
各不具合箇所の概略数量一覧表
＊原則、同様の不具合でも場所ごとに写真、数量を用意した

エリア 写真番号
野帳番号

（現場位置番号）
写真枝番 場所 内容

数量
単位

概略
数量

概略数量算出方法 その他情報 備考

エリア1-1 49 園路中央 塔架台のクラック m 9 クラック長さ 塔高さ約8 m

エリア1-4 48 体育館東側 アスファルト舗装のひび割れ m2 12 ひび割れ部面積

エリア1-7 70 中央園路 階段コンクリート既製品の割れ -

エリア1-8 70 1,2 中央園路 階段コンクリート既製品の割れ -

エリア1-9 69 1,2 中央園路 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み -

エリア1-10 67,68 1,2 中央園路 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み -

エリア1-11 66 中央園路 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み -

エリア1-14 65 中央園路 舗装ブロック材の沈み込み m2 90 沈下部面積

エリア1-15 69 中央園路 階段コンクリート既製品の割れ - -

エリア1-16 71,72,73,74 1～11 中央園路 階段コンクリート既製品の割れ - -

エリア1-17 75,76,77 1～9 中央園路 階段コンクリート既製品の割れ - -

エリア1-23 78 中央園路車道 縁石の壊れ m 3 縁石長さ 縁石サイズ□120mm

エリア1-25 96 体育館南側 擬木手摺の破損 m 1 手摺長さ 追加

エリア2-2 9 ゲートボール場東側通路 コンクリート縁石の沈み込み m 3 縁石長さ L字ブロック W350mm

エリア2-3 10 ゲートボール場 ベンチへの樹木被り m2 32 樹木部面積

エリア2-5 1 テニス場器具庫 窓ガラスのひび割れ鉄部の腐食 m2 1 窓ガラス面積 1,530mm×520mm

エリア2-7 6 テニス場西側排水路 側溝の雑草被り - - - 不具合解消済み

エリア2-8 5 テニス場南側 フェンスの反り m 44 フェンス長さ フェンス高さ　H=1.5m

エリア2-9 7,8 1,2 ゲートボール場東側通路 アスファルト舗装の樹木根による不陸 m2 14 不陸部面積

エリア2-14 2 テニス場器具庫 鋼板屋根材の腐食 m 10 鋼板屋根水平投影面積 □60×60mm

エリア2-18 3 テニス場西側 コンクリート擁壁の割れ、塗装の剥がれ 式 1 - CON 120×100×200mm

エリア2-20 3 1,2 テニス場西側 コンクリート擁壁塗装の剥がれ m2 93 擁壁見付面積

エリア2-21 4 テニス場南側 コンクリート擁壁の割れ、塗装の剥がれ 式 1 - クラック300mm

エリア3-1 36 多目的広場北東側通路 アスファルト舗装のひび割れ m2 76 ひび割れ部面積

エリア3-3 40 多目的広場北西側通路 アスファルト舗装のひび割れ m2 51 ひび割れ部面積

エリア3-5 34 多目的広場南西側 電源箱の倒れ 台 1 当該電源盤個数 W300×D165×H800

エリア3-6 43 1～5 中央広場 舗装ブロック材の樹木根による不陸 m2 126 不陸部面積

エリア3-7 42 中央広場 照明ポールの発錆 本 4 当該外灯数

エリア3-9 43 1～3 中央広場 舗装ブロック材の樹木根による不陸 - 3-6に含む -

エリア3-14 35 多目的広場 コンクリート擁壁の傾斜 m2 5 擁壁見付面積 W3,500×D200×H1,200

