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じゃがいもストリート近傍地業計画
柱状改良築造
No.2データの地下なし部分

公民館撤去後の埋戻し部であり、かつ、
平屋ではなく必要な地耐力が大きい部
分があるため、明確な支持層となる砂
礫層まで柱直下を地盤改良する。

バックヤード近傍地下1階建部分
柱状改良築造
No.3データ

No.3データでは地下1階の基礎底はN値
ゼロの地盤であるため、赤色の部分と同
じ工法で明確な支持層まで柱直下を地盤
改良する。

地下1階建部分
No.4データ

基礎底にN値10程度の砂層が存在し、
その層を支持層とするべた基礎として
計画する。

平屋部分
N値３の砂層にべた基礎
No.1データ

□構造計画の考え方

地震・台風等による災害時においても人命を確保し、財産としての価値も損なわないことを目標とし、かつ、

意匠性・機能性、経済性を考慮した構造計画とします。

□設計荷重の設定

■地震力

・標準せん断力係数：　Co = 0.2

・地震地域係数　　：　Z = 0.9

・重要度係数　　　：　I = 1.5

・地盤種別　　　　：　第２種地盤　（Tc = 0.6 sec）

■風圧力

・風速 ： Vo = 32m/ sec

・地表面粗度区分 ：Ⅲ

■積雪荷重

・最深積雪量　　 ：100 ㎝　（多雪区域）

・単位重量       ： 30 N/㎝・㎡　

■凍結深度　　　　：80cm

■積載荷重

□架構計画

55m x50mの1階平面を有する、傾斜地に建つ地下１階地上2階建ての庁舎です。建物の約半分は平屋で

すが、建物北側部分は部分的に地下階を有し3層にて構成されています。

主体構造は鉄筋コンクリート造の耐震壁付ラーメン架構とします。10m超のロングスパン梁はプレストレス

トコンクリート梁を採用します。外壁面やWC周辺などに設ける耐震壁で地震力に抵抗し、平面計画のフレキ

シビリティにも配慮します。

□基礎形式

主としてべた基礎にて計画します。ただし、以下の範囲は、根切り底の地盤が軟弱ないしは既存躯体解体後の埋戻し部

であるため、深層混合処理工法による地盤改良を計画します。

・建物北側の地下階を有する部分との境界部

・敷地北西角の地下を有する部分

単位： N/㎡

用途 床用 架構用 地震力用

ホール・執務スペース・会議室・議場

コミュニティスペース・ミーティングスペース

ランドリー＆カフェ・トレーニングジム

スタジオ・VRフィットネス・サークル室

じゃがいもストリート・事務室

仮設イベントステージ  等

2,900 1,800 800

倉庫・書庫 7,800 6,900 4,900

キュービクル置場・室外機 /燃料タンク置場

機械室
4,900*1 2,400*1 1,300 *1 

公用車車庫 5,400
*2

3,900
*2

2,000
*2

*1:実際に配置する機械設備重量を考慮し、決定する

*2：一般車両重量を想定した車庫重量とする

■架構モデルイメージ

■地業計画概要図
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■許容電圧降下

こう長
電圧降下

幹線 分岐

１２０ｍ ５％以下

２００ｍ以下 ６％以下

