
仕 様 書 
 
第１ 目的 

   本仕様書は、宮崎県（以下「甲」という。）のパーソナルコンピュータ、周辺機器及び

ソフトウェア（以下「物品」という。）の導入について、必要な仕様を定める。 

 

第２ 契約の範囲 

 本契約の範囲は、物品の借入、搬入据付、調整、検査、保守及び甲に対する諸手続を含

むものとする。 

   本仕様に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上当然必要と思われるもの

については、請負者（以下「乙」という。）において充足するものとする。 

 

第３ 物品の仕様 

   以下の仕様を備えたものとする。 

 

(1) 型 A4判ノートタイプ 

(2) CPU性能 Intel Core i5 7200U (2.5GHz/3MB) 相当以上（注１） 

※ 第８世代も可とする。 

(3) メモリ 8GB以上 

(4)補助記憶装置 

 ① ハードディスク SSD:256GB (Serial ATA) 以上、本体内蔵型 

② DVD/CDドライブ DVDスーパーマルチドライブ、装置は本体内蔵型又は 

外付け型 

CPRMに対応していること 

※ 外付け型を選択する場合は、接続インターフェイスを

USB2.0以上とし、本体と同じ台数分準備すること。 

(5) 表示機能 

 ① ディスプレイ 15.6インチ以上 TFTカラー液晶、Webカメラ付（９２万

画素以上） 

② 解像度等 Full HD以上（1,677万色以上同時表示可能なこと。） 

(6) 入力装置 

 ① マウス USB接続スクロール機能付光学式マウス 

② キーボード JIS標準配列準拠（テンキー付） 

(7) 電源 ACアダプタ 

(8) バッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、2.4時間以上 

(9) 外部インターフェイス 

 ① USB端子 USB 2.0以上×3個以上（うち 1個以上はUSB 3.0対応） 

② ディスプレイ ミニ D-sub15ピン×1 

 ③ マイク入力端子 φ3.5㎜ステレオ・ミニジャック 

 ④ ヘッドホン出力 

端子 

φ3.5㎜ステレオ・ミニジャック 

※ マイク及びヘッドホンが一体型の端子となる場合は、



それぞれへの変換が可能となるケーブル等を本体と

同じ台数分準備すること。 

(10) ネットワーク 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動認識、内蔵 

無線 LAN機能内蔵 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応 

LANケーブル（CAT5e）3m（橙色）を添付すること。 

(11) OS Windows10 Pro 64ビット（日本語版）（注２） 

(12) ソフトウェア（注３）性能 

 ①  ワープロ ジャストシステム JUST Government 4又は 

一太郎 Pro 4又は 

一太郎 Government 9以上（注４） 

②  オフィス Microsoft Office 365（注５） 

※ ただし、病院局分についてはMicrosoft Office 

Professional Plus 2016 32bit 版（注６） 

③  PDF作成編集 ジャストシステム JUST Government 4又は（注４） 

JUST PDF 4（[作成・編集プラス]相当以上）又は 

SKYCOM SkyPDF Professional 2016 

(13) 盗難防止器具 パーソナルコンピュータの持ち出しを防止する器具（ワイ

ヤーケーブル、ダイヤルキー）を設置すること。 

(14) 環境配慮事項 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成

12年法律第 100号、通称『グリーン購入法』）適合品であ

ること。 

(15) その他 出荷時の状態及びカスタマイズ（詳細は別途指示する）後

の状態まで自動的にインストールされる再セットアップ

用イメージを含んだUSBを添付すること。 

 

※ 注１ 

 CPU 性能が仕様を満たすことを証明するベンチマークテスト等のデータを提出す

ること。同型番の場合は不要。 

 

※ 注２ 

再イメージングを行う場合は、ボリュームライセンスインストールキーを調達し、

Volume Activation 2.0でのライセンス認証を受けること。 

パーソナルコンピュータは、LAN接続のものについてはKey Management Service 

(KMS) による認証を予定している。なお、この場合のサーバは甲で準備する。LAN

非接続のものについては、Multiple Activation Key (MAK)による認証を予定してい

る。 

 

