
室名 名称 所要数 仕様

金庫 数量：1 460×328×920（W×D×H）、262㎏

机 数量：23 1400×700×700（W×D×H)

脇机 数量：8 400×600×700（W×D×H)

会議用テーブル 数量：6 800×600×720（W×D×H)

椅子 （会議用椅子６脚含む） 数量：36 580×560×980（W×D×H)

書庫 （壁面型（H2690）は22個） 数量：37 900×450×2690（W×D×H)

応接セットセンターテーブル 数量：1 1200×600×440（W×D×H)

応接セット長型ソファ 数量：1 1820×750×700（W×D×H)

応接セット１人用ソファ 数量：2 760×700×720（W×D×H)

冷蔵庫 数量：1 540×650×1520（W×D×H)

テレビ台 数量：1 900×600×1200（W×D×H)

複合機 数量：2 587×685×963（W×D×H）、200㎏

LANプリンタ 数量：2 478×437×424（W×D×H)

参考資料４－１２ 参考備品一覧

事務室

①神奈川行政評価事務所

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

サーバーラック 数量：1 590×890×850（W×D×H)

机 数量：1 1800×850×685（W×D×H)

椅子 （会議用椅子10脚含む） 数量：11 620×850×685（W×D×H)

書庫 数量：3 1800×450×685（W×D×H)

ロッカー 数量：1 590×850×685（W×D×H)

会議用テーブル 数量：1 3200×1800×660（W×D×H)

衝立 数量：3 620×40×685（W×D×H)

応接セットセンターテーブル 数量：1 1500×700×460（W×D×H)

応接セット長型ソファ 数量：1 1900×870×730（W×D×H)

応接セット１人用ソファ 数量：2 940×570×730（W×D×H)

レーザープリンタ 数量：1 500×530×550（W×D×H)

プリンタ台 数量：1 600×600×940（W×D×H)

会議用テーブル 数量：18 1500×450×700（W×D×H)

会議用椅子（スタック型） 数量：35 450×520×730（W×D×H)

書庫（オープン型） 数量：2 900×450×2690（W×D×H)

会議室

所長室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
2



室名 名称 所要数 仕様

会議用テーブル 数量：1 1500×750×700（W×D×H)

会議用椅子 数量：4 450×520×730（W×D×H)

机 数量：1 1200×700×700（W×D×H)

椅子（会議用椅子４脚含む） 数量：5 580×560×980（W×D×H)

会議用テーブル 数量：1 1620×850×715（W×D×H)

印刷室 印刷機 数量：1 730×630×1002（W×D×H)

横移動型書庫（セーバータイプ）
（後列固定３ユニット・前列移動２ユニット）

数量：3 2700×900×2500（W×D×H)

軽量棚 数量：2 1550×450×2400（W×D×H)

書庫
移動式書架
（単式固定ユニット１、複式移動ユニット８、軽量棚タイプ）

数量：1 5500×1910×2242（W×D×H)

更衣・ロッカー室 ロッカー 数量：5 900×515×1790（W×D×H)

壁面キャビネット 数量：2 1800×2100×460（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 650×2100×460（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1800×700×800（W×D×H) 移転予定備品

②横浜地方検察庁分室

倉庫

情報公開・個人情報保護総合案内所

相談室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

ミーティングテーブル 数量：1 3200×1200（W×D） 移転予定備品

椅子 数量：8 650×650（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：7 900×2450×500（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：2 600×1200×500（W×D×H) 移転予定備品

事務机（次席） 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机（両袖） 数量：2 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机（両袖） 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務机（片袖） 数量：1 1200×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：5 650×650（W×D） 移転予定備品

カウンター 数量：2 1200×500（W×D） 移転予定備品

スクリーン 数量：1 有効サイズ：16：9 125インチ

プロジェクター
マイク・音響機器

数量：1

事務室①

事務室②

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

壁面キャビネット 数量：5 900×1800×400（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 600×1800×460（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

脇机 数量：1 900×490（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：2 2400×1200（W×D） 移転予定備品

ロッカー 数量：1 800×1200×600（W×D×H) 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：8 900×2130×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机（統括） 数量：3 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机（片袖） 数量：1 1200×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：3 650×650（W×D） 移転予定備品

ロッカー 数量：4 800×1200×600（W×D×H)

壁面キャビネット 数量：7 900×2450×500（W×D×H)

事務机 数量：6 1600×800（W×D）

事務室③

事務室④

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

脇机 数量：6 900×490（W×D）

事務椅子 数量：6 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：4 1800×600（W×D）

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

事務室⑤

事務室⑥

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務室⑦

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

事務室⑧

事務室⑨

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

事務室⑩

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務室⑪

事務室⑫

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

事務室⑬

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：4 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務室⑭

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務机 数量：1 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：1 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：1 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：3 1800×600（W×D） 移転予定備品

前机 数量：1 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：6 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

ロッカー 数量：1 900×1000×500（W×D×H) 移転予定備品

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：2 1600×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：2 800×800（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：4 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：2 1800×600（W×D） 移転予定備品

事務室⑮

事務室⑯

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

前机 数量：2 1600×450（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

可動式棚 数量：17 1200×1350×460（W×D×H) 移転予定備品

事務机 数量：2 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：6 650×650（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：4 1800×600（W×D） 移転予定備品

サーバーボックス 数量：1 700×1200×1050（W×D×H) 移転予定備品

倉庫① 開架書架 数量：2 3600×450（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：5 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

長型卓子 数量：4 1800×600（W×D） 移転予定備品

椅子 数量：8 650×650（W×D） 移転予定備品

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

事務室⑰

事務室⑱

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務机 数量：2 1600×800（W×D）

事務椅子 数量：2 650×650（W×D）

事務室⑲ 長型卓子 数量：6 1800×600（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：2 1600×800（W×D）

事務椅子 数量：2 650×650（W×D）

長型卓子 数量：6 1800×900（W×D） 移転予定備品

ミーティングテーブル 数量：1 1800×900（W×D） 移転予定備品

椅子 数量：20 650×650（W×D）

食器棚 数量：1 600×1800×450（W×D×H) 移転予定備品

長型卓子 数量：6 1800×900（W×D） 移転予定備品

椅子 数量：6 650×650（W×D）

応接セット（机） 数量：1 1800×80（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

壁面キャビネット 数量：2 900×2100×450（W×D×H) 移転予定備品

長型卓子 数量：4 1800×900（W×D） 移転予定備品

会議室

居室①

印刷室

倉庫②

書庫

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

コピー機 数量：2 1000×700（W×D）

長型卓子 数量：2 1800×900（W×D） 移転予定備品

長椅子 数量：4 1800×600（W×D）

長型卓子 数量：2 1800×600（W×D）

応接セット（机） 数量：1 1800×800（W×D） 移転予定備品

応接セット（椅子） 数量：2 750×800（W×D） 移転予定備品

長型卓子 数量：2 1800×900（W×D） 移転予定備品

長椅子 数量：4 1800×600（W×D）

長型卓子 数量：2 1800×600（W×D）

椅子 数量：4 650×650（W×D）

椅子 数量：1 650×650（W×D）

丸椅子 数量：1 φ380

カウンター 数量：1 1800×850（W×D）

手洗い器(洗面台) 数量：5 460×200（W×D）

待合室②

待合室①

待合室③

居室②

事務室⑳

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

長型卓子 数量：2 1800×900（W×D） 移転予定備品

事務机 数量：2 1400×700（W×D） 移転予定備品

事務椅子 数量：2 650×650（W×D）

男子更衣室 ロッカー 数量：2 800×1200×600（W×D×H) 移転予定備品

女子更衣室 ロッカー 数量：2 800×1200×600（W×D×H) 移転予定備品

壁面収納 数量：3 900×450×2200（W×D×H）

事務机 数量：1 1800×800（W×D）

事務椅子 数量：1 800×800（W×D）

応接机 数量：1 1200×600（W×D）

応接椅子（一人掛） 数量：3 800×800（W×D）

応接椅子（３人掛） 数量：1 2200×800（W×D）

応接用花台 数量：1 500×500（W×D）

キャビネット 数量：1 1800×450（W×D）

シュレッタ 数量：1 450×450（W×D）

所長室

③横浜保護観察所

居室③

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

壁面収納 数量：3 900×450×2200（W×D×H）

事務机 数量：1 1800×800（W×D）

事務椅子 数量：1 800×800（W×D）

テーブル 数量：1 1800×900（W×D）

テーブル 数量：1 900×900（W×D）

肘椅子 数量：12 600×600（W×D）

シュレッタ 数量：1 450×450（W×D）

壁面収納 数量：9 900×450×2700（W×D×H）

事務机 数量：1 1600×700（W×D）

事務机 数量：9 1400×700（W×D）

事務椅子 数量：11 650×650（W×D）

カウンター 数量：1 1800×450（W×D）

金庫 数量：1 900×450×1100（W×D×H），300kg

FAX 数量：1 500×500（W×D）

複合機 数量：2 600×600（W×D）

次長室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

パソコンラック 数量：4 700×850（W×D）

キャビネット 数量：8 450×650（W×D）

キャビネット 数量：1 1800×450（W×D）

茶棚 数量：1 600×450（W×D）

シュレッタ 数量：1 450×450（W×D）

クリスタルキャビネット 数量：1 1800×450（W×D）

テーブル 数量：1 900×900（W×D）

テーブル用椅子 数量：4 450×450（W×D）

応接机 数量：1 1200×600（W×D）

応接椅子（３人掛） 数量：2 2200×800（W×D）

ロッカー（１人用） 数量：1 500×550（W×D）

ロッカー（４人用） 数量：2 900×550（W×D）

冷蔵庫 数量：1 600×650（W×D）

壁面収納 数量：8 900×450×2200（W×D×H）

事務机 数量：10 1600×700（W×D）

企画調整課

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務椅子 数量：10 650×650（W×D）

テーブル 数量：1 1800×900（W×D）

テーブル用椅子 数量：6 450×450（W×D）

複合機 数量：1 600×600（W×D）

作業台 数量：1 900×900（W×D）

プリンタ台 数量：1 550×550（W×D）

移動書棚 数量：2 600×350（W×D）

金庫 数量：1 900×450×1100（W×D×H），300kg

キャビネット 数量：4 450×650（W×D）

キャビネット 数量：1 900×450（W×D）

ロッカー（１人用） 数量：4 500×550（W×D）

ロッカー（４人用） 数量：2 900×550（W×D）

冷蔵庫 数量：1 600×650（W×D）

協議用テーブル 数量：2 750×750（W×D）

肘無し椅子 数量：5 450×450（W×D）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務机 数量：51 1600×700（W×D）

事務椅子 数量：49 650×650（W×D）

クリスタルキャビネット 数量：2 550×550（W×D）

作業台 数量：1 1800×550（W×D）

作業台 数量：1 1600×600（W×D）

作業台 数量：2 900×550（W×D）

応接机 数量：1 1200×600（W×D）

応接椅子（３人掛） 数量：2 2200×800（W×D）

茶棚 数量：3 600×450（W×D）

キャビネット 数量：63 450×650（W×D）

複合機 数量：3 600×600（W×D）

プリンタ台 数量：5 550×550（W×D）

シュレッタ 数量：1 450×450（W×D）

カウンター 数量：1 1800×450（W×D）

ロッカー（１人用） 数量：5 500×550（W×D）

処遇部門・社会復帰調整官室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ロッカー（４人用） 数量：11 900×550（W×D）

