
別紙６

室名 本事業で設置する作りつけ家具・什器・備品
本事業で対象としない什器・備品（新規購入予定-参考）

※数が未確定のものは数字を未記入。
備考（本事業で整備する設備、留意点等）

講義室（Ａ）

各室とも
黒板（教室前に4500*1200程度）、掲示板2（1200*900
程度）、掃除用ロッカー（化学モップ2本、自在箒2本、チ
リトリ1個程度が収納できる大きさとする）

各室とも
机40、椅子40、教卓、カーテン

黒板消しクリーナー用の台(以下、黒板の室
は同様とする。）
（以下、掃除用ロッカーの説明省略。）

講義室（Ｂ）

各室とも
黒板（教室前に4500*1200程度）、掲示板2（1200*900
程度）、掃除用ロッカー

各室とも
机25、椅子25、教卓、カーテン

黒板消しクリーナー用の台

講義室（C）

各室とも
黒板（教室前に4500*1200程度）、掲示板2（1200*900
程度）、掃除用ロッカー

各室とも
机40、椅子40、教卓、カーテン

多目的教室（Ａ）との境界壁をスライディング
ウォールとする。

多目的教室（Ａ）

各室とも
黒板（教室前に4500*1200程度）、掲示板2（1200*900
程度）、掃除用ロッカー

各室とも
長机30、椅子60、教卓、カーテン、書棚、書庫
（うち１室）マイク・スピーカー・アンプ組込式講義台

講義室（Ｃ）との境界壁をスライディングウォー
ルとする。
（以下、書庫→扉付き、書棚→オープン式（扉
なし）とする。）

多目的教室（Ｂ）

黒板（教室前に4500*1200程度）、掲示板2（1200*900
程度）、ピクチャーレール、流し台（蛇口10程度）、掃除
用ロッカー

長机30、椅子60、教卓、カーテン、書棚、書庫、水書板

多目的準備室 流し台（蛇口3程度） 作業台、椅子、書庫、カーテン 畳敷き（6帖程度）

情報処理実習室（Ａ）（B）

各室とも
ホワイトボード（4500*1200程度）、掃除用ロッカー、スク
リーン、スクリーンボックス、ブラインド一式、廊下側戸
棚

各室とも
ＰＣ用机40、椅子40、教師用ＰＣ机、教師用椅子、サイドキャビ
ネット、パソコン41

冷暖房設備

情報処理準備室

ホワイトボード 作業台、椅子、パソコン、書庫、書棚、カーテン

商業実践室

ホワイトボード（4500*1200程度）、掲示板、掃除用ロッ
カー、ブラインド一式、スクリーン、スクリーンボックス

事務用机10、事務用椅子10、ＰＣ用机20、椅子20、教師用ＰＣ
机、教師用椅子、サイドキャビネット、パソコン21、応接セット、室
内線通話用電話機10

冷暖房設備
掲示板のサイズは、適宜、事業者が判断する
こと。

ＣＡＬＬ教室

ホワイトボード（4500*1200程度）、掲示板、掃除用ロッ
カー、スクリーン、スクリーンボックス、ブラインド一式、
廊下側戸棚、スピーカー

ＰＣ用机40、椅子40、教師用ＰＣ机、教師用椅子、サイドキャビ
ネット、パソコン41

冷暖房設備
掲示板のサイズは、適宜、事業者が判断する
こと。

生物・地学教室

黒板（4500*1200程度）、流し台（蛇口6程度）、掃除用
ロッカー、実験台10（4人がけ、ガス、給排水、コンセン
ト）、教員用実験台（ガス、給排水、コンセント）、窓下収
納付作業台、実験用具戸棚（廊下側・教室後ろ側）、ス
クリーン、スクリーンボックス

椅子40、暗幕（窓側・廊下側・準備室側）

物理・化学教室

黒板（4500*1200程度）、流し台（蛇口6程度）、掃除用
ロッカー、実験台10（4人がけ、ガス、給排水、コンセン
ト）、教員用実験台（ガス、給排水、コンセント）、窓下収
納付作業台、実験用具戸棚（廊下側・教室後ろ側）、ス
クリーン、スクリーンボックス、ドラフトチャンバー