※ 注３ 

上記に示すソフトウェア以外に甲が準備する下記のソフトウェアもインストール

すること。 



 なお、インストールにあたっては、甲がソフトウェアをインストールした見本用パ

ーソナルコンピュータを提示するので、契約締結後速やかにパーソナルコンピュータ

を１台準備すること。 

Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

SecureSoft i-コンテナ 

 

※ 注４ 

ライセンス契約に当たっては JL-Governmentの適用が可能。 

また、導入にあたっては、JUST Government 4の場合は価格種別【バージョンアッ

プ】を全台選択可能。ただし、構成は全台数同一のものを導入すること。 

     

※ 注５ 

【知事部局分】 

宮崎県向け特別ライセンス導入を想定している。また、期間については平成３３年１

２月まで（２６ヶ月間）とし、平成３４年１月から（３４ヶ月間）はオフィスライセ

ンス料を含まない月額料金を算定すること。 

詳細については、本県及び日本マイクロソフト株式会社との間での取り決めがあるた

め、以下の日本マイクロソフト株式会社の担当者に問い合わせること。 

 

※ 注６ 

【病院局分】 

病院局向け特別ライセンス導入を想定している。また、期間については平成３３年１

２月まで（２６ヶ月間）とし、平成３４年１月から（３４ヶ月間）はオフィスライセ

ンス料を含まない月額料金を算定すること。 

詳細については、本県及び日本マイクロソフト株式会社との間での取り決めがあるた

め、以下の日本マイクロソフト株式会社の担当者に問い合わせること。 

 

 

第４ 据付調整 

１ 以下の作業を実施すること。 

（１）LANインターフェイスの組込み等を行い、ネットワークにログインできるように

設定すること。（LANケーブル等の工事は本件入札には含まない） 

（２）現地におけるプリンタの設定及び正常動作の確認を行うこと。 

（３）アクティブディレクトリの設定を行うこと。 

（４）i-コンテナを利用して、インターネットの閲覧が正常に行えるか確認を行うこと。 

また、その際に利用するログインIDは可能な限り利用者のものを使用すること。 

【担当者情報】 

日本マイクロソフト株式会社 パブリックセンター統括本部 

官公庁事業本部 第三営業部 アカウントエグゼクティブ 

奥田 健治 

e-mail：kenji.okuda@microsoft.com 

Tel   ：(06) 7670-6486（直通） 



（５）県庁LAN非接続パソコンについては、ソフトウェア情報取得ツールでソフトウェ

ア情報を取得すること。（ソフトウェア情報取得ツールは、契約後、甲から別途提供） 

２ 平成３１年１０月３１日までに物品の導入、据付、環境設定、動作確認を行うこと。 

 

第５ 運送及び保管 

   乙は、甲に引渡しを完了するまでの間、物品の材料の輸送、搬入、保管等に際し生じ

た事故について、その責を負うものとする。 

 

第６ 補償及び保守 

   乙は、納入した全ての物品を常に良好な状態に保つため、物品に精通した保守要員に

より常時保守できる体制をとるとともに、納入した物品の稼働環境を確保するため、保

守要員を甲の要請後概ね半日以内には現地に到着できる保守体制を確保すること（保守

体制の連絡、報告等については、別記様式１中別紙②の連絡体制表による）。 

   乙は、物品を完全に使用できるよう保守の責任を負うものとし、物品の故障に対し修

理を行うこと。また、故障によって甲の業務に支障を生ずるおそれのある場合は、他の

同等の物品を甲に対して無償で使用できるよう措置するものとする。 

  ※ 故障には物品が火災、盗難、破裂・爆発、破損（過失による落下や飲食物等の液体を

こぼしたことに起因する破損等を含む。）、落雷、台風・豪雨等による洪水により使用

不能となった場合を含む（リース等による総合動産保険での補償を可とするが、補償

金額が少ない場合は乙の責任において補償すること。）。 

   ※ 故障修理は原則、現地で行うこと。ただし、物品を持ち帰り、故障修理を行う場合

は、代替機を貸し出すこと。 

  ※ 乙がメーカーに対して修理を依頼する場合は、ハードディスク内にデータを残さな

いよう十分注意すること。また、修理後はハードディスク内のデータを修理前の状態

に復元すること。 

 

