
「『共に考えて、共につくる』が基本の業務推進」
・基本設計の初期から複数回のヒアリング「対話」

を行い、情報を共有しながら設計に反映します。
新しい庁舎の計画を実現させる上で大切なこと
は「共に考え、共につくる姿勢」です。私たち
はこれを基本姿勢とし、業務を推進します。

「綿密なコミュニケーションを図る」
・設計に先立ち、まず現地を訪れ、現状の運用、

問題点、改善点等を調査します。コミュニケー
ションを図り、要望について理解し、協議しな
がら、設計に反映していきます。

様式１０

業務実施方針（業務への取組体制，業務実施上の配慮事項について）

受付
番号

特に重視する業務実施上の配慮事項について

「庁舎施設の実績を活かした業務推進」
・これまでに弊社が全国で蓄積した庁舎施設の実績データベースの中から同種・類似案件の設計物件

のデータを抽出し、様々な事例をお示しすることで、早期に共通理解を形成し業務の迅速なスター
トを切ることができます。

「全社サポートチームのバックアップ体制」
・全国に居る豊富な経験と知識を持つ技術者が、各担当者を交えた検討会やデザインレビューに参加

し、全社を挙げた体制で高品質な設計を行います。

人々が集まり「環」が広がる将来を見据えた庁舎づくり

３つのコンセプト

１．既存本庁舎と一体性のある連携を実現する庁舎

２．災害時の活動拠点として安心の象徴となる施設整備

３．町の未来を育む庁舎として、将来的な施設整備

■東みよし町は、自然豊かな山々に囲まれ、まちの中心には雄大な吉野川が流れており、「元気・交流・未来

へふるさと 東みよし町」の考えのもと、自然溢れる町の特性を生かしながら交流を促進し、町民の豊かな

生活をサポートする施策に取り組んでおられます。私たちは、そのような東みよし町にふさわしい、町民の

未来を支え育み、みんなの「環」が広がる庁舎づくりを目指します。

業務への取組体制、設計チームの特徴について

「施設関係者、行政との協働プログラムの実施」
・施設関係者、行政担当者、設計者からなる「庁舎建物計画チーム」を設置し、基本方針に基づいて

施設計画を策定します。各部会では「対話」を行いながら計画を進めます。部会で意見を集約し取
りまとめたものを建設検討委員会に報告し、委員会の意見を随時計画に反映させます。スケジュー
ルの各段階において情報を共有しながら業務を進めます。

●設計工程計画

その他の業務実施上の配慮事項について

「高品質で迅速な業務遂行のための設計手法」
・迅速な業務遂行を図るため、設計工程計画に示す
とおり、初期段階で綿密な連携を図り業務を進め
ます。タイトなスケジュールの中においても、工
事発注準備までスムーズに移行できるような業務
管理を行います。

「確実な工程管理による手戻りのない業務遂行」
・品質管理として「業務開始時→30％→60％→

90％→納品時」の5段階にわたりチェックを行
います。意匠デザイン性、コスト管理、設備計
画、構造計画の各項目について、各品質管理担
当によるチェックを徹底し、手戻りのない業務
を遂行します。

「3Dモデルを利用した設計手法」
・本計画では、３Ｄモデルを用いた外観、内観シミュレーションを行い、設計

を「見える化」する事により、早期合意形成を行い、業務期間の短縮を図り
ます。従来は図面やイラスト、模型を元に打合せを行っていましたが、時間
がかかるうえ図面ではなかなかイメージが伝わりませんでした。建物の３Ｄ
表現等、設計を可視化することができる３Ｄモデリングソフトを活用するこ
とで精度の高い円滑な業務推進を実施します。

