
※諸室面積は想定とし、概要機能を優先する。

部門 諸室
想定面積

（m2）

エントランス 適宜
施設の顔となるスペースであり、誰でも入りやすい空

間とする。

傘立て、消毒液、AEＤ、車椅子、

パンフラック

受付カウンター 適宜
受付案内業務を行うため、エントランスに面し、カウ

ンター越しに応対する。
案内板、インターネット、内線

待合スペース 30

待合スペース内に幼児が遊べるキッズスペースを設置

すること。なお、座る位置など、来所者同士のプライ

バシーに配慮すること。

待合用ベンチ3名掛け×4台

おむつ交換室 3 乳児連れの来所者の使用を想定。 おむつ交換台

授乳室 3 乳児連れの来所者の使用を想定。 授乳用椅子、ベビーベッド

利用者用男性ＷＣ 16 来所者用
洋式トイレ２、小トイレ３、洗面台２、ＳＫ

ジェットタオル

利用者用女性ＷＣ 16 来所者用
洋式トイレ４、洗面台２

ジェットタオル

多目的ＷＣ 5 来所者用
洋式トイレ、洗面台、児童用トイレ、

児童用洗面台、オストメイト、ジェットタオル

ＥＶ、階段室、機械室 適宜

児童相談所事務室 310
職員50名程度を想定。壁面に収納を設ける。

事務室内に作り付けのコートハンガーを設ける。

ＯＡフロア、インターネット、ＩＰ電話

イントラネット、事務机５０、

ミーティング用テーブル（10人程度）、

応接セット、コートハンガー、内線

セキュリティ等各種操作盤

こども発達支援セン

ター事務室
90

職員22名程度を想定。壁面に収納を設ける。

事務室内に作り付けのコートハンガーを設ける。

ＯＡフロア、インターネット、ＩＰ電話

イントラネット、事務机24、

ミーティングテーブル（10名程度）

内線、コートハンガ―、OA机2

ミーティング室 25 12名程度の利用を想定、ロの字型に⾧机を配置。 ⾧机3人掛け（180×45）×６台、内線

大会議室 90 スクール形式で50名＋説明者席を設置可能とする。
⾧机3人掛け（180×45）×20台、内線

プロジェクター、スピーカーセット

書庫 35 ケース記録等文書保管用。 移動式書架

倉庫（児相分） 35 児相備品を収納。分散配置も可。

倉庫（こ発分） 35 こ発備品を収納。分散配置は不可。

給湯スペース 8 キッチンシンク、給湯器、冷蔵庫

男子更衣室 15 児相・こ発職員のロッカー。３０名想定 上下2段のオフィスロッカー×人数分

女子更衣室 20 児相・こ発職員のロッカー。４０名想定 上下2段のオフィスロッカー×人数分

男性職員用ＷＣ 13 職員用
洋式トイレ２、小トイレ２、洗面台２、

ジェットタオル

女性職員用ＷＣ 13 職員用
洋式トイレ３、洗面台２、ジェットタオル

ＳＫ

相談室（小）① 9

相談室（小）② 9

相談室（小）③ 9

相談室（小）④ 9

相談室（小）⑤ 9

相談室（小）⑥ 9

相談室（中）① 13

相談室（中）② 13

相談室（中）③ 13

相談室（中）④ 13

相談室（中）⑤ 13

相談室（中）⑥ 13

非開放ゾーン

専門エリア

非開放ゾーン

管理エリア

主にこども発達支援センターにて使用する。

乳幼児～学齢児の発達状況を確認するため、各種心理

テスト等を行う。

幼児等の吐き戻し等があるため、クッションフロア仕

様とする。

4人掛けテーブル

アラームボタン

内線

(在室表示ランプ）

１室は発達検査用プレイルーム（小）と隣接配置

し、ドアで直接往来が可能とすること。

主に児童相談所の相談業務に使用する。

うち1室は畳敷きとする。

児童、保護者等との面談を行う。

4人掛けテーブル

アラームボタン

内線

(在室表示ランプ）

高崎市児童相談所建設工事設計 諸室諸元表(別紙２）