冷蔵庫 数量：3 600×650（W×D）

壁面収納 数量：8 900×450×1800（W×D×H）

事務机 数量：15 1600×700（W×D）

事務椅子 数量：13 650×650（W×D）

キャビネット 数量：1 900×450（W×D）

応接机 数量：1 1200×600（W×D）

応接椅子（３人掛） 数量：2 2200×800（W×D）

ロッカー（１人用） 数量：2 500×550（W×D）

ロッカー（４人用） 数量：3 900×550（W×D）

・自動カーテン

スクリーン 数量：1 有効サイズ：16：9 125インチ

プロジェクター
マイク・音響機器

テーブル 数量：40程度 1800×450（W×D）

演台 数量：1 600×600（W×D）

研修会議室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
22



室名 名称 所要数 仕様

花台 数量：2 400×400（W×D）

肘無し椅子 数量：120 450×450（W×D）

ホワイトボード 数量：2 1480×675（W×D）

・自動カーテン

スクリーン 数量：1 有効サイズ：16：9 125インチ

プロジェクター
マイク・音響機器

テーブル 数量：20程度 1800×450（W×D）

演台 数量：1 600×600（W×D）

肘無し椅子 数量：60 450×450（W×D）

ホワイトボード 数量：2 1480×675（W×D）

テーブル 数量：5 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：15 450×450（W×D）

テーブル付き椅子 数量：15 650×650（W×D）

ホワイトボード 数量：2 1480×675（W×D）

テーブル 数量：5 1800×750（W×D）

集団処遇室

面接調査室①

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

肘無し椅子 数量：15 450×450（W×D）

テーブル付き椅子 数量：15 650×650（W×D）

ホワイトボード 数量：2 1480×675（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

面接調査室⑧

面接調査室⑤

面接調査室⑥

面接調査室⑦

面接調査室②

面接調査室③

面接調査室④

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

テーブル 数量：2 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：12 450×450（W×D）

ソファーベット 数量：1 2200×800（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：6 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：6 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

テーブル 数量：1 1800×450（W×D）

肘無し椅子 数量：6 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

面接調査室⑨

面接調査室⑩

特別調査室①

生活指導室①

生活指導室②

生活指導室③

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

テーブル 数量：1 1800×450（W×D）

肘無し椅子 数量：6 450×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：6 450×450（W×D）

収納棚 数量：1 900×450×1100（W×D×H）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：6 450×450（W×D）

収納棚 数量：1 900×450×1100（W×D×H）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：6 450×450（W×D）

収納棚 数量：1 900×450×1100（W×D×H）

テーブル 数量：2 1800×450（W×D）

肘無し椅子 数量：8 450×450（W×D）

長いす 数量：5 900×450（W×D）

パンフレット台 数量：1 900×900（W×D）

人格考査室②

人格考査室③

対象者室

特別調査室②

人格考査室①

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

本棚 数量：2 900×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×450（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

長いす 数量：2 900×450（W×D）

パンフレット台 数量：1 900×900（W×D）

本棚 数量：2 900×450（W×D）

倉庫 書架 数量：46

応接机 数量：1 1200×600（W×D）

応接椅子（一人掛） 数量：3 800×800（W×D）

応接椅子（３人掛） 数量：1 2200×800（W×D）

テーブル 数量：1 1800×750（W×D）

肘無し椅子 数量：4 450×450（W×D）

カウンター 数量：1 8000×800×1200（W×D×H）

事務机(椅子共） 数量：2 1400×700（W×D） 数量：18 1100×700（W×D）

待合室

被害者等相談室

被害者等相談控室

④東京入国管理局横浜支局横浜港分室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

作業机 数量：3 1800×900（W×D）

パソコンラック 数量：1 800×750（W×D）

壁面収納 数量：14 900×450×2600（W×D×H） ※天井まで

複合機 数量：1 1600×900（W×D）

プリンター 数量：1 1600×900（W×D）

サーバー 数量：1 700×700×1000（W×D×H）

構内交換装置

応接セット（ソファ） 数量：2 1900×800（W×D）

応接セット（テーブル） 数量：1 1200×600（W×D）

冷蔵庫 数量：1 600×650（W×D）

リフレッシュスペース用机及び椅子 数量：2 1500×750（W×D）

食器棚 数量：1 900×450（W×D）

棚（レンジ台兼用） 数量：1 900×450（W×D）

控室 机及び椅子 数量：1 1500×750（W×D）

審査室 机及び椅子 数量：1 1500×750（W×D）

一般事務室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

記載台 数量：1 1200×900（W×D）

椅子（三人掛け用） 数量：3 1500×550（W×D）

カウンター(一般事務室と同一物）

洗面化粧 数量：1 7500×6000（W×D）

洗濯機 数量：1 6000×7000（W×D）

ロッカー（３人用） 数量：4 900×520（W×D）

洗面化粧台 数量：1 7500×6000（W×D）

洗濯機 数量：1 6000×7000（W×D）

ロッカー 数量：4 900×520（W×D）

面会室１ 机及び椅子 数量：1 1500×750（W×D）

面会室２ 机及び椅子 数量：1 1500×750（W×D）

男子仮眠室 カプセルベッド（２床） 数量：8 1100×2370×2340（W×D×H）

女子仮眠室 カプセルベッド（２床） 数量：8 1100×2370×2340（W×D×H）

仮眠室 カプセルベッド（２床） 数量：4 1100×2370×2340（W×D×H）

書庫 書架 数量：18 940×350（W×D）

男子更衣室

女子更衣室

外来待合室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

物品庫 物品棚 数量：8 1800×600（W×D）

カウンター 数量：6 1800×900（W×D）

金庫（収納課） 数量：1 900×600×1810（W×D×H）、520kg

椅子 数量：10 600×600×900（W×D×H）

片袖机 数量：5 400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：1 900×450（W×D）

キャビネット 数量：16 900×450×2100（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

プリンタ 数量：2 680×630（W×D）

事務机（片袖） 数量：6 1200×700（W×D）

事務机（両袖） 数量：3 1400×700×700（W×D×H）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

片袖机 数量：7 400×700×700（W×D×H）

⑤横浜税関

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：2 900×450（W×D）

キャビネット 数量：18 900×450×2100（W×D×H）

テーブル 数量：2 1800×450（W×D）

ハイカウンター 数量：3 1800×500×900（W×D×H）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

プリンタ 数量：3 680×630（W×D）

事務机（片袖） 数量：1 1200×700（W×D）

事務机（両袖） 数量：9 1400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：16 600×600×900（W×D×H）

椅子 数量：12 600×600×900（W×D×H）

カウンター 数量：10 900×500×900（W×D×H）

片袖机 数量：3 400×700×700（W×D×H）

キャビネット 数量：14 900×450×2100（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
31



室名 名称 所要数 仕様

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

事務机（両袖） 数量：14 1400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：12 600×600×900（W×D×H）

片袖机 数量：1 400×700×700（W×D×H）

キャビネット 数量：14 900×450×2100（W×D×H）

テーブル 数量：2 1800×600×700（W×D×H）

ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1200×750（W×D）

ハイカウンター 数量：1 1800×500×900（W×D×H）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

プリンタ 数量：2 680×630（W×D）

事務机（両袖） 数量：6 1400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：7 600×600×900（W×D×H）

キャビネット 数量：7 900×450×2100（W×D×H）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務机（片袖） 数量：4 1200×700（W×D）

事務机（両袖） 数量：2 1400×700×700（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

キャビネット 数量：13 900×450×2100（W×D×H）

事務机（両袖） 数量：4 1400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：10 600×600×900（W×D×H）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

片袖机 数量：4 400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：1 900×450（W×D）

テーブル 数量：1 1800×450（W×D）

事務机（両袖） 数量：11 1400×700×700（W×D×H）

キャビネット 数量：17 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：7 400×700×700（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

椅子 数量：27 600×600×900（W×D×H）

プリンタ 数量：3 680×630（W×D）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

ハイカウンター 数量：4 1800×500×900（W×D×H）

テーブル 数量：4 1800×450（W×D）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：2 900×450（W×D）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

キャビネット 数量：35 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：9 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：15 600×600×900（W×D×H）

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

ハイカウンター 数量：2 1800×500×900（W×D×H）

テーブル 数量：3 1800×450（W×D）

事務机（両袖） 数量：15 1400×700×700（W×D×H）

事務室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：1 900×450（W×D）

金庫 数量：1 520kg

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

キャビネット 数量：10 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：2 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：9 600×600×900（W×D×H）

プリンタ 数量：2 680×630（W×D）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

ハイカウンター 数量：1 1800×500×900（W×D×H）

テーブル 数量：2 1800×450（W×D）

事務机（両袖） 数量：4 1400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：1 900×450（W×D）

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

キャビネット 数量：20 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：2 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：5 600×600×900（W×D×H）

プリンタ 数量：2 680×630（W×D）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

ハイカウンター 数量：2 1800×500×900（W×D×H）

事務机（両袖） 数量：4 1400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：1 900×450（W×D）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

キャビネット 数量：11 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：4 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：2 600×600×900（W×D×H）

ハイカウンター 数量：2 1800×500×900（W×D×H）

事務机（両袖） 数量：3 1400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：1 900×450（W×D）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

キャビネット 数量：6 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：5 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：3 600×600×900（W×D×H）

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

事務机（両袖） 数量：4 1400×700×700（W×D×H）

キャビネット 数量：16 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：2 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：6 600×600×900（W×D×H）

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

ハイカウンター 数量：2 1800×500×900（W×D×H）

事務机（両袖） 数量：5 1400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：1 900×450（W×D）

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

キャビネット 数量：27 900×450×2100（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

片袖机 数量：7 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：15 600×600×900（W×D×H）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

ハイカウンター 数量：4 1800×500×900（W×D×H）

テーブル 数量：5 1800×450（W×D）

事務机（両袖） 数量：15 1400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：4 900×450（W×D）

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

（事務室（アダムス室（収納））） キャビネット 数量：3 900×450×2100（W×D×H）

（事務室（アダムス室（収納））） インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

（事務室（業者溜）） カウンター 数量：3 1800×450（W×D）

椅子 数量：10 600×600×900（W×D×H）

キャビネット 数量：6 900×450×2100（W×D×H）

テーブル 数量：1 1750×700×700（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

事務机（片袖） 数量：1 1200×700（W×D）

事務机（両袖） 数量：3 1400×700×700（W×D×H）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

椅子 数量：7 600×600×900（W×D×H）

キャビネット 数量：4 900×450×2100（W×D×H）

ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：2 1800×450×700（W×D×H）

ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：2 2100×640×700（W×D×H）

事務机（両袖） 数量：1 1400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：26 600×600×900（W×D×H）

片袖机 数量：3 400×700×700（W×D×H）

キャビネット 数量：11 900×450×2100（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

次長室

事務室A

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

テーブル 数量：3 1750×700×700（W×D×H）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

事務机（片袖） 数量：14 1200×700（W×D）

事務机（両袖） 数量：7 1400×700×700（W×D×H）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

コンピューター室 サーバー 数量：4 1100×1550（W×D）、200kg

テーブル 数量：8 1800×450（W×D）

椅子 数量：32 600×600×900（W×D×H）

テーブル 数量：50 1500×450（W×D）

椅子 数量：100 600×600×900（W×D×H）

テーブル 数量：1 1800×450（W×D）

椅子 数量：6 600×600×900（W×D×H）

テーブル 数量：1 1800×450（W×D）

椅子 数量：6 600×600×900（W×D×H）

事務室（監視取締センター室）

事務打合室

会議室（大）

知的財産権物品鑑定室

映画機械等検査室（資料室(通総2））

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

椅子 数量：1 2020×730（W×D）

エアコン 数量：1 600×400（W×D）

キャリア 数量：1 540×500（W×D）

金庫 数量：1 490×710（W×D）

空気清浄器 数量：1 300×400（W×D）

クローゼット 数量：1 1510×520（W×D）

小机 数量：1 440×610（W×D）

サーバ 数量：1 600×1000（W×D）

サーバ室 数量：1 2800×2100（W×D）

シュレッダー 数量：1 400×260（W×D）

ソファー 数量：1 2030×730（W×D）

棚 数量：1 840×520（W×D）

机 数量：1 2080×1040（W×D）

テーブル 数量：1 1410×600（W×D）

テレビ台 数量：1 1200×520（W×D）

事務室B

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

冷蔵庫 数量：1 470×500（W×D）

ロッカー 数量：2 460×620（W×D）

ロッカー 数量：1 1640×520（W×D）

ロッカー 数量：1 840×520（W×D）

椅子 数量：9 750×750（W×D）

エアコン 数量：60 400×600（W×D）

キャビネット 数量：1 900×450×2100（W×D×H）

空気清浄器 数量：1 400×300（W×D）

コピー機 数量：1 800×1600（W×D）

シュレッダー 数量：1 400×500（W×D）

ダッシュボード 数量：1 450×1800（W×D）

ダッシュボード 数量：1 900×450（W×D）

ダッシュボード 数量：1 450×1800（W×D）

中央机 数量：1 900×1800（W×D）

机 数量：1 1600×700（W×D）

事務室C

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

机 数量：1 1000×600（W×D）

机 数量：1 1600×700（W×D）

机 数量：1 1000×600（W×D）

机 数量：1 1600×700（W×D）

ラチェット 数量：1 800×400（W×D）

ロッカー 数量：2 900×460（W×D）

ロッカー 数量：1 940×450（W×D）

椅子 数量：7 600×600×900（W×D×H）

キャビネット 数量：6 900×450×2100（W×D×H）

テーブル 数量：1 1750×700×700（W×D×H）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