第７ 物品の設置場所、数量等 

  １ 物品の設置場所  別紙（物品の設置場所）のとおり 

  ２ 物品の数量    知事契約分    ２，８６６台 

             病院局長契約分    ２６１台 

 

第８ その他 

  １ 物品の供給及び稼働については乙が責任を負うこととし、物品の部品等の供給を担

保すること。 

  ２ 導入するパーソナルコンピュータには、導入年月、リース期間、所属名、ハードウ

ェア管理番号、コンピュータ名等の内容を記載したラベル、また保守を行う連絡先を

記載したラベルを貼り付けるものとする（詳細については別途指示）。また、乙は上記

のハードウェア管理番号等を掲載した一覧ファイルを電磁的記録媒体で甲に提供する

こと。 

  ３ ディスクイメージについては、１年に１回（甲より要望があった場合は２回まで）、

設定変更の更新を行い、提出すること。 

４ 契約満了に伴う物品の返還については、乙が物品の設置場所に出向いて回収するこ

と。回収日程等については、別途情報政策課の指示に従うこと。また、物品の回収後

は、ハードディスク内のデータの完全消去を行い、その作業が完了した旨の証明書を

発行すること。 

５ 上記の仕様に疑義がある場合は、質問書の提出期限である平成３１年５月２１日午

後5時までに、宮崎県総合政策部情報政策課に電子メールで問い合わせること。 

６ 物品については、リース満了後、全部又は一部について再リースを行う可能性があ

る。 



 

別紙（物品の設置場所） 

 