椅子40、暗幕（窓側・廊下側・準備室側）

理科準備室

流し台（蛇口3程度）、中央作業台（ガス、給排水、コン
セント）、窓下収納付作業台、薬品器具用戸棚、横スラ
イド式書棚（書棚14）、薬品庫

プレゼンテーション機器（プロジェクタ、パソコン、ワゴン等）一
式、椅子、書庫、書棚、軽量棚、冷蔵庫、カーテン

調理教室

引分ホワイトボード（4500*1200程度）、流し台（蛇口5程
度）、モップ用流し台（蛇口3程度）、調理台8（5人がけ、
給排水、コンセント、ビルトインガスコンロ、ビルトイン
オーブン）、教員用調理台（給排水、コンセント、ビルト
インガスコンロ、ビルトインオーブン）、示範用鏡、掃除
用ロッカー、モップ掛けフック、窓下炊飯器収納付作業
台、教室後ろ側食器用戸棚、廊下側収納棚、洗濯機
防水パン（内径55mm外径50mm）、手洗いカウンター
（鏡・照明付き）、下足用棚（40程度）、スクリーン、スク
リーンボックス

椅子40、滅菌庫、冷蔵庫(500Ｌ程度）、冷凍庫、洗濯機、乾燥
機、電子レンジ、炊飯器、カーテン

（以下、手洗いカウンターの説明省略。）
配線ダクトレール
グリーストラップ

被服・家庭介護実習室

黒板（4500*1200程度）、掲示板（1800*1200程度）、流
し台（蛇口3程度）、被服台8〈5人がけ）、教員用被服台
（コンセント）、窓下アイロン収納付作業台、廊下側ミシ
ン収納棚、教室後ろ側姿見鏡、洗濯機防水パン（内径
55mm外径50mm）、掃除用ロッカー、スクリーン、スク
リーンボックス

椅子40、書庫、洗濯機、乾燥機、介護用ベッド2、介護用トイレ、
介護用浴槽、カーテン（窓側・廊下側・準備室側）

配線ダクトレール

家庭科準備室

ホワイトボード（1800*900程度）、ミニキッチン（給排水、
コンセント、ビルトインガスコンロ）、中央作業台、窓下
収納付作業台

椅子、書庫、書棚、冷蔵庫、カーテン 配線ダクトレール
グリーストラップ

工芸教室

ホワイトボード（4500*1200程度）、流し台（蛇口12程
度）、工作台8〈5人がけ、椅子収納式）、教員用作業
台、作品収納・展示用棚、掃除用ロッカー

椅子40、カーテン（窓側・廊下側・準備室側）、電動工具機器類 配線ダクトレール
プラスタートラップ

釜置き場
中型電気窯（1000*1000*1000程度、重量300ｋｇ程
度）、流し台（蛇口3程度）

作業台、ろくろ台、土ねり機、乾燥機、乾燥棚 配線ダクトレール
プラスタートラップ

美術教室

ホワイトボード（4500*1200程度）、流し台（蛇口12程
度）、掃除用ロッカー、教員用作業台、作品収納用棚、
スポットライト、ピクチャーレール（廊下掲示板）

長机20、椅子40、暗幕（窓側・廊下側・準備室側）、モチーフ 配線ダクトレール（室内及び教室前廊下天井）
プラスタートラップ
カルトン受け

美術・工芸準備室
流し台（蛇口3程度）、作業台 椅子、書庫、書棚、カーテン 配線ダクトレール

プラスタートラップ

音楽教室

五線入り引分黒板（4500*1800）、掃除用ロッカー 長机20、椅子40、暗幕、カーテン、オーディオ機器一式（ＤＶＤレ
コーダー、プロジェクタ、オーディオラック等）、合唱用山台、アッ
プライトピアノ