プリンタ 数量：1 680×630（W×D）

事務机（両袖） 数量：4 1400×700×700（W×D×H）

インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

運転手事務室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ロッカー 数量：144 300×500（W×D）

洗濯機 数量：3 900×800（W×D）

ロッカー 数量：75 300×500（W×D）

洗濯機 数量：3 900×800（W×D）

仮眠室（男子） 置き畳 数量：9 880×1760（W×D）

仮眠室（女子） 置き畳 数量：9 880×1760（W×D）

金庫(580kg) 数量：1 900×600×1800（W×D×H）

金庫(400kg) 数量：2 600×600×1400（W×D×H）

キャビネット 数量：4 900×1000×2100（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 1200×1800×1600（W×D×H）

スチールラック 数量：6 1800×450×2400（W×D×H）

押収物件保管庫（審理） スチールラック 数量：24 1800×600×2100（W×D×H）

倉庫 キャビネット 数量：10 900×450（W×D）

キャビネット 数量：16 900×450×2500（W×D×H）

スチールラック 数量：2 900×450（W×D）

会計課消耗品倉庫

制服更衣室（男子）

制服更衣室（女子）

国庫帰属物品保管庫（会計）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

申告書庫 スチールラック 数量：184 1800×600×2100（W×D×H）

返還証券書庫 キャビネット 数量：10 900×450×2100（W×D×H）

返還証券室 キャビネット 数量：81 900×450×2100（W×D×H）

キャビネット 数量：9 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：4 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：9 600×600×900（W×D×H）

プリンタ 数量：2 680×630（W×D）

複合機 数量：1 1300×800×1200（W×D×H）

事務机（両袖） 数量：8 1400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：1 900×450（W×D）

カウンター 数量：1 1800×900（W×D）

キャビネット 数量：18 900×450×2100（W×D×H）

片袖机 数量：4 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：14 600×600×900（W×D×H）

事務室（分析）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

プリンタ 数量：2 680×630（W×D）

ハイカウンター 数量：6 1800×500×900（W×D×H）

テーブル 数量：2 1800×450（W×D）

事務机（両袖） 数量：14 1400×700×700（W×D×H）

ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 数量：2 900×450（W×D）

シュレッダー 数量：1 500×500（W×D）

（事務室（キオスク端末1台）） インターネットパソコン 数量：1 680×630（W×D）

金庫 数量：1 900×450×2130（W×D×H）、270kg

化学分析室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

物理分析室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

X線分析室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

てんびん室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

LC及びLC/MS室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GC及びGC/MS室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

DNA分析室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

事務室（業務部特別通関部門）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

溶剤実験室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

石油実験室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

赤外室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

分析試料保管室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

図書室及び書庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

試薬・溶剤保管室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

金庫室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

ボンベ室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

廃棄物保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

第４類石油類用試薬庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

貨物検査場 検査台 数量：1 2400×1000（W×D）

テーブル 数量：1 1800×450（W×D）

椅子 数量：3 600×600×900（W×D×H）

神棚
数量：1 柱型内側800×300（W×D）、柱型外側1500×600（W×D）
※柱に併せたコの字型（移転予定）

作り付けハンガー 数量：2 長さ10,000程度

梱包業者控室

武道場

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ロッカー 160名分

洗濯機 数量：2

ロッカー（12人用） 数量：4 1766×421（W×D）

洗面化粧台 数量：1 2100×650（W×D）

ロッカー 20名分

洗濯機 数量：2

ロッカー（12人用） 数量：2 1766×421（W×D）

作り付け収納棚 数量：4 1766×421（W×D）

作り付けハンガー

手洗い器 数量：1 1050×650（W×D）

検査台 数量：1 2400×1000（W×D）

テーブル 数量：2 1800×450（W×D）

椅子 数量：8 600×600×900（W×D×H）

審理書庫 スチールラック 数量：96 1800×600×2100（W×D×H）

犯則者調室

女子更衣室（武道場）

倉庫（武道場）

旅具検査場

男子更衣室（武道場）兼講師控室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務机 数量：1 2000×880×740（W×D×H）

事務机袖 数量：1 1500×600×740（W×D×H）

事務机用椅子 数量：1

壁面ロッカー 数量：1 450×520×1790（W×D×H）

壁面キャビネ 数量：2 400×450×1190（W×D×H）

壁面キャビネ 数量：2 900×450×820（W×D×H）

ミーティングテーブル 数量：1 2100×1050×700（W×D×H）

ミーティング用椅子 数量：4

シュレッダー 数量：1 700×260×700（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 480×550×1290（W×D×H）

テレビ 数量：1 560×400×180（W×D×H）

テレビ台 数量：1 580×460×460（W×D×H）

机 数量：2 1360×650×450（W×D×H）

椅子（３人掛け） 数量：1 1720×640×750（W×D×H）

⑥東京国税不服審判所横浜支所

支所長室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

椅子(１人掛け） 数量：6 680×640×750（W×D×H）

わき机 数量：1 630×600×450（W×D×H）

壁面書架 数量：2 800×450×2100（W×D×H）

壁面キャビネ 数量：2 880×400×970（W×D×H）

ハンガーラック 数量：1 400×400×1600（W×D×H）

歴代木札（壁） 数量：1 2100×50×300（W×D×H）

支所プレート（壁） 数量：1 900×30×100（W×D×H）

机 数量：4 1200×1200×720（W×D×H）

壁面書架 数量：1 1760×400×1850（W×D×H）

椅子 数量：15

ホワイトボード 数量：1

壁面キャビネ（食器） ※（水屋） 数量：2 900×460×2210（W×D×H）

長机 ※（水屋） 数量：1 1470×440×760（W×D×H）

冷蔵庫 ※（水屋） 数量：1 600×640×1620（W×D×H）

電子レンジ ※（水屋） 数量：1 460×330×280（W×D×H）

合議室

応接室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

給水機 ※（水屋） 数量：1

コーヒーメーカー ※（水屋） 数量：1

事務机 ※（総務２係） 数量：1 1500×700×700（W×D×H）

事務机 ※（総務２係） 数量：2 1100×800×700（W×D×H）

キャビネ ※（総務２係） 数量：2 900×450×1120（W×D×H）

キャビネ ※（総務２係） 数量：1 880×450×1010（W×D×H）

受付キャビネ ※（総務２係） 数量：2 1210×470×1000（W×D×H）

植木鉢ラック ※（総務２係） 数量：1 1200×360×700（W×D×H）

筆記机 ※（総務２係） 数量：1 1510×750×700（W×D×H）

ファックス台 ※（総務２係） 数量：1 7500×500×1270（W×D×H）

壁面キャビネ ※（総務２係） 数量：1 900×450×830（W×D×H）

壁面キャビネ ※（総務２係） 数量：1 600×450×830（W×D×H）

耐火キャビネ ※（総務２係） 数量：1 470×680×860（W×D×H）

事務机 ※（審判部） 数量：1 2000×700×700（W×D×H）

事務机 ※（審判部） 数量：3 1800×700×700（W×D×H）

事務室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
51



室名 名称 所要数 仕様

事務机 ※（審判部） 数量：2 1850×700×700（W×D×H）

事務机 ※（審判部） 数量：4 1500×700×700（W×D×H）

事務机 ※（審判部） 数量：2 1100×700×700（W×D×H）

ミーティングテーブル ※（審判部） 数量：4 1510×750×700（W×D×H）

複合機 ※（審判部） 数量：1 1600×780×1200（W×D×H）

シュレッダー ※（審判部） 数量：1 500×500×850（W×D×H）

キャビネ ※（審判部） 数量：4 900×450×1120（W×D×H）

キャビネ ※（審判部） 数量：1 900×450×820（W×D×H）

キャビネ ※（審判部） 数量：2 450×450×830（W×D×H）

キャビネ ※（審判部） 数量：1 600×450×830（W×D×H）

キャビネ ※（審判部） 数量：2 900×450×830（W×D×H）

キャビネ ※（審判部） 数量：3 1800×450×830（W×D×H）

キャビネ ※（審判部） 数量：4 900×450×1100（W×D×H）

壁面キャビネ（ロッカー含む） ※（審判部） 数量：4 900×450×1810（W×D×H）

壁面キャビネ（ロッカー含む） ※（審判部） 数量：10 900×450×2210（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

壁面キャビネ（ロッカー含む） ※（審判部） 数量：4 900×450×2150（W×D×H）

壁面キャビネ（ロッカー含む） ※（審判部） 数量：2 900×450×2170（W×D×H）

面接室１・２ 机 数量：1 1800×900×700（W×D×H）

壁面キャビネ 数量：2 900×450×1810（W×D×H）

ＯＡラック 数量：1 700×1100×1270（W×D×H）

金庫 数量：1 640×650×1050（W×D×H）

机 数量：1 1060×730×740（W×D×H）

机 数量：1 1370×640×740（W×D×H）

図書室 壁面書架 数量：4 1840×390×2230（W×D×H）

金庫 数量：1 800×800×1200（W×D×H）、145kg程度

机（両袖机） 数量：1 1600×800×700（W×D×H）

机（サイドテーブル） 数量：1 600×1400×720（W×D×H）

机（サイドテーブル） 数量：1 500×450×700（W×D×H）

椅子 数量：1 700×700×1100（W×D×H）

⑦横浜中税務署

閲覧室

事務機械室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

棚 数量：2 800×450×2100（W×D×H）

机（収納棚） 数量：1 900×450×1780（W×D×H）

机（収納棚） 数量：1 900×450×2150（W×D×H）

机（収納棚） 数量：3 900×450×1125（W×D×H）

机（収納棚） 数量：1 450×450×1125（W×D×H）

机（スツール） 数量：1 500×600×700（W×D×H）

机（スツール） 数量：1 400×400×440（W×D×H）

机（スツール） 数量：1 300×450×650（W×D×H）

机（テレビ台） 数量：1 1000×440×400（W×D×H）

机（衣装ロッカー） 数量：1 450×520×1770（W×D×H）

机（コート掛け） 数量：1 590×450×1780（W×D×H）

応接セット(テーブル) 数量：1 1400×600×440（W×D×H）

応接セット(サイドテーブル) 数量：1 700×300×500（W×D×H）

応接セット(３人掛ソファ) 数量：1 1920×815×705（W×D×H）

応接セット(ソファ) 数量：4 800×815×705（W×D×H）

署長室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

応接セット(ソファ) 数量：2 584×670×720（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 700×260×700（W×D×H）