１ 知事部局 

物品の設置場所 台数 住      所 

宮崎県庁本館 496 宮崎市橘通東２－１０－１ 

１号館 333 宮崎市橘通東２－１０－１ 

３号館 137 宮崎市橘通東１－９－１０ 

４号館 95 宮崎市橘通東１－９－１０ 

７号館 39 宮崎市宮田町１－２－２ 

８号館 79 宮崎市宮田町１－６ 

企業局 16 宮崎市旭１－２－２ 

議会棟 24 宮崎市橘通東２－１０－１ 

宮崎県 知事部局 総合政策部 消費生活センター 5 宮崎市江平西２－１－２０ 

宮崎県 知事部局 総合政策部 消費生活センター都城支所 3 都城市北原町１６－１ 

宮崎県 知事部局 総合政策部 消費生活センター延岡支所 1 延岡市本小路３９－３ 

宮崎県 知事部局 総務部 宮崎県税・総務事務所 39 宮崎市橘通東１－９－１０ 

宮崎県 知事部局 総務部 日南県税・総務事務所 16 日南市戸高１－１２－１ 

宮崎県 知事部局 総務部 都城県税・総務事務所 29 都城市北原町２４－２１ 

宮崎県 知事部局 総務部 小林県税・総務事務所 17 小林市細野３６７－２ 

宮崎県 知事部局 総務部 高鍋県税・総務事務所 14 児湯郡高鍋町大字北高鍋３８７０－１ 

宮崎県 知事部局 総務部 日向県税・総務事務所 17 日向市中町２－１４ 

宮崎県 知事部局 総務部 延岡県税・総務事務所 23 延岡市愛宕町２－１５ 

宮崎県 知事部局 総務部 消防学校 4 宮崎市大字郡司分２１０ 

宮崎県 知事部局 総務部 防災救急航空センター 9 宮崎市赤江無番地 

宮崎県 知事部局 総務部 西臼杵支庁総務課 3 西臼杵郡高千穂町大字三田井２２ 

宮崎県 知事部局 総務部 西臼杵支庁福祉課 6 西臼杵郡高千穂町大字三田井２２ 

宮崎県 知事部局 総務部 西臼杵支庁農政水産課 10 西臼杵郡高千穂町大字三田井２２ 

宮崎県 知事部局 総務部 西臼杵支庁農業普及課 6 西臼杵郡高千穂町大字三田井３３６４－３９ 

宮崎県 知事部局 総務部 西臼杵支庁林務課 10 西臼杵郡高千穂町大字三田井３３６４－３９ 

宮崎県 知事部局 総務部 西臼杵支庁土木課 8 西臼杵郡高千穂町大字三田井３３６４－３９ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 中央福祉こどもセンター 7 宮崎市霧島１－１－２ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 南部福祉こどもセンター 28 都城市年見町１４－１－１ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 児湯福祉事務所 14 児湯郡高鍋町大字北高鍋３８７０－１ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 北部福祉こどもセンター 20 延岡市大貫町１丁目２８４５ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 中央保健所 11 宮崎市霧島１－１－２ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 日南保健所 15 日南市吾田西１－５－１０ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 都城保健所 31 都城市上川東３－１４－３ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 小林保健所 14 小林市堤３０２０－１３ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 高鍋保健所 6 児湯郡高鍋町大字蚊口浦５１２０－１ 



宮崎県 知事部局 福祉保健部 日向保健所 12 日向市北町２－１６ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 延岡保健所 12 延岡市大貫町１丁目２８４０ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 高千穂保健所 3 西臼杵郡高千穂町大字三田井１０８６－１ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 衛生環境研究所 7 宮崎市学園木花台西２－３－２ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 県立みやざき学園 13 都城市丸谷町３８８ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 身体障害者相談センター 2 宮崎市霧島１－１－２ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 県立こども療育センター 11 宮崎市清武町木原４２５７－８ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 都城食肉衛生検査所 9 都城市平江町３８－１ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 高崎食肉衛生検査所 7 都城市高崎町大牟田４２６８－１ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 小林食肉衛生検査所 6 小林市細野２４７２－１ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 都農食肉衛生検査所 7 児湯郡都農町大字川北１５５３０ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 日向食肉衛生検査所 6 日向市大字財光寺字長江３７３ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 精神保健福祉センター 3 宮崎市霧島１－１－２ 

宮崎県 知事部局 福祉保健部 宮崎県動物愛護センター 6 宮崎市清武町木原４５４３－８ 

宮崎県 知事部局 環境森林部 林業技術センター 11 東臼杵郡美郷町西郷田代１５６１－１ 

宮崎県 知事部局 環境森林部 木材利用技術センター 4 都城市花操町２１－２ 

宮崎県 知事部局 商工観光労働部 県立産業技術専門校 15 西都市大字右松３６２－１ 

宮崎県 知事部局 商工観光労働部 県立産業技術専門校高鍋校 6 児湯郡高鍋町大字南高鍋１７７０ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 中部農林振興局 27 宮崎市橘通東１－９－１０ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 南那珂農林振興局 37 日南市戸高１－１２－１ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 北諸県農林振興局 65 都城市北原町２４－２１ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 西諸県農林振興局 72 小林市細野３６７－２ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 児湯農林振興局 69 児湯郡高鍋町大字北高鍋３８７０－１ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 児湯農林振興局西米良駐在 3 児湯郡西米良村大字村所１０５－９ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 東臼杵農林振興局 59 延岡市愛宕町２－１５ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 東臼杵農林振興局諸塚駐在所 3 東臼杵郡諸塚村家代字滝の下３０４３－１ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 東臼杵農林振興局椎葉駐在所 3 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７４７－１０ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 総合農業試験場 20 宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 総合農試畑作園芸支場 2 都城市横市町１０６８３ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 総合農試茶業支場 8 児湯郡川南町大字川南１７０７０ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 総合農試亜熱帯作物支場 8 日南市南郷町贄波３２３６－３ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 総合農試薬草・地域作物センター 2 小林市野尻町東麓２５８１－８８ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 県立農業大学校 18 児湯郡高鍋町大字持田５７３３ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 宮崎家畜保健衛生所 15 宮崎市佐土原町下那珂３１５１－１ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 都城家畜保健衛生所 16 都城市高崎町大牟田４２１３－１ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 延岡家畜保健衛生所 5 延岡市小野町４２３４ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 畜産試験場 28 西諸県郡高原町広原５０６６ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 畜産試験場川南支場 12 児湯郡川南町大字川南２１９８６ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 県立高等水産研修所 1 日南市西町２－１１－６ 