低圧配線 2％以下 ２％以下

６０ｍ以下 ３％以下 ２％以下

■始動方式

負荷種別（誘導電動機） 定格容量(200V級) 始動方式

かご型誘導電動機

かご型誘導電動機

ポンプ・ファン類

直入始動
普通かご型電動機

（3.7kW以下） 全て

特殊かご型電動機

（5.5kW以上）
11kW以下

11kW超～22kw以下

直入始動

Ｙ－Δ始動方式

直入始動

直入始動

全て

VVVF式INV全て

インバーター空調機器

エレベーター

１．強電設備

1-1　電灯設備

(1)照明計画

・設計照度は、JIS基準(Z 9110：2010）に基づき、設定平均照度前後を確保し、建築空間に調和した雰囲気のある快適な

明かりを演出します。

・省エネルギー・省メンテナンス性を考慮し、光源はＬＥＤとします。

・じゃがいもストリートは賑わい空間を演出した照明計画とします。

・執務室空間はタスクアンビエントを基に計画し、ＺＥＢに対応した照明計画を検討します。

(2)点滅・制御

・フル２線式リモコンスイッチを原則とし、倉庫や機械室等はタンブラスイッチにて計画します。

・各部門の主要室には、該当エリアの集中リモコンスイッチを設置します。また、ロビーや廊下等の共用部は、総務課（仮）から

の集中制御や年間プログラムタイマー制御が可能なものとします。

・机のレイアウトに応じた点滅や廊下の千鳥点滅など、更なる節電を考慮した点滅区分とします。

・各種センサー等の制御機器を用いて、省エネルギーを図る計画とします。

　人感センサー（熱線センサ）制御　：　人の動きを検知して、点灯及び消灯を行う。（消し忘れ、感染防止）

　タイムスケジュール制御　　　　　　：　あらかじめ設定した時間帯で自動的に点灯及び消灯を行う。

　調光制御 　：　映像設備の利用が想定される会議室など。

　昼光制御 　：　室の明るさを検知して、照明の明るさの制御を行う。

(3)外灯

・防犯性及び視認性を考慮し、屋外駐車場及び歩行動線の照度を確保する外灯（ＬＥＤ光源）を設置します。点滅は、ソーラー

タイマーと自動点滅器を併用し、適切な点灯となるよう制御します。

・周辺環境に配慮し、環境省策定「光害対策ガイドライン」に準拠した計画とします。

・防災広場に対応した外灯（災害時のみ点灯）を検討します。

ソーラータイマー　：　タイムスイッチ内部に全国地区毎の日出・日没時間が記録されており、季節によって日出・日没時間が

違う日本の特性にあわせたオンオフ設定が可能なタイムスイッチ

　自動点滅器 ：　周囲の明るさに応じてオンオフ制御を行うセンサースイッチ

(4)コンセント設備

・必要箇所に一般用コンセント及び各機器の専用電源としてのコンセントを計画します。

・事務室などのＯＡフロア部は８㎡に一ヶ所程度とし、ＯＡフロア内にハーネスジョイントボックスを設け、コンセントタップを

接続するものとします。（１席に４ヶ口コンセントタップを１個、複合機などのOA機器専用に２ヶ口コンセントタップを１個を目

安に設置）

・使用する負荷想定より、必要に応じて接地極付または接地端子付の配線器具とします。

・非常用電源は赤色で色付けをし、常用でも使用できるようにします。

(5)配線計画

・分電盤は、主幹遮断器を２２５ＡＦ程度に抑え、分岐回路の電圧降下を２％以内としたゾーニングに分割し配置します。