観葉植物 数量：1 200×200×800（W×D×H）

観葉植物 数量：1 200×200×1900（W×D×H）

空気清浄機 数量：1 960×250×420（W×D×H）

応接セット(机) 数量：2 1800×900×700（W×D×H）

応接セット(椅子) 数量：18 547×590×850（W×D×H）

置時計 数量：1 700×400×2150（W×D×H）

スツール 数量：1 300×300×600（W×D×H）

机（片袖机） 数量：1 1600×700×700（W×D×H）

机（サイドテーブル） 数量：1 1200×600×450（W×D×H）

机（テーブル） 数量：1 1500×450×700（W×D×H）

椅子 数量：1 640×605×914（W×D×H）

応接セット(机) 数量：1 1800×900×700（W×D×H）

応接セット(椅子) 数量：10 662×630×1035（W×D×H）

応接室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

棚（収納棚） 数量：1 900×450×1200（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：2 900×450×1500（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：1 450×450×1500（W×D×H）

棚（コート掛け） 数量：1 400×400×1600（W×D×H）

棚（電話台） 数量：1 400×400×700（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 490×270×956（W×D×H）

観葉植物 数量：1 200×200×1500（W×D×H）

机（両袖机） 数量：1 1600×700×700（W×D×H）

机（サイドテーブル） 数量：1 1200×600×450（W×D×H）

椅子 数量：1 550×520×800（W×D×H）

応接セット(机) 数量：1 1800×900×700（W×D×H）

応接セット(椅子) 数量：11 550×600×775（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：2 900×450×1500（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：1 900×450×1100（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：1 450×450×1500（W×D×H）

副署長室２

副署長室１

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

棚（コート掛け） 数量：1 400×400×1600（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：1 500×350×600（W×D×H）

棚（スツール） 数量：1 400×300×750（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 700×250×700（W×D×H）

電話台 数量：1 400×400×700（W×D×H）

机（両袖机） 数量：1 1600×700×700（W×D×H）

机（サイドテーブル） 数量：1 1200×600×700（W×D×H）

椅子 数量：1 550×520×800（W×D×H）

応接セット(机) 数量：1 1800×900×700（W×D×H）

応接セット(椅子) 数量：10 530×500×800（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：3 900×450×1500（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：1 450×450×1500（W×D×H）

棚（ラック） 数量：1 440×340×800（W×D×H）

棚（PCラック） 数量：1 600×400×650（W×D×H）

コートハンガー 数量：1 400×400×1700（W×D×H）

副署長室３

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

シュレッダー 数量：1 700×260×700（W×D×H）

観葉植物 数量：1 800×800×1850（W×D×H）

机（両袖机） 数量：1 1600×700×700（W×D×H）

机（サイドテーブル） 数量：1 1200×600×700（W×D×H）

椅子 数量：1 550×520×800（W×D×H）

応接セット(机) 数量：1 1800×900×700（W×D×H）

応接セット(椅子) 数量：6 530×500×800（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：3 900×450×1500（W×D×H）

棚（収納棚） 数量：1 450×450×1500（W×D×H）

棚（ラック） 数量：1 1600×250×550（W×D×H）

棚（PCラック） 数量：1 600×400×650（W×D×H）

コートハンガー 数量：1 400×400×1600（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 700×260×700（W×D×H）

コーヒー台 数量：1 450×500×650（W×D×H）

コピー機 数量：1 1000×700×1100（W×D×H）

副署長室４

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

コピー機 数量：1 1000×700×1200（W×D×H）

コピー機 数量：2 700×800×1200（W×D×H）

ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 数量：14 400×1000×700（W×D×H）

ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 400×1200×700（W×D×H）

ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 数量：35 450×1000×700（W×D×H）

ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 数量：8 450×1100×700（W×D×H）

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 数量：4 600×500×850（W×D×H）

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 数量：1 600×500×800（W×D×H）

ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：2 1200×750×700（W×D×H）

テレビ台 数量：1 330×450×800（W×D×H）

ﾊｲｶｳﾝﾀｰ ｵｰﾌﾟﾝ 数量：1 1800×450×700（W×D×H）

ﾊｲｶｳﾝﾀｰ ｵｰﾌﾟﾝ 数量：1 1800×700×700（W×D×H）

ﾊｲｶｳﾝﾀｰ ｵｰﾌﾟﾝ 数量：3 1800×450×900（W×D×H）

ﾊｲｶｳﾝﾀｰ ｵｰﾌﾟﾝ 数量：1 1800×450×950（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 400×600×630（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 450×600×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 450×650×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 450×550×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 550×400×650（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 600×650×1160（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：2 600×700×850（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 650×500×650（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 650×450×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 650×650×1500（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：4 650×650×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：7 650×700×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 650×700×1100（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：2 680×700×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：3 700×700×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：2 700×700×650（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 700×700×1200（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 750×650×700（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 800×650×1160（W×D×H）

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ 数量：1 800×700×700（W×D×H）

ﾍﾞﾝﾁ 3人掛 数量：1 1450×550×400（W×D×H）

ラック 数量：1 560×450×1430（W×D×H）

ローカウンター 数量：1 1500×450×700（W×D×H）

ﾜｺﾞﾝ 数量：1 400×800×700（W×D×H）

ﾜｺﾞﾝ 数量：18 400×600×600（W×D×H）

ﾜｺﾞﾝ 数量：9 500×350×600（W×D×H）

ﾜｺﾞﾝ 数量：1 400×620×600（W×D×H）

ﾜｺﾞﾝ 数量：1 400×700×700（W×D×H）

ﾜｺﾞﾝ 2段 数量：1 400×600×600（W×D×H）

ﾜｺﾞﾝ 3段 数量：1 400×700×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：34 1500×600×700（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：17 1500×450×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1200×900×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：2 1200×450×900（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：8 1500×450×900（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1200×600×900（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：3 1200×700×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：19 1200×750×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1500×600×900（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：2 1500×750×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1500×700×700（W×D×H）

机下収蔵箱 数量：1 450×350×800（W×D×H）

机下収蔵箱 数量：2 500×350×600（W×D×H）

机下収蔵箱 数量：4 500×400×600（W×D×H）

広報ﾌﾟﾘﾝﾀ 数量：1 1200×700×1200（W×D×H）

事務机 数量：1 700×1600×700（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務用ｲｽ 肘なし 数量：220 550×520×800（W×D×H）

事務用ｲｽ 肘付 数量：297 550×520×800（W×D×H）

収納棚 数量：28 900×450×800（W×D×H）

収納棚 数量：9 450×450×1125（W×D×H）

収納棚 数量：1 1350×450×850（W×D×H）

収納棚 数量：1 700×450×900（W×D×H）

収納棚 数量：252 900×450×1125（W×D×H）

収納棚 数量：100 900×450×2150（W×D×H）

収納棚 数量：3 900×450×2500（W×D×H）

収納棚 数量：10 900×450×1800（W×D×H）

収納棚 数量：1 800×450×700（W×D×H）

収納棚 数量：1 850×450×1800（W×D×H）

収納棚 数量：1 1200×550×1100（W×D×H）

収納棚 数量：5 400×620×1350（W×D×H）

収納棚 数量：1 900×450×1450（W×D×H）

事務室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

収納棚 数量：1 800×450×2100（W×D×H）

収納棚 数量：1 900×450×1780（W×D×H）

収納棚 数量：6 900×450×2000（W×D×H）

収納棚 数量：1 900×450×200（W×D×H）

収納棚 数量：3 900×450×1100（W×D×H）

収納棚 数量：4 600×450×1125（W×D×H）

収納棚 数量：1 900×450×1500（W×D×H）

収納棚 数量：1 350×450×800（W×D×H）

収納棚 数量：1 450×300×600（W×D×H）

収納棚 数量：1 600×300×600（W×D×H）

収納棚 数量：3 600×450×800（W×D×H）

収納棚 数量：1 650×450×700（W×D×H）

収納棚 数量：1 800×450×1125（W×D×H）

収納棚 数量：1 1800×450×850（W×D×H）

収納棚 数量：1 1800×450×1125（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

収納棚 数量：1 1800×450×800（W×D×H）

収納棚 数量：3 900×450×2200（W×D×H）

収納棚 数量：1 900×450×2100（W×D×H）

収納棚 ２段重ね800×２ 数量：6 900×450×1600（W×D×H）

収納棚 ２段重ね850×２ 数量：2 900×450×1700（W×D×H）

収納棚 ３段重ね850×+400 数量：1 900×450×2100（W×D×H）

収納棚クリアキャビネ 数量：1 900×450×1125（W×D×H）

食器棚 数量：1 900×500×1700（W×D×H）

折りたたみﾃｰﾌﾞﾙ 数量：3 1500×450×700（W×D×H）

折りたたみﾃｰﾌﾞﾙ 数量：7 1500×600×700（W×D×H）

袖机 数量：2 400×700×700（W×D×H）

直線ｶｳﾝﾀｰ 数量：1 1800×700×700（W×D×H）

電話台 数量：1 400×400×700（W×D×H）

複合機 数量：1 1100×700×1100（W×D×H）

複合機 数量：1 644×787×1059（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

複合機 数量：1 1200×800×1168（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：195 1100×700×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：16 1100×800×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：1 1200×700×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：3 1000×700×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：4 1400×700×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：18 1100×800×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：2 800×700×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：3 700×800×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：16 1100×800×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：19 1100×800×700（W×D×H）

片袖ﾃﾞｽｸ 数量：1 1200×750×700（W×D×H）

両袖ﾃﾞｽｸ 数量：21 1400×700×700（W×D×H）

両袖ﾃﾞｽｸ 数量：3 1100×700×700（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 700×600×1800（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

冷蔵庫 数量：1 550×550×1099（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 600×700×1700（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 550×600×1500（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 500×499×1300（W×D×H）

冷蔵庫 数量：2 600×700×1800（W×D×H）

冷蔵庫 数量：4 家庭用サイズ

脇机 3段 数量：1 400×700×700（W×D×H）

脇机 3段 数量：3 400×600×600（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：7 900×515×1790（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：22 900×515×1850（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：7 900×450×2000（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：10 900×450×1850（W×D×H）

窓口カウンター（連結式） 数量：3 Ｗ1400×Ｄ610×Ｈ960（W×D×H）

窓口テーブル 数量：1 Ｗ1670×Ｄ800×Ｈ720（W×D×H）

収納棚 数量：4 800×450×1600（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

収納棚 数量：1 900×450×1125（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：3 1500×450×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1500×600×900（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1800×450×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 700×450×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 400×400×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 450×450×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：2 1450×450×900（W×D×H）

サイドテーブル 数量：1 W450×D1000×H700（W×D×H）

椅子 数量：7 W550×D520×H800（W×D×H）

３人掛ベンチ 数量：2 W1500×D500×H400（W×D×H）

ローパーティション 数量：3 W1000×D50×H1500（W×D×H）

ワゴン 数量：2 W400×D600×H600（W×D×H）

椅子 数量：25 440×480×780（W×D×H）

椅子 数量：210 450×450×770（W×D×H）

ワンストップエリア

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

椅子 数量：24 550×520×800（W×D×H）

折りたたみ机 数量：104 1500×450×700（W×D×H）

折りたたみ机 数量：17 1200×450×900（W×D×H）

収納棚 数量：4 900×450×1125（W×D×H）

サーバー 数量：1 700×700×1600（W×D×H）、500kg

サーバーラック 数量：1 700×950×1800（W×D×H）

サーバーラック 数量：1 600×950×1800（W×D×H）

サーバーラック用免震装置 数量：1 1250×1600×100（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 600×500×850（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：2 1200×450×900（W×D×H）

ハイカウンター 数量：1 1800×700×700（W×D×H）

ラック 数量：1 700×650×1100（W×D×H）

HUBラック 数量：1 700×700×1200（W×D×H）

HUBラック 数量：1 800×750×1600（W×D×H）

HUBラック 数量：1 500×500×2000（W×D×H）

会議室（打合せ室）

サーバー室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

複合機 数量：2 700×622×1168（W×D×H）

複合機 数量：1 1000×700×1100（W×D×H）

プリンタ 数量：2 585×475×942（W×D×H）

ソーター 数量：1 1100×700×1000（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 600×500×800（W×D×H）