宮崎県 知事部局 農政水産部 水産試験場 16 宮崎市青島６－１６－３ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 水産試験場内水面支場 4 小林市南西方字出之山１０９１ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 宮崎家畜保健衛生所日南駐在 1 日南市南郷町中村甲１２３２－１ 

宮崎県 知事部局 農政水産部 延岡家畜保健衛生所高千穂駐在 1 西臼杵郡高千穂町大字三田井３３６４－３９ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 宮崎土木事務所 38 宮崎市橘通東１－９－１０ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 日南土木事務所 36 日南市戸高１－１２－１ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 串間土木事務所 22 串間市大字西方８９７０ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 都城土木事務所 45 都城市北原町２４－２１ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 小林土木事務所 31 小林市細野３６７－２ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 高岡土木事務所 31 宮崎市高岡町内山３１００ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 西都土木事務所 29 西都市大字三宅字下鶴９４５１ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 西都土木事務所西米良駐在所 5 児湯郡西米良村大字村所１０５－９ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 高鍋土木事務所 24 児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ三３８７０－１ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 日向土木事務所 29 日向市中町２－１４ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 日向土木事務所諸塚駐在所 2 東臼杵郡諸塚村大字家代３０４３－１ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 日向土木事務所椎葉駐在所 4 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７４７－１０ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 延岡土木事務所 35 延岡市愛宕町２－１５ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 建設技術センター 1 宮崎市清武町今泉丙２５５９－１ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 中部港湾事務所 13 宮崎市港１－１８ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 油津港湾事務所 9 日南市油津４－１２－１６ 

宮崎県 知事部局 県土整備部 北部港湾事務所 15 日向市大字日知屋字新開１７３７１－２ 

宮崎県 教育庁 教育庁 スポーツ指導センター 1 宮崎市大字熊野１４４３－１２ 

宮崎県 教育庁 教育庁 宮崎県教育研修センター 8 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－７２９ 

宮崎県 教育庁 教育庁 県立図書館 6 宮崎市船塚３－２１０－１ 

宮崎県 教育庁 教育庁 宮崎県総合博物館 1 宮崎市神宮２－４－４ 

宮崎県 教育庁 教育庁 西都原考古博物館 2 西都市大字三宅字西都西５６７０ 

宮崎県 教育庁 教育庁 宮崎県立美術館 1 宮崎市船塚３－２１０ 

宮崎県 教育庁 教育庁 埋蔵文化財センター 3 宮崎市佐土原町下那珂４０１９ 

宮崎県 教育庁 教育庁 中部教育事務所 7 宮崎市大字島之内字野中１０８７－１ 

宮崎県 教育庁 教育庁 南部教育事務所 10 都城市北原町２４－２１ 

宮崎県 教育庁 教育庁 北部教育事務所 13 延岡市愛宕町２－１５ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎大宮高等学校 3 宮崎市神宮東１－３－１０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎東高等学校 4 宮崎市神宮東１－２－４２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎工業高等学校 5 宮崎市天満町９－１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎商業高等学校 4 宮崎市和知川原３－２４ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎農業高等学校 2 宮崎市大字恒久春日田１０６１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎南高等学校 5 宮崎市月見ヶ丘５－２－１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎海洋高等学校 2 宮崎市日の出町１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎西高等学校 3 宮崎市大塚町柳ヶ迫３９７５－２ 



宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎北高等学校 3 宮崎市大字新名爪４５６７ 

宮崎県 教育庁 県立学校 佐土原高等学校 2 宮崎市佐土原町下田島２１５６７ 

宮崎県 教育庁 県立学校 本庄高等学校 2 東諸県郡国富町大字本庄５０７１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 日南高等学校 5 日南市大字星倉５８００ 

宮崎県 教育庁 県立学校 福島高等学校 5 串間市大字西方４０１５ 

宮崎県 教育庁 県立学校 都城泉ヶ丘高等学校 9 都城市妻ヶ丘町２７－１５ 

宮崎県 教育庁 県立学校 都城農業高等学校 8 都城市祝吉町１－５－１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 都城商業高等学校 5 都城市上東町３１－２５ 