音響システム

音楽準備室
流し台（蛇口3程度）、楽器収納庫 書庫、書棚、カーテン

アンサンブル室
各室とも
机1、椅子3、カーテン



別紙６

室名 本事業で設置する作りつけ家具・什器・備品
本事業で対象としない什器・備品（新規購入予定-参考）

※数が未確定のものは数字を未記入。
備考（本事業で整備する設備、留意点等）

視聴覚室
（視聴覚準備室含む）

教室前固定ステージ（W8000*H300*D3000）、固定机
（120人程度対応、折りたたみ椅子付き）、掃除用ロッ
カー、大型電動スクリーン、スクリーンボックス、ブライン
ド一式

視聴覚機器（プロジェクタ、VTR、デジタルTV、DVDレコーダー、
オーディオ等）一式

ワイヤレスマイクシステム
映像・音響システム
【視聴覚準備室】マルチメディア教材編集シス
テム
多目的スペースとの間にパーテーション（防
音）を設ける

多目的スペース
ブラインド一式 メモ台付椅子40、長机20 音響システム

図書室
（メディアコーナー含む）

掃除用ロッカー、ブラインド一式 木製書架一式、閲覧用木製テーブル一式（60人程度対応）、応
対カウンター、木製椅子60、パソコン5、椅子10
【メディアコーナー】メディアブース5（パソコン用木製ラック、木製
椅子）、メディアブース用パソコン5

司書室

予定ホワイトボード（１ヶ月分、1200*900程度）、ホワイ
トボード（1200*900程度）、掃除用ロッカー、ミニキッチン
（給排水、コンセント）

机3、椅子3、パソコン3、書庫、書棚、ブックトラック、カーテン、
レースカーテン

書庫
ハンドル式スライド書棚（両面収納書棚10程度）

作法室

水皿（蛇口2程度）、ミニキッチン（給排水、コンセント、
ビルトインガスコンロ、食洗機）、炉、木製下足入れ、木
製物置き、木製室名プレート、掃除用ロッカー

水皿の竹ふた、木製時計 畳敷き

ゼミ室
各室とも
黒板（1200*900程度）

各室とも
長机6、椅子12、カーテン

進路情報センター
（進路資料閲覧室、進路相
談室を含む）

ミニキッチン（給排水、コンセント）、掃除用ロッカー 木製書棚、面談ブース2（パーテーション囲い、テーブル、会議用
椅子4）、机4、椅子8、パソコン4、書庫、書棚、簡易応接セット
（テーブル・会議用椅子4）、カーテン
【進路資料閲覧室】横スライド式書棚（書棚7）、長机4、椅子8、
書棚、カーテン
【進路相談室】各室ともミーティングテーブル1、椅子5、カーテ
ン、レースカーテン、書棚

カウンセラールーム
（教育相談室を含む）

掲示板（1200*900程度）、手洗いカウンター 机、椅子、書庫、書棚、簡易応接セット、パーテーション2、ロッ
カー、カーテン、レースカーテン
【教育相談室】各室ともミーティングテーブル1、椅子3、カーテ
ン、レースカーテン、書棚

保健室

ミニキッチン（給排水、コンセント）、掃除用ロッカー リネン用具庫、ベッド周辺用品（病人用ベッド2、ベッド用ライト2、
ベッド用カーテン、ベッド用カーテンレール）、机2、ミーティング
テーブル1、椅子6、長椅子2、簡易応接セット、書庫、書棚、パソ
コン3、冷蔵庫、ポット、カーテン、レースカーテン