ハイカウンター 数量：1 900×450×950（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1200×450×900（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1500×600×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 700×1600×700（W×D×H）

サイドテーブル 数量：2 450×1100×1000（W×D×H）

椅子 数量：1 550×520×800（W×D×H）

PCラック 数量：1 700×700×700（W×D×H）

収納棚 数量：6 900×450×2150（W×D×H）

収納棚 数量：1 900×450×1125（W×D×H）

収納棚 数量：1 600×450×1125（W×D×H）

事務機械室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

固定棚 数量：1 1800×450×2000（W×D×H）

固定棚 数量：1 1250×450×2000（W×D×H）

ロッカー 数量：4 900×450×2200（W×D×H）

HUBラック 数量：1 800×800（W×D）

耐火書庫 金庫型書箱 数量：5 880×380×880（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：7 900×515×1790（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：22 900×515×1850（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：7 900×450×2000（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：10 900×450×1850（W×D×H）

折りたたみテーブル 数量：3 1040×750×320（W×D×H）

折りたたみテーブル 数量：20 1060×760×320（W×D×H）

布団 数量：2 （押入に収納）

折りたたみテーブル 数量：10 1040×750×320（W×D×H）

布団 数量：4 （押入に収納）

電話交換機 数量：1

男子休養室

女子休養室

ロッカー室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

机 数量：2 1050×700×700（W×D×H）

会議ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 1500×450×700（W×D×H）

椅子 数量：2 550×520×800（W×D×H）

ワゴン 数量：1 520×380×900（W×D×H）

ワゴン 数量：1 600×300×1400（W×D×H）

収納棚 数量：1 900×550×1700（W×D×H）

ロッカー 数量：1 900×450×2200（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 470×540×1100（W×D×H）

机 数量：1 1540×770×700（W×D×H）

脇机 数量：1 600×450×700（W×D×H）

椅子 数量：1 780×670×1130（W×D×H）

ロッカー 数量：1 590×450×1800（W×D×H）

書棚 数量：2 890×450×1800（W×D×H）

⑧横浜検疫所

電話交換室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

書棚 数量：1 1000×390×1850（W×D×H）

棚 数量：1 1190×450×1800（W×D×H）

会議用机 数量：1 2400×1200×650（W×D×H）

会議用椅子 数量：8 700×700×730（W×D×H）

応接セット机 数量：1 1180×570×380（W×D×H）

応接セット椅子 数量：4 890×900×680（W×D×H）

テレビ台 数量：1 880×500×580（W×D×H）

机 数量：1 1600×700×730（W×D×H）

脇机 数量：1 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：1 630×530×1010（W×D×H）

ロッカー（木製） 数量：1 590×470×1800（W×D×H）

書庫 数量：1 880×460×1800（W×D×H）

ミーティングテーブル 数量：1 2100×1000×700（W×D×H）

ミーティングイス 数量：6 730×650×750（W×D×H）

プリンター台 数量：1 560×400×700（W×D×H）

次長室（一般事務室）

所長室（一般事務室）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

テレビ台 数量：1 450×360×830（W×D×H）

机 数量：1 1530×730×700（W×D×H）

脇机 数量：1 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：1 650×670×890（W×D×H）

ロッカー（木製） 数量：1 590×470×1800（W×D×H）

書庫 数量：1 880×460×1800（W×D×H）

ミーティングテーブル 数量：1 2100×1000×700（W×D×H）

ミーティングイス 数量：8 530×430×800（W×D×H）

ホワイトボード 数量：1 1800×560×1780（W×D×H）

プリンター台 数量：1 560×400×700（W×D×H）

テレビ台 数量：1 450×360×830（W×D×H）

カウンター 数量：3 1800×480×920（W×D×H）

大型金庫 数量：1 750×650×1400（W×D×H）、約500kg

机 数量：6 1600×800×700（W×D×H）

机 数量：6 1100×700×700（W×D×H）

センター長室（一般事務室）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

椅子 数量：3 500×500×900（W×D×H）

椅子 数量：9 460×500×860（W×D×H）

ロッカー※総務課長用 数量：1 450×510×1800（W×D×H）

パーテーション 数量：3 1220×60×1300（W×D×H）

棚 数量：2 900×450×1000（W×D×H）

棚 数量：3 700×400×620（W×D×H）

棚 数量：3 500×690×970（W×D×H）

棚 数量：1 880×400×860（W×D×H）

棚 数量：1 690×400×690（W×D×H）

棚 数量：1 900×380×1800（W×D×H）

フロアケース（書庫） 数量：7 900×450×2100（W×D×H）

フロアケース（書庫） 数量：2 900×450×2400（W×D×H）

プリンター台 数量：1 600×450×1500（W×D×H）

決裁棚 数量：2 350×580×700（W×D×H）

会議用机 数量：1 1800×900×700（W×D×H）

総務課（一般事務室）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

会議用椅子 数量：4 420×440×760（W×D×H）

統合ネットワークラック 数量：1 700×600×600（W×D×H）

穿孔機台 数量：1 1000×620×700（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 500×500×830（W×D×H）

ファクシミリ機 数量：1 460×820×850（W×D×H）

複合機 数量：1 1340×800×1250（W×D×H）

複合機 数量：1 570×700×1200（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 590×610×1600（W×D×H）

食器棚 数量：1 750×340×1800（W×D×H）

机 数量：2 1100×700×700（W×D×H）

机 数量：1 1000×700×700（W×D×H）

机 数量：1 1200×700×700（W×D×H）

机 数量：1 1600×700×700（W×D×H）

机 数量：3 1600×800×700（W×D×H）

袖机 数量：4 400×700×700（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

袖机 数量：1 290×600×645（W×D×H）

椅子 数量：8 600×600×850（W×D×H）

椅子 数量：1 700×680×850（W×D×H）

椅子 数量：4 460×480×740（W×D×H）

ロッカー 数量：1 450×520×1790（W×D×H）

棚 数量：1 880×515×1790（W×D×H）

棚 数量：1 880×400×185（W×D×H）

棚 数量：1 460×620×1400（W×D×H）

棚 数量：1 900×400×1110（W×D×H）

棚 数量：1 900×400×1770（W×D×H）

ホワイトボード 数量：1 1800×560×1800（W×D×H）

FAX 数量：1 500×580×950（W×D×H）

健康監視システム 数量：1 1200×850×1540（W×D×H）、101.1kg

プリンタ 数量：1 700×700×1010（W×D×H）

ミーティングテーブル 数量：1 1480×750×710（W×D×H）

検疫衛生課（一般事務室）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

カウンター 数量：1 1500×500×950（W×D×H）

カウンター 数量：1 900×480×950（W×D×H）

カウンター 数量：1 1800×480×950（W×D×H）

カウンター 数量：1 1500×480×950（W×D×H）

カウンター 数量：1 540×540×950（W×D×H）

カウンター 数量：1 1835×480×960（W×D×H）

カウンター 数量：1 1800×480×960（W×D×H）

カウンター 数量：1 1830×480×940（W×D×H）

カウンター 数量：1 1800×480×940（W×D×H）

机 数量：1 1600×800×700（W×D×H）

机 数量：2 1050×700×700（W×D×H）

脇机 数量：1 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：1 630×510×1050（W×D×H）

椅子 数量：1 600×550×850（W×D×H）

椅子 数量：1 600×450×830（W×D×H）

港湾衛生評価分析官（一般事務室）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

カウンター棚 数量：2 1500×500×950（W×D×H）

書棚 ※2段 数量：1 900×450×1050（W×D×H）

書棚 数量：1 900×400×1000（W×D×H）

書棚 数量：1 900×400×1050（W×D×H）

プリンター台 数量：1 1200×700×700（W×D×H）

机 数量：8 1600×800×700（W×D×H）

机 数量：12 1100×700×700（W×D×H）

椅子 数量：8 660×600×1200（W×D×H）

椅子 数量：12 600×450×800（W×D×H）

棚 数量：3 1800×470×940（W×D×H）

棚 数量：10 900×450×1100（W×D×H）

プリンター台 数量：10 700×700×700（W×D×H）

FAX 数量：2 650×500×950（W×D×H）

ロッカー 数量：3 450×510×1800（W×D×H）

机（統括） 数量：9 1800×800×700（W×D×H）

食品監視課（一般事務室）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

椅子（統括） 数量：9 650×570×890（W×D×H）

ロッカー（統括用） 数量：9 470×570×1790（W×D×H）

机（副統括） 数量：9 1800×800×700（W×D×H）

椅子（副統括） 数量：9 650×670×890（W×D×H）

机（検査官） 数量：23 1000×700×700（W×D×H）

椅子（検査官） 数量：23 570×460×860（W×D×H）

机（業務管理室） 数量：4 1000×700×700（W×D×H）

椅子（業務管理室） 数量：2 610×610×840（W×D×H）

事務用収納棚（業務管理室） 数量：4 920×460×2370（W×D×H） ※４連結

業務管理室ファックス兼用コピー機 数量：1 1260×650×1160（W×D×H）

業務管理室作業台 数量：1 1500×750×800（W×D×H）

業務管理室ホワイトボード 数量：1 1200×300×1800（W×D×H）

業務管理室両開棚 数量：1 880×380×880（W×D×H）

業務管理室両開棚 数量：1 880×520×880（W×D×H）

業務管理室シュレッダー 数量：1 500×500×830（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

机（非常勤職員） 数量：4 1000×700×700（W×D×H）

椅子（非常勤職員） 数量：4 650×670×890（W×D×H）

作業机 数量：1 1200×700×700（W×D×H）

湯沸かし（流し台） 数量：1 1800×750×800（W×D×H）

棚（台） 数量：1 5300×600×1000（W×D×H）

冷蔵庫 数量：2 700×600×1800（W×D×H）

食器棚 数量：1 730×300×1130（W×D×H）

食器棚 数量：1 850×300×1760（W×D×H）

事務用収納棚 数量：2 1800×460×2500（W×D×H）

コピー機1 数量：1 660×700×1140（W×D×H）

コピー機2 数量：1 910×700×890（W×D×H）

コピー機3（検査棟廊下） 数量：1 1260×650×1160（W×D×H）

OAラック 数量：1 910×500×1930（W×D×H）

検査事務室シュレッダー 数量：1 500×500×860（W×D×H）

資料閲覧棚（廊下） 数量：1 1000×390×1150（W×D×H）

検査部門執務室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

資料置机（廊下） 数量：1 1800×700×700（W×D×H）

ホワイトボード（事務室廊下） 数量：1 1900×550×1660（W×D×H）

応接テーブル（中央ロビー） 数量：1 1200×540×470（W×D×H）

応接長椅子（中央ロビー） 数量：1 1840×840×740（W×D×H）

応接椅子（中央ロビー） 数量：2 760×840×740（W×D×H）

本棚 数量：1 880×400×1790（W×D×H）

机（課長） 数量：1 1800×700×700（W×D×H）

椅子（課長） 数量：1 650×570×890（W×D×H）

机（係長・専門職） 数量：2 640×640×910（W×D×H）

椅子（係長・専門職） 数量：2 640×640×910（W×D×H）

サイド机 数量：2 400×700×700（W×D×H）

机 数量：1 640×640×910（W×D×H）

椅子 数量：1 640×640×910（W×D×H）

ミーティングテーブル 数量：1 1800×750×720（W×D×H）

ミーティングイス 数量：4 450×450×760（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

平面書棚 数量：1 2600×340×820（W×D×H）

ホワイトボード1 数量：1 1150×300×1800（W×D×H）

ホワイトボード1 数量：1 1300×300×1800（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 430×320×650（W×D×H）