「地域に密着した設計チーム」
・担当技術者は、四国出身が多く、土地柄を熟知し

ておりますが、更に地域をしっかり理解する事に
努め、地域の想いを的確に反映した計画を行いま
す。管理技術者は、多くの建築の設計・監理経験
に基づいた高い技術力と総合力でチームをまとめ
ます。各担当者と連携し、設計工程・品質・コ
ストについて重点的に管理指導を行い、履行期限
を厳守して高品質な設計を行います。

「経験豊富な各担当技術者」
・庁舎施設の経験豊富な各分野担当者を配置し、最

適設計に向けて種々の検討・立案を重ね、管理技
術者との綿密な連携により確実に業務を進めます。

「人との調和」
・当社の設計理念は「人との調和」です。関係者の

皆様とのコミュニケーションを重視して、「理解
され、使っていただける建物」を目標に業務に取
り組みます。

「地域を理解する」
・設計を担当する技術者は週１日東みよし町の住民

となり、地域をしっかり理解する事に努めます。

●部会・建設委員会開催時イメージ

●３Ｄモデルイメージ



３階平面図

様式１１-１

施設及び敷地の特性を考慮した配置及び動線計画の考え方について

受付
番号

本館と分館の一体化により機能の向上を図るとともに、将来を見据え、本館
と分館の相互連携しやすい「東側ゾーン」に分館を配置
◇役場機能の向上を見据えた土地利用の提案

既存集会所、商工会施設周りの動線が分かりにくく狭くなっており、加えて
分館配置により更に煩雑になっていることから、利便性・機能を向上させる
為に、既存施設を一部移転、建替えを合わせて行うことで、役場及び隣接施
設の機能・快適性を向上させます。

配置方針
Ⅰ、人・車等が安全にアプローチしやすい配置と動線
・車利用者がアプローチしやすく、分かりやすい位置に建物を配置します。
・歩行者が車との交差が少なく、短距離でアプローチできる分館の出入口を

設けます。
Ⅱ、災害活動拠点となる屋外スペースと分館の対策本部が連携しやすい配置
・災害時に救援車両等の大型車が進入しやすく、活動しやすい北側駐車場を

災害時の活動場所とします。往き来しやすい位置に災害対策本部との連絡
動線を確保します。

Ⅲ、町民の日常利用の利便性、役場としての事務効率の向上を図る配置
・庁舎本館窓口部門、議場に隣接し、連携しやすい東側ゾーンに分館を配置

します。
・庁舎本館と分館相互に往き来しやすい動線を確保します。

既存庁舎本館と一体となって町役場としての機能向上を図る
町民にとって利便性が高く、職員が働きやすい統合庁舎、安心・安全な暮らしを守る防災の拠点、町民みんなの交流の場を創る

町民交流施設との複合施設としての機能の継続

◇複合施設としての利便性を重視した配置

・町民の交流の場として機能する全体計画を行います。また、南面の町民
広場は賑わいが生まれる空間として計画します。

既存施設を利用しながらの工事計画を策定

庁舎稼動を前提とした安心・安全工事
・既存施設の利用を防げず、利用者と交差し
ない工事動線、安全な仮設計画とします。
・工事で使用する建設機器類は低騒音型の採
用を図り、施設利用者及び近隣住民の防音・
騒音・振動・塵埃飛散などに十分配慮した工
事計画の立案を行います。