カウンセラールームとの間に出入口・窓を設け
る

特別活動（生徒会）室
ホワイトボード（1200*900程度）、掲示板（1200*900程
度）、掃除用ロッカー

長机3、椅子6、書棚、書庫、パソコン、カーテン

放送室

椅子5、書庫、暗幕、カーテン 屋内・屋外放送システム（主）、スタジオ設備

ＰＴＡ・同窓会室
長机10、椅子20、書庫、書棚、ガラス製ショーケース、耐火金
庫、カーテン、レースカーテン

校長室

木製家具ユニット（書庫、書棚、更衣ロッカー、掃除用
ロッカー）、手洗いカウンター

机、椅子、パソコン、応接家具セット（両肘椅子2・長椅子1・セン
ターテーブル）、傘立て、カーテン、レースカーテン、デジタルＴ
Ｖ、ＤＶＤレコーダー

教職員室

ミニキッチン2（給排水、コンセント）、キーボックス、手洗
いカウンター4、掃除用ロッカー

掲示板、ホワイトボード3（時間割変更板、生徒状況表、職員動
向板）、机70、椅子70、書棚、書庫、冷蔵庫1、シュレッダー1、
カーテン、レースカーテン、簡易応接セット2、大型耐火金庫2

案内情報システム設備（送信）
屋内・屋外放送システム（副）
相談対応カウンター

事務室

予定ホワイトボード（１ヶ月分、1200*900程度）、掲示板
（1200*900程度）、横スライド式書庫（書庫7）、ミニキッ
チン（給排水、コンセント）

机10、椅子10、パソコン10、簡易応接セット、耐火金庫、カーテ
ン、キーボックス

屋内・屋外放送システム（副）

事務倉庫 書棚、書庫

成績処理作業室
ホワイトボード（1200*900程度）、ハンドル式スライド書
棚（両面収納書棚10程度）、手洗いカウンター

長机10、椅子20、パソコン10、作業台、カーテン

印刷室 掲示板（1200*900程度）、木製書棚 書庫、作業台3、コピー機、帳合機、大型紙対応プリンター
管理ＯＡ室 机、椅子、パソコン、書庫、サーバー、サーバーラック、カーテン 冷暖房設備

講師控室

ミニキッチン（給排水、コンセント） システムロッカー25（カバン・教材が入る程度、鍵付き）、簡易応
接セット、作業台、椅子、カーテン

配線ダクトレール

職員ロッカー室
（男女別、更衣・休憩室含
む）

（ロッカー室）更衣室コーナー（小上がり、じゅうたん敷
き、姿見鏡）一式、姿見鏡2

机、椅子、カーテン
（ロッカー室）更衣コーナー（カーテンレール、カーテン）、長椅
子、システムロッカー、カーテン

会議室

ホワイトボード2（4500*1200程度）、掲示板4（1200*900
程度）、スクリーン、スクリーンボックス、

長机30、椅子80、レースカーテン、カーテン 室を3分割するアコーディオンカーテンを設け
る。

教材・物品庫

各室とも
プレゼンテーション機器（プロジェクタ、パソコン、ワゴン等）一
式、書庫、書棚

生徒ラウンジ・
ロッカーコーナー

各室とも
案内情報ディスプレイ、手洗いカウンター2、掲示板（案
内情報ディスプレイに隣接）、大鏡

各室とも
円卓テーブル5、長机10、椅子40、ショーケース、部活動用ロッ
カー
システムロッカー合計1280人分

掲示板のサイズは、適宜、事業者が判断する
こと。

更衣室(男女別）

各室とも
手洗いカウンター2、下足棚（40程度）

木製ラック

トレーニング室
手洗いカウンター、手すり、木製物入れ、大鏡、下足棚
（30程度）

衝撃緩衝用ゴムマット、ストレッチ用マット、長椅子2

ＰＦＩ管理室

事業者の提案による。

管理倉庫
事業者の提案による。
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生徒用便所
手洗いカウンター、姿見鏡

職員用便所
手洗いカウンター、姿見鏡

一般用便所
手洗いカウンター、姿見鏡

多目的便所
手洗いカウンター、姿見鏡、シャワートイレ

階段室

エレベーター
車椅子用ボタン、手すり

機械・電気室・ポンプ　他

廊下

掲示板（壁に埋め込む）、ピクチャーレール 掲示板、ピクチャーレールの配置及びサイズ
は、適宜、事業者が判断すること。
講義室・特別教室については、掲示板は室の
教卓側入口に近接させること。