エリア3-15 35 多目的広場 コンクリート擁壁の傾斜 - 3-14に含む -

エリア3-18 37 多目的広場北東側通路 アスファルト舗装の樹木根によるひび割れ m2 15 ひび割れ部面積

エリア3-19 38 多目的広場北東側通路 アスファルト舗装のひび割れ m2 33 ひび割れ部面積

エリア3-20 39 多目的広場北西側通路 焼却炉屋根の欠損 m2 41 焼却炉屋根水平投影面積

エリア3-21 41 多目的広場北西側通路 アスファルト舗装の樹木根による不陸 m2 9 不陸部面積

エリア3-25 33 多目的広場南側 バックステージ擁壁塗装の剥がれ m2 55 擁壁見付面積

エリア3-26 44 1,2 中央広場 舗装ブロック材の沈下 m2 17 沈下部面積

エリア3-27 43 1～6 中央広場 舗装ブロック材の樹木根による不陸 - 3-6に含む -

エリア4-2 32 ちびっこ広場東屋 コンクリートブロック板の不陸 m2 14 不陸部面積

エリア4-7 25 野球場南側通路 アスファルト舗装の樹木根によるひび割れ m2 3 ひび割れ部面積

エリア4-10 26 野球場南側通路 アスファルト舗装のひび割れ m2 104 ひび割れ部面積

エリア4-11 28 野球場南側通路 アスファルト舗装端部の沈み込み m2 56 ひび割れ部面積

エリア4-14 29,30 1,2 野球場西側通路 アスファルト舗装のひび割れ m2 120 ひび割れ部面積

エリア4-18 20 野球場1塁側ベンチ 屋上塗装の剥がれ m2 35 屋上水平投影面積

エリア4-19 19 1,2 野球場1塁側観覧席 座席塩ビ材の割れ 式 1 - 欠け：1箇所、座席なし：5か所

エリア4-20 13 ネット裏観覧席 外装部のクラックや塗装の剥がれ m2 76 外装部見付面積

エリア4-21 11,12,14 ネット裏観覧席 外装部塗装の剥がれ m2 291 外装部見付面積

エリア4-23 22 野球場東側通路 アスファルト舗装の沈み込み m2 25 沈下部面積

エリア4-24 15 ネット裏観覧席３塁側 コンクリート壁表面に鉄筋の錆 箇所 1 該当箇所数 L=1.1m

エリア4-26 11,12,14 ネット裏観覧席 塗装の剥がれ - 4-21に含む -

エリア4-27 17 1,2 野球場３塁側観覧席 座席塩ビ材の割れ 式 1 - 欠け：4箇所、浮き・外れ：2か所

エリア4-28 18 野球場３塁側ベンチ 屋上塗装の剥がれ m2 35 屋上部水平投影面積

エリア4-32 24 野球場３塁側 間知ブロック積み擁壁のずれ込み m 3 ずれ込み部長さ

エリア4-34 23,27,31 1～3 野球場３塁側通路（サッカー場側） 擬木手摺の破損 m 6 手摺長さ

エリア4-41 16 1,2 ネット裏観覧席 電線むき出し（絶縁なし） 箇所 2 露出箇所数

エリア4-42 21 野球場１塁側フェンス手摺 鋼材腐食 箇所 3 腐食フェンス数 フェンス高さ H=2m 追加

エリア5-3 93 1～4 平岩記念会館 外灯ポール塗装の剥がれ 本 4 当該外灯数 H=約6m

エリア5-6 94 1,2 平岩記念会館 構内灯ポールの錆 本 2 当該外灯数

エリア5-9 92 サッカー場西面 側溝コンクリート蓋の割れ 枚 1 蓋枚数 W330×L600mm

エリア5-10 90 1,2 サッカー場西面 外灯ポールの発錆 本 2 外灯数 H=約7m

エリア5-12 89 1,2 サッカー場東面 外灯ポールの発錆 本 2 外灯数 H=約7m

エリア5-13 88 1,2 サッカー場東面 ネットフェンスのたわみ m 34 フェンス長さ フェンス高さ H=2m