・分岐遮断器は１Ｐモジュールを原則とし、２００Ｖ回路及び防災負荷は2P2Eとします。また、水気のある場所などで使用す

る負荷の回路はＥＬＣＢによる地絡保護回路とします。

1-2　動力設備

・動力制御盤の設置及び２次側の空調・衛生動力設備までの配管・配線を計画します。

・動力制御盤は、機械室や室外機置場など機器近隣に配置します。

・配管方式は、屋内露出部分はねじなし電線管、隠蔽部分はＰＦ管、屋上又は屋外は厚鋼電線管とします。

・インバーター制御機器は、機器側で高調波対策を行う計画とします。

1-3　幹線設備

・受変電設備から各エリアに設置する電灯分電盤及び動力制御盤へ電源供給します。

・執務エリアの電灯分電盤は１面／８００㎡及び各階に設置します。

・庁舎エリア以外の電灯分電盤は用途ゾーンごとに設置します。

・幹線ケーブルは、将来対応も考慮しケーブルラック上敷設を原則とし、一部枝幹線等は金属管、地中埋設配管はＦＥＰ管とし

ます。

・電源電圧、供給エリア・用途（一般動力、一般電灯、保安動力、保安電灯）などによって系統を区分し、供給するものとします。

・系統・用途等に応じて計量器を設け、エネルギー使用量の把握・表示（見える化・見せる化）が可能な計画とします。また、デ

マンド電力の監視を行い、契約電力の抑制を図る計画とします。

■幹線種別と配電方式

幹線種別 電源電圧 ケーブル種別
電源種別

通常時 停電時即 自家発起動時

－

一般電灯 単相３線式200-100V 商用 － －

一般動力 三相３線式200V

ＥＭ－ＣＥＴ

商用 －

保安動力 三相３線式200V 商用 － 自家発電源

保安電灯 単相３線式200-100V 商用 － 自家発電源

－

（内蔵） －
非常電灯 単相２線式100Ｖ ＥＭ－ＥＥＦ 商用

蓄電池
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接地の種類 接地抵抗 接地極

電

力

用

接

地

Ａ種接地 １０Ω以下 銅板　900×900×1.5t

Ｂ種接地 150/IΩ以下 銅板　900×900×1.5t

Ｃ種接地 １０Ω以下 銅板　900×900×1.5t

Ｄ種接地（ＭＣＣＢ） １００Ω以下 銅棒　14φ×1.5m～3連結

Ｄ種接地（ＥＬＣＢ） １００Ω以下 銅棒　14φ×1.5m～3連結

測定用補助 １００Ω以下 銅棒　14φ×1.5m　×2

弱

電

用

接

地

構内交換機 １０Ω以下 銅棒　14φ×1.5m～3連結

拡声用増幅器 １００Ω以下 銅棒　14φ×1.5m～3連結

サーバー用 １００Ω以下 銅棒　14φ×1.5m～3連結

防災無線卓用 １０Ω以下 銅棒　14φ×1.5m～3連結

※１：接地極の仕様は実施設計において再度調整します。
※２：上記以外の接地工事（総合行政情報ネットワーク設備（パラボラアンテナ等）、防災放送な
ど）は別途工事とします。

1-4　接地設備

・異常時の電圧上昇、高電圧の侵入等による人及び機材の損傷を防止するため、電気設備の 技術基準の解釈第17条等に準

拠し、個別接地にて接地極を設置します。

1-5　受変電設備

・省スペース・高安全性・高信頼性のキュービクル式とし、電気室に設置します。

　受電方式 　　　

　配電電圧 

　　　

