物 清掃センター（60kl系）処理棟 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 436,344,440 3,875.40 2 行政財産
建物 清掃センター（60kl系）電気設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
建物 清掃センター（60kl系）配管設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
建物 清掃センター（60kl系）取排水設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
建物 清掃センター（60kl系）渡り廊下 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 4,389,480 54.00 2 行政財産
建物 清掃センター（60kl系）渡り廊下 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 2,274,200 29.43 2 行政財産
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建物 消防庁舎 湯沢市材木町二丁目１－３ S46.9.30 15,940,140 1,450.90 3 行政財産
建物 消防庁舎第2車庫 湯沢市材木町二丁目１－３ S52.3.31 1 36.45 1 行政財産
建物 消防庁舎物置 湯沢市材木町二丁目１－３ S59.3.31 1 47.67 1 行政財産
建物 消防庁舎第3車庫 湯沢市材木町二丁目49－21 H6.3.25 212,859 86.91 2 行政財産
建物 消防庁舎救急準備室 湯沢市材木町二丁目１－３ H7.10.9 1 9.94 1 行政財産
建物 消防庁舎救急洗浄室 湯沢市材木町二丁目１－３ H11.9.1 1 4.96 1 行政財産
建物 消防庁舎少量危険物保管庫 湯沢市材木町二丁目１－３ H24.2.1 667,426 3.44 1 行政財産
建物 消防デジタル無線局舎 湯沢市材木町二丁目１－３ H27.3.31 8,411,560 8.28 1 行政財産
建物 消防署稲川分署 湯沢市川連町字上平城２－１ S47.5.31 6,200,848 436.32 1 行政財産
建物 消防署稲川分署車庫 湯沢市川連町字上平城２－１ H5.12.18 1 36.35 2 行政財産
建物 消防署雄勝分署車庫 湯沢市寺沢字中川原１－２ H15.12.11 5,660,836 69.66 2 行政財産
建物 消防署羽後分署 羽後町西馬音内堀回字元城下１１２－１５ S47.5.31 6,228,752 442.80 1 行政財産
建物 消防署羽後分署物置 羽後町西馬音内堀回字元城下１１２－１５ S54.4.1 1 39.74 2 行政財産
建物 消防署羽後分署機械室 羽後町西馬音内堀回字元城下１１２－１５ S58.8.31 1 11.20 2 行政財産
建物 消防署羽後分署救急洗浄室 羽後町西馬音内堀回字元城下１１２－１５ H11.4.1 1 9.91 1 行政財産
建物 消防署皆瀬分署 湯沢市皆瀬字沢梨台５５－１ S47.11.30 3,090,453 184.19 1 行政財産
建物 消防デジタル無線稲川基地局 湯沢市川連町字上平城２－１ H27.3.31 7,876,360 8.28 1 行政財産
建物 消防デジタル無線雄勝大平山基地局 湯沢市寺沢字浅萩館１－１ H27.3.31 8,224,240 8.28 1 行政財産
建物 消防デジタル無線雄勝矢地ノ沢基地局 湯沢市秋ノ宮字矢地ノ沢７３－１ H27.3.31 8,161,800 8.28 1 行政財産
建物 消防デジタル無線羽後大平山基地局 羽後町田代字七曲山１－４７ H27.3.31 9,803,080 9.89 1 行政財産
建物 消防デジタル無線東成瀬岩井川基地局 東成瀬村岩井川字矢櫃４－１ H27.3.31 7,876,360 8.28 1 行政財産
建物 消防デジタル無線皆瀬小保内基地局 湯沢市皆瀬字上小保内３－１ H27.3.31 8,054,760 8.28 1 行政財産
建物 湯沢雄勝広域交流センター 湯沢市字沖鶴６９－５ S61.3.31 128,201,860 2,136.93 1 行政財産
建物 湯沢雄勝広域交流センター車庫 湯沢市字沖鶴６９－５ S61.3.31 1 24.30 1 行政財産

工作物 家畜保冷センター冷蔵設備 湯沢市駒形町八面狼ヶ沢１８－４ H29.4.21 3,581,626 行政財産
工作物 貝沢ごみ処理施設受入供給設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設燃焼設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設燃焼ガス冷却設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設排ガス処理設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設余熱利用設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設通風設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設灰出設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設計装設備 羽後町字清水川３０ H4.3.31 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設脱臭設備及び除鉄設備（ろ過装置） 羽後町字清水川３０ H12.6.30 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設燃料ポンプ 羽後町字清水川３０ H12.6.30 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設灰出設備 羽後町字清水川３０ H12.6.30 1 普通財産