概要・機能

児童相談所（こども発達支援センター）部門

開放ゾーン

EVは、1機（打ち合わせデスク（W1800 ）が入るサイズとする。車椅子利用者も想定する。）



部門 諸室
想定面積

（m2）
概要・機能

相談室（医） 15
主に児童相談所の相談業務に使用するほか、療育手帳

判定時の医師との面談に使用する。

4人掛けテーブル、アラームボタン、内線

(在室表示ランプ）

医師用机、椅子

相談室（司） 13
性的虐待等の検察・警察による司法面接用。

室内撮影用カメラ（監視カメラ）を設置する。

2人掛けテーブル、監視カメラ、アラームボタン、

内線、リモート収録マイク、(在室表示ランプ）

相談室（特） 15
暴力傾向のある保護者等の応対用。

出入口を2つ以上設け、事務室近縁に配置する。

2人掛けソファ×２、応接テーブル

アラームボタン、内線、

(在室表示ランプ）

相談室（重） 15
重度心身障害児の応対用。車椅子等から移動しやすい

よう、部屋の中に畳敷きの小上がりを設ける。

アラームボタン、内線、4人掛けローテーブル

(在室表示ランプ）

箱庭療法室 13 箱庭療法を利用した、児童の心理判定を行う。
箱庭療法器具保管用棚

(在室表示ランプ）

家族療法室 25
家族の再統合テストなど行う。

観察室に隣接し、マジックミラーを設置する。

キッチン、冷蔵庫、4人掛けダイニングテーブル

内線、（カメラ）(リモート収録マイク）

(在室表示ランプ）

プレイルーム（小） 20
主に乳幼児の行動観察を行う。

室内観察用のカメラを設置する。

収納棚（おもちゃ収納用）

（カメラ）(リモート収録マイク）

プレイルーム（大） 45
主に学齢児の行動観察を行う。

室内観察用のカメラを設置する。

収納棚（おもちゃ収納用）

（カメラ）(リモート収録マイク）

発達検査用

プレイルーム（小）
20

こども発達支援センターで、児童の運動能力等をテス

トするために使用する。

幼児用跳び箱、マット、滑り台、鉄棒等

相談室（小）の１室と隣接し、ドアで往来可能とす

ること。

発達検査用

プレイルーム（大）
45

こども発達支援センターで、児童の運動能力等をテス

トするために使用する。

観察室 13
相談室（司）、家族療法室、プレイルーム（小）

（大）をカメラにより観察する。

カメラ用操作端末、ディスプレイ

通話用マイク、内線

事務室 100

職員30名程度を想定。

壁面に収納を設ける。

事務室からラウンジ内の様子を見えるよう、隣室に配

置する。

ＯＡフロア、ＩＰ電話、イントラネット

インターネット、事務机15、

ミーティング用テーブル（10名）

キッチンシンク（105㎝）、冷蔵庫

セキュリティ・居室のルームエアコン等操作盤

事務室内倉庫 20
保護所で使用するおもちゃや書籍、ＤＶＤ

一時保護児童の所持品等を収納する。
収納棚

男子更衣室 8 一時保護部門のロッカー。20名想定 上下2段のオフィスロッカー×人数分

女子更衣室 8 一時保護部門のロッカー。20名想定 上下2段のオフィスロッカー×人数分

倉庫 65 管理エリアを含む分散配置可。

医務室 10 入所児童の診察、服薬管理を行う。 事務机１、診察用ベッド、常備薬保管用棚

洗濯室 10 入所児童の衣類の洗濯に使用
ドラム型洗濯機×２（12㎏）ガス式乾燥機×２

または業務用洗濯乾燥機

乾燥室（サンルーム） 15 採光及び通風を重視し、洗濯室の隣接に配置する。 洗濯物干し

一時保護所玄関 適宜 訪問者を確認できてから開錠できるものとする。
（電子錠）

外側に郵便ポストを設置する。

面接室① 10 4人掛けテーブル

面接室② 10 4人掛けテーブル