将来の移転を想定した
計画とします。既存施
設の移転に伴う工期延
長のリスクを抑え、現
状の配置のまま、利用
者の不便を最小限に抑
えた工事計画とします。

凡例
敷地範囲

職員車両動線
利用者車動線
利用者自転車動線
利用者人動線

庁舎本館出入口
分館出入口

拡張予定地

来庁者用駐車場
72台

公用車庫
12台

公用車庫20台

自転車置場

来庁者用駐車場55台

町民広場

庁舎本館
分館

JR徳島線

消防分団

各階配置計画

ロビー

多目的ホール

町民交流
スペース

WC

会議室

展望ロビー

機器室

会議
研修室

備品庫

PS
書庫

EV

ラウンジ

ホール

書庫

倉庫

EV

WC 多

EPS

企画
部局

会議室

倉庫

書庫
階段

教育委員室

ステージ

WC
多調理

実習室

市民ホール

窓口

窓口

宿直室

WC

会計課

風除室 書庫

WC
情報処理

参事室

放送室

備品庫
書庫

給湯室PS会議室

EV

ラウンジ

ラウンジ

ホール

倉庫倉庫

EV

WC 多

EPS 事業
部局

会議室

情報
処理

会議室

倉庫

書庫

備品庫

保健室

給湯室

耐火書庫
書庫

保管庫

会議室

議会
事務局

WC

会議室

議場

PS
備品庫

EV

ラウンジ

ホール

応接室

倉庫

EV

WC 多

EPS
町長室

災害
対策室

倉庫

議長
副議長

WC

給常任
委員会室

WC

副町
長室

総務部局

書

委員
会室

◇利便性に配慮した分館出入口の配置
・北側駐車場側に「分館通用口」を配置し、

職員が分館に入りやすいようにします。
・本館の窓口部門に隣接して分館南側に「サ

ブエントランス」を配置します。
◇連携しやすい本館・分館執務室の配置
・本館執務部門と連携しやすい1、2階に執

務ゾーンを配置します。
・1階に窓口部門を集約し、来庁者駐車場は

西隣地をメインに考え、敷地内には車椅子
駐車場を確保します。

◇災害時に連携しやすい3階災害対策室
・屋外災害時活動ゾーンを見渡せる位置に災

害対策室を配置します。
・災害時対応として災害対策室に隣接して特

別職室を配置します。また、本館3階の議
場に近接して配置します。

歩行者動線

利用者車動線

搬入動線

利用者車動線

工事範囲

消防分団
動線

仮囲い

庁舎本館

庁舎本館
分館

将来移転

町民一体
利用広場

駐車場

駐車場

分館
ホール

庁舎本館

駐車場 町民広場

騒音の低減

臭気塵埃の防止

振動の抑制

通用口

サブエントランス

ストック
ヤード

既存施設

●配置概念図

●南側イメージ ●北東側イメージ

●南西側イメージ ●南東側イメージ ●平面配置イメージ

●将来商工会、集会所の
移転計画イメージ

●仮設計画概念図

●工事計画の配慮点

●安全な仮囲い

●騒音振動の管理

２階平面図１階平面図
来庁者動線

職員動線

議員動線

凡例

N

N

N

N

NNN



災害対策室
災害対策本部・
会議室

平常時
災害時

町役場
機能継続

執行部エリア
災害対策本部

平常時
災害時

会議室
ボランティア室

平常時
災害時

調理実習室
炊き出し支援室

平常時
災害時

会議室
災害対策本部
(スタッフ詰所)

平常時
災害時

町役場
機能
継続町役場

機能継続

多目的ホール
一時避難所

平常時
災害時

【一般的な鉄骨造】 【本計画】

天井の落下
天井補強材
を増やした
耐震天井

家具の転倒 家具の固定

受付
番号

〈基本的な考え方〉
新しい庁舎分館は、地震・火災・水害などに強く、
電力供給が遮断されても一定期間維持できる機能
を保持します。町内で起こる様々な災害に対して、
確実に指示系統が機能する場となります。