工作物 貝沢ごみ処理施設計装設備 羽後町字清水川３０ H12.6.30 1 普通財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター受入供給設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 307,571,628 行政財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター燃焼設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 363,175,051 行政財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター燃焼ガス冷却設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 78,979,142 行政財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター排ガス処理設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 305,595,197 行政財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター余熱利用設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 288,160,273 行政財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター通風設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 118,256,008 行政財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター灰出し設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 160,670,562 行政財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター計装設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 159,657,626 行政財産
工作物 湯沢雄勝クリーンセンター雑設備 湯沢市字中崎１０９－１ H29.3.31 39,356,201 行政財産
工作物 湯沢雄勝リサイクルセンター受入供給設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 14,687,600 行政財産
工作物 湯沢雄勝リサイクルセンター破砕設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 104,068,800 行政財産
工作物 湯沢雄勝リサイクルセンター搬送設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 6,073,600 行政財産
工作物 湯沢雄勝リサイクルセンター選別設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 15,972,400 行政財産
工作物 湯沢雄勝リサイクルセンター貯留搬出設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 10,190,800 行政財産
工作物 湯沢雄勝リサイクルセンター集じん設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 4,175,600 行政財産
工作物 湯沢雄勝リサイクルセンターその他処理設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 8,789,200 行政財産
工作物 湯沢雄勝リサイクルセンター計装設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 7,562,800 行政財産
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工作物 湯沢雄勝リサイクルセンター配管設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H19.3.26 146,000 行政財産
工作物 八面一般廃棄物最終処分場 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H5.3.31 1 行政財産
工作物 八面一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設機械配管設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H5.3.31 1 行政財産
工作物 八面一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設電気計装設備 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢１８－４ H5.3.31 1 行政財産