ゴミ庫   ゴミ回収までの間の仮置き場 掃除用具入れ

清掃業者控室 10 清掃員の休憩室及び更衣室、物品庫
手洗い、掃除用具入れ、オフィスロッカー

内線

リネン庫 10
使用するリネン等倉庫。クリーニング委託の可能性も

あることから、保護所玄関付近に配置する。
収納棚

非開放ゾーン

専門エリア

一時保護所部門

一時保護児童への説明（インテーク）や、児相職員に

よる面接を行う。一時保護所玄関付近に配置する。

非開放ゾーン

一時保護エリア

管理ブロック



部門 諸室
想定面積

（m2）
概要・機能

学齢児ラウンジ 120

児童が日中を過ごす空間。男女共用を想定。

事務室からラウンジ内の様子を見えるよう、隣室に配

置する。床暖房を30㎡を配置する。

室内に１０畳程度の畳敷き小上がりを敷設する。

テレビ、本棚、手洗い場（3口程度）、（床暖房）

小上がり（畳敷き１０畳）

学習室（小学生用） 30 児童12名程度の利用を想定 学習机（学校仕様のものと同等品）×12

学習室（中高生用） 25 児童8名程度の利用を想定 学習机（学校仕様のものと同等品）×８

学習室（その他） 15
児童4名程度の利用を想定

集団活動になじめないなどの理由がある生徒用
学習机（学校仕様のものと同等品）×4

教材倉庫 10 学習室で使用する教材を収納 収納棚

男児用ＷＣ① 2 各個室：トイレ、手洗い

男児用ＷＣ② 2 各個室：トイレ、手洗い

女児用ＷＣ① 2 各個室：トイレ、手洗い

女児用ＷＣ② 2 各個室：トイレ、手洗い

食堂 70

保護児童が使用する。最大30名程度の利用を想定。

4人掛けのテーブルを使用する。

厨房から直接受け取れるカウンターを設置。

4人掛けテーブル８台

手洗い場（3口程度）

内線

厨房 60

厨房室内に厨房、検収室、食品庫、休憩室、トイレを

設ける。

食材の搬入等、外部から直接入庫できるようにする。

（厨房）２槽シンク、事業用冷蔵庫、作業台、

フライヤー、ガステーブル、調理台等

（その他）

洋式トイレ１、手洗い１、⾧机１（検収用）

内線

屋内運動場 175

ミニバス、バドミントン、卓球などでの使用を想定し

ているため、十分な天井高を確保すること。

発達支援センターの業務でも使用する。

バスケットゴール×１

（ミニバス及びバドミントンコートのライン）

屋内運動場倉庫 10 卓球台等の収納可能 卓球台、バドミントンポール、ボール等

男児居室(個室）① 10

男児居室(個室）② 10

男児居室(個室）③ 10

男児居室(個室）④ 10

男児居室(個室）⑤ 10

男児居室(個室）⑥ 10

男児居室（2人） 15

保護児童の居室（2人用）。スイッチ類は室外側に設置

する。畳敷きする。ドアはスライド式とし、中が見え

るようなドアとする。

布団収納用の押入れを敷設する。

各室 布団、学習机、チェスト（衣類入れ）

ルームエアコン

男児静養室① 20

男児静養室② 20

男児用宿直室① 8 （布団）、ルームエアコン

男児用宿直室② 8 （布団）、ルームエアコン

男児用ＷＣ① 2

男児用ＷＣ② 2

男児用ＷＣ③ 2

男児浴室・脱衣所 20 ユニットバス0.75坪×２、脱衣場 ユニットバス（1416サイズ）×２

非開放ゾーン

一時保護エリア

共用ブロック

非開放ゾーン

一時保護エリア

男児ブロック

感染症等の際に対象児童を隔離するために使用。

畳敷き、押入れ、3点式ユニットバスを設置。

玄関を通らず、外から直接入室可能とする。
3点式ユニットバス

トイレは個室とし、洋式トイレを設ける。

手洗い場は廊下側に共同で設ける

各個室：トイレ 各1個

廊下側：手洗い 計３個

ラウンジなど生活空間と学習室のエリア・階層が分か