エリア5-14 87 1,2 サッカー場東面 舗装部分の沈下 m2 51 沈下部面積

エリア5-16 86 サッカー場南面 のり面側溝の底落ち 箇所 1 該当側溝数

エリア5-21 85 1,2 サッカー場南側広場 西側側溝の落ち葉堆積 m 53 該当側溝長さ U字側溝 W=350

エリア5-31 82 1,2 憩の森 池桟橋床板の反りと釘頭の突出 m2 64 該当桟橋面積

エリア5-33 83 憩の森 東屋化粧木材の破損 m2 1 破損部面積 化粧木材高さ H=600mm

エリア5-36 84 憩の森 水路コンクリートのひび割れ m 3 ひび割れ長さ

エリア5-39 91 1～4 サッカー場 座席塩ビ材の割れ 式 1 - 浮き13箇所 追加

エリア5-40 95 平岩記念会館 ピット蓋の発錆 m2 2 欠損している蓋の数 蓋サイズ□1.25m 追加

エリア6-1 50 北側駐車場 ピット蓋の錆による欠損 m2 2 欠損している蓋の数 蓋サイズ□1.1m

エリア6-2 51 北側駐車場 照明ポールの発錆 本 1 当該外灯数 H=約6m

エリア6-3 54 1,2 北側駐車場 駐車ラインの摩耗 ｍ 1205 全ラインm数

エリア6-4 56 北側駐車場自転車置き場 鋼材の発錆 m2 102 腐食鋼材面積

エリア6-5 52,64 1,2 北側駐車場 照明ポール塗装の劣化 本 2 当該外灯数 H=約6m

エリア6-6 53 北側駐車場 照明ポール塗装の劣化 本 1 当該外灯数 H=約6m、周囲ゲート倒れあり

エリア6-7 60 北側駐車場トイレ タイル床の汚れ m2 21 当該タイル面積

エリア6-9 61 北側駐車場トイレ 分電盤の発錆 面 1 当該分電盤個数 W300×D150×H400

エリア6-10 62 1～3 北側駐車場トイレ 便器の汚れ 式 1 - 大3台、小1大、手洗い2台

エリア6-11 63 北側駐車場トイレ 照明器具の発錆 台 1 当該照明器具数 FL40W

エリア6-12 79 南側駐車場 分電盤塗装の摩耗 m2 2 塗装面積

エリア6-13 81 南側駐車場 駐車ラインの摩耗 ｍ 386 全ラインm数

エリア6-16 81 南側駐車場 駐車ラインの摩耗 - 6-13に含む -

エリア6-17 80 南側駐車場 アスファルト舗装の沈下 m2 36 沈下部面積

エリア6-20 55 1,2 北側駐車場 横断歩道のライン摩耗 m2 43 横断歩道面積

エリア6-21 56 北側駐車場 自転車置き場鋼材の発錆 - 6-4に含む -

エリア6-24 58 北側駐車場 北側石積の目地割れ ｍ 3 割れ長さ

エリア6-25 57 1,2 北側駐車場 北側出入口石積の目地割れ ｍ 2 割れ長さ

エリア6-26 59 北側駐車場 北側出入口舗装材の沈下 m2 7 沈下部面積

エリア6-27 57 北側駐車場 北側出入口石積の目地割れ m 2 割れ長さ

配置-2 45 構内舗装 コンクリート舗装のひび割れ m2 85 ひび割れ部面積

配置-3 45 構内舗装 コンクリート舗装のひび割れ、傾斜 - 配置-2に含む -

配置-8 47 構内舗装 張石舗装の剥がれ 箇所 1 割れ箇所数 200×400mm

配置-9 46 構内舗装 コンクリート舗装のひび割れ、傾斜 m2 85 ひび割れ部面積

（再掲）抽出合計
アスファルト舗装の不陸・ひびわれ m2 554
コンクリート舗装のひびわれ・傾斜 m2 221
舗装ブロックの不陸 m2 240

不陸 142m2
踏板 106m

不陸部面積
踏板割れ部長さ

1-7～1-11に
含む
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