書棚 数量：1 940×450×2080（W×D×H）

両開棚 数量：2 740×450×1680（W×D×H）

パソコンラック 数量：2 680×450×1730（W×D×H）

事務用品棚（両開き） 数量：1 760×450×1060（W×D×H）

ファイルング棚（引き出し式） 数量：3 750×450×1060（W×D×H）

パソコンラック 数量：1 700×400×1260（W×D×H）

プリンター 数量：1 600×600×1060（W×D×H）

ロッカー（課長） 数量：1 450×500×1800（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 550×550×1300（W×D×H）

並行移動書架 数量：1 2500×640×2150（W×D×H） ※4段4連

机 数量：1 1800×700×700（W×D×H）

審査指導課

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

机 数量：5 1600×700×700（W×D×H）

机 数量：3 1100×700×700（W×D×H）

脇机 数量：3 400×700×700（W×D×H）

椅子 数量：9 650×600×1000（W×D×H）

書棚 数量：3 900×450×1800（W×D×H）

書棚 数量：1 1800×510×1850（W×D×H）

棚 数量：6 900×450×780（W×D×H）

作業台 数量：4 800×700×700（W×D×H）

ホワイトボード 数量：1 1400×650×1700（W×D×H）

掲示板 数量：2 900×400×1500（W×D×H）

FAX/COPY複合機 数量：1 900×750×1140（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 600×600×900（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 600×700×1600（W×D×H）

図面庫 数量：1 1000×750×1400（W×D×H）

書庫 数量：1 1200×400×1900（W×D×H）

輸入食品中央情報管理官

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

書庫 数量：1 900×400×1900（W×D×H）

書庫 数量：1 900×450×1100（W×D×H）

書庫 数量：1 900×550×1850（W×D×H）

書庫 数量：1 1750×450×1850（W×D×H）

書庫 数量：1 900×450×1850（W×D×H）

書庫 数量：1 1500×400×1000（W×D×H）

書庫 数量：1 800×400×1800（W×D×H）

書庫 数量：2 900×400×1200（W×D×H）

書棚 数量：2 1850×500×1800（W×D×H）

総務課物品庫 棚 数量：4 1800×460×1800（W×D×H）

予防接種室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

予防接種緊急処置室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

カウンター 数量：1 2400×600×700（W×D×H）

小テーブル 数量：1 1000×600×700（W×D×H）

記載机 数量：3 1600×500×700（W×D×H）

総務課書庫
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室名 名称 所要数 仕様

椅子 数量：56 600×600×800（W×D×H）

パーティション 数量：1 5000×10×1790（W×D×H）

パーティション 数量：2 1000×10×1790（W×D×H）

パーティション 数量：1 3200×10×1790（W×D×H）

検疫衛生課資材庫 棚 数量：6 1800×700×2400（W×D×H）

棚 数量：2 1855×910×2400（W×D×H）

洗い場 数量：1 1600×800×50（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 500×500×850（W×D×H）

検疫衛生課書庫 移動書架 数量：4 3800×370×2300（W×D×H）

港湾衛生評価分析官書庫 棚 数量：1 900×400×900（W×D×H）

書棚 数量：3 1750×510×1800（W×D×H）

机 数量：4 450×1500×800（W×D×H）

椅子 数量：8 500×600×1000（W×D×H）

書棚 数量：2 3400×550×1100（W×D×H）

カウンター 数量：1 5600×600×950（W×D×H）

輸入食品相談指導室

予防接種受付・待合室

検疫衛生課資材洗浄室
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机 数量：2 1820×700×700（W×D×H）

椅子 数量：6 550×500×780（W×D×H）

棚 数量：5 300×400×880（W×D×H）

試験品採取準備室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品監視課検体処理資材庫 保管棚 数量：2 7000×1000×2120（W×D×H）

残留動物用医薬品前処理室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品洗浄室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品検査室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品検体保管庫（冷蔵・冷
凍）

※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品ドラフト室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品薬品庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品危険物保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品機器室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品データ解析室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留動物用医薬品物品保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

共有受付室
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室名 名称 所要数 仕様

残留農薬前処理室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬洗浄室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬検査室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬検体保管庫（冷蔵・冷凍） ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬ドラフト室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬薬品庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬機器室（GC） ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬機器室（ＬC） ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬データ解析室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

残留農薬物品保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等前処理室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等洗浄室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等検査室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等検体保管庫（冷蔵・冷凍） ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等ドラフト室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる
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有害有毒等薬品庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等機器室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等データ解析室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等検体保管庫(常温） ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

有害有毒等物品保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO前室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMOエアシャワー室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO検査室前室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO準備室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO粉砕室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO抽出室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO試薬調製室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO増幅室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO分離室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO検体保管庫（冷凍） ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる
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GMO物品保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO廃棄物一時保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

GMO空調機械室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物前室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物検査室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物検体調製室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物抗生物質検査室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物検体保管庫（冷蔵・冷凍） ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物抽出精製室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物試薬調製室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物ＰＣＲ増幅室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物電気泳動室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物培地調製室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物滅菌・洗浄室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物培地・試薬保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる
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食品微生物物品保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物検査結果処理室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

食品微生物検査室内廊下 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症前室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症衛生動物室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症解剖室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症検査室前室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症第一検査室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症試薬調製室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症ＰＣＲ室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症電気泳動室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症第二検査室エアロック室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症第二検査室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症空調機械室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

感染症廃棄物一時保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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感染症検査室内廊下 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

検体受領室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

検査データ入力室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

検査データ保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

危険物屋内貯蔵所 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

検査用消耗品保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

ボンベ庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

エアーコンプレッサー室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

廃液処理室 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

共通廃棄物等一時保管庫 ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

両開き書庫 数量：3 900×460×2520（W×D×H）

スチームフレームラック 数量：6 1800×610×2100（W×D×H）

ＮＡＣＣＳ端末設置台 数量：3 800×700×700（W×D×H）

ＮＡＣＣＳ端末設置台 数量：1 1800×710×700（W×D×H）

作業台（スキャナー） 数量：1 1800×7100×700（W×D×H）NACCS運用解析室

審査指導課書庫
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作業台（プリンター） 数量：1 900×700×700（W×D×H）

椅子 数量：6 570×600×870（W×D×H）

検疫歴史資料展示室 金属ふた 数量：1 直径2000×厚さ400、約1.5t

検疫歴史資料保管室 金属ふた 数量：1 直径2000×厚さ400、約1.5t

机 数量：16 1500×450×700（W×D×H）

椅子 数量：28 400×430×760（W×D×H）

演台 数量：1 900×610×1000（W×D×H）

机 数量：4 1500×450×700（W×D×H）

椅子 数量：8 450×450×410（W×D×H）

演台 数量：1 750×600×1150（W×D×H）

会議机 数量：20 1500×600×700（W×D×H）

会議椅子 数量：53 500×430×730（W×D×H）

ホワイトボード 数量：1 1540×520×1870（W×D×H）

会議机 数量：6 1500×600×700（W×D×H）

会議椅子 数量：13 600×500×780（W×D×H）

第一研修室

専用第一会議室

専用第二会議室
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ＯＡ用テーブル 数量：1 1500×600×700（W×D×H）

ＯＡ用ラック 数量：1 750×850×1400（W×D×H）

事務用収納棚 数量：4 900×460×2150（W×D×H）

プロジェクター収容演台 数量：1 450×450×770（W×D×H）

洗面化粧台 数量：1 500×400×1850（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：15 900×550×1800（W×D×H）

洗面化粧台 数量：1 500×400×1850（W×D×H）

ロッカー（３人用） 数量：15 900×550×1800（W×D×H）

洗面台 数量：1 600×480×1850（W×D×H）

ドラム式洗濯乾燥機 数量：1 636×695×1119（W×D×H）

棚 数量：1 500×500×1830（W×D×H）

洗面台 数量：1 600×480×1850（W×D×H）

ドラム式洗濯乾燥機 数量：1 636×695×1119（W×D×H）

棚 数量：1 870×400×1860（W×D×H）

第二研修室

更衣室（男性用）

更衣室（女性用）

洗濯・シャワー室（男性用）

洗濯・シャワー室（女性用）
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壁面収納

机

椅子

応接セット(机)

応接セット(椅子)

テレビ台

金庫

カウンター

机

椅子

棚

パーティション

ワゴン（スツール１脚) 数量：1 600×600×600（W×D×H）

ワゴン（椅子１脚) 数量：2 300×400×600（W×D×H）

所長室

⑨横浜公共職業安定所
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脇机 数量：1 400×700×700（W×D×H）

脇机 数量：7 400×800×700（W×D×H）

ミーティングテーブル（椅子４脚) 数量：1 1500×750×700（W×D×H）

ベンチ 数量：1 1520×520×440（W×D×H）

プリンター 数量：1 400×500×600（W×D×H）

複合機 数量：1 1100×800×1200（W×D×H）

平机（ワゴン付）（椅子6脚・ｽﾂｰﾙ1脚) 数量：4 1000×800×700（W×D×H）

平机（ワゴン付）（椅子1脚) 数量：1 1200×700×700（W×D×H）

平机（ワゴン付）（椅子１0脚) 数量：5 1100×800×700（W×D×H）

数量：1 740×500×700（W×D×H）

平机（椅子１脚) 数量：1 1200×700×700（W×D×H）

平机（椅子１脚) 数量：1 1100×700×700（W×D×H）

平机（椅子1脚・ｽﾂｰﾙ1脚) 数量：1 1000×700×700（W×D×H）

平机（椅子１脚) 数量：1 700×700×700（W×D×H）

平机（椅子２脚) 数量：1 1100×800×700（W×D×H）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

パンフレットスタンド 数量：1 300×400×1500（W×D×H）

パンフレットスタンド 数量：1 800×350×1400（W×D×H）

パーティション 数量：29 600×40×1350（W×D×H）

パーティション 数量：4 900×40×1350（W×D×H）

電話台 数量：1 300×400×700（W×D×H）

テーブル（椅子３脚) 数量：1 1800×600×700（W×D×H）

スタンドパネル 数量：3 1200×300×1500（W×D×H）

スタンドパネル 数量：1 800×300×1500（W×D×H）

書庫（上下２段連結) 数量：10 900×450×1800（W×D×H）

書庫 数量：4 900×450×900（W×D×H）

書庫 数量：1 400×450×900（W×D×H）

書庫（上下２段連結) 数量：2 900×400×1800（W×D×H）

書庫（上下２段連結) 数量：1 1800×450×1800（W×D×H）

シュレッダー 数量：1 500×200×600（W×D×H）

サーバー 数量：1 500×150×400（W×D×H）

事務室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

サーバー 数量：1 600×900×700（W×D×H）

検索台（椅子１０脚) 数量：10 800×700×700（W×D×H）

クリスタルケース 数量：1 380×400×600（W×D×H）

クリスタルケース 数量：1 900×400×600（W×D×H）

片袖机（椅子３脚) 数量：2 1000×700×700（W×D×H）

片袖机（椅子２４脚・ｽﾂｰﾙ６脚) 数量：12 1000×800×700（W×D×H）

カウンター（椅子１脚) 数量：2 1800×600×900（W×D×H）

アコーディオンパーティション 数量：1 900×360×1650（W×D×H）

OCR 数量：3 400×700×700（W×D×H）

FAX 数量：1 500×400×600（W×D×H）

３人掛けベンチ 数量：5 1500×600×800（W×D×H）

机

椅子

棚

書庫・倉庫（備蓄庫含む） 書庫（上下２段連結) 数量：25 900×450×1800（W×D×H）

印刷室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

４人用ロッカー（椅子１脚) 数量：6 900×515×1790（W×D×H）

傘立て 数量：1 300×300×500（W×D×H）

傘立て 数量：1 600×300×500（W×D×H）

テーブル（椅子６脚) 数量：1 1800×800×700（W×D×H）

カップケース 数量：1 600×450×1800（W×D×H）

冷蔵庫 数量：1 500×500×1800（W×D×H）

机

椅子

パーティション

事務室及び印刷製本室 カウンター 数量：1 1800×450×1100（W×D×H）

机 数量：1 1600×700×700（W×D×H）

椅子 数量：1 670×650×1050（W×D×H）

応接セット(机) 数量：1 1800×700×500（W×D×H）

応接セット(椅子)
数量：2 700×700×750 (W×D×H)
数量：1 1800×700×750 (W×D×H)