宮崎県 教育庁 県立学校 都城工業高等学校 6 都城市五十町２４００ 

宮崎県 教育庁 県立学校 都城西高等学校 6 都城市都原町３４０５ 

宮崎県 教育庁 県立学校 高城高等学校 4 都城市高城町穂満坊１５６ 

宮崎県 教育庁 県立学校 小林高等学校 6 小林市真方１２４ 

宮崎県 教育庁 県立学校 飯野高等学校 4 えびの市大字原田３０６８ 

宮崎県 教育庁 県立学校 妻高等学校 6 西都市大字右松２３３０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 西都商業高等学校 6 西都市大字調殿８８０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 高鍋高等学校 8 児湯郡高鍋町大字北高鍋４２６２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 高鍋農業高等学校 8 児湯郡高鍋町大字上江１３３９－２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 都農高等学校 4 児湯郡都農町大字川北４６６１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 延岡高等学校 2 延岡市古城町３－２３３ 

宮崎県 教育庁 県立学校 延岡青朋高等学校 3 延岡市平原町２－２６１８－２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 延岡工業高等学校 3 延岡市緑ヶ丘１－８－１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 延岡商業高等学校 3 延岡市桜ケ丘３－７１２２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 富島高等学校 9 日向市鶴町３－１－４３ 

宮崎県 教育庁 県立学校 日向工業高等学校 4 日向市大字平岩８７５０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 日向高等学校 5 日向市大字財光寺比良６２６５ 

宮崎県 教育庁 県立学校 高千穂高等学校 3 西臼杵郡高千穂町大字三田井１２３４ 

宮崎県 教育庁 県立学校 五ケ瀬中等教育学校 3 西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所９４６８－３０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 明星視覚支援学校 2 宮崎市大字島之内１３９０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 都城さくら聴覚支援学校 4 都城市都原町７４３０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 みやざき中央支援学校 3 宮崎市大字島之内２１００ 

宮崎県 教育庁 県立学校 赤江まつばら支援学校 2 宮崎市大字田吉４９７７－３７１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 みなみのかぜ支援学校 2 宮崎市清武町木原４２５７－６ 

宮崎県 教育庁 県立学校 日南くろしお支援学校 3 日南市大字風田４０３０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 都城きりしま支援学校 6 都城市南横市町７０９７－２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 日向ひまわり支援学校 3 日向市大字塩見１２１６１ 

宮崎県 教育庁 県立学校 児湯るぴなす支援学校 5 児湯郡新富町大字日置１２９７ 

宮崎県 教育庁 県立学校 清武せいりゅう支援学校 2 宮崎市清武町木原４２５７－９ 

宮崎県 教育庁 県立学校 延岡星雲高等学校 2 延岡市牧町４７２２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 門川高等学校 6 東臼杵郡門川町大字門川末尾２６８０ 



宮崎県 教育庁 県立学校 都城きりしま支援学校小林校 3 小林市東方３２１６ 

宮崎県 教育庁 県立学校 宮崎西高等学校附属中学校 1 宮崎市大塚町柳ケ迫３９７５－２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 小林秀峰高等学校 8 小林市水流迫６６４－２ 

宮崎県 教育庁 県立学校 日南振徳高等学校 9 日南市大字板敷４１０ 

宮崎県 教育庁 県立学校 延岡しろやま支援学校 4 延岡市野地町３－３４７７－２ 

                     計  2,866 

 

２ 病院局 

物品の設置場所 台数 住      所 

宮崎県 病院局 病院局 経営管理課 16 宮崎市橘通東１－９－１０ 

宮崎県 病院局 病院局 県立宮崎病院 117 宮崎市北高松町５－３０ 

宮崎県 病院局 病院局 県立延岡病院 84 延岡市新小路２－１－１０ 

宮崎県 病院局 病院局 県立日南病院 44 日南市木山１－９－５ 

                                        計      261 

 

 

※ 台数及び設置場所については現段階での予定であり、変更になる可能性がある。 