キュービクル形式　　

高圧遮断器 　　　

負荷開閉器

変圧器

・進相コンデンサ

・直列リアクトル

・浸水対策を考慮し、出入口等に脱着型止水板の設置を検討します。

1-6　発電設備

(1)非常用発電設備

・商用停電時対応として防災負荷・保安負荷に電源供給する計画とし、自然災害等による商用停電時でも庁舎機能を維持・

継続するための最低限の電源を確保します。

・発電機、燃料小出槽は発電機室に、主燃料槽は地下に設置する計画とし、主燃料槽から油中ポンプにて圧送するものとしま

す。尚、総合行政情報ネットワーク設備（パラボラアンテナ等）にも電源を供給するものとします。

(2)太陽光発電設備

・環境への配慮、自然エネルギーの有効利用、災害時の重要負荷への電源供給から、屋上のトップライト上部に太陽光発電パ

ネルを設置します。

・太陽光発電容量は計10ｋＷを計画します。

・パワーコンディショナーはキュービクル置き場に設け、系統連系を行います。

・災害対策とZEBへの対応を考慮し、蓄電池を併設する計画とします。

：　三相３線式６．６ｋV　50Hz　一回線受電

：　電灯：単相３線式２１０－１０５Ｖ

：　動力：三相３線式２１０Ｖ

：　CB形

：　ＶＣＢ（電動ばね操作）　遮断電流12.5kA

：　ＬＢＳ（ストライカ引外）

：　油入、トップランナー（2014）

　単相：6.6kV/210-105V 100kVA×2（※三相不平衡対応）　

　三相：6.6kV/210V 300kVA

ｽｺｯﾄ：210V2Φ3W210-105V　 100kVA　（推定）

＜変圧器容量は推定とし実施設計にて確定する＞

：　高圧、油入、放電抵抗・保護用圧力接点付、自動：力率調整

：　高圧、油入、６％耐量、温度警報接点付

■発電機仕様

電気方式

75dB（超低騒音型）

三相210V 50Hz発電機

原動機

形式

冷却方式

始動方式

燃料

ディーゼルエンジン式

ラジエター式（空冷）

セルモーターによる電気始動（機載バッテリー）

軽油

配電盤

始動時間

連続運転時間

容量

騒音仕様

屋内キュービクル式

185ｋＶＡ（想定容量）

７２時間以上

４０秒以内

本体キュービクル内搭載

形式

■主燃料槽

形式

容量

地下埋設型

４000 ℓ
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■情報系統概念図

　空配管（配線は通信事業者工事）

←基幹系収納ラック（別途）     （地下1階サーバー室）

　（配線は通信事業者工事）

HUB収容盤（各EPS等）：本工事

収容機器類：別途工事

※ネットワークの物理構成（詳細）は、別途打合せによるものとします。

※点線は別途
実線は本工事

ONU

通信業者回線

光成端ﾕﾆｯﾄ

ＯＮＵ

ルーター

Ｌ２スイッチＬ２スイッチ

［至、各アウトレット］ ［至、各アウトレット］ ［至、各アウトレット］

Wi-Fiﾙｰﾀｰ

Ｌ３スイッチ

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

Ｌ２スイッチ

２．構内電気設備

2-1　構内配電線路設備

・敷地内に引込柱を設け、架空配線にて電力会社配電線を受けます。

・引込柱からは地中埋設配管配線にて建物内に引込む計画とします。

□高圧電力

コンクリート柱

柱上気中負荷開閉器

 

　ＳＯＧ制御装置盤 

　立下配管 

　地中埋設配管 

2-2　構内通信線路設備

・電力引込柱と同一柱にて、架空配線にて通信線路を受けます。

・引込柱からは地中埋設配管配線にて建物内に引込む計画とします。

□通信

引込点

コンクリート柱

　立下配管

　地中埋設配管 

３．弱電設備計画 

3-1　構内情報通信網

・配管配線及び収容盤等を本工事とし、ＳＷ－ＨＵＢ等の機器は別途工事とします。

(1)基幹系、支線系

地下１階サーバー室内に基幹用収納ラック（別途）を設け、そこまでの引込みルートを敷設します。

基幹系収納ラック（別途）内には、ＯＮＵ（光回線終端装置）等の光通信機器用のスペースを確保すると共に、光成端ユニットを

収容します。また、各エリアのＥＰＳ内にＨＵＢ収容盤（収容する機器は別途）を設け、基幹系収納ラック（別途）との間に各系統毎

にメタルケーブルを敷設します。通信規格はギガビットイーサネット（1Gbps）とし、ケーブルはＵＴＰケーブル（ＣＡＴ．6）、パー

マネントリンク９０ｍとします。

(2)フロア系

フリーアクセスフロア部はＯＡ盤を設置し、内部にHUB収容スペースを見込みます。また、床上には情報用ローゼットを必要数

量設置します。上記以外の場所は、壁埋込若しくは床埋込のモジュラージャックを設置します。

(3)公衆wi-fi系

地下１階サーバー室内の基幹系収納ラック（別途）より、１階共用部天井部まで専用配線（仕様はフロア系と同じ）を敷設します。

Wi-Fi用機器(セキュリティ設定、試験調整など一式)は別途とします。

：　Ａ型－１２ｍ、支線38sq

：　7.2kV,全閉型,ＶＴ･ＬＡ内蔵,重耐塩,方向性地絡過電流ロック型

：　モールドコーン付ブッシング　300A　12.5kA　(150MVA)