平常時から素早く機能転換する災害対策本部
機能

◇災害復旧拠点へのシームレスな機能転換
・被災後に防災拠点としての素早い対応を実現す

るため、平常時から災害時へシームレスに転換
し、本館と分館が連携して、情報発信・展開・
町民ケアを可能にします。

◇機能的な敷地内連携
・各道路に面して緊急車両出入口を設けます。南

北駐車場は緊急車両スペースと支援物資仮設
ヤードに機能転換し、本館・分館への人、物の
迅速な移動を可能とします。

・分館に隣接する町民広場には、仮設流し台、か
まどベンチ、マンホールトイレを設けます。

◇コンパクトな庁舎内連携
・被災後は、分館３階を中心に災害対策本部を置

きます。分館１階に町民情報コーナーを設け、
本館と分館の町役場機能は継続します。

・本館２階の多目的ホールを一時避難所、会議室
はボランティア室、調理実習室は炊き出し支援
室に転換します。

・災害時優先通信を設
けることで、通信制
限のない優先的な通
信が可能です。

・衛星電話を設けるこ
とで建物外部との自
由な通話が可能です。

・防災行政無線を活用
した災害緊急放送や
警報を発信します。

多重バックアップによる業務継続計画
◇7日以上持続可能な庁舎

非常用発電機によるバックアップ電源を確保し
ます。備蓄燃料油は３日分で、節電モードによ
り７日以上連続運転が可能です。また、太陽光
発電(30kW確保)を屋上部分に南向きに設置し、
蓄電池式を採用することで停電時にも電源供給
を可能にします。

◇多重の浸水対策
・災害対策本部は分館最上階に設置し、浸水リス

クを回避します。
・災害時の機能維持に重要となる受変電設備、自

家発電設備、室外機（災害対策本部などの空調
用）を分館屋上に配置します。また、本館と分
館の容量を合わせて算定し、本館地階電気室等
の機械室を、分館屋上へ設置・切り替えを検討
をします。

災害復旧拠点機能を確実に維持できる庁舎分館

給排水インフラを考慮した災害対応
耐震性貯水槽の設置による地域のための飲料
水確保や液状化による浄化槽の故障に備えた
排水システムを設置し、ストレスなく避難生
活・救援活動が可能な計画とします。

◇地震対策
・鉄骨造に座屈拘束ブレー

スを組み合わせた鉄骨耐
震構造を採用します。ま
た、オイルダンパーを組
み合わせ、効率的に地震
エネルギーを吸収するト
グル制振装置の採用を検
討します。

・天井耐震化、家具固定に
よる転倒防止のほか、非
構造部材や設備は最高グ
レード耐震性能とします。

災害時の通信途絶対策

通信制限 通信制限なし

優先一般

非常時の通信の
しやすさを確保

【災害時優先通信】

【衛星電話】

【市の防災無線】 非常時の緊急放送、
各種警報など

遠方への通信

発電機

災害時の情報発信機能

ポリタンク

通常利用 通常利用

非常電源

水道本館

耐震性貯水槽 隣接
する川

雑排水槽

災害時は地域住民へ
飲料水を供給

新鮮な
水道水
の循環

飲料水×３日分
施設利用者数×７日分

業務の継続性を確保、各種災害を見据えた時間軸に即した対処・設備システムを構築

様式１１-２

災害発生時の対策本部機能及び業務継続機能の確保について

腕

Ⓐフレーム変形

腕

オイルダンパー

Ⓑ伸縮

トグル制振装置：ⒶがⒷの２～3倍伸縮し、
Ⓐが負担する地震エネルギーを吸収する

照明

ｺﾝｾﾝﾄ Wifi
太陽光発電

非常用
発電機

自然換気

オイル
タンク

浄化槽 ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ雨水抑制槽 緊急排水槽

アトリウム

会議室

災害対策本部

執務室情報発信

緊急車両
・警察
・消防
・自衛隊

国道192号線
第一次緊急輸送路

緊急車両
出入口

支援物資
仮設ヤード

緊急避難場所

緊急車両
・警察
・消防
・自衛隊

緊急車両
・警察
・消防
・自衛隊

ホール
町民情報コーナー
（災害時の情報提供）

平常時
災害時

町役場
機能
継続

会議室
災害対策本部
(スタッフ詰所)