生徒用エントランスホール

案内情報ディスプレイ、掲示板（案内情報ディスプレイ
に隣接）

オブジェ類、ショーケース 掲示板のサイズは、適宜、事業者が判断する
こと。

生徒用出入口
インターホン、ネットワーク監視カメラ インターホンは音声のみとし、映像は監視カメ

ラで確認する。

市民開放
エントランスホール

掲示板（Ａ1ポスター6枚程度掲示） オブジェ類、ショーケース

市民開放・職員用出入口
インターホン、ネットワーク監視カメラ インターホンは音声のみとし、映像は監視カメ

ラで確認する。

厨房
事業者の提案による。

食堂
（売店含む）

手洗いカウンター2、給湯コーナー（生徒の湯茶用）設
置、テーブル及びイス（120席）

レースカーテン、ショーケース 売店は事業者の提案による。

講堂
（更衣室、収納庫を含む）

手動型収納ステージ（8000*3000）、ホワイトボード2
（1200*900程度）、大鏡（収納扉付）、掃除用ロッカー、
壁の凸部分に衝撃緩衝クッション設置

椅子320、暗幕、カーテン、演台、ステージ用幕一式、スポーツ
用畳敷き（柔道の公式戦が可能となる程度）

ワイヤレスマイクシステム、音響システム

水飲み場

塵芥庫
モップ用流し台（蛇口3程度）、モップ掛けフック、ゴミ種
別仕切り壁

テラス
ベンチ10、テーブル4

屋外物置・器具室
棚、外鍵 ライン引き、ライン引き用ロープ、トンボ、パイロン

出入口門扉等
校名表札

部室
棚 ボール入れ

駐輪場
自転車置き（平置き、180台程度） 車輪止めを設置する。

グラウンド
サッカーゴール2

※２　黒板の仕様は平面型スチールとし、講義室はスライダー型、特別教室は引分け型とする。
※３　特別教室のホワイトボードは引分け型とする。

※１　設置する家具・備品の仕様は公立学校に納入実績のある国内大手メーカーの標準グレード程度とする



中央幼稚園　家具・什器・備品整理一覧 別紙６

室名 本事業で設置する作りつけ家具・什器・備品
本事業で対象としない什器・備品

（新規購入予定-参考）
現園舎からの移動備品等

保育室（×3）
※各園児35名程度

ホワイトボード（前、1200×900程度、下辺が床上
60程度、マグネット）、掲示板各2（後、1200×900
程度、下辺が床上600程度、ピン及びマグネット対
応）、掲示板各2（前ホワイトボード両横、900×
600程度、下辺が床上600程度、ピン及びマグネット
対応）、掃除用ロッカー、道具入及び洋服掛け各35
（後、下引出タイプ300×400程度・上洋服掛け300
×700程度、フック3）、吊り下げ式スクリーン（格
納方法任意、使用時床から1000以上、60㌅程度）、
研究用カメラ各3（死角の無いよう設置）、流し台
（蛇口4、H500程度、園児が並んで手を洗える長
さ）、鏡、物干し各2組（手動式昇降、1800程
度）、2重床（クッション性、フローリング仕
上）、カーテンレール（各窓、シングル）、天井
（絵画を飾る、行事の飾り付けする等のフックを取
り付ける）
※吊り棚（H500×D600、扉付き、窓と逆の壁面、出
入り口のドアより高い位置）
※この欄特に指示がないものは3保育室に各1

造形ワゴン（1）、カーテン（各窓） 折りたたみ座机（5）、園児用机4～6人掛け
（25）、園児用椅子（109）、造形ワゴン（2）、Ｃ
Ｄコンポ（3）、ままごと遊具（ガス台・ソ
ファー・テーブル）（4）、ままごと遊具（システ
ムキッチン）、ピクチュアパズル（2）、アップラ
イトピアノ（3）

教材室（保育室隣接ま
たは一体化）

教材棚（最大重量20kg、床から天井まで：画用紙4
つ切サイズが入ること、内板ははめ込み・可動式）

テレビ、ＤＶＤレコーダー（ビデオ）、テレビ台
（キャスター付）

画用紙乾燥棚（折りたたみ）（2）、テレビ台
（1）、テレビ、ディスクレコーダー、ＶＴＲ、ビ
デオデッキ（2）、画用紙ケース（4）、色紙ケー
ス、原紙整理箱、版画整理ボックス、紙芝居整理戸
棚（2）