：　溶融亜鉛メッキ塗装、鍵付

：　厚鋼電線管（内外面溶融亜鉛メッキ）×２

：　波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）×２

：　電力引込みと同じ

：　電力引込柱を利用

：　厚鋼電線管（内外面溶融亜鉛メッキ）×４（全て空配管）

　　（電話用×１、電話用（予備）×１）

：　波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）　　　　×４（全て空配管）

　　（電話用×１、電話用（予備）×１）

　　（情報用×１、情報用（予備）×１）
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3-2　構内交換設備

・配管配線及び端子盤等を本工事とし、構内交換機・電話機等の機器は別途工事とします。

(1)機器類

・交換装置はIP-PBX方式とし、アナログ回線・専用回線・広域網などに対応する規格とします。

・電話機は設置個所に応じて、停電対応多機能電話機・多機能電話機・一般電話機を計画します。

(2)幹線系

・地下1階サーバー室内にＭＤＦ（本配線盤）を設け、そこまでの引込み配管を敷設します。

・本配線盤から各エリアのＩＤＦ（中間配線盤）まで、内線数に応じた配線を敷設します。

(3)フロア系

・フリーアクセスフロア部はＯＡ盤を設置し、内部に必要数の端子板を見込みます。また、床上には電話用ローゼットを必要数

量設置します。上記以外の場所は、壁埋込若しくは床埋込のモジュラージャックを設置します。

3-3　情報表示設備

(1)マルチサイン装置

・予めパソコンから登録した各種案内情報をタイムスケジュールに沿って、1階共用部に設置するモニター（汎用の液晶テレビ

＜５５インチ程度＞）に表示させる計画とします。

・登録用パソコンは総務課に設置するものとします。

(2)時刻表示装置

・館内の正確な時刻表示を図ることを目的に、時刻表示（電気時計）装置を計画します。

・親機は総合防災盤（総務課）に組込みとします。

・時刻修正は、テレビ電波（UHF:ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備より分配）を受信し、自動修正を行うものとします。