平常時
災害時

町役場
機能継続

町役場
機能継続

町役場
機能継続

緊急車両
出入口

緊急車両
出入口

・マンホールトイレ
・仮設流し台
・仮設かまど

災害に強く安心の象徴となる庁舎分館
災害復旧拠点として庁舎機能を確実に維持する。平常時から素早く機能転換し、復旧までの時間軸を見据えた災害対策本部機能を確保する

●庁舎機能を維持するシステム構築イメージ

●災害対策時配置計画 ●災害対策時２階平面

●災害対策時３階平面

●災害時も継続可能な給排水システム

N

●多重な通信途絶対策



受付
番号

庁舎本館と一体で機能する分館として、将来
の模様替えに対応しやすい形態として、整形
な棟形状とすると共に、広い内部空間の確保、
情報・照明・空調設備等を統合した計画とし
ます。

低層鉄骨造（S造）を採用
執務空間に柱が出ないロングスパンの採用で執務空
間の自由度を高めます。
・廊下と執務空間に柱を設けない12ｍスパン
・机レイアウトにあわせた桁行き6.4ｍスパン

Ｖデッキスラブの採用
事務所床500㌔／㎡の積載荷重設定により、重量
物の配置の自由度の確保と工期の短縮を図ります。

公平性 自由度

体への
負担の
少なさ

スペース
の確保安全性

単純性

分かり
やすさ

１ 2 3

4 5 6 7

バリアフリー・ユニバーサルデザイン
ユニバーサルの７原則に基づき計画を行い利用者にやさしい施設環境を整えます。
・特に本計画地では、本館と分館及び公民館が混在する空間として迷いやすく、多様な情報の掲示に齟

齬の生じやすさが考えられます。案内やサインは、色や形、サイズ、設置位置を考慮して計画し、ピ
クトグラム等の図記号情報やカラー表示によって誰もが分かりやすい表示とします。また、東みよし
町らしさを取り入れた永く親しみを持ってもらえる施設となるようなサインを採用します。

・本庁舎と分館エントランスに情報の更新がしやすい映像スクリーン（デジタルサイネージ）の採用を
提案します。

・本館と行き来しやすい接続形態と空間
・大スパン空間を構築する合理的な構造形式
・建築モジュールと設備モジュールの連動
・執務空間の標準化による変更のし易さ
・変更に柔軟に対応できる諸機能の確保

外気に面した執務ゾーン
・東、南、北面に面している執務室ゾーンに十分な開

口を設け、採光や通風を確保し、快適な室内環境と
なるよう計画します。
コンパクトなコア廻りと南北に長い整形な執務空間

・片側廊下形式により小割り配置でも明るい空間が確
保でき、視覚の通る執務室・共用室ゾーンとなりま
す。

・奥行き12ｍを確保して大会議室等の柱のない空間
とします。

・家具レイアウトしやすい6.4ｍモジュールを採とし
て、合理的でユニバーサルなレイアウトを可能にし
ます。
分館エントランスに面したアトリウムと共用ゾーン

・共用ゾーンを縦に繋ぐ憩いの場となる一体感のある
空間をつくり、縦動線の結節点として階段、エレ
ベーターを配置します。
断面構成と廊下モジュール

・庁舎本館と相互に往き来がしやすい同じフロアレベ
ルの階高とし、執務室と廊下、または乾式の間仕切
りとして用途に応じて廊下幅が自由にレイアウトで
きるようにします。
（廊下幅モジュールとして1.8・2.1・2.4ｍを採用）

セキュリティ区画
・庁舎の開閉館時の対応としての分館全体、階別の管理と機

密保持等の出退管理（町長室回り）を必要とするゾーンの
セキュリティラインを設定します。

・階別の区画はエレベーター制御と連動させます。

同規模建物での構造形式の比較
RC造では建物荷重が重く、基礎・柱が大きくなり、
コスト、工期が不利になります。一方「S造ラーメ
ン形式」でも可能ですが、ブレースを集中して配置
した「S造座屈拘束ブレース」を採用することで、
コストの低減、地震時の変形を抑えた耐震性の高い
架構となります。