工作物 湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場 湯沢市駒形町字八面西笹森３－１ H22.3.31 195,679,712 行政財産
工作物 湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設機械設備 湯沢市駒形町字八面西笹森３－１ H22.3.31 69,824,720 行政財産
工作物 湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設電気計装設備 湯沢市駒形町字八面西笹森３－１ H22.3.31 46,496,660 行政財産
工作物 湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設地下水槽 湯沢市駒形町字八面西笹森３－１ H22.3.31 28,421,400 行政財産
工作物 清掃センター（100kl系）１次処理設備 湯沢市関口字川前３７ S58.11.30 1 行政財産
工作物 清掃センター（100kl系）２次処理設備 湯沢市関口字川前３７ S58.11.30 1 行政財産
工作物 清掃センター（100kl系）高度処理設備 湯沢市関口字川前３７ S58.11.30 1 行政財産
工作物 清掃センター（100kl系）配管設備 湯沢市関口字川前３７ S58.11.30 1 行政財産
工作物 清掃センター（100kl系）電気計装設備 湯沢市関口字川前３７ S58.11.30 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）配管設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）計装設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）受入貯留設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）標準脱窒素設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）汚泥処理設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）消毒設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）脱臭設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）汚泥処理設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）高度処理設備 湯沢市関口字川前３７ H9.3.31 1 行政財産
工作物 清掃センター（60kl系）汚泥搬出設備 湯沢市関口字川前３７ H28.6.30 99,519,978 行政財産
工作物 消防庁舎主副訓練塔 湯沢市材木町二丁目１－３ H15.9.30 11,148,771 行政財産
工作物 消防庁舎防災支援車車庫 湯沢市材木町二丁目１－３ H24.9.1 1,176,722 行政財産
工作物 消防デジタル無線消防庁舎無線塔 湯沢市材木町二丁目１－３ H27.3.31 12,519,000 行政財産
工作物 稲川基地局フェンス 湯沢市川連町字上平城２－１ H27.3.31 1,014,000 行政財産
工作物 雄勝大平山基地局フェンス 湯沢市寺沢字浅萩館１－１ H27.3.31 588,000 行政財産
工作物 雄勝矢地ノ沢基地局フェンス 湯沢市秋ノ宮字矢地ノ沢７３－１ H27.3.31 642,000 行政財産
工作物 消防デジタル無線羽後大平山基地局無線塔 羽後町田代字七曲山１－４７ H27.3.31 20,232,000 行政財産
工作物 消防デジタル無線羽後大平山基地局フェンス 羽後町田代字七曲山１－４７ H27.3.31 768,000 行政財産
工作物 東成瀬岩井川基地局フェンス 東成瀬村岩井川字矢櫃４－１ H27.3.31 594,000 行政財産
工作物 皆瀬小保内基地局フェンス 湯沢市皆瀬字上小保内３－１ H27.3.31 582,000 行政財産
工作物 ホイールローダー（ミツビシWS500） 湯沢雄勝クリーンセンター H4.5.1 1 行政財産
工作物 ホイールローダー（ミツビシキャタピラー910E） 湯沢雄勝クリーンセンター H4.5.27 1 行政財産
工作物 フォークリフト（トヨタ） 湯沢雄勝クリーンセンター H23.7.6 58,875 行政財産
工作物 ホイールローダー（日立ZW100） 湯沢雄勝クリーンセンター H29.3.31 7,462,500 行政財産
工作物 ホイールローダー（コマツWA150） 湯沢雄勝リサイクルセンター H5.5.1 1 行政財産
工作物 ホイールローダー（コマツWA100） 湯沢雄勝リサイクルセンター H19.2.1 1 行政財産
工作物 フォークリフト（コマツ） 湯沢雄勝リサイクルセンター H19.2.1 1 行政財産
工作物 ホイールローダー（コマツWA100） 湯沢雄勝リサイクルセンター H19.3.1 1 行政財産
工作物 フォークリフト（トヨタ） 廃棄物再生利用施設 H9.3.1 1 行政財産
工作物 ホイールローダー（コマツWA100） 廃棄物再生利用施設 H9.4.1 1 行政財産
工作物 フォークリフト（トヨタ） 一般廃棄物最終処分場 H24.5.1 271,948 行政財産
工作物 パワーショベル（日立ZX120） 一般廃棄物最終処分場 H30.9.28 10,276,472 行政財産
工作物 フォークリフト（コマツ） 清掃センター H9.3.1 1 行政財産