中央幼稚園　家具・什器・備品整理一覧 別紙６

室名 本事業で設置する作りつけ家具・什器・備品
本事業で対象としない什器・備品

（新規購入予定-参考）
現園舎からの移動備品等

障がい児保育室
※園児10名程度
※車椅子対応

ホワイトボード（前、1200×900程度、下辺が床上
600程度、マグネット）、掲示板（後、1200×900程
度、下辺が床上600程度、ピン及びマグネット対
応）、掲示板（前ホワイトボード横、900×600程
度、下辺が床上600程度、ピン及びマグネット対
応）、掃除用ロッカー、道具入及び洋服掛け20（下
引出タイプ300×400程度・上洋服掛け300×700程
度、フック3）、流し台（蛇口2、H500程度、手洗い
の場）、集音マイク、教材棚（扉付、床から天井ま
で、D600程度、窓と逆の壁面）、吊り下げ式スク
リーン（格納方法任意、使用時床から1000以上、60
㌅程度）、研究用カメラ3、シャワー設備（園児用
大小便器を設置）、鏡、物干し各2組（手動式昇
降、1800程度）、カーテンレール（各窓、シング
ル）、2重床（クッション性、フローリング仕上）
※車椅子対応：流し台（手洗い場）の仕様、シャ
ワー設備（排便排尿後の体の洗浄）の仕様など

カーテン（各窓） 卓子（4）、スチール折りたたみ座机（4）、デスク
オルガン

観察室
（障がい児室を観察）
※6名程度

マジックミラー（最低1000×1000程度、座った状態
で見られる位置、障がい児室に向けて）、音響機
器、研究用映像機器（録画機能なし）

記載台付き椅子（折りたたみ）（6）

研修室
※30名程度

ホワイトボード（前、1800×900程度、マグネッ
ト）、吊り下げ式スクリーン（格納方法任意、使用
時床から1000以上、60㌅程度）、音響機器、研究用
映像機器（録画機能付、生映像及び録画映像を写
す、後方から見える仕様）、2重床（フローリング
仕上）、カーテンレール（各窓、ダブル）

カーテン（各窓）、暗幕（各窓） スチール折りたたみ机（24）、折りたたみ椅子
（68）、椅子格納台車、



中央幼稚園　家具・什器・備品整理一覧 別紙６

室名 本事業で設置する作りつけ家具・什器・備品
本事業で対象としない什器・備品

（新規購入予定-参考）
現園舎からの移動備品等

遊戯室
※天井高4ｍ程度
※180名程度
※図書コーナー含
※ステージ横に調整室
配置

ステージ（可動式、7500×4000×500、スクリーン
（ステージの大きさによる）暗幕・引幕・一文字用
レール）
図書コーナー（デン、書棚：絵本400冊程度、腰を
掛けれるようにする）、鏡、掲示版（3：2400×
1200）、2重床（クッション性、ライン無し、粘着
テープ等に耐えられる素材、フローリング仕上）、
防音・防振
※ステージでは、園児のお遊戯、楽器演奏、誕生日
会など行う。
※遊戯室では、バレーボール、玉入れ、ボール投
げ、紙飛行機を飛ばすなど行う。
※調整室設置（音響設備）
※映画鑑賞などできるよう暗くなるようにする。

暗幕、引幕、一文字幕 折りたたみ座卓（5）、移動ステージ（16）、並椅
子（9）、3段カラーベンチ（3）、遊具収納ケース
（2）、本棚（4）、絵本整理棚、Ｌトンネル
（2）、巧技台（2）、エスボー（3）、メッシュ
ファニートンネル（4）、積木（6）、六角チェア積
木（2）、跳び箱、踏切板（3）、トランポリン
（2）、マット、すもうマット、連結マット（2）、
空気入れ（球技具用）、プレイポール、なわとび
ポール、マット整理台、電気ピアノ、リードオルガ
ン