・将来の諸室規模の変更にフレキシブルに対応でき
るように、各室の内装仕上・天井高を統一し、諸
室間の間仕切はコスト面にも配慮し可動間仕切も
しくはロッカーや家具による間仕切とします。

・建築空間のモジュール化に合わせた照明、空調機
器配置モジュール化を行います。モジュール単位
毎に完結した分電盤を配置し、電源改修や間仕切
り変更の柔軟性を確保します。

・床積載荷重については、予想される用途・内部機
能の変化を考慮し、構造上の余裕をもたせます。

１Ｆ

面積配分（延床面積：2000㎡）
→執務室、災害対策室、会議室等…245㎡
→町長室、副町長、応接室等…230㎡
→書庫・倉庫等…115㎡
→階段、廊下、エレベーター、水廻り、ホール等…760㎡

6.4ｍ×6スパン＝ 38.4m

7.0m
12.0m

座屈拘束ブレース

座屈拘束ブレース

様式１１-３

業務体制の変更に柔軟に対応できる構造について

２Ｆ

諸室のレイアウトイメージ
OAフロア

可動間仕切り壁

色弱者への配慮

Ａ Ｅ Ｄ
設 置 し て い ま す

お手洗い

エレベーター

ＡＥＤ

分かりやすい

サイン計画

ＷＣの位置や

乳幼児等への配慮

車いす利用者に配慮

した高さ・形状
簡易杖立て等の

きめ細かい配慮
分かりやすく大きい

サイン計画
ＷＣの位置や

乳幼児等への配慮
色弱者への配慮

簡易杖立て等の
きめ細かい配慮した高さ・形状

車いす利用者に配慮

複層ガラス

自然換気

セキュリティー
第２区画(諸室)

セキュリティー
第３区画(町長室等)

6.4ｍモジュール

セキュリティー
第１区画(分館全体)

アトリウム
アトリウム アトリウム

奥行き12ｍ

自由な廊下幅

事業部局（30席） 企画部局（20席）

総務部局

（20席）

特別職諸室 災害対策室

アトリウムに面し明るく
開放的な執務室

共用ゾーンを縦に繋ぐ一体感
のあるアトリウム

庁舎本館と同一レベルで一体感
のある空間となるアトリウム

南側に町民の憩いの場と
なる町民広場を計画

将来の変化に対応できるフレキシブルで経済的な設計
業務体制変更に対応できる棟の形態及び内部の空間構成と建築構造形式

柔軟に対応する平面構成

柔軟に対応できる構造形式

柔軟に対応できる内装と設備

柔軟に変更対応できるその他配慮事項

●執務室廻りイメージ

●アトリウム・町民広場イメージ

●構造架構イメージ

●ＲＣ造・鉄骨造ラーメン・鉄骨造ブレースの比較検討表

●フレキシブルな内装計画イメージ

●ユニバーサルデザイン７原則●ユニバーサルデザインの具体例イメージ

●１階レイアウト ●２階レイアウト ●３階レイアウト

反射

家具による間仕切り

廊下 執務空間

・フレキシブルなレイアウト変更が行えるよう、床
は超低床（30～40mm）のＯＡフロアーの設置
を検討します。



山間部に位置する東みよし町

吉野川

受付
番号

＜東みよし町の地域特性＞
気候区分は温暖帯で年間平均気温は15.6℃
で４月、５月、６月及び10月の約4カ月間は
気候が良く自然通風が活用できる季節です。
年間降雨量は1,512ｍｍで穏やかな季節でも
多くの雨があり、雨対策が必要となります。
町の森林面積は多く、木材が豊富にあり、産
業育成の点から木材活用が求められます。