⑩植物防疫所研修センター

応接室

更衣室兼休憩室

大会議室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ロッカー（2連） 数量：1 600×500×1800（W×D×H）

書庫 数量：1 1600×450×1800（W×D×H）

スクリーン（プロジェクター(移動式)） 数量：1 有効サイズ：16：9 125インチ

ホワイトボード 数量：1 4800×1200×2100（W×D×H）

机 数量：50 650×450×720（W×D×H）

椅子 数量：51 620×600×880（W×D×H）

演台 数量：1 1200×450×1050（W×D×H）

演壇 数量：6 1800×1200×200（W×D×H）

机 数量：2 1200×700×700（W×D×H）

椅子 数量：2 670×650×1050（W×D×H）

ロッカー（３連） 数量：1 900×500×1800（W×D×H）

研修実験室１ ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

薬品保管棚 数量：7 900×400×1800（W×D×H）

器具保管庫 数量：3 900×400×1800（W×D×H）

作業台 数量：1 2400×1200×850（W×D×H）

講義室

講師控室

薬品保管室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

冷蔵庫 数量：1 750×670×1750（W×D×H）

机 数量：4 1800×600×700（W×D×H）

椅子 数量：12 620×600×880（W×D×H）

書棚 数量：3 1600×450×1800（W×D×H）

更衣室（男子） ロッカー（３連） 数量：10 900×500×1800（W×D×H）

更衣室（女子） ロッカー（３連） 数量：6 900×500×1800（W×D×H）

研修実験室３ ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

研修実験室２ ※【別添資料４－８－２】「 実験設備等一覧」リストによる

倉庫 棚 数量：4 2700×500×2100（W×D×H）

事務スペース：事務机 数量：4 1800×700（W×D）

事務スペース：事務椅子 数量：4 600×600（W×D）

事務スペース：回転椅子（受付カウンター用） 数量：3 600×600（W×D）

事務スペース：壁面収納 数量：12 800×450（W×D）

事務スペース：更衣ロッカー 数量：1 900×520（W×D）

⑪横浜通商事務所

図書標本室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

事務スペース：書棚 数量：10 800×450（W×D）

事務スペース：防災用品保管庫 数量：2 800×450（W×D）

事務スペース：コピー機等複合機 数量：1 900×900（W×D）

事務スペース：茶器戸棚 数量：1 900×450（W×D）

事務スペース：冷蔵庫 数量：1 600×600（W×D）

申請者溜まり：受付カウンター 数量：3 1800×800（W×D） ※３基連結

申請者溜まり：回転椅子（受付カウンター用） 数量：6 600×600（W×D）

申請者溜まり：ロビーチェア 数量：2 2105×550（W×D）

申請者溜まり：記載台 数量：1 1200×450（W×D）

申請者溜まり：パンフレットスタンド 数量：2 720×440（W×D）

所長室：ローパーティション 数量：1 1800程度 (H)

所長室：事務机 数量：1 2000×800（W×D）

所長室：事務椅子 数量：1 700×700（W×D）

所長室：応接セット 数量：1 2400×3200（W×D）

所長室：書庫 数量：2 900×450（W×D）

事務室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

所長室：更衣ロッカー 数量：1 600×450（W×D）

打合せスペース：会議用テーブル 数量：1 1800×900（W×D）

打合せスペース：会議用椅子 数量：6 600×500（W×D）

打合せスペース：ローパーティション 数量：1 1500程度（H）

サーバー設置スペース：サーバー 数量：1 700×700（W×D）

サーバー設置スペース：ローパーティション 数量：1 1500程度（H）

女子更衣室 更衣ロッカー 数量：1 900×520（W×D）

会議用テーブル 数量：2 1800×900（W×D）

会議用椅子 数量：12 600×500（W×D）

壁面収納（書籍など収納用の壁面収納） 数量：1 1800×500×2500（W×D×H）

机（椅子共） 数量：1 2000×1000（W×D）

応接セット（長椅子） 数量：1 2000×800（W×D）

応接セット（椅子） 数量：5 900×800（W×D）

応接セット（テーブル） 数量：1 1200×1200（W×D）

⑫横浜国道事務所

相談室

事務所長室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

打合せテーブル（椅子共） 数量：2 1800×750（W×D）

カウンター（事務机を囲む形式のカウンター） 数量：2 900×500（W×D）、数量：1 500×500（W×D）

机（椅子共） 数量：1 1200×700（W×D） ※カウンター一体型

壁面収納（書籍など収納用） 数量：4 1800×500×2500（W×D×H）

机（椅子共） 数量：1 1600×800（W×D）

打合せテーブル（椅子共） 数量：1 1600×1000（W×D）

会議用テーブル（会議用テーブル楕円形） 数量：1 3600×1500（W×D） ※１４人掛

会議用テーブル（会議用テーブル） 数量：6 1850×450（W×D） ※３人掛け折りたたみ

椅子 数量：32

壁面収納（文書棚） 数量：1 1800×500×2500（W×D×H）

カウンター（各課に設置（１３課）） 数量：1 1200×450（W×D）

机（椅子共） 数量：150 1400×700×（W×D×H）

金庫（総務課１台、経理課２台） 数量：3 600×500×850（W×D×H）、250kg

壁面収納(１０名分の荷物を収納) 数量：2 900×450（W×D）

事務用机（椅子共） 数量：6 1200×700（W×D）

副所長室

一般事務室

運転手控室

事務所長室受付

特別会議室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

簡易ベット(仮眠用簡易ベッド) 数量：1 675×1900（W×D）

壁面収納（書架） 数量：1 3600×900×2200（W×D×H）

机（会議用テーブル） 数量：10 1800×450（W×D）

椅子（会議用椅子） 数量：20

机 数量：8 1800×450（W×D）

椅子（会議用椅子） 数量：18

机（管理第一課） 数量：2 1200×600（W×D）

机（経理課） 数量：2 1200×400（W×D）

椅子（管理一課 ６脚、 経理課 ３脚） 数量：9

書架
数量：16 1800×450×2500（W×D×H） ※移動書架16台（2×8
列）

カウンター（管理一課１台） 数量：1 1800×600（W×D）

机 数量：18 1800×450（W×D）

椅子 数量：54 450×450（W×D）

カウンター 数量：1 2000×600×800（W×D×H）

台帳閲覧室

占用調整室

入札室

用地対策室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

開架書庫
※部屋の相対する2面に対して並行移動書架を設置することが望まし
い

数量：2 2250×1260×2200（W×D×H）

机 数量：20 1200×450（W×D）

椅子（事務用椅子２０脚、来客用５脚） 数量：25

大型マルチスクリーン 数量：4 2000×800×1200（W×D×H）、400kg

エンコーダ・デコーダ装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

Ｌ－２スイッチ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

サーバ装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、300kg

マトリックススイッチャ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

パソコン 数量:15 500×400×400（W×D×H）、500kg

ＵＰＳ １０ＫＶＡ 数量:1 900×500×1100（W×D×H）、300kg

大型マルチスクリーン 数量:4 2000×800×1200（W×D×H）、400kg

マトリックススイッチャ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

Ｌ－２スイッチ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

複合機 数量:1 1700×900×1200（W×D×H）、300kg

ＦＡＸ 数量:1 400×500×400（W×D×H）、100kg

道路情報室

災害対策室

特殊車両申請室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ＵＰＳ １０ＫＶＡ 数量:1 900×500×1100（W×D×H）、300kg

壁面収納（文書棚） 数量:1 1800×500×2500（W×D×H）

机（事務用机） 数量:4 1200×700（W×D）

椅子 数量:4

壁面収納（文書棚） 数量:1 1800×500×2500（W×D×H）

机（事務用机） 数量:30 1200×700（W×D）

椅子（事務用椅子） 数量:30

コピー室 収納棚（コピー用紙、トナーほかの消耗品収納棚を設置） 数量:1 1800×450×2500（W×D×H）

デジタル端局装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、400kg

基幹Ｌ３－ＳＷ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、300kg

エンコーダ・デコーダ装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

Ｌ－２スイッチ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

サーバ装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

ＵＰＳ １０ＫＶＡ 数量:1 900×500×1100（W×D×H）、300kg

多重無線装置 数量:2 300×300×2400（W×D×H）、200kg

電算室

大作業室

小作業室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

デジタル端局装置 数量:2 900×500×1100（W×D×H）、700kg

自動電話交換装置 数量:1 600×700×2200（W×D×H）、400kg

ヘッドエンド装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

エンコーダ・デコーダ装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、300kg

Ｌ－２スイッチ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

サーバ装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、400kg

総合気象観測装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

ＵＰＳ １０ＫＶＡ 数量:1 900×500×1100（W×D×H）、300kg

直流電源装置 数量:1 900×600×1900（W×D×H）、400kg

直流電源装置（蓄電池200AH） 数量:1 800×900×1900（W×D×H）、300kg

蓄電池盤 数量:1 3000×700×1400（W×D×H）、2450kg

壁面収納（毛布・寝袋など収納） 数量:1 1800×450×2500（W×D×H）

置き畳 部屋全面に置き畳を設置

壁面収納（毛布・寝袋など収納） 数量:1 1800×500×2500（W×D×H）

置き畳 部屋全面に置き畳を設置

女子休養室

無線室

仮眠室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

来客待合室 椅子（２５人分掛、椅子又はソファー） 数量:8 1800×450（W×D）

サーバ装置（１９インチラック） 数量:2 600×1000×2200（W×D×H）、800kg

Ｌ－２スイッチ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

エンコーダ・デコーダ装置（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

マトリックススイッチャ（１９インチラック） 数量:1 600×1000×2200（W×D×H）、200kg

パソコン 数量:15 500×400×400（W×D×H）、500kg

ＵＰＳ １０ＫＶＡ 数量:1 900×500×1100（W×D×H）、300kg

ロッカー(２３０人分) 数量:77 900×515×1790（W×D×H）

置き畳 ロッカー設置場所以外に置き畳もしくは簀の子を設置

倉庫（合同） 備蓄品収納棚(スチール収納棚) 数量:1 1800×450×2500（W×D×H）

机(折りたたみ会議用テーブル) 数量：12 1850×450（W×D）

椅子 数量:40

カウンター 数量：2 1200×500×950（W×D×H）

机 数量：2 1800×800×700（W×D×H）

⑬京浜港湾事務所

関東地方整備局
共用会議室

情報機器室

更衣室

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

机 数量：12 1600×800×700（W×D×H）

机 数量：47 1500×700×700（W×D×H）

椅子（打合せ用含む） 数量：127

ロッカー 数量：12 450×510×1800（W×D×H）

打合せテーブル 数量：5 1800×900×700（W×D×H）

数量：9 1600×900×700（W×D×H）

並行移動書架 数量：4 3680×900×2200（W×D×H）

書架 数量：12 900×450×2200（W×D×H）

書棚（保管庫） 数量：90 900×450×1100（W×D×H）

耐火金庫 数量：4 680×725×1080（W×D×H）、標準質量：334kg

ビジネスキッチン 数量：2 1200×450×1800（W×D×H）

机 数量：1 1800×800×700（W×D×H）

椅子（打合せ用含む） 数量：14

書棚（保管庫） 数量：4 900×450×1100（W×D×H）

一般事務室（1）

参考資料４－１２ 参考備品一覧
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室名 名称 所要数 仕様