・チャイム機能、プログラムタイマー機能を有し、本体及びＰＣ（USBメモリー等）による各種設定・制御が可能なものとします。

3-4　映像・音響設備

・必要諸室に映像、音響設備を計画します。

・音響ワゴン、スピーカー、マイクコンセント等を設け単独放送が出来る様にします。

・１階スタジオに音響設備を計画します。

3-5　拡声設備

・業務放送兼用型非常放送設備とし、平常時の館内放送と火災時の非常放送が行える計画とします。

・放送アンプ架は総合防災盤（総務課）に組込むものとします。

・放送アンプ架には自動音声再生装置等を設け、平常時の案内放送（定型）や緊急時の放送を再生するものとします。

・警備員室に非常用リモコンマイクを設置します。

3-6　誘導支援設備

(1)インターホン設備

・時間外来館者の受付、要援助者用、エレベーター用のインターホンを計画します。

・時間外及び要援助者用インターホンはカラーカメラ付とし、各親機は総合防災盤（総務課）に組込むほか、警備員室にも設置

します。

(2)トイレ呼出表示設備

・緊急時に迅速な対応が可能とするため、呼出設備を計画します。

・呼出ボタンは地下１階みんなのトイレ、１・2階HWCに設置し、トイレ外部に廊下灯と復旧ボタンを設置します。

・親機は総合防災盤（総務課）に組込むほか、警備員室にも設置します。

3-7　テレビ共同受信設備

・災害時の情報収集を考慮して、テレビ共同受信設備を計画します。

・受信方式はアンテナ方式（UHF，BS/110°CS）とし、PH階外壁に設置（壁支持）するものします。

・増幅器は発電機回路とします。

・テレビ端子は防災関連諸室及び、警備員室等に計画します。

3-8　監視カメラ設備

・敷地内及び建物内の防犯性を考慮し、監視カメラを設置します。

・監視カメラは不特定多数が出入りする共用部(主に廊下）に計画します。

・伝送方式はネットワーク方式とし、ネットワークディスクレコーダー及びモニターを総合防災盤（総務課）組込ます。

・記録容量は、カメラ接続台数、記録時間、記録品質により決定するものとしますが、記録時間は2週間以上を目安とします。

3-9　議場放映設備

・よりスマートな議会運営を実現するため、各種音響装置と映像装置を統合した議場システムを計画します。

(1)音響設備

・指向性の高いマイクやデジタルミキサの調整により、ハウリングが起きにくい音環境を構築します。

・赤外線コードレスマイクユニットを採用し、会場設営の容易化、議場の多目的用途での利用を実現します。

・ソリッドステートレコーダーを採用し、容易な音声データーの管理と、クリアな音質で録音することによる、会議録作成の省

力化を実現します。

(2)映像設備

・ＨＤカメラで撮影した映像を音声と共に庁舎内で中継を行うことで、来庁者へ議会への関心を促すと共に一般職員も議会

の流れを確認することが可能です。（将来のインターネット配信も対応が可能。）

・議場内外モニタによる各種表示（発言者映像など）を行い、議論・傍聴・視聴しやすい議会運営を実現します。

(3)議会運営装置

・音響装置と映像装置を統合してシステム全体を集中制御し、スムーズな議会運営と、事務局職員のより本来の役割に集中

できる環境を構築します。

3-10　防犯・入退出管理設備

(1)防犯設備

・外壁開口部に面する諸室及び廊下等や重要物品を収容する諸室に空間センサー（別途工事）を設置できるよう空配管・ボッ

クスを設置する計画とします。

(2)入退室管理設備

・職員出入口や管理の必要な重要室にカードリーダーによる電気錠制御を行う計画とします。

・機器類、システム、配線なども本工事で計画します。

3-11 無線通信設備用空配管設備

・別途工事機器類（総合行政情報ネットワーク設備（パラボラアンテナ等）、防災放送など）の対応として空配管を敷設する計

画とします。
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４．防災設備計画 

4-1　自動火災報知設備

・消防法の防火対象物は（15項）前各項に該当しない事業所（事務所等）として計画します。

・受信機はＰ型（自動試験機能付）とし、総合防災盤（総務課）に、副受信機を警備員室に設置します。

・非常警報設備、自動ドア、電気錠、昇降機などとの連動を行います。

・執務エリアや書類保管場所の感知器は、出火に移行する前に感知が可能な煙感知器を主体として計画します。

4-2　自動閉鎖装置設備

・煙感知器連動の防火扉･防火ダンパーを制御します。

・監視盤は自動火災報知設備兼用とします。

4-3　非常警報設備

・自動火災報知設備と連動した非常用放送設備とします。（拡声設備参照）

4-4　防災照明設備

(1)非常用照明設備

・建築基準法に準拠し、商用電源が停電した時の避難用として設置します。また、発電機室・機械室には停電時のメンテナン

ス対応用として、トイレには利用者の避難用に自主設置する計画とします。

・器具は比較的安価な蓄電池内蔵型とします。

(2)誘導灯設備

・消防法に準拠し、避難口や通路、階段などの必要な箇所に設置します。

・器具は比較的安価な蓄電池内蔵型とします。

■電気設備工事項目 ※●:本工事

● ● ●

● ● ●

● ● ●

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

● ● ●

● 〇 〇

● ● ●

● ● 〇

● ● 〇

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

〇 〇 〇

〇 〇 〇

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

〇 〇 〇

〇 〇 〇

● ● ●

● ● ●

● 〇 〇総合行政情報ネットワーク設備 配管 配線 器具付

非常警報装置 配管 配線 器具付 拡声（非常放送）設備にて対応

防災用照明設備 配管 配線 器具付

議場放送設備 配管 配線 器具付

ガス漏れ火災警報設備 配管 配線 器具付 任意設置

消防機関へ通報する火災報知設備 配管 配線 器具付 所轄消防署と協議

自動火災報知設備 配管 配線 器具付

自動閉鎖設備 配管 配線 器具付

監視カメラ設備 配管 配線 器具付

防犯・入退出管理設備 配管 配線 器具付 機械警備機器は外部委託(別途工事)