・情報システムや通信システムは、今後のさらなる
進化を想定して、メイン配管ルートを設備の増強
対応が容易な取替えしやすい位置に計画します。

・雨だれ跡が残りにくい水切やシールを工夫するな
ど、防汚性の高い細部設計を行います。

・屋上の空調機器設置スペースは、全面的に設備機
器の架台基礎と兼用のメンテナンスデッキとし、
保守・点検管理や機器の更新を容易にします。

・「エコ表示」として電力使用量、水使用量、ガス
使用量等を可視化し、職員や来庁者に知らせて節
電や節水等の意識の向上を促します。

東みよし町の気候に適したエコな庁舎分館
●自然エネルギーの活用
◇高い外皮性能

外皮部分の断熱性、日射対策に床・壁・天
井には地球環境にやさしいノンフロン断熱
材等を充填し、開口部は複層ガラスを採用
することにより熱負荷を低減します。

◇自然エネルギーの活用
自然採光の活用として、利用室の全てに窓
を設置、自然 採光を取り入れて照明によ
る電気エネルギーを削減させます。窓際は
昼光センサー設置して、照明を制御します。

◇日射と視線を遮る縦ルーバーの設置
また、日射負荷低減のためバルコニーと縦
ルーバーを設けます。太陽高度・視線角度
を割り出し、ルーバー角度を決定します。
コアを西側に設けることで西日による熱負
荷を低減します。

●環境に配慮した省エネ設備
◇ビルマルチエアコンの採用

省エネ空調設備として排熱利用の全熱交換器と
併用し、冷暖房の切り替え等の操作性がよく、
熱効率がよい電気熱源のビルマルチエアコンを
採用します。また、小割りにゾーン分けし領域
を限定して発停できるようにします。

◇LED照明、点滅センサー
より長寿命で消費電力
の少ないLEDなどの高
効率照明の採用とセン
サーによる点灯制御に
より省エネ化を図ります。

◇太陽光発電パネルの設置
太陽光発電(30ｋＷ確保) を屋上部分に南向きに
設置し、蓄電池式を採用することで停電時にも
電源供給を可能にします。

◇節水機器の採用と給水配管径の縮小化
節水便器、節水カラン等を採用し、給水量の抑
制と配管サイズダウンによる管材等イニシャル
コスト縮減を図り、さらに搬送動力の低減によ
るランニングコスト縮減も期待できます。

◇雨水利用
屋上から集水した雨水を適切
な処理を行なった後、散水用
として利用します。上水道使
用量の削減と雨水流出量の抑
制を行います。

地元産材の活用

●バリューエンジニアリング（ＶＥ）
建設市況、経済動向を反映したコストマネイジメ
ントを行ない、設計の初期段階からＶＥ手法を導
入し、適切なコストプランニングによる機能とコ
ストバランスが最適となる設計とします。

●工事期間短縮・施工性に配慮したコスト削減
◇工場生産･ユニット工法･規格品の採用

現場作業員の不足等に対処し、現場作業を少なく
した製品･工法を採用し、工期を短縮しコストを
削減します。

◇手間のかからない設備工材の採用
保温工事の省略可能な保温付き冷媒管や結露防止
層付きドレン等を導入し、省力化･工期短縮を図
ります。

概算工事金額（税抜）

公共建築物への利用の推進方針に基づき、地域木材産
業と建築産業の技術を活用した地産地消を追求します。

・環境への配慮を重視した建設材料の選定を行い、環
境負荷が低く、かつ短工期で施工可能なエコマテリ
アルを積極的に採用します。

・ルーバーや天井、壁面に地域産木材を
積極的に利用し、運輸によるＣＯ２の
削減による環境負荷低減と地域の産業
を含めた産業活性化に貢献します。

光を検知して
照明のON/OFF

人を検知して
照明のON/OFF

光が入る窓際

・外部建具の窓・ガラリはアルミ、エントランス建
具はステンレスドアを採用し、強度・耐久性に富
んだ金属を使用します。

・ルーバー等に使用する地域産材のスギ、ヒノキの
集成材は環境に優しく、高い寸法安定性を有しま
す。外部に使用する木材に
は天然木の風合いを残した
まま耐候性を高めることが
できる高圧高温での蒸気熱
処理を行った天然木材を使
用します。
また、取付け方法は更新時の取替えを容易にする
ためボルト止めとします。