船舶 ゴムボート（アキレスマリンSG-140) 消防署 H12.4.1 1 行政財産
物品 連絡車（ニッサンラフェスタ） 総務財政課総務班 H24.5.25 1 行政財産
物品 連絡車（ミツビシトッポ） 事業管理課介護保険班 H24.4.24 1 行政財産
物品 灰運搬車（イスズ4トンダンプ） 湯沢雄勝クリーンセンター H22.8.4 1 行政財産
物品 連絡車（ホンダアクティ） 湯沢雄勝クリーンセンター H24.5.24 1 行政財産
物品 連絡車（スズキキャリィ） 湯沢雄勝リサイクルセンター H27.6.1 42,899 行政財産
物品 連絡車（ニッサンADバン） 一般廃棄物最終処分場 H9.5.1 1 行政財産
物品 連絡車（ニッサンウィングロード） 清掃センター H29.8.9 997,964 行政財産
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物品 汚泥運搬車（ヒノ3トンダンプ） 清掃センター H25.9.1 1 行政財産
物品 指令1（トヨタハイエース） 消防本部 H25.11.15 1 行政財産
物品 指令2（日産セレナ） 消防本部 H25.8.23 106,043 行政財産
物品 救助工作車（日野レンジャー） 消防本部 H21.2.23 1 行政財産
物品 防災支援車（いすゞエルフ） 消防本部 H22.9.29 1 行政財産
物品 広報2（三菱デリカ） 消防本部 H23.10.11 1 行政財産
物品 湯沢消防1（日野デュトロ） 消防署 H19.12.25 1 行政財産
物品 湯沢消防2（日野デュトロ） 消防署 H26.12.1 4,620,744 行政財産
物品 湯沢消防3（日野デュトロ） 消防署 H22.12.1 1 行政財産
物品 湯沢消防4（日野レンジャー） 消防署 H12.12.22 1 行政財産
物品 救急1（トヨタハイメディック） 消防署 H22.3.31 1 行政財産
物品 救急2（トヨタハイメディック） 消防署 H18.11.20 1 行政財産
物品 湯沢広報1（トヨタハイエース） 消防署 H29.12.25 4,595,928 行政財産
物品 化学車（日野レンジャー） 消防署 H30.3.15 59,534,109 行政財産
物品 稲川消防1（日野デュトロ） 消防署稲川分署 H14.12.6 1 行政財産
物品 稲川消防2（日野レンジャー） 消防署稲川分署 H24.2.29 1 行政財産
物品 稲川救急（トヨタハイメディック） 消防署稲川分署 H30.3.15 23,154,579 行政財産
物品 稲川広報（日産エクストレイル） 消防署稲川分署 H20.8.29 1 行政財産
物品 雄勝消防1（日野デュトロ） 消防署雄勝分署 H28.10.1 19,882,986 行政財産
物品 雄勝消防2（日野レンジャー） 消防署雄勝分署 H15.12.15 1 行政財産
物品 雄勝救急（トヨタグランビア） 消防署雄勝分署 H17.10.20 1 行政財産
物品 雄勝救急（トヨタハイメディック） 消防署雄勝分署 H30.11.15 28,362,901 行政財産
物品 雄勝広報（トヨタハイラックス） 消防署雄勝分署 H13.9.28 1 行政財産
物品 羽後消防1（日野デュトロ） 消防署羽後分署 H14.12.4 1 行政財産
物品 羽後消防2（日野レンジャー） 消防署羽後分署 H23.1.19 1 行政財産
物品 羽後救急（日産パラメディック） 消防署羽後分署 H22.12.9 1 行政財産
物品 羽後広報（トヨタハイラックス） 消防署羽後分署 H12.11.28 1 行政財産
物品 東成瀬消防1（三菱キャンター） 消防署東成瀬分署 H13.12.14 1 行政財産
物品 東成瀬救急（トヨタハイメディック） 消防署東成瀬分署 H24.12.10 1 行政財産
物品 東成瀬広報（トヨタハイエース） 消防署東成瀬分署 H29.3.1 3,017,813 行政財産
物品 皆瀬消防1（三菱キャンター） 消防署皆瀬分署 H13.12.14 1 行政財産
物品 皆瀬救急（トヨタハイメディック） 消防署皆瀬分署 H27.12.15 10,162,840 行政財産
物品 皆瀬広報（日産エクストレイル） 消防署皆瀬分署 H21.12.8 1 行政財産
物品 統合業務システムサーバ 総務財政課総務班 H31.3.29 2,263,749 行政財産
物品 人事給与システム 総務財政課総務班 H26.8.27 397,278 行政財産
物品 財務会計システム 総務財政課財政会計班 H24.5.28 1 行政財産
物品 介護認定審査会システム 事業管理課介護保険班 H30.3.31 7,298,003 行政財産
物品 電子審査会システム 事業管理課介護保険班 H25.2.28 1 行政財産
物品 霊砂分離機能付掃除機 湯沢火葬場 H24.5.8 1 行政財産
物品 火葬台車運搬車 湯沢火葬場 H13.3.31 1 行政財産
物品 火葬台車運搬車 湯沢火葬場 H14.7.2 1 行政財産
物品 非常用バーナー 湯沢火葬場 H20.8.31 1 行政財産
物品 温水高圧洗浄機 湯沢雄勝リサイクルセンター H27.2.13 475,759 行政財産
物品 タイヤチェンジャー 湯沢雄勝リサイクルセンター H14.6.11 1 行政財産
物品 放射線測定器 一般廃棄物最終処分場 H24.1.4 1 行政財産
物品 エアシャワー 清掃センター H14.7.16 1 行政財産
物品 アンモニア窒素蒸留装置 清掃センター H27.7.8 182,150 行政財産
物品 分光光度計 清掃センター H31.3.8 583,925 行政財産
物品 高機能消防指令台 消防本部 H17.3.31 1 行政財産
物品 発信地表示装置 消防本部 H17.3.18 1 行政財産