ロッカー 数量：1 450×510×1800（W×D×H）

ソファ 数量：2 2200×900×600（W×D×H）

応接テーブル 数量：1 1300×800×450（W×D×H）

打合せテーブル 数量：1 4850×1500×700（W×D×H）

TV会議システム（設置台共） 数量：1 1100×700×1630（W×D×H）

机 数量：1 1500×700×700（W×D×H）

椅子 数量：1

作業テーブル 数量：1 1200×800×700（W×D×H）

書棚（保管庫） 数量：3 900×450×1100（W×D×H）

ロッカー 数量：1 450×510×1800（W×D×H）

ビジネスキッチン 数量：1 600×450×1800（W×D×H）

大型映像表示装置（１式 ） 数量：1 7400×1900×1400（W×D×H）、370kg/㎡以上

打合せテーブル 数量：30 1800×600×700（W×D×H）

椅子 数量：60

所長室

災害対策室
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室名 名称 所要数 仕様

打合せテーブル 数量：6 1800×600×700（W×D×H）

椅子 数量：12

ミニキッチン 数量：1 1500×500×1900（W×D×H）

洗濯機・乾燥機（パン・スタンド共） 数量：2 650×650×1900（W×D×H）

災害対策倉庫 軽量棚 数量：8 920×450×2100（W×D×H）

移動書架 数量：11 850×7600×2000（W×D×H）

書架 数量：11 900×450×2200（W×D×H）

机 数量：1 1800×800×700（W×D×H）

机 数量：5 1600×800×700（W×D×H）

机 数量：10 1500×700×700（W×D×H）

椅子（打合せ用含む） 数量：32

ロッカー 数量：4 450×510×1800（W×D×H）

打合せテーブル 数量：3 1800×900×700（W×D×H）

並行移動書架 数量：1 5500×600×2200（W×D×H）

書架 数量：7 900×450×2200（W×D×H）

災害対策準備室

文書保存庫

一般事務室（2）

災害対策調整室
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室名 名称 所要数 仕様

書棚（保管庫） 数量：25 900×450×1100（W×D×H）

ビジネスキッチン 数量：1 1200×450×1800（W×D×H）

打合せテーブル 数量：6 1800×600×700（W×D×H）

椅子 数量：12

軽量棚 数量：2 1200×455×2100（W×D×H）

軽量棚 数量：2 1800×605×2100（W×D×H）

軽量棚 数量：12 880×455×2100（W×D×H）

机 数量：3 1500×700×700（W×D×H）

椅子 数量：5

書架 数量：3 900×450×2200（W×D×H）

軽量棚 数量：1 1200×450×1800（W×D×H）

軽量棚 数量：1 1200×450×1500（W×D×H）

打合せテーブル 数量：6 1800×600×700（W×D×H）

椅子 数量：12

補償対応室

入札・契約室

電算室

倉庫

情報機器室
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室名 名称 所要数 仕様

打合せテーブル 数量：6 1800×600×700（W×D×H）

椅子 数量：12

雑誌架 数量：2 1000×400×1800（W×D×H）

模型（展示台共） 数量：1 1170×740×1370（W×D×H）

打合せテーブル 数量：1 1800×750×700（W×D×H）

打合せテーブル 数量：2 1500×600×700（W×D×H）

椅子 数量：10

男子更衣室 ロッカー 数量：12 900×510×1800（W×D×H）

女子更衣室 ロッカー 数量：4 900×510×1800（W×D×H）

机 数量：1 1500×700×700（W×D×H）

椅子 数量：1

ロッカー 数量：1 450×510×1800（W×D×H）

作業テーブル 数量：1 1200×800×700（W×D×H）

簡易ベット 数量：1 960×2010×510（W×D×H）

机 数量：1 1500×700×700（W×D×H）

宿直・仮眠室１

工事調整室

公表閲覧室
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室名 名称 所要数 仕様

椅子 数量：1

ロッカー 数量：1 450×510×1800（W×D×H）

作業テーブル 数量：1 1200×800×700（W×D×H）

簡易ベット 数量：1 960×2010×510（W×D×H）

机 数量：2 1500×700×700（W×D×H）

打合せテーブル 数量：1 1500×750×700（W×D×H）

椅子 数量：4

ソファ 数量：2 2200×900×600（W×D×H）

書棚（保管庫） 数量：1 900×450×1100（W×D×H）

ビジネスキッチン 数量：1 600×450×1800（W×D×H）

壁面収納 数量：1 1800×400×2160（W×D×H）

両袖机 数量：1 1800×800×700（W×D×H） 移転予定備品

サイドテーブル 数量：1 700×450×700（W×D×H） 移転予定備品

サイドワゴン 数量：1 540×420×620（W×D×H） 移転予定備品

⑭横浜営繕事務所

宿直・仮眠室２

運転手・船員詰所
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室名 名称 所要数 仕様

サイドボード 数量：1 1800×445×7000（W×D×H） 移転予定備品

回転肘掛椅子 数量：1 620×500×800（W×D×H） 移転予定備品

パネルスクリーン 数量：1 1230×1495（W×H） 移転予定備品

パネルスクリーン 数量：1 900×1495（W×H） 移転予定備品

ワードロープ 数量：1 900×480×2680（W×D×H） 移転予定備品

ガラス引違書庫 数量：2 900×480×2680（W×D×H） 移転予定備品

両開書庫 数量：1 900×480×2680（W×D×H） 移転予定備品

長椅子 数量：1 2000×780×730（W×D×H） 移転予定備品

小椅子 数量：4 930×780×730（W×D×H） 移転予定備品

センターテーブル 数量：1 1300×670×380（W×D×H） 移転予定備品

テーブル 数量：1 700×700×460（W×D×H） 移転予定備品

テレビ(ﾃﾚﾋﾞ台付き) 数量：1 1000×450×950（W×D×H） 移転予定備品

シュレッダー 数量：1 450×180×600（W×D×H） 移転予定備品

コートハンガー 数量：1 400×400×1740（W×D×H） 移転予定備品

壁面収納 数量：1 3600×400×2160（W×D×H）

所長室（災対室）
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室名 名称 所要数 仕様

カウンター（ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ付き） 数量：1 1800×600×960（W×D×H）

金庫 数量：2 500×500×710（W×D×H） 移転予定備品

両袖机 数量：16 1400×700×700（W×D×H） 移転予定備品

片袖机 数量：2 1000×700×700（W×D×H） 移転予定備品

脇机 数量：3 400×700×700（W×D×H） 移転予定備品

金庫 数量：3 内2台 485×485×700（W×D×H） 移転予定備品

パーティション 数量：4 1220×1400×（W×D×H） 移転予定備品

パーティション 数量：1 2150×1800×（W×D×H） 移転予定備品

両袖椅子 数量：15 移転予定備品

椅子（袖なし） 数量：2 移転予定備品

テーブル 数量：2 1800×900×700（W×D×H） 移転予定備品

ﾃｰﾌﾞﾙ 数量：1 600×600×780（W×D×H） 移転予定備品

会議用椅子 数量：13 500×500×800（W×D×H） 移転予定備品

ｵｰﾌﾟﾝ書庫 数量：9 900×450×2160（W×D×H） 移転予定備品

上両開き下ｵｰﾌﾟﾝ書庫 数量：3 1000×700×700（W×D×H） 移転予定備品事務室（災対支援室）
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室名 名称 所要数 仕様

ｵｰﾌﾟﾝ書庫 数量：19 900×450×1120（W×D×H） 移転予定備品

両開き書庫 数量：7 900×450×1120（W×D×H） 移転予定備品

上ｵｰﾌﾟﾝ下両開き書庫 数量：1 900×450×2160（W×D×H） 移転予定備品

ｵｰﾌﾟﾝ書庫 数量：1 900×450×1050（W×D×H） 移転予定備品

ｵｰﾌﾟﾝ書庫 数量：1 880×400×1800（W×D×H） 移転予定備品

雑誌架書庫 数量：2 600×900×850（W×D×H） 移転予定備品

ｵｰﾌﾟﾝ書庫 数量：1 600×900×850（W×D×H） 移転予定備品

ホワイトボード 数量：1 1880×1770（W×H） 移転予定備品

シュレッダー 数量：1 500×500×900（W×D×H） 移転予定備品

プリンター 数量：2 1700×700×1130（W×D×H） 移転予定備品

新ｻｰﾊﾞ 数量：1 600×900×655（W×D×H） 移転予定備品

旧ｻｰﾊﾞ 数量：1 600×900×850（W×D×H） 移転予定備品

図面焼き 数量：1 1500×750×1090（W×D×H） 移転予定備品

青焼き機 数量：1 980×840×1150（W×D×H） 移転予定備品

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｽｸ 数量：2 700×800×700（W×D×H） 移転予定備品
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室名 名称 所要数 仕様

会議テーブル 数量：4 1800×600×700（W×D×H） 移転予定備品

会議テーブル 数量：2 1200×450×700（W×D×H） 移転予定備品

机 数量：2 1400×700×700（W×D×H） 移転予定備品

書架 数量：4 800×450×2650（W×D×H） 移転予定備品

PCテーブル 数量：1 700×700×1270（W×D×H） 移転予定備品

棚 数量：1 760×380×1025（W×D×H） 移転予定備品

会議用椅子 数量：19 500×500×800（W×D×H） 移転予定備品

ホワイトボード 数量：1 1250×1800（W×H） 移転予定備品

移動式物品棚（固定） 数量：7 940×340×2240（W×D×H） 移転予定備品

移動式物品棚（可動） 数量：7 940×340×2240（W×D×H） 移転予定備品

物品棚 数量：7 940×340×2240（W×D×H） 移転予定備品

スチール書庫 数量：7 940×340×2240（W×D×H） 移転予定備品

両開き書庫 数量：7 940×340×2240（W×D×H） 移転予定備品

移動式書架（固定） 数量：1 1200×405×2370（W×D×H） 移転予定備品

移動式書架（可動） 数量：6 1200×405×2370（W×D×H） 移転予定備品

打合せ室（災対室）

書庫・倉庫
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室名 名称 所要数 仕様

移動式書架（固定） 数量：1 1200×455×2370（W×D×H） 移転予定備品

移動式書架（可動） 数量：1 1200×455×2370（W×D×H） 移転予定備品

物品棚 数量：1 1325×610×1880（W×D×H） 移転予定備品

物品棚 数量：1 2360×600×2400（W×D×H） 移転予定備品

物品棚 数量：3 1825×620×21120（W×D×H） 移転予定備品

脚立 数量：1 500×1200×1200（W×D×H） 移転予定備品

３連ロッカー 数量：6 900×520×1800（W×D×H） 移転予定備品

２連ロッカー 数量：1 610×520×1800（W×D×H） 移転予定備品

両開き書庫 数量：2 880×530×1800（W×D×H） 移転予定備品

書庫 数量：1 455×530×1800（W×D×H） 移転予定備品

１人用ロッカー 数量：1 580×450×1800（W×D×H） 移転予定備品

ｵｰﾌﾟﾝ書庫 数量：1 580×450×1800（W×D×H） 移転予定備品

冷蔵庫 数量：1 580×600×1650（W×D×H） 移転予定備品

ﾋﾞｼﾞﾈｽキッチン 数量：1 600×450×1800（W×D×H） 移転予定備品

食器棚 数量：1 800×400×1900（W×D×H） 移転予定備品

書庫・倉庫（別階可）

男子休養室・ロッカー室
（災対待機室（仮眠室（男）））
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室名 名称 所要数 仕様

テレビ(ﾃﾚﾋﾞ台付き） 数量：1 570×460×900（W×D×H） 移転予定備品

サイドボード 数量：1 1660×520×1160（W×D×H） 移転予定備品

座卓 数量：1 1200×600×360（W×D×H） 移転予定備品

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ用台 数量：1 440×450×820（W×D×H） 移転予定備品

置き畳 数量：6（6畳）

女子休養室・ロッカー室
（災対待機室（仮眠室（女）））

置き畳 数量：4.5（4.5畳）

信号装置 数量：2 570×470×2050（W×D×H）、230kg

ＩＴＶ装置 数量：2 570×600×2050（W×D×H）、110kg

― ― ―

― ― ―

― ― ―

官用自転車置場

駐車場

⑮横浜海上保安部

共用部分

通信機械室
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