園長室（職員室隣接）
※5名程度

ブラインド（各窓）
※応接室としても仕様

ファイリングキャビネット、更衣ロッカー、応接机 両袖机、事務椅子（肘つき）、ソファー（3）

職員室
※15名程度
※更衣室含

ホワイトボード（900×600程度）、ホワイトボード
（900×600程度、月予定表）、吊り棚（出入り口の
ドアより高い位置、扉付、壁面に設置、内棚可動
式）、2重床（フリーアクセス・金庫下補強）、園
内放送・防犯集中管理設備、給湯、流し台（蛇口
1、H500）、研究用映像音響機器（録画機能付）、
インターホン（受信、映像装置付）、ブラインド
（各窓）、遊戯室側壁面（概ね腰の高さから上に
1500程度、幅は壁面の状況に準拠）ガラスはめ込み
※更衣室と仕切り、かつ男女でも仕切る（男2女8、
例：間仕切りなど）
※下線部については、配膳室が隣接し供用が可能で
あれば設置不要。

事務椅子（肘なし）（2）、更衣ロッカー（10名
分）

ファクシミリ、キーボックス、片袖机（10）、印刷
機台、タイプデスク、機械卓子、コンピューター
ラック、事務椅子（肘なし）（8）、ファイリング
キャビネット（10）、スチール保管庫（2）、レ
ターケース（5）、スチールロッカー（6）、食器戸
棚、書類戸棚、スチール書庫（7）、マガジンラッ
ク（2）、耐火金庫（H170Ｗ104Ｄ63）、一体型印刷
機、複写機（2）、裁断機（2）、ペーパーカッ
ター、電動裁断機、パンチ、紙折り機、丁合機、
ホッチキス（大型）、シュレッダー、デジタルカメ
ラ（2）、ストップウォッチ（2）、パソコン
（3）、プリンター（4）

相談室（職員室隣接）
※4名程度

ブラインド（各窓） ミーティングテーブル及び椅子（4人掛け）

用務員室（作業室）
※1名
※作業機器設置及び作
業スペース

作業用換気設備、床補強、ブラインド（各窓）
※作業内容（机椅子などの備品の補修、装飾物の作
成など）

片袖机、事務椅子、更衣ロッカー 電気ドリル、電気のこぎり、サンダー、電気かん
な、糸のこ盤、アイロン、ミシン



中央幼稚園　家具・什器・備品整理一覧 別紙６

室名 本事業で設置する作りつけ家具・什器・備品
本事業で対象としない什器・備品

（新規購入予定-参考）
現園舎からの移動備品等

保健室（職員室隣接）
※診察スペース
※ベットスペース

流し台（蛇口1、H500程度）、足洗い場、薬品庫兼
用棚、個別ベット用カーテンレール、薬品器具用戸
棚、収納棚（布団、衣服など）、2重床（クッショ
ン性、フローリング仕上）、カーテンレール（各
窓、シングル）

カーテン（各窓）、事務机、事務椅子、診察台 丸椅子、患者用椅子、薬品戸棚、身長計、座高計、
体重計、聴力計、血圧計、知能検査用具（5）、鉄
製ベット、担架、歯科検診用照明灯、汚物缶、敷布
団、マットレス、脚治療用2段踏台、残留塩素測定
器、照度計