テレビ電波障害防除設備 配管 配線 器具付

駐車場管制設備 配管 配線 器具付

トイレ等呼出表示装置 配管 配線 器具付

テレビ共同受信設備 配管 配線 器具付

誘導支援設備

インターホン 配管 配線 器具付

映像音響設備 配管 配線 器具付

拡声設備 配管 配線 器具付

情報表示設備

時計表示装置 配管 配線 器具付

構内情報通信網設備 配管 配線 器具付

構内交換設備 配管 配線 器具付

構内通信線路設備 配管 配線 器具付

外灯設備 配管 配線 器具付

構内電気設備

構内配電線路設備 配管 配線 器具付

ロードヒーティング 配管 配線 器具付

フロアヒーティング 配管 配線 器具付

動力設備 配管 配線 器具付

電熱設備

一般電灯設備 配管 配線 器具付

コンセント設備 配管 配線 器具付

接地設備 配管 配線 器具付

電灯設備

外部雷保護 配管 配線 器具付

内部雷保護 配管 配線 器具付

設備名称 施工の範囲 備　考

受変電設備 配管 配線

自家発電装置 配管 配線 器具付

太陽光発電装置 配管 配線 器具付

静止形電源設備

直流電源装置 配管

器具付

発電設備

配線 器具付 非常電源は全て内蔵蓄電池にて対応

交流無停電電源装置 配管 配線 器具付 設備機器用小型UPSにて対応

雷保護設備
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冬期
夏期

乾球温度

64%63%相対湿度

16時14時12時9時

68%

30.9℃28.5℃27.3℃

69%

27.2℃

61%

-13.9℃

■設計用屋外条件

１．空調換気設備

1-1　空気調和設備

(１)空調方式

・庁舎ゾーンの執務スペース等の主な居室は空冷ヒートポンプエアコン(EHP)とガスヒートポンプエアコン(GHP)を併用設

置し、災害(停電)時に稼働する系統をガスヒートポンプエアコン(GHP)のみとすることで非常用発電設備の負荷軽減に努め

ます。

・庁舎ゾーンの上記以外の居室は災害(停電)時稼働する居室をガスヒートポンプエアコン(GHP)それ以外を空冷ヒートポン

プエアコン(EHP)にて冷暖房を行います。

・併用設置の居室は熱負荷ベースでEHP50％、GHP50％の割合で設置検討します。

・じゃがいもストリート、にぎわいゾーン各居室は床暖房にて暖房を、空冷式ヒートポンプエアコン(EHP)にて冷房を行いま

す。

・警備員室は空冷ヒートポンプエアコン（EHP）にて単独系統で暖冷房行います。

・サーバー室、印刷室は空冷ヒートポンプエアコン（EHP）にて単独系統で冷房を行います。（年間冷房を検討）

・床暖房の熱源として温泉熱利用を行います。

・床暖房の補助熱源としてガス温水発生機を設置します。

・便所等は、電気パネルヒーターにて暖房を行います。

(２)温泉熱利用設備に関して

・温泉は温泉井戸より汲み上げ、別棟に設置した温泉槽に貯湯し、ポンプにて本建物に圧送します。

・本建物内にも必要に応じて温泉槽の設置を検討します。

・ガスセパレーターの設置を検討します。

(３)加湿設備について

・スタジオには加湿器を設置します。(ホットヨガ対応)