れる場合には、各エリアにトイレを男女2室ずつ設ける

こと。

手洗いはトイレ室内に設ける。

各居室から児童の出入りが見やすい場所に設置。

畳敷きとし、押入れは敷設しない。

保護児童の居室。採光を重視する。

スイッチ類は室外側に設置。

洋室(フローリング）とし、ドアはスライド式とし、中

が見えるようなドアとする。

クローゼットは敷設しない。

各室すのこベッド＋マットレス、

学習机、チェスト（衣類入れ）

ルームエアコン



部門 諸室
想定面積

（m2）
概要・機能

女児居室(個室）① 10

女児居室(個室）② 10

女児居室(個室）③ 10

女児居室(個室）④ 10

女児居室(個室）⑤ 10

女児居室(個室）⑥ 10

女児居室（2人）① 15

保護児童の居室（2人用）。スイッチ類は室外側に設置

する。畳敷きする。ドアはスライド式とし、中が見え

るようなドアとする。

布団収納用の押入れを敷設する。

各室 布団、学習机、チェスト（衣類入れ）

ルームエアコン

女児静養室① 20

女児静養室② 20

女児用宿直室① 8 （布団）、ルームエアコン

女児用宿直室② 8 （布団）、ルームエアコン

女児用ＷＣ① 2

女児用ＷＣ② 2

女児用ＷＣ③ 2

女児浴室・脱衣所 20 ユニットバス0.75坪×２、脱衣場 ユニットバス（1416サイズ）×２

幼児用居室 30
定員5人を想定。畳敷き、押入れを敷設する。

児童5人＋大人1名が就寝する。
（布団）、ルームエアコン

幼児用プレイルーム 25

床はクッション材とし、床暖房を敷設する。

使用対象が幼児であることから、安全で家庭的な設え

とする。

棚、手洗い、幼児用ローテーブル、（床暖房）

ルームエアコン

幼児用宿直室 8 幼児用居室に隣接させる。畳敷き。押入れ不要 （布団）、ルームエアコン

幼児用ＷＣ 15 （保育園・幼稚園等のトイレに準じる）
幼児用トイレ２、幼児用小トイレ２、

幼児用洗面台、シャワーパン

幼児用浴室・脱衣室 15
幼児は職員が入浴を介助するため、取り回しのしやす

い配置とする。
1.5坪用ユニットバス（浴槽は0.75坪サイズ）

来所者用駐車場

30台程度。エントランス近くに2台の思いやり駐車場

を設ける。駅前であるため、無断駐車防止用にゲート

を設ける。

公用車駐車場 15台程度を想定

職員用駐車場 50台程度を想定

来所者用駐輪場 屋根付き・20台程度

職員用駐輪場 屋根付き・20台程度

幼児用所庭 １００～ 最大5人程度が利用
砂場、簡易滑り台等幼児用玩具

防犯カメラ

学齢児用所庭 ９００～ 最大２０人程度が利用
フットサルゴール×２、倉庫

防犯カメラ、防球ネット

各居室から児童の出入りが見やすい場所に設置。

畳敷きとし、押入れは敷設しない。

非開放ゾーン

一時保護エリア

女児ブロック

3点式ユニットバス

感染症等の際に対象児童を隔離するために使用。

畳敷き、押入れ、3点式ユニットバスを設置。

玄関を通らず、外から直接入室可能とする。

所庭

各個室：トイレ 各1個

廊下側：手洗い 計３個

外部機能

駐車場

駐輪場

来所者用と公用車・職員用についてはエリアを分離

すること

来所者用と職員用についてはエリアを分離すること

保護児童の居室。採光を重視する。

スイッチ類は室外側に設置。

洋室(フローリング）とし、ドアはスライド式とし、中

が見えるようなドアとする。

クローゼットは敷設しない。

各室すのこベッド＋マットレス、

学習机、チェスト（衣類入れ）

ルームエアコン

非開放ゾーン

一時保護エリア

幼児ブロック

トイレは個室とし、洋式トイレを設ける。

手洗い場は廊下側に共同で設ける