■築 40 年目に長寿命化改修、中間年で中規模修繕を行い、機能向上を図る。

竣工 20 年
40年 60年

築 20 年目
中規模修繕

経年劣化による損耗、
機能低下に対する機
能回復工事
・屋上防水改修
・外壁改修
・設備機器更新

築 40 年目
長寿命化改修

機能回復工事と、社
会的要求に対応する
ための機能向上工事
・屋上防水・外壁改修
・内部改修・設備改修
・開口部改修・法対応

築 60年目
中規模改修

経年劣化による損耗、
機能低下に対する機
能回復工事
・屋上防水改修
・外壁改修
・設備機器更新

機能回復
（中規模修繕）

機能向上 機能回復
（長寿命化改修） （中規模修繕）

・内装仕上げ材は、イニシャルコストのチェックを
行いつつ、耐久性・防汚性に優れた材料選択を行
い、高いストック性能を目指します。
また、セルフクリーニング機能を持つ外壁仕上げ
材の使用により光触媒作用を持たせ「防汚と汚れ
分解」性能など自浄作用によりメンテナンス費用
や洗浄に伴うエネルギーの低減を図ります。
室内

●内部空間及び外部廻りの維持管理低減イメージ

太陽光の紫外線で
汚れを分解

雨水で汚れを浮かす さらに雨水で
キレイに洗い流す

長寿命化を実現する高品質仕様とメンテナンス性

ランニングコスト(維持管理費)の削減

コンパクトな施設計画による建設費用の低減

・外部などの配管材料を腐食しにくいステンレスや
樹脂材とすることにより、材料寿命を延ばします。
また、設備の支持材やラックも耐腐食性の材料と
することにより、長寿命な設備配管とすることが
可能です。

・設備メンテナンス・更新への配慮としてメンテナ
ンス・機器更新を容
易に行えるスペース
やＰＳ等に予備スペ
ースを確保しておき
ます。

・鉄骨造の耐用年数は40年と考えられていますが
高強度部材の採用と計画的に維持改修を行うこと
により80年以上の長寿命化を図ります。

●予備パイプスペースの設置

様式１１-４

維持管理を踏まえた長寿命化に資する設計について

項 目 金 額 (単位：円)

建 築 327,000,000

電 気 65,560,000

機械（空調） 44,440,000

機械（給排水） 29,270,000

外 構 11,740,000

共通費 116,190,000

合 計 594,200,000

キュービクル・屋外機置場

目隠しルーバー

アトリウム

雨水抑制槽

自然採光

自然採光

ビルマルチエアコン
自然通風

太陽光発電パネル

ライフサイクルコストを縮減した永く利用できる経済的で長寿命な庁舎分館
地域の気候、風土に配慮したイニシャルコスト・ランニングコストの削減

●自然エネルギー利用のイメージ断面

●地域産木材

●地域産材を用いたインテリア木質化イメージ(当社実績：某庁舎)

雨水利用システム▶

●昼光・人感センサーシステムイメージ

●天然木材の手摺・ルーバーの当社実績

※弊社類似施設より算出

自然通風

●施設の長寿命化計画イメージ


Sheet1

		項 目 コウ メ		金 額 (単位：円) タンイ エン

		建 築 タツル チク		327,000,000

		電 気 デン キ		65,560,000

		機械（空調） キ カイ クウチョウ		44,440,000

		機械（給排水） キ カイ キュウハイスイ		29,270,000

		外 構 ソト カマエ		11,740,000

		共通費 キョウツウ ヒ		116,190,000

		合 計 ゴウ ケイ		594,200,000
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