・書庫・倉庫には除湿器の設置を検討します。

・上記以外には加湿除湿は行いません。

(４)設計外気温湿度

・設計外気温湿度について、夏期温湿度（14時温度以外）と冬期湿度は建築設備設計基準に記載のある「網走」とし、夏期の

最高温度（14時）と冬期温度は気象庁過去データ(小清水)に記載のある温度を基準に建築設備設計基準と同程度に補正し

た数値とします。

(５)災害時対応

・庁舎ゾーンはガスヒートポンプエアコン(GHP)を停電時でも運転可能なように検討します。

・じゃがいもストリートとにぎわいゾーンは床暖房を停電時でも運転可能なように検討します。

・サーバー室のEHPは停電時でも冷房可能なように検討します。

・停電時の暖房可能時間は庁舎ゾーンで72時間、じゃがいもストリート・にぎわいゾーンで24時間にて検討します。

(６)融雪設備

・温泉熱利用の二次利用として出入口周辺への融雪設備(ロードヒーティング)の設置を検討します。

1-２　換気設備

・各居室については、全熱交換形換気扇による第一種換気により、省エネを図る計画とします。

・WC等は顕熱交換形換気扇による第一種換気を行う計画とします。

・物品庫等、人の滞在のない箇所は天井扇や排気ファンを設置し第三種換気にて換気を行う計画とします。

・全熱交換形換気扇はCO2濃度による外気量制御を行い、外気量の低減による省エネを図る計画とします。

・「建築物衛生法」を満たすように換気設備を設置します。

1-３ 自動制御設備

・中央監視盤を設置して、各機器の運転・監視を行える計画とします。

・中央監視盤にて、主に暖房設備・換気設備の操作・状態監視・故障監視及び計測計量記録が行えるよう計画します。

・EHP・GHPは、各室にてON/OFF及び温度調整出来るよう個別リモコンを設置、加えて一括管理が出来るよう集中コント

ローラーを設け、運転管理を行う計画とします。

・計測については、外気温湿度・室内温湿度（代表室のみ）・温水循環温度等、必要個所を計測します。

・計量については、水道使用量・ガス使用量・電気使用量等、必要個所を計量します。

・ZEB対応としてBEMSの導入を検討します。

14
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２．給排水衛生設備

2-1 給水設備

(１)給水方式

・飲料水は町上水道より供給し、直圧給水とします。

・ランドリーには小型の受水槽の設置を検討します。

(２)災害時対応

・雑用水槽を設置し、断水時には配管切替により雑用水系統のみ使用可となるよう検討します。

・雑用水槽容量は3日分の雑用水量とします。

・断水時にはランドリーの受水槽からの給水を配管切替によりシャワーまで使用できるよう検討します。

・飲料水は、ペットボトルを備蓄することによる対応とします。

・受水槽へは給水車からの給水が行えるように対応します。

2-2 排水設備

(１)排水方式

・屋内排水は汚水・雑排水を合流し、雨水は単独にて屋外桝へ接続します。

・屋外排水は汚水・雑排水を町下水道へ放流し、雨水は単独にて町雨水本管に放流します。

(２)災害時対応

・汚水槽を設置し、下水道破断時は排水を貯水出来るように計画します。

・汚水槽容量は3日分にて計画します。

2-3 給湯設備

(１)給湯方式

・給湯方式は局所給湯方式とします。

・ランドリー、シャワーはガス給湯器を設置します。

・給湯室には電気給湯器を設置します。

・便所等の手洗器等には電気小型温水器を設置します。

・ガス給湯器へ給水する水は、温泉熱の排湯を利用して加温するよう検討します。

・ZEB対応として一部にエコキュートの採用を検討します。

(２)災害時対応

・ランドリー、シャワーの給湯器は停電時も使用できるよう検討します。

2-4 衛生器具設備

・トイレ内器具は以下のように計画します。

　洋風便器 ：節水型ロータンク式　温水洗浄便座

　小便器 ：自動洗浄フラッシュバルブ内蔵形　低リップタイプ　自己発電

　車いす用便器　　：節水型ロータンク式　自動洗浄　温水洗浄便座 

　洗面器 ：自動水栓(発電タイプ)、電気温水器

　掃除流し　 　：バック付　水栓付 

・HWCの一部にはオストメイトへ対応する設備を設置します。

2-5 消火設備

・防火対象物は消防法上、「15頁」として取り扱います。

・必要な消防設備

消火器 ：機械設備 

屋内消火栓設備 ：機械設備 

自動火災報知設備 ：電気設備 

各種誘導灯、誘導標識 　：電気設備

2-6 ガス設備

・ガスバルクタンクを屋外に設置して、各需要箇所に供給します。
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