物品 消防情報支援システム端末 消防署 H26.8.27 1 行政財産
物品 消防情報支援システム端末 消防署稲川分署 H29.11.22 530,738 行政財産
物品 消防情報支援システム端末 消防署雄勝分署 H28.10.7 308,116 行政財産
物品 消防情報支援システム端末 消防署羽後分署 H27.9.4 84,654 行政財産
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物品 消防庁舎無線設備 消防本部 H27.3.31 76,668,760 行政財産
物品 稲川無線基地局無線設備 稲川無線基地局 H27.3.31 21,918,640 行政財産
物品 雄勝大平山無線基地局無線設備 雄勝大平山無線基地局 H27.3.31 21,852,240 行政財産
物品 雄勝矢地ノ沢無線基地局無線設備 雄勝矢地ノ沢無線基地局 H27.3.31 21,991,680 行政財産
物品 羽後大平山無線基地局無線設備 羽後大平山無線基地局 H27.3.31 31,503,480 行政財産
物品 東成瀬岩井川無線基地局無線設備 東成瀬岩井川無線基地局 H27.3.31 21,905,360 行政財産
物品 皆瀬小保内無線基地局無線設備 皆瀬小保内無線基地局 H27.3.31 21,918,640 行政財産
物品 コンプレッサー（バウアーM3E/SP-2/V3） 消防署 H19.8.8 1 行政財産
物品 エアーテント（TAT-450H1） 消防署 H13.10.12 1 行政財産
物品 エアーテント（ASH-66） 消防署 H31.1.15 4,548,510 行政財産
物品 陽圧式化学防護服（ドレーゲルチームマスタープロ） 消防署 H19.11.30 1 行政財産
物品 陽圧式化学防護服（ドレーゲルチームマスタープロ） 消防署 H19.11.30 1 行政財産
物品 陽圧式化学防護服（ドレーゲルチームマスタープロ） 消防署 H19.11.30 1 行政財産
物品 陽圧式化学防護服（ドレーゲルチームマスタープロ） 消防署 H19.11.30 1 行政財産
物品 陽圧式化学防護服（ドレーゲルチームマスタープロ） 消防署 H19.11.30 1 行政財産
物品 除染シャワー（ランコ除染シャワー） 消防署 H19.11.30 1 行政財産
物品 画像探索器（ファイバースコープ） 消防署 H9.8.22 1 行政財産
物品 救助用マット（VETTERジャンプマット） 消防署 H30.11.22 2,229,019 行政財産
物品 半自動除細動器（2相波形式HSFR2） 消防署（玄関） H17.10.20 1 行政財産
物品 半自動除細動器（2相波形式HSFR2） 消防署 H17.10.20 1 行政財産
物品 半自動除細動器（ZOLL AED Pro) 消防署（救急1） H30.8.17 657,666 行政財産
物品 半自動除細動器（ZOLL AED Pro) 消防署（救急2） H30.8.17 657,666 行政財産
物品 半自動除細動器（ZOLL AED Pro) 消防署雄勝分署（雄勝救急） H30.2.26 554,936 行政財産
物品 半自動除細動器（ZOLL AED Pro) 消防署羽後分署（羽後救急） H30.2.26 554,936 行政財産
物品 半自動除細動器（日本光電 TEC-2513） 消防署東成瀬分署（東成瀬救急） H24.12.10 1 行政財産
物品 半自動除細動器（ZOLL AED Pro) 消防署皆瀬分署（皆瀬救急） H30.2.26 554,936 行政財産
物品 自動体外式除細動器（ZOLL X Series） 消防署稲川分署（稲川救急） H30.3.15 3,527,889 行政財産
物品 自動体外式除細動器（ZOLL X Series） 消防署雄勝分署（雄勝救急） H30.11.15 3,709,184 行政財産
物品 搬送用保育器（メテクポータブルACDC) 消防署 H8.12.6 1 行政財産
物品 バイオキャノピー（感染患者搬送用） 消防署 H15.3.1 1 行政財産
物品 救急処置シミュレーター（コーケンLM-051A) 消防署 H8.12.6 1 行政財産
物品 救急処置シミュレーター（コーケンLM-073） 消防署 H15.12.4 1 行政財産
物品 救急処置シミュレーター（レサシアンシミュレーターPLUS） 消防署 H30.9.21 2,340,780 行政財産
物品 防火防災訓練用資器材（煙体験ハウス） 消防署 H18.1.1 1 行政財産
物品 除雪機（ヤナセスノースロワー） 湯沢雄勝リサイクルセンター H9.11.1 1 行政財産
物品 除雪機（クボタKSR9W） 消防署 H2.4.1 1 行政財産
物品 除雪機（クボタKSR-1014DK1） 消防署雄勝分署 H29.11.17 945,989 行政財産
物品 除雪機（WADO SE180H） 消防署羽後分署 H16.10.22 1 行政財産
物品 16ミリ映写機 視聴覚ライブラリー S58.6.30 1 行政財産
物品 16ミリ映写機 湯沢雄勝広域交流センター S61.4.1 1 行政財産
物品 16ミリフィルム「ふるさと」 視聴覚ライブラリー H1.4.1 1 行政財産
物品 16ミリフィルム「フランダースの犬」 視聴覚ライブラリー H13.4.1 1 行政財産
物品 16ミリフィルム「火垂るの墓」 視聴覚ライブラリー H14.4.1 1 行政財産
物品 16ミリフィルム「MARCO」 視聴覚ライブラリー H15.4.1 1 行政財産
物品 スポットライト 湯沢雄勝広域交流センター H5.8.4 1 行政財産
物品 16ミリフィルム「リボンの騎士」 視聴覚ライブラリー H16.4.1 1 行政財産
物品 アップライトピアノ 湯沢雄勝広域交流センター S61.4.1 1 行政財産