配膳室
※3名程度
※職員室と隣接が望ま
しく、その際は、通路
側からと出入口を2箇
所とする。

流し台、給湯、食器棚、床（防水）、コンロ（熱源
による）
※園児が育てた野菜類の調理、餅つきの餅米を蒸
す、昼食時のお茶など

※熱源が電気の場合、電磁調理器具が必要 ホットプレート、臼と杵（セット）、ガスコンロ
（2）、食器乾燥機、電気冷凍冷蔵庫（3）、ユニッ
タ（調理台）

物品庫
※用途ごとの収納
※遊戯室隣接

収納棚（内板ははめ込み可動式、最大重量60kg） 園旗アルミポール、スクリーン（移動式）、映写
台、演台、カーペット（3）、マルチカーペット、
コードリール、掃除機（5）、肩掛掃除機、ポリッ
シャー（2）、バキューム、モップリンガー（2）、
脚立兼用はしご（2）、巻尺、クリスマスツリー、
ひな人形、掛図かけ（2）、スライド映写機、オー
バーヘッド（ＯＨＰ）、電池式メガホン（2）、キ
ングブロックセット、ブロックカー（2）、アコー
ディオン、小太鼓、大太鼓（2）、和太鼓、シンバ
ル、プラスベル（20）、トライアングル（10）、タ
ンバリン（12）、太鼓台（3）、木琴用台

サンルーム
※園庭から園舎への出
入口

床（滑りずらく清掃しやすく水はけのよい素材）、
物干し（壁面据付、バスタオルや足拭きマットなど
を干す）、シャワー設備
※プール遊び、手洗い足洗の場など

下駄箱（90名分） マルチゲージワイド（うさぎ小屋）

洗濯室
※2名程度

棚（洗剤などを置く）、床（防水）、防水パン
※乾燥室化：洗濯物を干すスペースが必要（物干し
各2組（手動式昇降、1800程度））

クリーンロッカー（掃除箱1）、電気洗濯機、電気
乾燥機、タオルスタンド

園児トイレ

掃除用ロッカー、洋式6、小便器6、流し台（蛇口4
～6、H500程度、手洗い場）、鏡（手洗い場1）、床
（防水、クッション性のある素材）

大人トイレ（男女別）
洋式（男1女2）、小便器（男1）、手洗い場各1、鏡
各1、掃除用ロッカー（男女兼用）、床（防水）
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室名 本事業で設置する作りつけ家具・什器・備品
本事業で対象としない什器・備品

（新規購入予定-参考）
現園舎からの移動備品等

内部壁面
（廊下など）

流し台（蛇口4、H500程度、手洗い場）
掲示板（6以上：2400×1200、各保育室、職員室、
研修室などの横に設置）
※園児の作品や幼稚園からのお知らせなどを掲示す
る

玄関
※幼稚園と判るデザイ
ン
※園児90名程度
※保護者90名程度

園児用下駄箱100（長靴対応）、職員及び来賓用下
駄箱20、スロープ、インターホン（カメラ付）、掲
示版（2400×1200）、職員室から遠隔操作可能な
ロック機構、保護者待機可能な風除室

ベンチ（10～20人掛け程度） マガジンラック、スリッパスタンド、雨具掛け、傘
立て

園庭（400㎡以上）
※園児90名程度

固定遊具
・既存施設（移設）：滑り台（2）、ジャングルジ
ム、雲梯、はん登棒、木製アスレチック的遊具
・新設：タイヤのブランコ、3連鉄棒（Ｈ800程度、
Ｈ900程度、Ｈ1200程度）

芝生、泥遊び場、砂場、教材園、柵、

実のなる植樹
・既存種類：さくらんぼ、くり、あんず、プルー
ン、プラム、梨、ひめりんご、かりん、グスベリ

テーブル・椅子

物置（園庭設置）
※用途ごとの収納
※30㎡程度

収納棚（50kg程度に対応） ピーチパラソル、ピーチパラソル丸支台、花台、植
木台、水中ポンプ、ホースリール、ロープ巻取キャ
リア、砂場用クリーンネット、除雪機、脚立兼用は
しご（2）、運搬車、二輪車（3）、三輪車、手押運
搬車、三輪スクーター（3）、ワゴン（3）、二輪ス
クーター（3）、バラアーチ、サッカーゴール
（3）、プール（5）、プール用蓋（2）、プール用
格納袋（2）、プールシート（2）、ソフトすのこ、
綱引きロープ、玉ころがし、六色コーナー、ボール
ラック、スクーター整理スタンド

※１　設置する家具・備品の仕様は公立学校に納入実績のある国内大手メーカーの標準グレード程度とする


